
2006 年 7 月 22 日  

TQM 基礎講座《第 2 回 方針管理と改善活動》演習コメント  
 

 → ISO9001 の認証を取得済の，中小企業で，方針管理を導入し QMS の一環として運用。 

 方針管理を導入し，品質マネジメントシステムの要素として運用している中小規模の 

企業において，JIS Q 9001:2000 に基づく品質マネジメントシステムの第三者審査 (又は内部

監査 )を行っている人が，監査活動中に 1)～11)に示す実施状況を発見したとする。  

それぞれの実施状況について，  

①  審査員 (又は内部監査員 )として，品質マネジメントシステムの問題点を明確

にし，組織にとって有効な指摘を行うために，どのような情報の収集 (関係者

への面談，活動の観察，資料閲覧など )を行うべきか。  

②  情報の収集は，方針管理のプロセスの，どのプロセスに注目すればよいか。 

(講座テキストの方針管理のプロセスを参照し，関連するプロセスを具体的に

列挙 ) 

→ (参考 )発見した事項が，方針管理のどこのプロセスに大きく依存しているか 

考え，何を対象に，どんなことを，どのようにして現場調査を行うか，  

またその現場調査は方針管理のどこのプロセスに対して行うかを検討

する。  

③  ①の情報を②のプロセスにおいて収集して検証した結果，品質マネジメント

システムが適切に機能していないと判断された場合，どのような指摘を行う

ことになるか，その指摘の根拠･理由は何か (JIS Q 9001:2000 に規定されてい

る要求事項に対する不適合など )。  

→ (参考 )不適合が考えられる場合は，どのようなことの指摘が想定できるか， 

またその指摘はどの要求事項に関連するかを検討する。  

→有効な監査とするためには，どの要求事項に着目するかを検討する。  

について考えなさい。  

 

 

演習は，次の 1)～11)の実施状況の中から一つ以上の実施状況を選択し，その各々につい

て別紙のワークシートの該当欄に回答しなさい。  

なお，この組織が適用している方針管理と改善活動は，本講座テキストに準拠している

ものとする。また，必要に応じて第三者審査・内部監査，実施状況などについての条件を

追加して考えなさい。  



【解説】  

【実施状況】 

→P：方針・実施計 画の策定・展開  

1) 部門ごとに方針（重点課題，目標，方策）を定めてはいるが，抽象的で具体性に乏しく，

また上位方針とほとんど変わらないものも多い。  

→テキストのスライド№23～31， ISO9001 の 5.1c 5.2 5.3ac 5.4.1 

2) 部門ごとに方針（重点課題，目標，方策）を定めてはいるが，その方針は上位方針との

関連が弱い。あるいは部門の方針が他の方針や他部門の活動に対して，どのような影響

があるかがあいまいである。  

→テキストのスライド№29～31， ISO9001 の 5.1b 5.2,5 3ac 5.4.1 

3) 上位方針と部門の方針との関連について，部門の方針が達成された場合に上位方針が 

達成されるかどうかが検討されていない。  

→テキストのスライド№31， ISO9001 の 5.4.1 5.5.3 

4) 上位者は方針を説明して下位者の理解と納得を得ようとしておらず，また下位者の参画

意識が低く，現場の実状や意見を十分に反映できていない。  

→テキストのスライド№31， ISO9001 の 5.3d 5.5.1 5.5.3 

 

→P：実施計 画  

5) 実施計画書の様式に決まりがなく担当者まかせで，部門間で計画内容のばらつきが大き

い。  

→テキストのスライド№34， ISO9001 の 4.2.1d 5.3c 5.4.1 

6) 実施計画を実行していく上で，どの程度の人・費用・時間が必要なのかが明確ではない，

あるいは関連する部門の責任・権限があいまいな計画が多い，あるいは協力を要請して

いる部門の関与が認められない。  

→テキストのスライド№29～34， ISO9001 の 4.1d 5.1e 5.5.1 5.5.3 6.1 6.3 6.4 

 

→DC：実施 計画に基づく実施・管理項目による評価  

7) 一部の方針（重点課題，目標，方策）は管理項目を設定しているが，管理項目を設定し

ていない方針が多い。  

→テキストのスライド№35～36， ISO9001 の 4.1c 8.2.3 8.2.4 

8) 方針（重点課題，目標，方策）の実施状況を確認してはいるが，目標又は方策が計画通

り進んでおらず，その原因追究が行われておらず，とるべき処置が明確でない。  

→テキストのスライド№39， ISO9001 の 4.1ef 5.3b 6.2 8.4 

 

