師

株式会社経営改善支援センター 代表

戸敷 進一
「業種・規模・地域を問わな
い組織活性化」の専門家とし
て、これまで約２５０社の組
織の活性化に携わる。実績業
種は、建設、製造から大手流通、
介護施設、文具店、仕出し屋、美
容室、飲食店、会計事務所、生協
組合、IT 系企業等多岐にわたる。

１２/１５（火）
10:00-18:00

育成

２０１５年
第３回

具体的な
事例集やわかりやすい
教育訓練ツール がほしい︒︵印刷業︶

講

５Ｓ推進者
利益創出型

メンバーを入れ替えて取り組みたい

持続

として見え難い︒︵製造業︶

(建設業)

利益創出型５Ｓ活動の推進者を育成する１日講座
５Ｓ活動をさらに加速させる教育訓練ツール（３万円相当）付き

そのノウハウ
伝授します

二回目の活動の推進チームを作りたい︒

利益

本当の意味での
﹁全社一丸﹂﹁全員参加﹂を

徹底する方法を知りたい
︵サービス業︶

現状進めている５Ｓ活動を今後より活発にする方向性を検討したい︵
︒製造業︶

ので︑効果的な指導方法を知りたい ︵製造業︶ 結びつかない

５ 活動 で困 っていることは何 ですか？

社員への周知徹底や指導方法 で悩んでいます︒
５Ｓを今後どのようにして根付かせて行くか︵医療︶活動と利益 が

浸透しない

なかなか

効果的な実践方法
と実践後の
効果 ︵建設業︶現場でのスピード感がなく
改善が中々進まない

業務も忙しい為︑段取り良く５Ｓ活動行いたい︒
︵サービス︶

︵製造業︶
部門間・セクショナリズムを突破できない︒

全社員で取り組みやすく入る為の

注意事項 ︵小売業︶

になるのか
︵製造業︶

モチベーションが長続きしない︒
社員・パート社員の

社員がやる気になる活動とは

どうすれば継続的活動

（サービス業）

S

カリキュラムは裏面

講座

上記の質問に対する回答はすべて弊社オフィシャルサイトのアンケートに寄せられた「５S 活動に取り組ま
れている企業担当者」の「生の声」です。これらの声に答えるべく５Ｓに特化した実践セミナーを開催いた
します。これまで２５０社以上の５Ｓ活動のサポートをさせていただいた弊社の５Ｓ活動のノウハウを１日
の講義のなかで余すところなくお伝えし、帰社後すぐに実践できる「５S 責任者養成講座」です。

1日の講習でこの悩みを解消し、本当に成果の上がる５Ｓ活動のノウハウをマスターしていただきます
詳細はこちら http://http://sien.co.jp/5smaster

【４大特典】組織活性化マニュアル（10,000 円）／教育訓練 DVD「キックオフ講演編・５S 基本講座編 ２枚」（20,000 円）
５Ｓ活動導入から運用に必要な各種帳票セット・事例集（非売品）／スタッフに読ませたい！５S 読本 (800 円）

講座カリキュラム「利益創出型５S 活動推進者育成講座」
※ここで使われている「全社一丸」の「全社」とは、文字通り組織全体をさす場合もありますが、「工場単位」「部署単位」「営業所／支店単位」
「店舗単位」と組織における規模、営業形態により変わってきます。各組織の取り組みをイメージして適用範囲を判断してください。
※すでに５S 活動に取り組まれている企業は、一度リセットし、再構築することをオススメします。現在の流れに組み込むことは成果がでない可能性が
ありますので、ご注意ください。

カリキュラム

補助教材

内

容

０.導入編
何のための５S ？

５S 活動の目的とゴール設定
５Ｓ現状チェックシート

現状確認！
１人じゃできない

目的確認シート

実は５S 活動が継続できない理由の一つにこの「目的設定がない」ことがあげられます。
ではなぜこの目的とゴールが必要なのでしょうか？最重要ポイントです！

チェックシート

まずは整理整頓・・５S の各要素別に自社の状況をチェクします。
そこからがスタート。自社の問題点を洗い出します。

５S 活動推進チーム選定のポイント

マニュアル

５S 活動はひとりではできません。もちろんリーダーとして中心的役割を担ってはいきますが、
「チーム」として動く必要があります。その理由と、どのような人をチームにするのかを解説。

現状写真をとってみよう！

マニュアル

５S の始まりはまず自社を客観視することです。日頃から見ている社内も、カメラを通してみた
ときは自分たちの「都合のいい部分」は無視され、ありのままの事実が写されます。

1.準備編
自社を客観視
全社一丸のために

全社一丸：キックオフの重要性

５S 活動をすすめるうえで、
「全社一丸」は必須のキーワードです。今回の取り組みを「特別」な
ものだという意識を全員で共有するためのキックオフは最重要ポイントです！

キックオフ講演 DVD

2.５S活動の手順 整理・整頓編
きっちりスケジュール化

改善工程表の作成

工期のない工事は決して終わりません。５S 活動も同じです。もちろん継続していくものですが、
ルール化し認知徹底させるまでの工期は約３ヶ月です。そのスケジュールを引いてみましょう。

