名古屋開催・職場の仕事革新シリーズ
仕事のミス防止を個人の問題から、チームの「しくみ」に変える！
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日本能率協会 中部事務所 研修室
（名古屋市中村区・名駅）

仕事の2S(整理・整頓)と見える化で
仕事をやめる改善セミナー

■ セミナーのねらい

■ セミナーのねらい

オフィスワークでのミスの発生はつきものですが、ミスの発生を、起こした個人
の問題として片づけてしまうと、個別業務のやり直しや修正を繰り返すばかりで、
チームや業務全体の効率・生産性の向上にはつながりません。
ミスを防止するには、ミスを起こした個人に焦点を当てるのではなく、起こした
事象に焦点を当て、その原因を探求し、ミス防止する「しくみ」つくりが不可欠です。
本セミナーでは、日常業務のなかで、なぜミスが発生するのか、また、そのミス
した業務のやり方や手順がなぜ放置されてしまうのかを理解したうえで、仕事の
質や生産性を向上させるための「しかけ」（管理・改善手法）について、演習・
グループワークを通じて具体的、実践的に学んでいただきます。

昨今の労働力人口の減少、人材不足対策として、多様な人材を活用するため
の働き方改革が叫ばれるなか、様々な就業環境の整備と労務管理制度の構築
が進められています。
しかしながら、職場では、要求の多種多様化やメール主体による仕事スタイル
が、仕事の属人化を加速させ、特定の人への負荷集中によって残業の常態化や、
仕事の個人完結化(個人管理化)などによりチーム生産性の低下が問題となって
います。
本セミナーでは、多様な就業環境においても、一人ひとりの負担を軽減し、残
業をさせず、生産性を高めるために、「価値のある仕事」と「やめる仕事」を見
極めるために、仕事の２Ｓと見える化改善について、事例とともに具体的、実践
的な取り組み方法を学びます。

■ プログラム
１．オフィスワークにおこるミスに気づこう！

ミスの種類と事例
ミスは9/100万の確率で起こり得るのでゼロにすることは不可能
ミスやエラーには引き起こす理由がある

２．コミュニケーションエラーによるミスをなくそう！
個の集団で抱え込んでしまうやり方がミスを生む
仕事の指示の受け方や報連相のポイントをマスターしミスをなくそう
コミュニケーションを円滑にしチームワークをよくしよう
メッセージを共有し助け合える環境をつくろう
演 習 コミュニケーション向上演習

３．仕事環境から生まれるミスをなくそう！

不要なモノが混在しているから間違える
保管方法のポリシーを決めよう
表示ルールをつくり戻す習慣をつくろう
机上ゼロ帰宅で忘れる環境をつくろう
ゲーム実習 仕事の環境づくりをグループワークで体験

４．情報の混乱から生まれるミスをなくそう！

頭の中を整理整頓しよう
電子データのファイリングで探すムダをなくそう
電子メールやインターネット情報も整理整頓しよう
起点である仕事そのもののやり方にもメスを入れよう
ゲーム実習 情報の整理整頓の進め方をグループワークで体験

５．属人的なやり方から生まれるミスをなくそう！

やり方がバラバラでミスが生まれる
誰がどのようなやり方をしているか明らかにしてみよう
正しく早くできるやり方を決めよう
仕事の教え方のルールに基づいて指導しよう
演 習 オフィスの７つのムダ演習

６．暗黙知から生まれるミスをなくそう！

進捗状況や仕事量が見えないとミスが生まれる
抱えている仕事をTo Doリスト化しよう
組織としての仕事を見える化し助け合おう 重緊マップで仕事の優先度を決めよう

７．ミスを個人の問題からチームの仕組みに変えよう！
ミスを隠すのではなく認め合う風土をつくろう
小さなミスをブラックボックス化させないようにしよう
ミスのヒヤリハット改善をしよう
ミス防止対策の事例紹介

演習

■ プログラム
１．働き方を取り巻く環境と問題点

要求の多種多様化（ロングテール化）が仕事を小粒化させチーム仕事を減らす
メールによる１to１コミュニケーションが仕事の属人化をすすめる
在宅勤務によって物理的孤立となり仕事の個人管理化に拍車をかける

２．なぜ、残業が多く生産性が高まらないのか

仕事の小粒化が進みアイテム数の増加が仕事の手間を増やす
ＯＪＴや協業機会の減少から若手が育ちにくい環境
手順トレース型の仕事スタイルが改善を阻み仕事の効率化が進まない
能力差の拡大からできる人への負荷の集中=残業の常態化

３．仕事の2S（整理・整頓）改善で価値のない仕事やめよう
価値基準で仕事を選別し、価値のない（低い）仕事をやめよう
コミュニケーション回数を減らそう
リーンスタイルで小さく失敗して大きく成功＝やり戻しを減らそう
仕事の統合で重複を減らそう
仕事の連結で段取り回数を減らそう
仕事の一個流しでスイッチングロスをなくそう
仕事の一列待ちで特急ロスをなくそう

４．仕事の見える化改善でロス仕事を徹底的になくそう

WBS（Work Breakdown Structure）による計画の見える化で計画モレのロスを
減らそう
見える化で安心して忘れる管理で頭の中の情報を整理する＝記憶する情報を減らそう
異常の見える化でトラブルを未然防止して品質ロスを減らそう
進行基準から完成基準による進捗の見える化で納期遅延ロスを減らそう
チーム優先度の見える化で不要不急残業を減らそう
残業の見える化でチーム協業を引き出し、平準化ロスを減らそう