 



 

→A：診断  

9) 期中において，トップマネジメントが三現主義（現場・現物・現実）によって現場に   

おける方針の展開，実施状況，現場の実態と課題，管理者の能力などを確認し，提案  

するなどのコミュニケーションの場が設けられていない。あるいは，そのような場が 

あっても一方通行的な報告会である。  

→テキストのスライド№40～ 44， ISO9001 の 5.1d 5.3cde 5.5.2b 5.5.3 5.6.1 5.6.2  

7.8. 

 

→A：期末 反省  

10) 過去 2～ 3 年の方針 (重点課題，目標，方策 )に首尾一貫性がなく，調査･分析･    

解析を行って方針が絞り込まれ，明確にされている形跡がない。また，方針管理の  

仕組みの改善も行われていない。  

→テキストのスライド№50 20～24， ISO9001 の 5.3c 5.6.3ab 6.2 8.4 8.5 

11) 是正処置において同種の不適合のものがある。あるいは是正処置の結果が該当する

標準類の制定･改訂･廃止へ反映されていないものがある。  

→テキストのスライド№69 72， ISO9001 の 5.6.2d 8.4 8.5.2 

 

 

TQM 基礎講座《第 2 回》で使用したプレゼンテーション資料をご希望の方は，本講座の

事務局へご依頼ください。  



TQM 基礎講座《第 2 回》演習グループワーク発表 (※印はコメント ) 

実施状 況の番号： № 1 

部門ごとに方針（重点課題，目標，方策）を定めてはいるが，抽象的で具体性に乏しく，

また上位方針とほとんど変わらないものも多い。  

※ 講座テキスト スライド№23～31 

※ ISO9001 で想定される該当条項の例 5.1c 5.2 5.3ac 5.4.1 など  

 

追加した条 件： 

上位方針が漠然としており，部下が上位方針を理解しているかを確認する。  

①収集すべき情報(面 談，観察，資料など)： 

 

1. 組織図  

2. 職務分掌，業務分担，機能  

3. 上位方針と各部門の個別方針を収集して，面談を

行う (背景やすり合わせなどを部門責任者に確認，

方針・計画伝達実施記録などの確認 )。  

 

②方針管理 ･改善活 動 で 

 関連するプロセス： 

1. PDCA の視点  

・ 現状把握  

・ 目標設定  

・ 計画の策定  

2. 方針管理のプロセス  

・ 方針展開  

・ 部 門 の 重 点 課 題 ･目 標 ･

方策の策定  

(参考 ) 中長期経営計画の策定  

③-1 指摘：  

■各部門の役割が分かっていない (自覚されていない )。

 

③-2 指摘の根拠･理 由：  

■ ISO9001 5.4.1 

 組織内の夫々の部門及び階層

で 品 質 目 標 を 設 定 す る こ と に

反している。  

 

 



TQM 基礎講座《第 2 回》演習グループワーク発表 (※印はコメント ) 

実施状 況の番号： № 2 

部門ごとに方針（重点課題，目標，方策）を定めてはいるが，その方針は上位方針との

関連が弱い。あるいは部門の方針が他の方針や他部門の活動に対して，どのような影響が

あるかがあいまいである。  

※ 講座テキスト スライド№29～31 

※ ISO9001 で想定される該当条項の例 5.1b 5.2,5 3ac 5.4.1 など  

 

追加した条 件： 

上位方針は明確である。  

部門長との面談を実施する。  

①収集すべき情報(面 談，観察，資料など)： 

 

1.会社方針，部門方針にについて，どんな風に弱いか，

なぜ弱いのか，どうやって部門方針を決めたのか (決め

た方法，理由 )を確認する。おもに，  

・前年度の反省，また将来のことを考慮して方針を

策定したかを確認する。  

・当該部門の方針策定のルールはどうなっているのか

を確認する。  

2.すり合わせについて，  

・トップ，他部門との面談を行い，すり合わせの実施

状況 (すり合わせの仕方，チェック )を確認する。  

②方針管理 ･改善活 動 で 

 関連するプロセス： 

1.講座テキスト  

方針管理の基本的プロセス  

 

