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C O N T E N T S

総務省行政評価局主催「政策評価に関する統一研修」
総務省行政評価局政策評価課　金子　真也

策評価の実務を担当する職員の資質向
上の観点から、政策評価に関する基本
的知識や実務に係る内容を演習型で実
施しています。また、地方研修につい
ては、実践的な評価能力の向上に資す
るための研修テーマを選定し、当該
テーマに精通した専門家を講師として
招き、全国各地で研修を実施していま
す。平成29年度においては、札幌、仙
台、さいたま、名古屋、金沢、大阪、
広島、高松、福岡及び那覇の10地区で
開催しました。
平成29年度における講義型の中央研

修では、一般社団法人日本品質管理学
会の椿広計理事を講師として招き、
「データに基づく問題解決」をテーマ
として「問題の発見」、「要因の分析」、
「効果の把握」等について講義をして
いただきました。当日は、過去最多の
276名の受講者が参加し、盛況のうち
に幕を閉じました。
また、地方研修では、基礎編として、
当局の職員から「政策評価の現状と課
題」について講義した後、応用編とし
て、中央研修（講義型）と同様に「デー
タに基づく問題解決」の研修テーマで、
一般社団法人日本品質管理学会所属の
専門家の方々（関西大学・荒木孝治教
授、東京理科大学・安井清一講師、広
島工業大学・久保田洋志名誉教授、東
京都市大学・兼子毅講師、名古屋工業
大学・仁科健教授、岡山商科大学・西
敏明教授、東京理科大学・鈴木知道教
授、東京理科大学・尾島善一教授）に
講義をしていただきました。参加者か

政策評価制度と総務省の役割
政策評価は、各府省が自らその政策

の効果を把握し、その結果を次期政策
の企画立案に反映させ、実効的な
PDCAサイクルを回していくもので
す。その目的は、効果的かつ効率的な
行政を推進するとともに、国民に対し
て、政府の諸活動について説明する義
務を果たすことにあります。
総務省行政評価局（以下、当局）は、
この政策評価制度を所管しており、制
度の企画立案と、複数府省にまたがる
政策の評価や各府省が行った政策評価
の点検などを行っています。

政策評価に関する統一研修
当局では、政策評価制度を推進する

立場から、政策評価に関する共通の理
解と認識の養成・啓発に資するため、
各府省等の職員を対象に、平成13年度
から「政策評価に関する統一研修」（以
下、「統一研修」）を毎年度実施してい
ます。研修では、国の政策評価の現状
と課題や、政策評価に関する各種分析
手法等についての講義、演習、先進的
な事例の紹介を行っています。
統一研修は、本府省の職員等を対象

とする中央研修（講義型・演習型）と、
各府省の地方支分部局、地方公共団体
職員等の職員を対象とする地方研修が
あります。講義型の中央研修は、政策
評価制度を広く定着、発展させていく
観点から、政策評価に関する共通の理
解・認識の養成・啓発を目的として実
施しており、演習型の中央研修は、政

らは、「統計的な知識を実務の中でど
う用いるのか、品質管理におけるデー
タ分析手法が行政にどう生かせるのか
など、統計的知識やデータ分析手法を
学ぶのに良い機会になった」などの声
をいただきました。この場を借りて、
本研修で講義いただいた日本品質管理
学会の方々に御礼申し上げます。

政策評価制度における最近の動向
昨年5月の「統計改革推進会議最終
取りまとめ」を踏まえ、各府省では、
「証拠に基づく政策立案」（EBPM：
Evidence Based Policy Making）を
推進していくこととされています。
EBPMを推進する目的は、限られた資
源を有効に活用し、国民により信頼さ
れる行政を展開することです。当局は
政策評価制度を推進する立場から、こ
のEBPMに関して、各府省と課題を共
有し、実践につなげるために様々な取
組を行っています。その取組の一つが
統一研修であり、EBPMを実践するた
めに必要な人材を育成するべく、
EBPMの基本的な考え方、施策の目的
と手段を整理するロジックモデルの作
成方法やデータの分析手法などを研修
テーマとして取り上げていくこととし
ています。
今後も、総務省行政評価局は、統一
研修を通じて、政策評価に関する共通
の理解と認識の養成・啓発に努めると
ともに、各府省におけるEBPMの実践
を進めていくために必要な人材育成に
も取り組んでいきます。
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　あらゆる製品や
サービスがイン
ターネットにつな
がる時代に入りつ
つあります。今や、
AI、IoT、ビッグ
データといった言
葉を聞かない日が
ないほど、この分

