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仕事の改善、創意工夫
指導用マニュアル



このマニュアルはインストラクター（講師）が研修を実施する際に、手元において活用

するために作られたものです。マニュアルは基本的な研修の流れ、シートには内容の

アウトライン（概要）を記載しております。�

マニュアルやシート、ワークシートは、利用権のある方 が々、研修ニーズや状況に合わ

せて、手順や内容を加筆、修正して活用しても構いません。むしろ研修効果を挙げるた

めに内容を加筆、修正して実施する方が望ましいかもしれません。またインストラク

ターによっては、研修を展開するパターンが異なりますので、自己のパターンにあわせ

大幅に修正し、活用することも必要になると思います。

このマニュアルとシートを参考に、新しいレッスンプランを作成して、効果的な研修の

実施にお役立ください。

このマニュアルについて

マニュアル等にご不明な点、利用上で気になる点などございましたら、下記までお問

い合わせください。

お問い合わせ

マネジメントアドバイスセンター（以下当社）が販売する研修用マニュアル、ゲームマ

ニュアル等の著作権は当社が所有いたします。したがって購入者の皆さんには、利用

権の譲渡になります。研修ごとに利用料などは一切発生いたしません。

購入者は、マニュアル、シート、ワークシートを社内研修などで、自由にコピーなどして

利用できます。また活用しやすいように、編集、アレンジ、修正して使うこともできます。�

ただしマニュアル、シート、ワークシート等を第三者に譲渡、インターネット上などでの

配布、レンタル、販売および著作物の制作に使用すること、雑誌等に無断で転用する

ことは禁止させていただきます。

マニュアル、シート、ワークシートの使用上の注意点

info@m-advice.co.jp

〒160-0005東京都新宿区愛住町２２ 岡田ビル１Ｆ
tel : 03-3356-6551 fax : 03-3356-6563

株式会社マネジメントアドバイスセンター
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仕事の改善、創意工夫 概要 

目的 

 仕事の改善の大切さについて学びます。 

 仕事の改善に必要な思考法を学びます。 

 改善に役立つ手法を習得します。 

対象 

新入社員 

所要時間 

１時間３０分 

教材 

 シート① 仕事の改善の大切さ 

 シート② 仕事の改善の進め方 

 シート③ 改善に役立つ方法 

 インストラクター用参考資料① 仕事の改善に役立つ特性要因図 

 インストラクター用参考資料② 職場の改善に役立つ５Ｓ・６Ｓ活動 

時間配分 

項目 分 

はじめに ５分 

仕事の改善の大切さ １５分 

仕事の改善の進め方 ２５分 

改善に役立つ手法 ２０分 

ブレインストーミング（ウォー

ミングアップ）演習 
２０分 

まとめ ５分 

合計 ９０分 



研修用マニュアル

このマニュアルには基本的な研修の流れが記載されております。

研修ニーズや状況にあわせて、手順や内容を加筆、修正して活用して下さい
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研修の内容と進め方 

項目（時間） ツール 内容と進め方 

はじめに 

（５分） 

 