2.講座テキスト  

問題解決 ･課題達成のプロセ

ス  

③-1 指摘：  

■上位方針との関連が弱い，又は他の方針や他部門の活

動に対してどのような影響があるかがあいまい。これ

は，ISO9001 の 5.3 品質方針の中の c),d),e)へ適合してい

ない可能性がある。  

③-2 指摘の根拠･理 由：  

■ ISO9001 5.3 c),d),e) 

 



TQM 基礎講座《第 2 回》演習グループワーク発表 (※印はコメント ) 

実施状 況の番号： № 3 

上位方針と部門の方針との関連について，部門の方針が達成された場合に上位方針が

達成されるかどうかが検討されていない。  

※ 講座テキスト スライド№31 

※ ISO9001 で想定される該当条項の例 5.4.1 5.5.3 など  

 

追加した条 件： 

上位方針と部門の方針に整合性がない。  

自部門で独自に立案した。  

上位方針を理解したうえで立案した。  

①収集すべき情報(面 談，観察，資料など)： 

 

1.上位の方針を聞く。  

2.上位の方針に基づき立案したかを確認する。  

3.自部所の方針は達成したかを確認する。  

4.上位方針を理解して字部所の方針を策定したかを確

認する。  

5.中長期の方針を確認する。  

6.計画時点でのチェック機能を確認する。  

②方針管理 ･改善活 動 で 

 関連するプロセス： 

1.講座テキストの 5.3 品質方針  

2.講座テキストの 5.4.1 品質目標

③-1 指摘：  

【独自に計画を立案した場合】  

■ 5.3d 組織全体に周知していない，徹底されていな

い。  

 

【トップ方針はわかって計画した場合】  

■ 5.4.1 トップの品質方針と整合した文言に表現でき

なかった。  

③-2 指摘の根拠･理 由：  

 

■5.3.d) トップ方針との整合が

取れていない  

■5.4.1 同上  

 

■計画時点で QMS 全体で不整合

チェック機能  

 



TQM 基礎講座《第 2 回》演習グループワーク発表 (※2006 年 ) 

グループ名：     １ 

 

実施状 況の番号： № 4 

上位者は方針を説明して下位者の理解と納得を得ようとしておら

ず，また下位者の参画意識が低く，現場の実状や意見を十分に反映

できていない。  

(※印はコメント ) 

※ 講座テキスト スライド№31 

※ ISO9001 で想定される該当条項の例 5.3d 5.5.1 5.5.3 など  

追加した条 件： 

１．審査のケースとする  

２．製造業  

３．ワンマン社長  

①収集すべき情報(面 談，観察，資料など)： 

１．品質方針を徹底する方法（内部ＣＣ）の確認

 －コミュニケーションの議事録など  

２．部門目標の具体的施策の確認  

 －具体的な現場の改善につながっているか確

認  

３．改善提案の状況  

 －改善提案の実績  

４．教育訓練の状況  

 －教育訓練計画  

教育訓練実施記録（有効性の評価）  

５．内部監査の実施状況  

 －内部監査資料（計画、実施報告書）  

 

 

②方針管理 ･改善活 動 で 

 関連するプロセス： 

・方針の展開プロセス (No.30) 

（組織伝達がうまくいっていない）  

・目標・方針の策定プロセス  

 (No.18) 

（現場とマッチしない目標設定）  

・トップマネジメントによる  

 診断プロセス  

（参画意識をもたせていない）  

③-1 指摘：  

6.2.2 d) 

 目標を社員が自覚していない  

 

5.5.3 

 内部コミュニケーション  

③-2 指摘の根拠･理 由：  

社員が品質目標に対する認識が足りな

い  

 

内部ＣＣがうまくいっていない  



TQM 基礎講座《第 2 回》演習グループワーク発表 (※2005 年 ) 

実施状 況の番号： № 4 

上位者は方針を説明して下位者の理解と納得を得ようとしておらず，また下位者の参画

意識が低く，現場の実状や意見を十分に反映できていない。  

追加した条 件：なし  

 

①収集すべき情報(面 談，観察，資料など)： 

 

