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 第１章 徳島県経営品質賞・経営品質向上プログラム・アセスメントとは   

 

１．徳島県経営品質賞とは                        

 

 徳島県経営品質賞（以下「本賞」という。）は、経営品質向上活動を通じて、自ら

の経営を自らが振り返ることでその気づきを高め、目指す価値実現のための経営への

変革を支援することが目的であり、この活動を通じて経営革新を進めるモデルとなる

べき組織を表彰し、その考え方や内容を徳島県内企業・組織全体で共有化し、競争力

の強化をはかるため創設されたものです。本賞のねらいは以下のようなところにあり

ます。 

 

(1) 評価レポートによる申請企業・組織へのフィードバック  

 本賞に申請すると、専門の審査員により作成された申請組織の「強み」や「改善に

向けての提言」などを含んだ評価レポートを申請企業に対してフィードバックします。

この評価レポートは、申請組織が目指す姿に対し、「強み」をどう維持・強化し、今

後重点的に何を、どう改善・改革すればよいのか、戦略と計画を明確にし、経営の質

の向上に非常に役立つものとなります。 

 

(2) ベストプラクティスの共有化 

 受賞組織の「卓越した業績を生み出す経営の仕組み」“ベストプラクティス”を共

有化することにより、県内組織のレベルアップが図られます。 

 

(3) 県内企業・組織への経営品質向上プログラムの浸透化  

 本賞により、県内組織への経営品質向上プログラムの浸透が図られ、賞の浸透とと

もに地場組織の励みになり、また、申請組織においては、経営者・従業員が「賞」と

いう共通の目標を互いに共有することにより全社一丸となった経営品質向上への意識

高揚が図られます。 

 

 

２．経営品質向上プログラムとは 

  ～顧客本位にもとづく卓越した業績を生む経営革新の実現～         

 

 「顧客本位にもとづく卓越した業績」を生み出すことを目指して、継続的な経営革

新を実現する組織体質をつくり上げるための基本的な考え方やその方法を「経営品質

向上プログラム」と呼びます。 

 「経営品質向上プログラム」は、世界的な経営革新のデファクト・スタンダードと

言われる米国「マルコム・ボルドリッジ国家品質賞（ＭＢ賞）」によるセルフアセス

メント（自己評価）の考え方を範として日本の経営革新の実践を通じた学習によりつ

くり上げたものです。現在、アジアや欧米をはじめ 60 ヶ国以上の国・地域で実践され

ているグローバルな経営革新プログラムであり、世界中で成果が実証されている経営

理論を取り入れた最も先進的な経営革新プログラムです。 
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３．アセスメントとは                           

 

 「経営品質向上プログラム」の考え方に沿って組織変革を推進・展開する際に、ア

セスメント基準を用いて、経営を評価することを「アセスメント」といいます。 

 「顧客本位にもとづく卓越した業績」を生む経営を目指して、組織的に経営革新を

目指していくには、経営の目的とそれを実現するために行っているさまざまな活動の

何が課題なのかを、経営者自らが気づくことが不可欠です。そのために、自らの経営

をこのアセスメント基準に照らし合わせ、経営の仕組みや諸活動の状態を自己評価す

るプロセスを通じて、強みや改善領域を明らかにすることができます。これを「セル

フアセスメント」といいます。この強みや改善領域を組織の中で話し合うことにより

気づきが高まり革新の気運が生まれ、組織革新の推進力になります。さらに、このこ

とにより、組織の革新軌道が生まれ卓越した業績を生み出す経営の仕組みが実現しま

す。 

 こうした組織革新を支援するために、このアセスメント基準は、経営に関する原則

や手法を研究し、時代の変化を踏まえた考え方をいち早く取り込み、あらゆる企業・

組織に活用可能な新しい経営の枠組みを提示しています。 

 

 

４．アセスメント基準とは                          

 

 「アセスメント基準」とは、組織プロフィールで認識した経営の姿が、どの程度実

現されているのかを、８つのカテゴリー（その中に 15 の具体的項目があります。：そ

れぞれの具体的項目と内容については、「カテゴリーとアセスメント項目」を参照）

から見るためのもので、最終的に 1000 点満点で評価することが可能です。さらに、こ

の８つのカテゴリーが相互に関連しあい、一貫性がとれているかどうかを見ることが

できるので、経営全体の最適化を図ることができます。 

 

                 アセスメント基準のフレームワーク 
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 第２章 ２０２０年度 徳島県経営品質賞の審査とスケジュール       
 

１．審査基準                              

 

審査基準は、「日本経営品質賞２０２０年度版 アセスメント基準書」によります。  

 

２．審査方法                              

 

 本賞に申請書を提出した申請組織は、審査チームが審査します。また、申請組織に

は、審査終了後「評点レベル」と「強み」と「改善に向けての提言」から構成される

「評価レポート」をフィードバックします。 

 

３．審査ステップ                             

審査全体のステップは以下のとおりです。 
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４．審査のプロセス                             
 

 本賞への申請から評価レポートまでの審査プロセスは、大きく以下のステップにな

ります。 

 

 （１） 予備申請／本申請 

  ① 「予備申請書」の提出（８月２１日（金）～９月７日（月）） 

   本申請書を提出する前にまず「予備申請書」を９月７日（月）までに徳島県経

営品質賞委員会事務局宛提出してください。 

 