主題の板書 

 この会合では、仕事の改善について学んでいきます。改

善という言葉は学生時代には馴染みがなかったでしょう。

仕事の改善は社員１人ひとりに求められる重要なテーマ

ですので、しっかり勉強していきましょう。 

 会社には、成長し発展する企業と反対に衰退し倒産して

しまう企業があります。どこに違いがあるのかをまず考え

てみましょう。 

 成長し発展する会社に共通して言えることは、社員一人

一人が常に問題意識を持って、仕事を進めると同時に改善

に取り組んでいることが挙げられます。 

 これに対して、衰退する会社は時代や社会の変化が起き

ていても、従来どおりの仕事のやり方で満足してしまい、

仕事の改善には関心を示さないという傾向があります。 

 世の中は常に変化していますので、お客様のニーズ（要

求）もどんどん変化していきます。昨日まで売れていた商

品が明日も売れるとは限りません。 

 ですから、従来どおりのやり方で同じ商品を作っていた

のでは売れなくなり、競争に負け、やがては衰退していっ

てしまうのです。 

 仕事の改善には、このように製品や商品の改善もありま

すが、現在の仕事のやり方を見直して、さらにやりやすく、

効率よくするといった改善もあります。 

 また、仕事にかかる時間を短縮して仕事のスピードアッ

プを図るといった改善もありますし、いまより仕事にかか

るコストを下げるため仕事のムダを無くしていくという

改善もあります。 

 さらに仕事にミスが起きたとき、その原因を見つけてど
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

うすれば二度とミスが起きないようにできるか、仕事のや

り方やチェックの仕方を改善することなどさまざまな方

法があります。 

 成長する会社は、このような取組みを管理者はもちろん

のこと、社員一人一人が常に問題意識を持って日常の仕事

の中で行なっています。 

 カイゼンという言葉は今や世界用語にもなっているので

す。 

 仕事の改善は特別なことではなく、自分が行う仕事の中

から見つけて、行なっていくことが大事なのです。まず身

近なところから実践してください。 

 何故それほど改善が重要なのでしょうか。重要性につい

て考えてみましょう。 

仕事の改善の

大切さ 

（１５分） 

シート①  仕事の改善というと、新入社員の皆さん方には難しそう

に聞こえますが、決して難しいものではありません。小さ

な仕事の改善が大きな利益をもたらすことがあります。 

 たとえば、ある会社に入社した新入社員が、社内から外

部に出す郵便に、速達扱いのものが多いことに気がつきま

した。 

 そこで速達と普通便の配達される日数の違いを調べたと

ころ、速達も普通便も到着日はほとんど変わらず、届く時

間帯が速達の方が若干早いことが分かったのです。 

 次に、料金を調べたところ速達は切手代８０円プラス速

達料金２７０円で、１通の郵送料が３５０円。これに対し

て普通便は８０円だけですむことが分かったのです。 

 そこで、その新入社員は自分で調べたデータをコピーし

て社内に回覧したのです。コピー内容は、速達と普通便も

到着日と到着時間、料金の違いの比較表です。 

 すると、翌週から社内の速達便はガクンと減り、ほとん
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

どの郵便物が普通便に切り替えられたというのです。 

 どのような効果が挙がったのか、１年たってから会社が

前年の郵送費と比較したところ、月に約１０万円の経費が

削減されたことが判明しました。 

 そこで、この結果を全国の支店、営業所に報せて全社的

な郵送料のコストダウン成功し、その新入社員は社長賞を

受けたという実例です。 

 このように、ほんのちょっとした事でもそこに問題意識

を働かせて、改善に取り組むと大きな成果を生みだすとい

うことがあるのです。別の改善例も紹介しましょう。 

 ある文房具メーカーの女性社員が、日頃使うハサミや定

規、セロテープといった文房具を小さくし、セット商品に

したらどうだろうかと、会社に提案したケースです。 

 セットになっていると使いやすく、持ち運びにも便利で

す。 

 会社では、この若い女性社員の提案を採用してデミ文具

の名称で売り出したところ、爆発的なヒット商品となった

ということです。 

 これらの例で分かるように、改善の芽は私たちの身近な

ところにいくらでもあり、その意味で仕事の場は改善の宝

の山ともいえるのです。 

 しかし、この改善の宝の山は沢山あっても、与えられた

仕事をただ漫然とやっているだけでは、なかなか見つけら

れません。 

 それにはやはり、仕事をする人の問題意識がなければな

りません。そこでどんな場合でも問題意識を持って仕事を

することが大切になります。 

 問題意識を働かせ自分の頭で考えて仕事の改善をしてい

けば、仕事の効率が上がるだけでなく、仕事そのものを楽
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

しくまた面白くさせます。 

 自分の知恵と工夫で楽しく面白く仕事をすることが大切

です。それには仕事の改善に積極的に目を向けて、自  

分から取り組まなければなりません。 

 よく改善についての心得として、“改善に始まりあって終

わりなし“といわれますので、常に問題意識を持って自分

の仕事を見直し、積極的な改善活動に取り組んでいきまし

ょう。 

 ではどのように改善を進めたら良いでしょうか。 

仕事の改善の

進め方 

（２５分） 

シート②  仕事の改善は、身近なところから改善の芽を見つけて、

取り組んでいくのがポイントです。その進め方を紹介して

みます。 

 改善の芽を見つける方法は、いま行なっている仕事を見

直し、そこにムダがないかまず考えてみることです。 

 仕事のムダには、仕事に費やす時間や労力、またやり方

のムダなどさまざまなものが挙げられます。 

 たとえば、書類や道具などを探すといった時間のムダが

日常的に起こります。これなどは書類ファイルや備品の整

理・整頓の仕方を少し工夫するだけで、ムダをずいぶんと

減らすことができます。 

 それを示す次のような事例があります。ある会社で社内

共用の書類が、整理がされていないため必要なときに見つ

からず、みんなが困っているということがありました。 

 そのことを耳にした１人の新入社員が、書類別にファイ

ルを色分けし整理したところ、一目瞭然で書類が見つかる

ようになり、探す時間のムダがなくなりました。 

 こんなちょっとした改善でもみんなが助かり、大きな成

果を上げることを知っておいてください。もう１つ興味深

い仕事の改善例をご紹介しましょう。 



シート

研修で受講者に配布するシートです。

人数分コピーして受講生に配布して下さい。

シート①　仕事の改善の大切さ

シート②　仕事の改善の進め方

シート③　改善に役立つ方法



シート① 

 