1.下位者へのインタビュー  

・ 方針の説明があったか，周知方法は…。  

・ 方針に対する議論をしたことがあるか。  

・ 方針の確認 (末端までの )，方針の策定方法は…。

2.上位者へのインタビュー  

・ 下位者への伝達方法は。  

・ 会議などでの議事録はあるか。  

・ 現状把握をどのように行っているか。  

3.組織の方針と部門の方針を確認する  

②方針管理 ･改善活 動 で 

 関連するプロセス： 

1.部門の重点課題  

2 目標･方策の策定  

3.現状把握  

③-1 指摘：  

■組織の方針と部門の方針との整合性がとれていない。

■内部コミュニケーションが不足している。  

③-2 指摘の根拠･理 由：  

■ISO9001 の 5.4.1 品質目標  

■ ISO9001 の 5.5.3 内部コミュニ

ケーション  

 



TQM 基礎講座《第 5 回》演習グループワーク発表 (※印はコメント ) 

実施状 況の番号： № 5 

実施計画書の様式に決まりがなく担当者まかせで，部門間で計画内容のばらつきが大き

い。  

※ 講座テキスト スライド№34 

※ ISO9001 で想定される該当条項の例 4.2.1d 5.3c 5.4.1 など  

 

追加した条 件： 

内容が形骸化している。  

資源の配分が考えられていない。  

①収集すべき情報(面 談，観察，資料など)： 

 

1.会社の方針／各部所の方針  

2.すり合わせの状況 (上位者の役割･実施，会社の提案状況 ) 

3.部門横断チームの状況 (上位者の役割･実施，会社の提案状

況 ) 

4.資源の配分 (上位者の役割･実施，会社の提案状況 ) 

5.各部署の実施計画のレビュー  

②方針管理 ･改善活 動 で 

 関連するプロセス： 

1.方針管理のプロセス  

・方針管理の基本的なプロセス  

・方針の展開と実施計画の策定

プロセス  

③-1 指摘：【考えられるもの】  

■方針・目標･計画  

■責任と権限／管理責任者  

 

■内部コミュニケーションが弱い  

■マネジメントレビューが弱い  

■資源の提供のバランス  

 

③-2 指摘の根拠･理 由：  

■内容にばらつきがある  

視覚上位／下位の役割が果たせ

ていない  

■まとめ切れていない  

■すり合わせ  

 



TQM 基礎講座《第 2 回》演習グループワーク発表 (※2006 年 ) 
 

グループ名：  ６ 

 

実施状 況の番号： № 6 

実施計画を実行していく上で，どの程度の人・費用・時間が必要な

のかが明確ではない，あるいは関連する部門の責任・権限があいまい

な計画が多い，あるいは協力を要請している部門の関与が認められな

い。  

 (※印はコメント ) 

※ 講座テキスト スライド№29～34 

※ ISO9001 で想定される該当条項の例 4.1d 5.1e 5.5.1 5.5.3 6.1 6.3 6.4 など  

追加した条 件： 

 

①収集すべき情報(面 談，観察，資料など)： 

 

・中長期計画の確認（部門の中長期計画の確認）  

・方針の作成のプロセスの確認  

・責任と権限及び業務分掌の確認  

・前回のマネジメントレビューの結果  

 

 

②方針管理 ･改善活 動 で 

 関連するプロセス： 

方針管理のプロセス  

③-1 指摘：  

①品質目標を設定することを確認する  

②資源が使用できることを確実にする  

③品質目標及び 4.1 に規定する要求事項を満たすために

品質マネジメントシステムの計画が策定される  

 

③-2 指摘の根拠･理 由：  

① 5.1 c) 

② 5.1 e) 

③ 5.4.2 

 



TQM 基礎講座《第 2 回》演習グループワーク発表 (※2005 年 ) 

実施状 況の番号： № 6 

実施計画を実行していく上で，どの程度の人・費用・時間が必要なのかが明確ではない，

あるいは関連する部門の責任・権限があいまいな計画が多い，あるいは協力を要請してい

る部門の関与が認められない。  

追加した条 件： 

方針管理の手順に沿って期の方針が定められている。  

部門の方針に対して審査している (部門長インタビュー )。  

①収集すべき情報(面 談，観察，資料など)： 

 

1.部門長に実施計画を提示いただく  

2.部門長に資源の必要性の検討結果を質問する。 (新た

な人･費用・時間が必要との回答 ) 

3.伏せ門内で達成可能かを質問する。 (他部門の協力が

必要との回答 ) 