野について注目が集まっており、企業の競
争力の源泉がデータやそれを活用した
サービスへと移行しつつあります。
　このようなパラダイムシフトが起き
ている中、IoTやビッグデータといっ
た分野での国際標準化がなされてお
り、実際に、ISOでは国際標準の範囲
がマネジメント・サービス分野にも拡
大されている状況にあります。

　このような背景のもと、先の通常国
会において、「不正競争防止法等の一
部を改正する法律」（法律第33号）が
可決成立し、工業標準化法（JIS法）の
一部が改正されました。特に日本工業
規格（JIS）の対象分野については、従
来の鉱工業品、建築物に加えデータ、
サービス、マネジメントが追加されま
した。法律名も工業標準化法から産業
標準化法に改めるなど、昭和24年のJIS
法制定以来の大きな改正といえます。
　これにより、例えばスマート工場向
けのビッグデータや仕様や、物流、介
護、更には新たな業態として広がりつ
つあるシェアリング・エコノミー等の
JISを制定することも可能となり、そ
れらの国際標準化を進めることで、日
本が得意とするサービス業の海外展開

や標準化を活用した新たなビジネスの
創出が期待されるところです。
　他方、国際標準化の観点から、海外
に目を向けると、欧米企業は標準化活
動を市場創出のためのルール形成戦略
と捉え、戦略的な国際標準化を推進し
ています。また、新興国においても、
自国の産業能力を向上させるために、
積極的に国際標準を自国の規制等に採
用しており、ISO／IECの国際幹事の
引受数を増加させるなど、標準化活動
を主導する動きが活発化しています。
　ところが、標準化競争の勝者が市場
を獲得する時代へと変化しようとして
いる中、我が国においては、標準を活
用してルール形成を行う活動が進んで
いない傾向にあり、ルールテイカーか
らルールメイカーへ、合わせてルール
づくりを支える標準化人材の育成が極
めて重要な課題であるといえます。
　学会活動の一端を担う者として、ま
たわが国の標準化機関の一員として、
“標準化”を通じてわが国の競争力向上
に貢献できるよう微力ながら尽力した
いと思います。

変革期を迎えたわが国の標準化

● 私 の 提 言 ●

（一財）日本規格協会 研修ユニット長　吉川　勝也

JSQC規格
講習会
ルポ

程能力の調査・改善」「トラブル予測・未然防止」「検査・
確認」「工程異常への対応」5項目の概要とそれらの関
係の説明のあと、村川委員より「標準化と工程以上の
対応」を、山田委員長より「工程能力の調査・改善」を、
入倉委員より「トラブル予測・未然防止」を、中條委
員より「検査・確認」をそれぞれを、JSQC規格の内
容に沿い、また実経験の内容も織り交ぜながら、各項
目の目的、使い方などをわかりやすく丁寧に解説いた
だいた。
その後、最後の全体討論（質疑応答）の場では、安
藤標準委員会委員長が司会・進行し「標準化とQC工
程表の意味合い、違いについて」、「トラブル予測と未
然防止とリスクと機会との関係について」、「多品種少
量生産に中で工程能力指数・信頼区間をどのように
マッチさせていくか」、「工程異常を発見する感度を高
めるには」、「不具合モード一覧表とFMEAの関係性は」
など、質問や意見を頂き、パネラーと会場間での相互
意見交換もされた、非常に有意義な講習会であった。

