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■審査スケジュール 
 

 

１ 審査スケジュール 

① 資格確認・申請応募書」の提出 

             （8月20日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

②｢申請書｣の提出（9月1日～10月31日） 

③書類審査（個別審査）（11月～12月中旬） 

 認定審査員 

（リーダーと審査員のチーム） 

チーム 

④合議審査・現地審査（12月～翌年1月） 

 認定審査員チーム 

・ 組織プロフィールから始まる「申請書」 

（15部）を提出 

 

・ 「申請書」を複数の認定審査員が個別に 

審査 

・現地審査課題の作成と申請組織への送付 

 

・ 申請組織に出向き「申請書」から読み取れ

ない課題等を確認 

・ 最終チーム評点を決定 

・評価レポートを申請企業に送付 
⑤選考委員会 

             （翌年2月中旬） 

       表彰組織の決定 

・岩手県経営品質協議会において審査の 

 可否を判断のうえ受理 

表彰式（翌年３月下旬） 
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２ 審査基準 

 審査基準は、「２０１３年度版の日本経営品質賞アセスメント基準書」に依ります。 

 

３ 審査方法 

 岩手県経営品質賞の審査は、提出された「申請書」（アセスメント基準に基づき組織プロフィールか

ら始まる申請組織の事業活動を説明する記述書）を審査員メンバーが審査します。原則として審査チー

ムの評価結果が「Ｃレベル」以上を目安として現地審査を行い、その中から表彰組織を選定します。申

請組織には審査結果として、各カテゴリー別の経営品質における「強み」と「改善に向けての提言」か

らなる評価レポートをフィードバックします。 

(1) 審査のプロセス 

   岩手県経営品質賞の審査は、①資格確認・応募申請書の提出、②申請書の提出、③書類審査、④合 

議審査・現地審査、そして⑤岩手県経営品質賞選考委員会（以下「選考委員会」という）における表 

彰組織決定の各プロセスがあります（審査については12ページを参照してください）。 

   担当する審査員は、日本経営品質賞審査員、地方審査員養成研修等の修了者の中から、申請組織と 

の利害関係がなく、個人の能力、これまでのビジネス経験、リーダーシップ、専門領域の深さ、協調

性などを考慮して最もふさわしい方を選定します。 

 ① 「資格確認・応募申請書」の提出（8月20日まで） 

 申請書を提出する前にまず「資格確認・応募申請書」（書式１）を8月20日までに岩手県経営品 

質協議会事務局宛、郵送またはファクシミリにて送付してください。資格確認の上、1週間以内に 

結果を送付します。 

② 「申請書」の提出（9月1日～10月31日） 

 「申請書」と、添付資料として「会社案内」をそれぞれ１５部づつ、10月31日までに岩手県 

経営品質協議会事務局宛ご提出ください。提出期限は厳守願います。 

③ 書類審査（11月～12月中旬） 

 ・ 提出された「申請書」は、岩手県経営品質協議会が任命した審査員（リーダーを含む3人～

4人）が、個別に審査をいたします。 

 ・ 申請組織の事業環境を適切に理解するために申請組織の担当者から事前説明を受ける場合が

あります。 

 ④ 合議・現地審査（12月～翌年1月） 

 合議・現地審査は申請組織の現地において、原則１日目合議審査、２日目現地審査、３日目合議 

審査の３日間の日程で実施します。 

  ・ 第１日目の合議審査は、それぞれの個別審査により抱いた申請組織の印象と課題認識につい審 

査員の共有をはかるとともに３日間の進め方の合意をはかります。 

・ 第２日目の現地審査は、「申請書」の記述だけでは必ずしも明らかでない点の明確化と「申請

書」に記述されている事項の確認です。経営層および担当者からの説明、質疑応答とインタビュ

ーを行います。現地審査の内容は、原則として現地審査の１週間前に審査員が作成した「現地審

査課題」が送付されます。 

・ ３日目は最終合議で、現地審査の結果を踏まえてこれまでの合議内容の修正と共有を諮ります。 

 合議・現地審査終了後、審査の結果を踏まえ審査チームにより評価、評点が最終的に決められ、 
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リーダーが選考委員会に報告し、選考委員会において表彰組織を決定します（２月中旬）。 