4.実施状況を質問し，報告書を確認する。 (協力を要請

している施門の関与が認められない ) 

②方針管理 ･改善活 動 で 

 関連するプロセス： 

1. 講 座 テ キ ス ト の 実 施 計 画 の

策定及び管理項目の設定  

③-1 指摘：  

【観察事項】  

■実施計画書名より策定しているが，あいまいな点がい

くつか見られた。  

③-2 指摘の根拠･理 由：  

 

■ ISO9001 の 5.4.2 d) 
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実施状 況の番号： № 7 

一部の方針（重点課題，目標，方策）は管理項目を設定しているが，管理項目を設定し

ていない方針が多い。  

※ 講座テキスト スライド№35～36 

※ ISO9001 で想定される該当条項の例 4.1c 8.2.3 8.2.4 など  

 

追加した条 件： 

製造部門の審査とする。  

期の 3/4 くらい経過した時点とする。  

①収集すべき情報(面 談，観察，資料など)： 

1.マネジメントレビューの記録  

2.実施計画書及び達成状況の分析記録  

3.下位者との面談  

4.マネジメントレビュー，方針管理に関連した規程類の

確認  

②方針管理 ･改善活 動 で 

 関連するプロセス： 

1.方針の展開  

2 マネジメントレビュー  

3.実施計画の策定及び管理項目

の策定  

③-1 指摘：  

■マネジメントレビュー，方針管理に関連した規程類は

あるが，それらに基づいて実施されていない。  

③-2 指摘の根拠･理 由：  
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グループ名：  ３ 

 

実施状 況の番号： № 8 

方針（重点課題，目標，方策）の実施状況を確認してはいるが，目標

又は方策が計画通り進んでおらず，その原因追究が行われておらず，

とるべき処置が明確でない。  

 (※印はコメント ) 

※ 講座テキスト スライド№39 

※ ISO9001 で想定される該当条項の例 4.1ef 5.3b 6.2 8.4 など  

追加した条 件： 

期末の監査 ァ .計画が良くない場合，ィ .監視測定が不充分な場合，  

ゥ .作成者の能力が不足している場合  

①収集すべき情報(面 談，観察，資料など)： 

目標管理表  

実施計画表  

プロセスの監視・測定の記録  

是正処置の手順  

内部監査の結果  

マネジメントレビューのインプットデータ  

方針管理の手順  

教育・訓練の手順および記録  

担当者へのヒアリング  

ＱＭＳの改善の手順  

（内部監査、マネジメントレビュー）  

②方針管理 ･改善活 動 で 

 関連するプロセス： 

・実施計画の策定及び管理項目の設

定  

・方針、重点課題・目標・方策及び

実施計画の見直し  

③-1 指摘：  

ァ .計画立案時のすり合わせが充分行われていな

い。  

 実施計画において定める事項が不明確であった。

（責任・権限・実施日程等）  

ィ .プロセスの監視・測定のルールが運用されてい

ない。  

ゥ .方針管理の運用している担当者に、問題解決の

能力が不足している。  

 

③-2 指摘の根拠･理 由：  

5.4.1  

品質目標  

 

 

8.2.3 

プロセスの監視及び測定  

6.2.2 

力量、認識及び教育訓練  
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グループ名：  ４ 

 

実施状 況の番号： № 8 

方針（重点課題，目標，方策）の実施状況を確認してはいるが，目標

又は方策が計画通り進んでおらず，その原因追究が行われておらず，

とるべき処置が明確でない。  

 (※印はコメント ) 

※ 講座テキスト スライド№39 

※ ISO9001 で想定される該当条項の例 4.1ef 5.3b 6.2 8.4 など  

追加した条 件： 

１．営業部門  

２．年度事業計画  

①収集すべき情報(面 談，観察，資料など)： 

１．あらかじめ定められた時点で、方針の実施 状況を

確認するための仕組みがあるかを確認  

２．妥当な管理項目が明確になっているかを確認  

３．計画とのズレに対して、担当者へ原因を確認  

４．過去のマネジメントレビューでのチェック状況を確

認  

５．内部監査の結果を確認  

 