 寺部　哲央（標準委員会）

2018年７月30日㈪午後、日科技連　東高円寺ビル
地下一階講堂において、JSQC規格「プロセス保証の
指針」講習会が開催された。
2015年12月に制定されたJSQC-Std21-001 ｢プロ
セス保証の指針｣ に対する、今回の講習会では、幅広
い産業分野から44名の参加を得て、規格への関心の高
さが感じられた。
安藤標準委員会委員長から制定の狙いは「プロセス
保証に関しての、総合的なパッケージを提供するこ
と」、「プロセス保証に関わる重要な概念及び方法に関
して学会の統一的な見解を示すこと」などの説明が
あった。続いて、「プロセス保証の指針」原案作成委
員会の山田委員長より「プロセス保証の役割と構成要
素」として、品質保証においてプロセス保証の重要性
そしてプロセス保証の構成要素である ｢標準化」「工

プロセス保証の指針
「品質はプロセスで作り込む」
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第401回
事業所見学会
ルポ

第132回関西
講演会
ルポ

アームが通常のところ、こちらでは下から持ち上げ型
の自主台車としていることで工場内の天井空間が空
き、照明を削減出来ていた。
また、1台あたりの利益が限られているコンパクト
カー生産では、TEMJのノウハウをフルに活用し高収
益を得ている実態を拝見した。
Ⅲの人づくりの現場であるトヨタ東日本学園内にあ
る、結（Yui）ギャラリーでは、TEMJが統合する前か
らの社歴やクルマづくりの流れ、ハイブリッドシステ
ムの展示ブースなどを見学させて頂いた。こちらでは
実車の分解モデルの展示や現場のカイゼンのからくり
仕掛けの実際の例が展示されていた。一般企業では作
業者の注意力に任せているような作業が如何に間違い
なく、短時間で作業が確実に完了できる仕掛けとなっ
ており、皆、感銘を受けました。
地域企業との連携も活発で、農業や食品業、水産加
工業などトヨタで培ったノウハウを東北復興に役立て
ていた。
自動車業界でも、偽装問題等があり、見学をお断り
されることが多い中、正面切って見学を受け入れて頂
けるところが、TEMJの力のある証拠であると感じた。
 斉藤　忠（岡谷電機産業㈱）

氏から『方針管理による変化への対応』と題した講演
があり、日常管理と方針管理の融合に始まり、方針管
理の必要性と実践方法について、⑴本当にやらねばな
らないことは何か、⑵方針管理は変化に対応するため
の仕組み作りであること、⑶方針管理により、上から
の無茶ぶりを何としても解決することなど、方針管理
が形骸化しない工夫について、有意義、かつ、聴講者
を飽きさせない巧みな話術でお話いただいた。
総合質疑は、30分という短時間ではあったが、活発
な討論がおこなわれた。
方針管理と日常管理に関する先進の考え方や具体的
な取組みの方向性を学ぶ上で極めて有意義であり、
トップマネジメントと実務者の間で、不充足感に悩ま
されながらも、日々苦闘しているミドルマネジメント
層に、元気と勇気を与えて頂いた講演会であった。
以上のように、今回の講演会では、有用な多くの示
唆、気づきを得ることができた。今後もこうしたテー
マを取り上げた企画が期待される。
 松本　哲夫（ユニチカ㈱）

2018年5月29日午後、当学会が東日本支部を新設
したこともあり、宮城県黒川郡にある、トヨタ自動車
東日本株式会社（以下、TMEJと記す）本社･宮城大衡
工場において、第401回事業所見学会が開催された。
TMEJは、2012年に、旧関東自動車工業、旧セント
ラル自動車、旧トヨタ自動車東北の3社が統合し設立
された。2011年3月の東日本大震災により、被災した
地域の持続的復興も設立の背景となっているとのこ
と。TMEJでは、主にコンパクトカーを生産し、「東北
を基盤に世界No1の魅力あるコンパクト車をつくる」
を目指す姿とし、Ⅰ.ものづくり、Ⅱ.地域連携、Ⅲ.人
づくりの三つを柱にして事業を展開されていた。宮城
大衡工場は約33万㎡の敷地であり、地域の環境にも配
慮した活動として除草剤を全く使わず、その証拠に敷
地内でヤギを放牧している。
今回は溶接工程と組立工程を主に見学させて頂い
た。造形された車両は上部から挟みこむ吊り下げ型の