   ・ 評価レポートは、選考委員会にて了承の後に送付します。 

 ⑤ 表彰組織決定（2月中旬） 

    選考委員会は、審査チームの審査結果をもとに申請組織が表彰に値するかどうかを審議し最終 

的に表彰組織を決定します。

(2)  評価レポート 

   審査結果として審査チームが作成する評価レポートの内容は、以下の通りです。 

① 審査総括 

    各カテゴリーから申請組織にとって最も重要である「強み」と「改善に向けての提言」を優先順 

位の高いものから要約します。 

② 総合評点 

    「各年度版日本経営品質賞アセスメント基準書」の＜評点総括＞のレベルを表示します。 

   ③ アセスメント項目別評点 

各アセスメント項目それぞれにレベル（10％の範囲）で評点を表示します。 

   ④ アセスメント項目コメント 

     アセスメント項目ごとに改善計画に反映できるコメントとして「強み」と「改善に向けての提

言」を示します。 

 

    ※審査に関する進め方、内容については、12ページの「審査について」をご参照ください。ご不

明な点等は事務局までお問い合わせください。 

 

(3) フィードバックミーティング 

    フィードバッグミーティングは申請組織の希望によって開催します。 

    担当した審査リーダーが申請組織に出向いて、評価レポートの内容について説明します。 
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■申請について 

岩手県経営品質賞への申請については以下の通りです。 
 

１ 資  格 

岩手県内に所在する事業組織(組合・団体含む)であれば、外国企業の日本法人や関連会社を含め、ど

なたでも賞にチャレンジすることができます。 

例えば、株式の公開・非公開を問わず、国内あるいは海外企業、合弁会社、株式会社、有限会社、合

資会社、合名会社、持株会社等であれば応募することができます。 

 

２ 資格制限 

(1) 設立３年未満の事業組織あるいは企業内組織（子会社を含む） 

 応募時点で設立3年未満の組織あるいは企業内組織（子会社を含む）は応募することはできません。 

ただし企業内組織において、名称の変更や事業領域の拡大に伴う統廃合の結果として設立3年未満で 

あっても、これまで進めてきた事業に基づいて記述できる場合にはこの限りではありません。 

(2) ビジネス・サポート専門事業部 

 販売、マーケティング、流通、顧客サービス、財務、会計、人材開発、健康・安全、購買、法律サ 

ービス、調査、研究開発などを専門とする企業内事業単位や事業部は、資格を有しません。 

ただし会社としてのサービスが上記である場合には資格があります。 

(3) 多重申請 

 企業内組織（子会社を含む）同士あるいは企業内組織とその親会社自身が、両方揃って同年度に応

募することはできません。 

(4) 表彰後の資格制限 

・ 岩手県経営品質賞「岩手県知事賞」を受賞してから１年間は応募資格がありません。 

・ 企業の総売上の50％以上を占める企業内組織が岩手県経営品質賞を受賞した場合、その他の企

業内組織とともに企業自身も含めて、１年間応募することはできません。 

 

       

※ 上記資格、資格制限について不明瞭な場合には、岩手県経営品質協議会事務局にお問い

合わせ下さい。 
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３ 提出書類と費用 

本賞を申請するにあたり以下の書類提出と費用の準備をお願いします。 

(1) 提出書類 

① 「資格確認・応募申請書」（書式１参照） 

8月20日までに岩手県経営品質協議会事務局に郵送または FAXにてお願いします。 

② 「申請書」及び添付資料（会社案内） 

10月31日までに、岩手県経営品質協議会事務局あて15部提出して下さい。 

審査終了後、提出された「申請書」は、事務局で１部保存する以外、すべて責任をもって破棄さ

せていただきます。 

(2) 費用 

① 審査費用 

中小規模部門 ４７２,５００円  

大規模部門   ６８２,５００円 

        上記の金額は、岩手県経営品質協議会会員が申請する場合に適用します。会員以外の企業が申請す 

る場合は一律に840,000円となります。 

                                             

② 合議・現地審査費用 

合議・現地審査では、審査チーム（原則、審査員３名、アシスト１名、事務局１名）の交通費、

宿泊費、食事代、会場費等の実費を申し受けます。 

 

                                            

  (3) フィードバック開催費用 

      開催は申請組織の希望によるものとし、その費用の実費は申請組織にご負担いただきます。 

   ※ 費用は、審査リーダーの謝金のほか、審査リーダー及び随行者（事務局）の交通費、昼食代

等になります。 
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■表彰について 

１ 賞の種類  

岩手県経営品質賞には大規模部門、中小規模部門(組合･団体含む)、地方自治体部門があり、それぞ 

れに次の賞があります。 

(1) 「岩手県知事賞」 

(2) 「岩手県商工会議所連合会会長賞」 

(3) 「審査員特別賞」 

 