②方針管理 ･改善活 動 で 

 関連するプロセス： 

・実施計画に基づく実施  

・管理項目による結果の評価  

・方針・重点課題、目標、方策

及び実施計画の見直し  

③-1 指摘：  

１．上記４が実施されていない場合 →5.6.2 

２．上記３で原因の特定及び処置が実施  

されていない場合 →8.2.3 もしくは 8.5.2 

 

③-2 指摘の根拠･理 由：  
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実施状 況の番号： № 8 

方針（重点課題，目標，方策）の実施状況を確認してはいるが，目標又は方策が計画通

り進んでおらず，その原因追究が行われておらず，とるべき処置が明確でない。  

 

追加した条 件： 

部門目標  

月次管理資料あり  

①収集すべき情報(面 談，観察，資料など)： 

1.計画が妥当 (適切 )であったか  

 全社推進事務局…昨年の MR 記録  

…月次報告  

…直近の MR 記録  

2.日常管理がうまくいっているか  

 部門長…月次報告  

 部員…部門目標ヒヤリング  

3.MR でトップは指摘しないのか  

 経営者…MR 記録  

 

②方針管理 ･改善活 動 で 

 関連するプロセス： 

5.4.1 

8.2.3 

6.2.2 

5.6 

③-1 指摘：  

■計画通りの結果が達成できていないのに，修正及び是

正処置されていない。  

 

③-2 指摘の根拠･理 由：  

■ ISO9001 の 8.2.3 

■ ISO9001 の 8.5.2 
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グループ名：  ７ 

 

実施状 況の番号： № 9 

期中において，トップマネジメントが三現主義（現場・現物・現実）

によって現場における方針の展開，実施状況，現場の実態と課題，管

理者の能力などを確認し，提案するなどのコミュニケーションの場が

設けられていない。あるいは，そのような場があっても一方通行的な

報告会である。  

 (※印はコメント ) 

※ 講座テキスト スライド№40～44 

※ ISO9001 で想定される該当条項の例  5.1d  5.3cde  5.5.2b  5.5.3  5.6.1  5.6.2  7.  8.

など  

追加した条 件： 

・診断プログラムにはコミュニケーションの場が設けられている。→前提  

・報告時に、各部署の問題が明確になっていない。  

   ←モニタリングがうまくいっていない。  

①収集すべき情報(面 談，観察，資料など)： 

１．トップインタビューの場において、  

マネジメント・レビュー（5.6）  

内部コミュニケーション（5.5.3）  

２．QMR に対して  

  マネジメント・レビュー（5.6）  

  品質目標の展開（5.4.1  5.4.2）  

  管理者の能力（6.2）  

  責任と権限（5.5.1）  

 診断時の議事録、目標達成状況フォローアップ表、な

どをみる  

②方針管理 ･改善活 動 で 

 関連するプロセス： 

管理項目による結果の評価  

テキスト p40~42 に該当  

③-1 指摘：  

5.6.3 c) マネジメント・レビュー  

    改善のリコメンドがうまくいかない  

8.5.1 継続的改善  

 

 

 

③-2 指摘の根拠･理 由：  

実施状況のモニタリングが

うまくいかない結果、各部

署の問題が明確になってい

ない。  

↓  

一方通行となる  
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実施状 況の番号： № 9 

期中において，トップマネジメントが三現主義（現場・現物・現実）によって現場に

おける方針の展開，実施状況，現場の実態と課題，管理者の能力などを確認し，提案する

などのコミュニケーションの場が設けられていない。あるいは，そのような場があっても

一方通行的な報告会である。  

 

追加した条 件： 

第三者審査者の立場で考える。  

中小規模の製造業 (100 人弱 )で ISO 認証取得済み。  

マネジメントレビュー (5.6)の審査時に，マネジメントレビューの場で，トップが一方通

行的な報告会で終わっている。  

①収集すべき情報(面 談，観察，資料など)： 

1.トップインタビューで MR 実施の確認  

2.MR の計画書確認  

3.実施記録を確認  

4.参加者を確認  

5.当日在籍者に面談 (数名に確認 ) 

②方針管理 ･改善活 動 で 

 関連するプロセス： 

1.本講座テキスト  

 実施計画に基づく実施  

 管理項目による結果の評価  

 方針 ,重点課題 ,目標 ,方策及び

実施計画の見直し  

③-1 指摘：  

■MR の場において有効性に関しての情報交換が十分

に行われていない  

 