2018年8月1日㈬、大阪大学中之島センターにおい
て関西支部主催の第132回講演会が開催され、60名の
参加者が標題のテーマについて熱心に聴講した。
講演①では、トヨタ自動車㈱業務品質改善部主査
古谷健夫氏から『日常管理の本質を考える』と題した
講演があり、現場で如何に日常管理を実践するかにつ
いて、⑴日頃から職場の信頼関係を作ること、⑵規格
をベースに、自分の部門に合致した智慧と工夫を凝ら
すこと、そして、⑶フールプルーフではなくフェイル
セイフといった認識を持つことなど、物作り現場での
取り組みという立場から、体験を交えて、有意義、かつ、
わかりやすいお話しをいただいた。
また、講演②では、TQMコンサルタント（技術士）、

（一社）日本品質管理学会標準委員会委員長安藤之裕

トヨタ東日本㈱
本社･宮城大衡工場

『「方針管理」と「日常管理」
－日本品質管理学会規格に学ぶ－』
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2018年6月の入会者紹介

2018年7月の入会者紹介2018年6月25日の理事会審議において、
下記の通り正会員3名、準会員1名、賛助
職域会員1名の入会が承認されました。

（正会員3名）○浦田　信也（日塗化学）
○猪塚　心（明和グラビア）○兒玉
瑞紀（松山油脂）

（準会員1名）○安藤　瑛（名古屋工業
大学）

2018年7月19日の理事会において、
下記の通り正会員9名、準会員1名の入
会が承認されました。

（正会員9名）○杉本　洋明（三共静岡
製作所）○松本　利恵（蘇西厚生会松
波総合病院）○野中　英和（ＴＤＫ）
○鳴海　貴慶（トランスコスモス）○
木寺　紀世・熊谷　高敏（豊田自動織

（賛助職域会員1名）○石井　伴和（ト
ヨタ自動車）

機）○溝口　浩二（新日鐵住金）○横井
隆司（ブラザー工業）○神山　貴和
（フォーラムエンジニアリング）

（準会員1名）○島田　美桜（創価大学)

名誉会員：24名
正 会 員：1879名
準 会 員：66名
職域会員：44名
賛助会員：142社188口
賛助職域会員：4名
公共会員：17口

日本品質管理学会第48回通常総会を右記のとおり開催いたします。

日　時：2018年11月17日㈯ 9：30～10：40
場　所：関西大学 千里山キャンパス（大阪）

第48回通常総会開催

●第109回クオリティトーク（東日本）
テーマ： ＜5ゲン主義＞ 語り継ぐもの

づくりの哲学
ゲスト：古畑 慶次氏（デンソー技研センター）
日　時：2018年9月26日㈬18：30～20：50
会　場：日科技連 東高円寺ビル5階研修室
定　員：30名
申込先：本部事務局
詳　細： http://www.jsqc.org/q/news/

events/index.html#h300926

●第406回事業所見学会（西日本・北九州）
テーマ： “メカトロニクス”というコンセプトを

はじめて提唱したのはYASUKAWAです
日　時：2018年10月3日㈬13：30～16：30
見学先：㈱安川電機 ロボット工場＆未来館
定　員：30名
※同業他社のお申し込みはご遠慮ください。
申込先：本部事務局
詳　細： http://www.jsqc.org/q/news/

events/index.html#h301003

●第134回講演会（東日本）
テーマ：レジリエンス工学の最前線

“想定外”に備えるために
日　時：2018年10月10日㈬13：25～17：00
会　場：日科技連 新宿本部４階 Room A
定　員：100名
プログラム：
　1．レジリエンス工学
　　　 古田 一雄氏（東京大学）
　2．自然災害とレジリエンス