２ 各賞の基準 

日本経営品質賞のアセスメント基準に基づき、下記の組織を対象にします。 

「岩手県知事賞」         原則としてレベルＡ以上 

「岩手県商工会議所連合会会長賞」 原則としてレベルＢ以上 

「審査員特別賞」         原則としてレベルＣ以上 かつ 審査員の推薦 

 

３ 受賞組織への協力依頼（情報・知識の共有化のために） 

各賞受賞組織は、次のような場合において機密保持に抵触しない範囲で情報提供のご協力をお願いし 

ております。 

(1) 岩手県経営品質協議会主催の表彰・報告会でのアセスメント基準別活動内容の報告と資料提供 

(2) 表彰後1年間、受賞後の活動内容の報告 

(3) 岩手県経営品質協議会主催の「研究会」および後援する様々な会議での講演活動 

(4) 定期的な一般企業による訪問受け入れなど 

 

４ 広報・広告 

  表彰組織としての積極的な広報・広告活動は、岩手県経営品質賞の普及や推進につながります。是非 

ともマスメディアへの広報・広告活動をお願いいたします。 

  表彰組織は、表彰の栄誉を意味する岩手県経営品質賞のシンボルマークを、表彰年度を入れた型で使 

用することができます。広報・広告活動にご活用ください。 

詳細は事務局までお問い合わせください。 
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■「申請書」の書式 

 １ 形 式 

「申請書」は、「組織プロフィール」から始めてください。また、アセスメント基準のカテゴリーや 

  アセスメント項目の番号と一致して記述してください。そのほか、下記事項を参照してください。 

(1) A４版（縦、横書き） 

(2) 書類が審査の途中で散逸しないようしっかりと綴じてください。大型バインダーやそれに類する 

堅いカバーは、審査の際に取り扱いにくいため、このような形式をとらないでください。 

  (3) 表紙を必ずつけてください。表紙には、「○○年度岩手県経営品質賞申請書」と表示してくださ

い。 

  (4) 記述は横書きで、片面（申請書を開いて見開きの状態で向かって左側）のページのみにお願いし 

   ます。向かって右側のページは審査員が書き込みなどを行うスペースとして白紙にしてください。 

 

 ２ ページ数と構成 

  (1) 総ページ数は５０ページを上限とします。（組織プロフィール10ページ以内、カテゴリー１～8 

   の内容40ページ以内） 

  (2) 以下の構成・順番で１冊にまとめてください。 

① 表紙 ＊ 

② 目次 ＊ 

③ 用語集（専門用語や略称・略語の解説）＊ 

④ 組織図（企業内部門間の関係を審査員が理解できるようなもの）＊ 

⑤ 組織プロフィールの記述 

⑥ アセスメント項目毎の記述 

なお、上記のうち＊がついたものは、総ページ数５０ページとしてのカウントはいたしません。 

  (3) 必要に応じて、仕切りページを挿入してください。 

  (4) ページ数としてカウントしないものを除いて、通しページの番号を打ってください。 

  (5) １ページ（見開き向かって左側のページ）の総行数は50行以内です。（見出し、ページの表示 

   も含む） 

  (6) 文字の大きさは11ポイント、明朝体を標準とします。 

  (7) 絵、イラスト、図表、図表番号、付録を含め各カテゴリー／アセスメント項目ごと（1.1～ 

   8.4）に記述してください。 

  (8) 図表、イラストは、周囲の文章などから１センチメートル程度あけてください。 
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■ 申請書の記述にあたって 