③-2 指摘の根拠･理 由：  

■ ISO9001 の 5.5.3（内部コミュ

ニケーション）  
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グループ名：  ２ 

 

実施状 況の番号： № 10 

過去 2～3 年の方針 (重点課題，目標，方策 )に首尾一貫性がなく，調査･

分析･解析を行って方針が絞り込まれ，明確にされている形跡がない。

また，方針管理の仕組みの改善も行われていない。  

 (※印はコメント ) 

※ 講座テキスト スライド№50，20～24 

※ ISO9001 で想定される該当条項の例 5.3c 5.6.3ab 6.2 8.4 8.5 など  

追加した条 件： 

 

①収集すべき情報(面 談，観察，資料など)： 

１．中長期経営計画、ビジョンの確認する  

   （トップマネジメントへのヒアリング）  

２．過年度の方針の達成度の評価、レビューが  

  どのようにされたか確認する  

   （次年度への反映状況）  

３．マネジメントレビューのインプット、アウトプット

項目の確認  

②方針管理 ･改善活 動 で 

 関連するプロセス： 

・方針の実施状況のレビュー  

・次期への反映  

③-1 指摘：  

 マネジメントレビューは実施されているが  

方針管理の評価が不十分で、次年度への方針に  

反映されていない。  

 継続的改善がなされていない。  

③-2 指摘の根拠･理 由：  

5.6.1    5.6.2    5.6.3 

8.5.1    8.4 

 

 



TQM 基礎講座《第 2 回》演習課題 (※2006 年 ) 
 

グループ名：  ５ 

 

実施状 況の番号： № 11 

是正処置において同種の不適合のものがある。あるいは是正処置の結

果が該当する標準類の制定･改訂･廃止へ反映されていないものがあ

る。  

 (※印はコメント ) 

※ 講座テキスト スライド№69，72 

※ ISO9001 で想定される該当条項の例 5.6.2d 8.4 8.5.2 など  

 

追加した条 件： 

 

①収集すべき情報(面 談，観察，資料など)： 

１．同種の不適合  

 ・不適合の発生状況を示す資料  

 ・不適合の原因掘下げ状況を示す資料  

  水平展開の必要性判断をしているか  

 ・不適合に対する処置の記録（当該、関連）  

２．標準類の見直し  

 ・不適合是正内容に関連する文書リスト  

 

 

②方針管理 ･改善活 動 で 

 関連するプロセス： 

・方針管理  

管理項目による結果の評価

方針、重点課題、目標、方策及

び実施計画の見直し  

 

・改善活動  

  標準化及び管理の定着  

③-1 指摘：  

不適合の再発防止を確実にするための処置の必要性

の評価がされておらず、必要な処置が実施されていない

 

③-2 指摘の根拠･理 由：  

8.5.2 是正処置  
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グループ名：  ８ 

 

実施状 況の番号： № 11 

是正処置において同種の不適合のものがある。あるいは是正処置の結

果が該当する標準類の制定･改訂･廃止へ反映されていないものがあ

る。  

 (※印はコメント ) 

※ 講座テキスト スライド№69，72 

※ ISO9001 で想定される該当条項の例 5.6.2d 8.4 8.5.2 など  

追加した条 件： 

 

①収集すべき情報(面 談，観察，資料など)： 

１．是正処置の手順  

  ①類似原因の洗い出し  

  ②根本原因の洗い出し  

２．是正処置対策書  

①対策の中身が仕組みの改善になっているか  

  ②マネージメントレビューの中身を見て、経営者が

どういう判断をしているか  

  ③事象についてのデータ分析  

 

 

②方針管理 ･改善活 動 で 

 関連するプロセス： 

２．継続的改善の実施  

３．実施  

  c)問題点の明確化  

４．処置  

  b)プロセス異常  

  d)未達の原因と問題の 明

確化  

５．標準化  

  a)再発防止  

  b)標準類の組織全体への発

行  

③-1 指摘：  

・継続的改善になっていない 8.5.1 

・不適合の原因特定が出来ていない 8.5.2 

 不適合の必要性の評価が出来ていない  

・必要な処置の決定及び実施が出来ていない  

     8.5.2 

・起こりえる不適合及びその原因の特定がなされていな

い 8.5.3 

 

③-2 指摘の根拠･理 由：  

8.5.1 

8.5.2 

8.5.3 

 