カウンセリングマインド演

８．まとめ・ふりかえり
※プログラム変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

職場の仕事革新シリーズ
オフィスワークのミス防止の「しかけ」と
改善実践セミナー
講師紹介
（敬称略）

石川 秀人

コンサルソーシング株式会社
エグゼクティブ・コンサルタント

一部上場大手メーカー勤務後、(社)日本能率協会、(社)中部産業連盟、トーマツコンサル
ティング(株)などを経て、2005年にトヨタグループOBらと現コンサルティングファームを
設立し、現在に至る。
TPSベースの現場改善、5Sなどのテーマで国内外のコンサルティング、および、後援会・
セミナー等で活躍中。
【著

書】
「最新トヨタ式の基本と実践がよ〜くわかる本」
「最新5Sの基本と実践がよ〜くわかる本」、
「製造現場の見える化の基本と実践がよ〜くわかる本」(以上 秀和システム)

お申込みについて

仕事の2S(整理・整頓)と見える化で
仕事をやめる改善セミナー
（敬称略）

コンサルソーシング株式会社
代表取締役

中小企業診断士、システムアナリスト、情報システム監査技術者。
アイシン精機株式会社にてABS等の新製品開発に従事。
微小洩れ測定法開発にて科学技術長官賞を受賞。
その 後、社団法 人中部産業 連 盟、トーマツコンサルティング株 式会 社、現 職にて工場改
善・管理間接・開発業務改善、5S、目で見る管理、経営戦略のコンサルティングを行う。
現地現物での実践重視の人づくりに定評がある。
【著

等

書】
「仕事の見える化99のしかけ」
（日本能率協会マネジメントセンター）
「仕事のミスをなくす99のしかけ」
（日本能率協会マネジメントセンター）
「職場のかんばん方式トヨタ流改善術ストア管理」
（日経BP社）

定員になり次第、申込受付を終了します。お早めにお申込みください。

オフィスワークの
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と改善実践セミナー
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松井 順一

講師紹介

パソコン（各種検索サイト）から
ダイレクトで

仕事の2S(整理・整頓)と見える化で
仕事をやめる改善セミナー

1

セミナーID（半角数字）

パソコン（各種検索サイト）から
ダイレクトで
セミナーID（半角数字）

JMA100562
で検索
もしくは、https://school.jma.or.jp/

JMA100563
で検索
もしくは、https://school.jma.or.jp/

※貴社の情報セキュリティ方針等でwebからのお申込みが難しい方は
JMAマネジメントスクールまでお電話（03-3434-6271）にて
お問合せください。

※貴社の情報セキュリティ方針等でwebからのお申込みが難しい方は
JMAマネジメントスクールまでお電話（03-3434-6271）にて
お問合せください。

2

2
スマートフォン
タブレットから

スマートフォン
タブレットから

参加料 （消費税抜） ※本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。
一般社団法人日本能率協会法人会員
会

員

外

45,000円/1名
50,000円/1名

※テキスト（資料）費・昼食費が含まれております。
※法人会員ご入会の有無につきましては、下記HPにてご確認ください。
https://www.jma.or.jp/membership/

キャンセル規定
参加者のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。代理の方もご都合がつか
ない場合は、下記の規定によりキャンセル料を申し受けますので予めご了承ください。
開催7日前(開催初日を含まず起算) 〜前々日････････････････参加料の30％
開催前日および当日････････････････････････････････････････参加料全額
（万一キャンセルの場合は必ずメールあるいはFAXでご連絡ください。）

ご注意
・参加申込規定はお申込ページにございますので、ご確認・同意の上、お申込ください。
・同業他社からのご参加はお断りする場合があります。
・参加者数が最少催行人数に達しない場合は、延期もしくは中止にさせていただく場
合がございます。

会場案内 会場地図は、参加証送付時にご案内いたします。

日本能率協会 中部事務所 研修室
〒450-0002 名古屋市中村区名駅4丁目26番25号
メイフィス名駅ビル 6階

会員制度のご案内
小会は法人を対象とした会員制度を設けセミナー参加料割引をはじめ各種サービスを
提供しております。詳しくは関西事務所までお問合せください。

申込に関する問い合せ先（参加証・請求書・キャンセル・変更などに関する内容）

JMAマネジメントスクール
電話受付時間

TEL：03（3434）6271

月〜金曜日9:00 〜 17:00

E-mail：seminar@jma.or.jp

プログラム内容に関する問い合せ先（企画担当）
一般社団法人日本能率協会 中部事務所

名古屋 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4丁目26番25号 メイフィス名駅ビル 6階

TEL：052（581）3271（代表）

これから求められる経営モデルの提唱

JMAが選ばれ続ける4つの理由
現場課題に

未開拓領域を花開かせる

KAIKA Awardsは、全社的な変革
運 動、経 営 理 念を 体 現する人づく
り、ダイバーシティ経営、新しいチャ
レンジを進めるプロジェクトなど、
人・組織の力を結集する様々な取り
組みを対象にした表彰制度です。

ただし祝日を除く

FAX：03（3434）5505

日本能率協会（JMA）は、企業経営の要である「ひと」の力を最大に
することを通じ、新たな経営・組織づくりに貢献します。
社長・役員向けプログラムのほか、次世代経営者・幹部育成のための
長期プログラム、役職別の能力開発研修、人事・教育、マーケティング
など専門領域のスキルアップ研修など年間2,000本以上の公開型研修を
開催しています。
また、企業・自治体・学校に向け、個別課題解決支援を行っています。

合わせた
1 プログラム内容

2

実践力のつく
演習

3 研修結果を
継続させる仕組み

4

多様な業界、
業種と交流

他