記述の原則 

１ 記述するということには意味があります 

  申請書を記述するということには、外部評価者に自組織の経営の思いや組織の経営革新プロセ 

 スの状態を正しく伝え、組織の理想的な姿の実現に向けた、価値ある提言を得るためのコミュニ 

ケーションの共通基盤をつくるという意味があります。 

 また、記述するには、様々な情報を集め、その情報にもとづいて話し合い論理的に思考しなが 

ら、事実に新しい解釈を加えたり、事実と事実を新しい脈絡で相互につなぎながら、文章を構成 

していく必要があります。記述を通じて、自組織の経営革新プロセスについて振り返り、気づき 

を促す話し合いや思考を深めながら知識創造をしていく、という有益な意味もあるのです。 

２ ページ数の制限があります 

  全50ページという限られたページでの記述を求めているのは、経営で最も重要な課題に焦点 

 をあてて記述してもらうことを意図しているからです。経営は、日常の様々な対応を含め、多様 

 な活動が行われています。それら全てを記述することはいくらページを割いても不可能です。む 

 しろ、顧客本位、独自能力、社員重視、社会との調和を追求し高い価値を創る上で、何に焦点を 

 あてているかを明らかにすることが重要と考えています。 

３ 第三者が読んでもわかりやすいように記述してください 

  申請書は、審査員のほか選考委員が読みます。第三者が読むということを念頭において、わか 

りやすく記述してください。 

単に現在実施している方法の記述ではなく、組織プロフィールを基点として経営革新の流れが 

読み取れるように、なぜそのように考えたのか、将来に向けてどのように活かしているのか、と 

いうストーリー性を持って記述してください。箇条書きや表の多用は、一見すっきりしていてわ 

かりやすく見えますが、経営革新プロセスの状態を、過去・現在・将来という流れや脈絡、意味 

合いを含めて理解することを妨げる場合がありますので、この点もご留意ください。 

４ 記述の順序があります 

  記述は組織プロフィールから行ってください。最初に組織プロフィールの記述を行わずに、各 

アセスメント項目の記述から始めると、「何々を行っている。こんなことも行っている」という 

コンテンツ羅列の申請書となってしまう恐れがあるためです。組織プロフィールを記述すること 

によって、自分達の組織がどうなりたいのかをはっきり示すためです。それによって組織の理想 

的な姿が明らかになり、「顧客・市場」「競争環境」「経営資源」それぞれの項目で現在および将来 

の課題をまとめ、各項目で出された課題を変革認識として整理統合した経営課題を導き出すこと 

ができます。それを受けて、各アセスメント項目の目的や方法/展開について脈絡をもって記述 

することができるようになります。 
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■「資格確認・応募申請書」の記述要領     

 「資格確認・応募申請書」は申請組織を審査する際に、応募の資格があるかどうかを確認するものです。

本書のうしろにある「資格確認・応募申請書」を8月20日までに、岩手県経営品質協議会事務局宛に郵

送、ＦＡＸ、またはE-mailにてご提出ください。内容と表彰対象を確認の上、1週間以内に事務局よりご

連絡いたします。この「資格確認・応募申請書」用紙は、コピーをして「申請書」に添付してください。 

 ※なお、内容について事務局からお問合せをさせていただくことがあります。 

 

岩手県経営品質協議会事務局（担当：鈴木（義）、大森） 

〒020-8507 岩手県盛岡市清水町14-12 盛岡商工会議所内 

ＴＥＬ.019-624-5880／ＦＡＸ.019-654-1588 

＜E-mail＞ iqac＠iqac.org 

 

   申請組織が企業内組織（子会社を含む）の場合には、全企業グループでの位置づけを示した組織 

図を提示してください（企業内組織については、ページの注をご参照ください）。 

 

 

＜各項目別記述説明＞  
以下の項目について記述をお願いします。 

 

１．資格について 
第１項 申請組織名 

正式名称（英文名称も含む）、住所、社員数、ホームページアドレス等を記述してください。 

 

第２項 過去の申請実績 

これまで、日本経営品質賞又は岩手県の経営品質賞に申請された場合は、その内容を記述してく

ださい。 

 

第３項 経営品質向上プログラム導入におけるセルフアセスメントに関する事項 

    セルフアセスメントの実施目的と結果の活用について記述してください。 

第４項 申請組織の現状 

    （１） 「資格確認書」提出時の社員数、社員の国内比率、提供・販売する製品・サービスに携わる各

部門の全事業所、販売拠点、その他の事務所の数を示してください。 

    （２） 直近の会計年度上の売上高を記述してください。 

       ＊非営利組織の場合には、それに類する数値を記述してください。 

    （３）株式上場の有無を記述してください。（店頭公開等を含みます） 

       ＊申請組織の最新の会社・組織案内があれば資料として1部ご送付をお願いいたします。 
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第５項 ビジネスパートナーと販売・サービスネットワーク 