　　　 糸井 達哉氏（東京大学）
　3．重要社会インフラのレジリエンス
　　　 菅野 太郎氏（東京大学）
　4．エネルギーシステム
　　　 小宮山 涼一氏（東京大学）
申込締切：2018年10月3日㈬
詳細・申込： http://www.jsqc.org/q/news/

events/index.html#h301010

●第119回QCサロン（関西）
テーマ：管理図の異常判定ルールの確率計算

－付録の8ルールを、より厳密にしよう－
ゲスト：稲葉 太一氏（神戸大学）
日　時：2018年10月23日㈫19：00～20：30
会　場：中央電気倶楽部 5階513号室
参加費：1,000円（含軽食・当日払い）
申込先：関西支部事務局
詳　細： http://www.jsqc.org/q/news/

events/index.html#h301023

● JSQC規格「小集団改善活動の指針」
講習会

テーマ：小集団改善活動を推進する
日　時：2018年10月26日㈮13：15～17：30
会　場：中央大学 駿河台記念館
定　員：60名
プログラム：
　1． JSQC規格「小集団改善活動の指針」

制定のねらい
　2．小集団改善活動の基本 
　3．チーム改善活動の進め方 
　4．QCサークル活動の進め方
　5．全体討論
申込締切：2018年10月19日㈮
詳細・申込： http://www.jsqc.org/q/news/

events/index.html#h301026

●第407回事業所見学会（東日本・千葉）
テーマ：100年企業の品質を体感する
日　時：2018年11月1日㈭13：00～16：00
見学先： キッコーマン㈱もの知りしょうゆ館

（野田工場）
定　員：30名
※同業他社のお申し込みはご遠慮ください。
参加費：会　員3,000円　 非会員4,500円

準会員2,000円 一般学生2,500円
　　　　※当日払い
申込先：本部事務局
詳　細： http://www.jsqc.org/q/news/

events/index.html#h301101

●第110回クオリティトーク（東日本）
テーマ： 経営力向上のためにISOを使い

こなす方法 －認証取得は目的
ではなく、経営の選択肢－

ゲスト：青木 恒享氏（テクノファ）
日　時：2018年11月6日㈫18：30～20：50
会　場：日科技連 東高円寺ビル5階研修室
定　員：30名
参加費：会員3,500円　非会員4,500円
　　　　準会員・一般学生2,500円

（含軽食・当日払い）
申込先：本部事務局
詳　細： http://www.jsqc.org/q/news/

events/index.html#h301106

●第48回年次大会・関西大学 千里山キャンパス
日　時：2018年11月16日㈮・17日㈯
16日㈮午後 事業所見学会

18：00～20：00　年次大会懇親会
17日㈯ 9：30～10：40
　　　　　　通常総会／各賞授与式

10：40～10：55　会長挨拶
　　　　　　小原 好一氏（前田建設工業）

11：00～11：40　新会長講演
　　　　　　棟近 雅彦氏（早稲田大学）

12：40～17：30　研究発表会
申込締切：2018年11月7日㈬
詳細・申込： http://www.jsqc.org/q/news/

events/index.html#h301116

行　事　申　込　先
JSQCホームページ：www.jsqc.org/
本　部：FAX 03-5378-1507

E-mail:apply@jsqc.org
中部支部：FAX 052-203-4806

E-mail:nagoya51＠jsa.or.jp
関西支部：FAX 06-6341-4615
　　　　E-mail:kansai@jsqc.org

行  事  案  内

第48年度会費請求のお知らせ

　第48年度（2018年10月1日～
2019年9月30日）会費請求書を郵
送いたします。
　郵便局自動引き落としを利用さ
れている方には請求書を送付いた
しておりません。10月25日に引き
落としとなりますので、郵便口座
の残高をご確認ください。
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