改善工程表 / マニュアル

不要なものを捨てる工程です。全社できっちりと決めてルール化して捨てる日にちも決定させます。
捨てるのもコストが掛かります。予算や経営者とのコミュニケーションも重要になってきます。

整理活動のポイント

整理：捨てるものルール

整頓活動のポイント

整頓：再配置のイメージ

マニュアル

さぁ不要なものがなくなったら、整頓の工程です。ポイントは「働きやすさ」
。様々な業種の事例
をご覧いただきながら、社内に働きやすい空間を創りあげましょう！

ルール化と全社共有

５S ルールの決定と教育訓練

マニュアル

ルールはプロジェクトの決め事です。借り物のコピーではなく、自社にあったルール作りが大切で
す。そして、そのルールを全社に落としこむ「教育訓練」の重要性について解説します。

業種別力の入れどころ

ウェイトバランス

マニュアル

業種によって５S 活動の力のいれどころは様々です。同業種だけでなく、他業種からも多くを学ぶ
ことができます。沢山の事例写真をみながら自社の５S ポイントをイメージしてください。

ルールサンプル / マニュアル

3.５S活動の手順 清掃・清潔・躾編
キレイにするだけじゃ・・

清掃：点検・保守活動

スパイラルアップ

清潔：チェックリスト活用法

５S活動の集大成

躾：顧客目線の躾で同業他社と差別化

清掃はただ単に「キレイに掃除する」のではなく、
「点検・保守」も兼ねています。
なぜタクシーが乗り込む前にキチンと洗車をするのか？実はこの点検・保守に秘密があります。

マニュアル他

清潔は３S 活動を「維持していく」ことです。ルールの見直しや、主体メンバーの入れ替えなど
５S 活動を社内のどこに位置づけていくのかが鍵になります。

チェックリストサンプル
マニュアル他

躾とは全員が決められたことを守っている状態です。実はこの躾は「マーケティング」に直結して
いることに気づいている企業は少ないのです。５S 活動が仕事を生み出した事例も紹介します。

絶対利益算出とルール組み込み

マニュアル他

５S 活動と絶対利益の相乗効果で現場利益を創出する手法を解説していきます。
絶対利益とは仕事があってもなくてもその会社に必要な金額です。

本格運用スタート

マニュアル他

さぁ、仮運用後の修正を反映させた、第１版のルールのスタートです！教育訓練、周知徹底を常に
忘れずに運用してください！

４．絶対利益管理と５S活動
１円を拾う！

５．ルール本格運用
さぁ、ルール運用！

設定したゴールの達成
第３者から評価される

ゴール
継続的に

５S 活動のゴールは２つです。まずは最初に設定した自社の取り組みの目的を達成された
かどうかが１つ。そして、第３者が「変わったね！」と評価してくれることです。

５S の精度を落とさない

参加企業様への４大特典

会

場

教育訓練 DVD ２枚セット
キックオフ講演編・５S 基本講座編
キックオフ講演と５ S 活
動の基本講座のセットで
す。社内の教育訓練とし
て活用できます。

各種帳票セット・事例集
５S 活動の導入から運用時に
使われる５S ツールです。赤
札からチェックリスト、事
例まで多岐に渡ります。講
義でも解説します。

リ フ ァレンス大博多ビル１１０９号室 （福岡市博多区博多駅前2丁目20-1大博多ビル11階）

時

【１０ ： ０ ０ 〜 １ ８ ： ０ ０ 】
２０１５年１２月１５日（火）

対

象

５S活動推進者、推進責任者 及び 経営者様

講

師

株式会社経営改善支援センター

日

受講料

その４

弊社のノウハウを凝縮さ
せた５S 活動のバイブル。
当講座でもメイン資料と
して使用していきます。

５S推進教育訓練ツールを今回に限りご提供
その３

その２

その１

組織活性化マニュアル

常に精度を保つために、部署間での「相互チェック」や第３者からみた「運用チェック」
もスケジュール化しましょう。女優は「常に見られているから」美しいのです！

マニュアル他

5 4 , 0 00円（税込）

戸敷進一

お一人様追加21,600円

T EL

郵便局

（ ２名参加時
54,000円＋32,400円（税込））
FAX

ヨドバシ

）

F AX

博多バスセンタービル

筑紫口

092-283-5480
業種

ご担当者メールアドレス
（

博多口

博多駅

ご担当者名

御住所

地下鉄
祇園駅
博多区役所入口

ホテル日航

受付時にお振込先をお伝えします。
開催１週間前までにご入金ください

お申し込みは下記をご記入のうえ、そのまま FAX で！
折り返し詳細のご案内を差し上げます！

御社名

リファレンス大博多ビル

博多駅博多口から徒歩7分

西日本
シティ

２名様以上で参加の場合はお一人様32,400円（税込）
ただし、研修ツールは１社セットとなります。

※改善クラブ会員様（43,200円）

５Ｓ読本
５S 活動について、ノウハウ
の解説ではなく、各工程で
の重要なポイントについて
解説する、読み物形式の読
本です。

（

＠
）

ご 参 加 者 名 （お役職）
計（

）名