(１)取引のあるビジネスパートナーの数とタイプを示してください。 

(２)外部組織に製造・販売・サービスを委託している場合、その数とタイプを示してください。 

第６項 事業所一覧と製品・サービスの説明 

(１)海外事業拠点を含めて、事業拠点と住所を記述してください。 

(２)各事業拠点の社員比率を記述してください。 

(３)各事業拠点の生産品の全売上に対する概算比率を示してください。 

(４)各事業拠点が生産する製品・サービスの概要を記述してください。 

 

第７項 企業内組織（子会社を含む）での申請 

    申請組織が企業内組織（子会社を含む）の場合、（１）～（５）まですべて回答してください。 

企業内組織（子会社を含む）でない場合は、必要ありません。 

(１)３年以上存在しているかどうかを該当欄にチェックしてください。もし、３年未満であれば、

簡単に経緯を説明してください。 

(２)本社や親会社名、住所、最高責任者名と役職を記述してください。また、本社や親会社傘下

の子会社を含めた全世界の社員数、直近の会計年度上の売上高を記述してください。その際

にジョイントベンチャー企業は含めません。 

(３)利益責任をもっている部門を含んでいるかどうかを、該当欄にチェックしてください。 

(４)本社や親会社で似たような事業単位がある場合、資格申請をする際に混乱をきたす要素にな

ります。製品・サービスの類似性について、該当欄にチェックしてください。類似製品・サ

ービスがある場合には、提供している他の事業単位との組織的な関連性を簡潔に記述してく 

ださい。 

    (５)ビジネス・サポート専門事業部かどうかを、該当欄にチェックしてください。 

※親会社と申請しようとする子会社の関係が示された年次報告書などの簡単な書類を資料と

して最後に添付してください。さらに組織図と本社や親会社との経営関係を簡潔に示して

ください。 

 

第８項 代表者として申請に対する同意事項の確認 

 審査に当たり提出された「申請書」について、審査員のメンバーが審査すること、および現地審 

査への協力体制に関する同意書が記載されています。ご一読のうえ、最高責任者の署名、日付の記 

入をお願いします。 
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■審査について 

 審査は、日本経営品質賞審査員、地方審査員養成研修修了者等で、岩手県経営品質協議会が任命した審

査員が行います。 

 選定する基準は、これまでの業務実績、これまでの教育経験、審査員としての品格など期待される能力、

経営品質に関する考え方、アセスメントの経験などによります。 

 任命された審査員は、役割や経験により審査リーダー、メンバーとして年度毎の任命になりますが、希

望により毎年度応募することができます。 

１．審査員の役割と選考方法 

岩手県経営品質賞の審査員は、以下のルールに従って活動を行います。 

■審査プログラムにおける審査員としての役割を認識し、理解した行動を取ること。 

■倫理基準、機密原則を厳守すること。 

（１）審査員の倫理基準 

岩手県経営品質賞の審査員は、以下の倫理基準を遵守します。以下の倫理基準に反する行為を行 

った場合には、岩手県経営品質賞及び日本経営品質賞主催の活動に参加が認められなくなります。 

■ 申請組織の審査過程において、審査の目的を逸脱して、日頃より個人的に抱いている疑問、 

関心事は詮索しない。またそのように見られるような言動は一切行わない。 

■ 関与する申請組織の審査内容および審査の状況に関して、他に漏らしてはならない。 

■ 審査を通じて得た機密情報を提供する引き替えに、申請組織に関心をもつ組織へのコンサル 

ティング、研修を実施しない。 

■ 今年度の審査期間中、「審査員メンバー」であることを公表しない。 

■ 定められた審査期間中は、審査の日程を最優先として活動する。 

■ 現在勤務の組織、部門、事業単位の主な競争相手の審査員を務めることはできない。 

■ 岩手県の産業、企業の経営全体のクオリティ改善と向上を促進する態度で審査する。 

 

（２）審査員の機密原則 

岩手県経営品質賞の審査員は、以下の機密原則を遵守します。 

■ 指定された審査チームメンバー以外に、申請企業の情報を他に漏らさない。 

■ 審査を担当した申請組織名を、審査プロセス中及びその後も他には漏らさない。 

■ 申請組織が提出した「経営品質報告書」のコピーをとったり、回覧や保管しない。 

■ 申請組織に関する文書、情報への質問は、審査チームリーダー及び岩手県経営品質協議会事

務局を通じて連絡を取る。 

■ 申請組織に対して個人的なフィードバックは行わない。 

■ 申請組織との特別な関係がある場合に、審査に影響を与えるような言動はしない。 

■ 岩手県経営品質賞の審査員であるということを、宣伝や販売促進の目的に使わない。 

■ 終了後３年間、審査を担当した申請組織とコンサルティング契約を結ばない 

 