 

仕事の改善の大切さ 

 

１．改善とは何か 

私たちには、常に自分の担当業務を見直し、仕事を改善していく創意工夫が求められて

います。仕事の改善は、いま行なっている仕事をやり易くすることや、仕事にかかるコス

トをいまよりさらに低減させることにありますが、いちばんの目的は仕事を改善すること

でお客様に安価でより便利な製品、商品、サービスを提供し、お客様に満足していただく

ことにあります。 

ちなみに、「カイゼン」（ＫＡＩＺＥＮ）という言葉は、いまやアメリカはじめ中国など

海外でもそのまま通用するほどよく知られた言葉になっています。これは日本の会社が世

界中のどの企業よりも積極的に、より品質の良い製品や商品を作ろうと努力して仕事の改

善に取り組んできた成果だといえます。そして今では、アメリカをはじめとした外国企業

が日本の会社のやり方を学びだし、カイゼン活動を積極的に行なってきています。 

こうなると「改善の本家は日本だ」などと、のんきなことを言っていられません。私た

ち１人１人がいまの仕事を見直してムダを省き、より質の高い仕事を産み出す仕事の改善

に取り組んでいくことが求められているのです。 

 

２．小さな改善が大きな成果を産み出します 

新入社員のような若手社員に仕事の改善など難しいのではないか、と受け取る人がいる

かもしれませんが、決してそのようなことはありません。たとえば、こんな実例がありま

す。ある文房具メーカーでなかなかヒット商品がでないため社員にアイデアを募ったとこ

ろ、ある若い女性社員から次のような提案が上がってきたのです。 

それは、現在ある文房具類（クリップ、定規、のり、セロテープ、ハサミ等）を小型サ

イズにして組合せ、カラフルな容器にセットにして販売したらどうかというものです。そ

こで会社はこの提案を採用し、デミ文具として売り出したところ爆発的なヒット商品とな

ったのです。 

その若い女性社員は、なぜそのようなことを思いついたのでしょうか。そこには２つの

ヒントがあったそうです。１つは化粧品セット、もう１つは裁縫セットです。いずれも小

さな容器に日常使用する物がセットされており、ケースはハンドバックに入ります。これ

と同様に文房具類をセットにすれば、鞄に入れて持ち歩くことできて便利だろうというわ

けです。ここで大事なことは、その女性社員が現在の仕事の中から改善となる種を見つけ

たことです。そして頭を使って創意工夫したことにあります。まさに小さな改善が大きな

成果を生み出したといえます。 

いまご紹介したのは１つの例ですが、実は小さな改善が会社の利益に貢献した事例はま

だまだ沢山あります。このように改善の種は私たちが普段行なっている仕事の中に数々あ

ります。その意味で仕事の場は改善の宝の山ともいえます。それを見つけて掘り出せるか

どうかは、私たちの日頃の問題意識と創意工夫にかかっているのです。 



インストラクター用参考資料

インストラクター用の参考資料です。

研修の補足、講義の参考資料としてお役立て下さい。

①　仕事の改善に役立つ特性要因図

②　職場の改善に役立つ５Ｓ・６Ｓ活動



インストラクター用参考資料① 

 

 

参考資料① 仕事の改善に役立つ特性要因図 

 

 チェックリスト法やブレインストーミングの他に、新入社員の改善に役立つ技法があり

ますので紹介しておきます。 

 

特性要因図（別名：フィッシュ・ボーン） 

 特性要因図は、問題解決などの要因分析などに使われる手法です。その図の形が魚に似

ているところから、別名フィッシュ・ボーンとも呼ばれます。一覧性のある点がこの技法

の特徴であり、以下のような改善例で活用することもできるので便利な技法です。 

 

    例）改善テーマ「部屋の中が整理・整頓されていない」原因分析 

                

 

 

 湯のみ・灰皿が    文具類の扱いが     書類が積み 

そのままの状態     乱雑           上げられている 

  椅子カバーが     他人のを借りた      事務用品が  

   乱れている      ままにする        放置されている 

 

置き場が      パンフレットが    使いっぱなし 

一定していない   散らかっている                私物が詰め 

 使い方が      不用なものが     扉をきちんと     込まれている 

  乱雑、乱用    置かれている      閉めていない 
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机の上 事務用品 応接室 

救急箱 カウンター キャビネット 
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