（３）利害関係の公表 

審査員には、あらかじめ利害関係の情報を提出することを求めています。
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 （４）審査の割り当て 

    審査プログラムは、各申請組織に対して最も公平で有効な審査を行うために、合意されたスケジ

ュールを遵守することを条件に、申請書を公正に配分して審査を行います。おおむね以下の時間

を要して審査を行います。 

   ■ 第一段階の個別審査では、11月～12月の間に約30－50時間を要します。 

   ■ 第二段階の合議審査では、審査チームが一同に会する1日程度の時間を要します。 

   ■ 第三段階の現地審査では、現地審査チームが、1.5－2日の時間を要します。 

   ■ 評価レポートの作成では、チームとして1－2日程度の時間を要して作成します。 

           ＊合議審査と現地審査は連続した３日間で申請組織にて実施されます。 

２．現地審査 

現地審査は、岩手県経営品質賞の第三段階の審査です。これは、表彰組織候補を検討し、最終的な決定

をする選考委員会に判断材料を提供するものです。現地審査は、申請組織の一つ以上の場所（研究所、工

場、オフィス）が対象になります。 

個別審査期間にチームリーダー中心にまとめられた現地審査で確認すべき「現地審査課題」を申請組織 

に送付します。現地審査ではこの内容の確認が中心です。現地審査前にチームリーダーは、事務局と相談 

の上、現地審査のスケジュールを立てます。 

現地審査では、現地審査の方法、戦略、手順を確認するために全チームメンバーが前日に集合します。 

現地審査終了後、審査チームは、評価レポートの作成を行います。 

 

（１）現地審査の目的 

    現地審査は以下の目的で実施されます。 

①申請書の不明確な部分・領域をはっきりさせること 

②申請書に記述された事実の検証とその展開の徹底度、適用範囲を確認すること 

③申請書だけでは必ずしも実態が把握できない領域について現地で実感を得ること 

（たとえば経営幹部の取り組み実態、社員に対するエンパワーメントの実態など） 

 

（２）審査員の禁止事項 

以下の事項について審査員は、申請組織に発表または議論は行わないことにしております。 

■ 個人的またはチームの所見や調査結果・結論または決定事項 

   ■ 申請組織の経営品質向上のプログラムに対する詳細な意見 

■ 他の申請組織に関する経営品質向上の実践活動やそのことに関するチームの意見 

■ 他の申請組織名／審査員の個人的または専門的な資格 

■ 審査員自身の組織に関する情報 

※ 現地審査の際の過大な接待を受けることも禁止しています（昼食・休憩時のコーヒー

ブレイクなどは常識の範囲といたします）。 
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（３）現地審査のプロセス 

現地審査のプロセスは、以下の6つのステップを踏みます。 

① 申請組織へ現地審査実施の通知と現地審査課題の提出 

② 事前準備 

③ 最終確認 

④ 現地審査の実施 

⑤ 評価レポートの検討 

⑥ 評価レポートの作成 

 ① 申請組織へ現地審査実施の通知と現地審査課題の提出 

  事務局は現地審査の日程を決定し申請組織に通知します。また、後日、現地審査スケジュール

と審査チームが作成した「現地審査課題」を送付します。 

  申請組織は現地審査開始日までに「現地審査課題」に沿って資料・説明の準備をします。 

② 事前準備 

チームリーダーは、事務局とチームメンバー、申請組織の担当者と協力して、現地審査のスケ

ジュールを設定します（現地審査でのホテルなどの手配は申請企業とご相談の上で、事務局が行

います）。 

 ＊申請組織は事務局の要請にもとづき、説明者のスケジュール調整や会議室の確保などの準備をし 

 ます。 

③ 最終確認 

第一日目の合議審査では審査チームメンバー全員により、現地審査計画、申請書の事前レビュ

ー、一次評点と疑問点の見直し、時間的制約による質問事項の優先順位づけ、審査員倫理規定の

再確認などを準備、確認します。 

④ 現地審査の実施 

現地審査チームは、以下のステップを目安に現地審査を実施します。 

      1. 審査開始のアナウンス（事務局） 

      2. 審査のスケジュールの確認（チームリーダー） 

      3. 双方紹介（チームリーダー） 

       申請組織側の自己紹介をします。 

4. 審査プロセス、現地審査の仕組み、目的、手順、評価レポートの説明 

 チームリーダーにより審査の目的と今回の手順、評価レポートを説明 

5. 概要説明（簡単に組織企業から） 

6. Ｑ＆Ａ 

 チームリーダーが中心となり、既に提出されている「現地審査課題」を中心に、ディスカッシ

ョンを行います（カテゴリー順に行うことが望ましい）。ただし時間的な制約や優先順位等に 

注意しながら効率よく質問します。 

 最後に代表者に現地審査が完了したことを伝え、協力に対する感謝を表明します。 
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⑤ 評価レポートの検討 

  審査終了後にチームリーダーが中心となり、チームとして一次評点に現地審査の内容を付加し 

て再検討し、最終評点と「強み」と「改善に向けての提言」からなるコメントを作成し、評価レ 

ポート案を検討します。 

 

⑥ 評価レポートの作成 

  チームとしての現地審査に対する評価レポートを作成します。 

 

３．フィードバックの仕組み 

岩手県経営品質賞の各申請組織には、フィードバックとして「評価レポート」が送付されます。この 

フィードバックの仕組みは、岩手県経営品質賞全体で最も重要な事項です。それはこの評価レポートが 

経営品質向上の継続的改善にいたる道しるべになるからです。評価レポートは、審査の結果として、申 

請組織に対して「強み」と「改善に向けての提言」領域の評価を提出するものであります。 

 

（１）評価レポートの構成 

評価レポートは以下の構成です。 

1. 審査概要 

2. 審査プロセス 

3. 評点方法とガイドライン 

4. 全体スコアの範囲と基準 

5. 審査総括 

6. 総合評点（評点総括に照らしたレベル） 

7. 審査項目別評点（10％範囲のスコア） 

8. 各審査項目別コメント 

 

（２）評価レポート作成のポイント 

  評価レポートは、以下のポイントをもとに30ページ以内で作成します。 

 

① 肯定的な調子を用いて建設的な内容である 

② コメントの表現方法、記述方法は全カテゴリーを通じて統一されている 

③ 重要な問題を中心に扱っている 

④ アセスメント項目毎のコメントはそれぞれ2～5に絞って記述している 

⑤ 箇条書きにし、簡潔な文や節を使用している 

⑥ アセスメント基準に含まれる分野のみに関してコメントしている 

⑦ 1つのコメントに「強み」や「改善に向けての提言」が混じった表現は避けている 

⑧ 提言の中には人事や組織変更を具体的に促すことは書いていない 

⑨「強み」、「改善に向けての提言」のコメント数および指摘した内容と、評点とが見合った

ものになっている 

 ・低い評点に対しては、基本的な問題点を指摘している 
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 ・高い評点に対しては、より高度な提言をしている 

⑩ コメントは申請組織にとって明確に理解でき、何をすれば良いかの判断に役立つもの 

 ・強 み      ：継続し、必要ならば更に強化を進める領域 

 ・改善に向けての提言：より高いレベル達成に向けての改善への判断情報、ただし、具

体的な改善手段、内容は申請組織に委ねる 

⑪ 特定の手段、方法についての提言をしていない 

⑫ １、２ページからなる「審査総括」には以下の事項が含まれている。 

 ・申請組織全体の評点結果の範囲（全体スコアから算出） 

 ・申請組織が最も高いスコアを獲得したアセスメント項目 

 ・申請組織にとって最も重要なフィードバック要点 

⑬ 改善に向けての提言」での表現方法は、以下の点を参照にしてコメントを作成している。 

 ・事実が明らかで改善を実施する必要性が高いと判断できる場合 

   ～する必要が認められる 

 ・組織プロフィール、記述全体の内容から判断して改善が有効だと判断される場合 

   ～することが有効に思われる 

 ・推薦する程度の場合 

   ～検討することが望ましい 
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■応募区分（大規模部門、中小規模部門の別） 

● 大規模部門 

   社員3００人超の組織あるいは企業内組織（子会社を含む） 

● 中小規模部門 

   社員3００人以下の組織 
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岩手県経営品質協議会 

事務局 

〒020-8507 岩手県盛岡市清水町14番12号 

（盛岡商工会議所内）  

TEL. 019-624-5880 FAX. 019-654-1588 

E‐mail：iqac@iqac.org 