  ② 申請意思確認 

   予備申請書の受理後、徳島県経営品質賞委員会事務局より必要事項の記述や現

在のアセスメント活動状況等についての確認や本申請への意思確認をさせていた

だきます。なおこの段階で、十分な活動内容が確認できない場合、あるいは記述

が十分でないと判断できる場合には、次年度以降の申請あるいは経営革新に向け

ての他の方法をお薦めする場合があります。 

 

  ③「本申請書」の提出（９月１４日（月）～１０月９日（金））  

   「本申請書」（50 ページ以内）は、「予備申請書」および「本申請応募書」を

それぞれコピーして本申請書の前ページに綴じ込んで１冊にし、１０月９日（金）

必着にて徳島県経営品質賞委員会事務局までに１２部ご提出ください。 

 

 （２） 審 査（10 月下旬～１月中旬） 

  ① 書類審査 

   徳島県経営品質賞委員会が任命した３名を基本とする審査チームメンバーが、

「本申請書」を個別に審査します。 

 

  ② 合議・現地審査（３日間） 

   合議・現地審査は原則として３日間で実施します。 

  ・合議審査は、個別審査した結果を持ちより、全員が一堂に会して合議によりチ

ームとしての「評点レベル」を決定します。期間は原則として１日間（３日間の

初日）です。 

  ・現地審査では、書類審査における不明な情報を明らかにするとともに、申請書

に記述されている事項の確認を行います。申請組織の現地に赴き、資料の確認と

申請組織代表者から第一線社員までを含めた説明と質疑応答のインタビューを行

います。 

 

  ③ 「評価レポート」作成・提出（現地審査終了～１月中旬）  

   審査チームは、現地審査終了時に合議審査までの結果に、現地審査の情報を付

加して「評価レポート」を作成します。（「評価レポート」は２月上旬までに審

査チームから徳島県経営品質賞委員会事務局に提出） 

 

 （３） 判定委員会（２月中旬） 

  判定委員会は、各審査チームリーダーが報告する審査結果と、審査チームが「表 

彰対象」として推薦するかどうかの根拠などを考慮し、すべての審査組織の結果を

ふまえて、徳島県経営品質賞委員会へ推薦する表彰対象候補を決定します。 
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 （４） 徳島県経営品質賞委員会（２月中旬）  

  徳島県経営品質賞委員会は、判定委員会委員長より２０２０年度審査結果の報告

を受け、最終的に表彰組織を決定し、徳島県経営品質賞委員会委員長より、表彰の

通知を行います。また、評価レポートの妥当性の確認・了承の後、申請組織に「評

価レポート」を送付します。 

 

 （５） フィードバック会議（賞委員会終了後～３月末）  

  徳島県経営品質賞委員会終了後から３月末日までの間に、審査チームリーダーが

申請組織の現地に赴き、申請組織のトップマネジメント出席のもとに開催いたしま

す。ここでは、申請組織にフィードバックする「評価レポート」の内容を説明し、 

それらの質問等にお答えいたします。 

 

 （６） 表彰式・受賞企業報告（３月中旬） 

  表彰式は、２０２０年度の表彰組織に対して、徳島県経営品質賞委員会から表彰

します。また、表彰式に引き続き受賞組織報告会を開催し、これまで経営革新を進

めてきた活動内容の報告等を行います。 

 

５．評価レポートの内容                           

 

 評価レポートは、①審査総括、②総合評価、③アセスメント項目別評価、④アセス

メント項目別コメントから構成されます。 

 

①  審査総括 

   審査総括は、審査の結果から得られた申請組織における経営革新の現状の状態

を要約したものです。組織の目指す価値実現にむけた経営革新に取り組んできた

これまでの活動を振り返り、さらに組織の経営品質を高めるためにどうすればよ

いのかを、「強み」の領域と、「改善に向けての提言」に分けて記述します。 

 

② 総合評価 

   審査総括のなかに、組織全体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 

   １５のアセスメント項目それぞれに評価レベルを表示します。 

 

④ アセスメント項目別コメント 

   アセスメント項目ごとに、今後の改善・革新活動を考える上で有益と思われる

コメントとして「強み」と「改善に向けての提言」を示します。 
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６．組織構成                              

 

 

 

 

 

 

 

  徳島県経営品質賞委員会 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   判 定 委 員 会 

 

 

 

 

 

 

  

 

   審 査 チ ー ム 

  

 

 

 

 

 徳島県経営品質賞委員会事務局 

 

 

  

 

 

 （１） 徳島県経営品質賞委員会 

  徳島県経営品質賞委員会は本賞全体における最高意思決定機関です。本委員会は、

顧客価値に基づく経営革新のモデル組織としての表彰組織の決定・発表、審査基準の

妥当性、審査プロセスなど、本賞に関するあらゆる面を審議、検討、決定します。 
 
 
 ◆徳島県経営品質賞委員会の構成 

 

組織名 

 

備 考 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

 徳島県 

 

   行 政 
 

 徳島県商工会議所連合会 

 

   経済団体 
 

 徳島県商工会連合会 

 

   経済団体 
 

 徳島県中小企業団体中央会 

 

   経済団体 
 

 国立大学法人徳島大学 

 

   大 学 
 

 特定非営利活動法人徳島県消費者協会 

 

   消費者団体 
 

 公益財団法人とくしま産業振興機構 

 

   経済団体（事務局） 
 

   合計（７団体）  
 

 

 ※委員長は徳島県知事 
 

             
 

 

 （２） 判定委員会 

  判定委員会は、経営品質向上の考え方を十分に理解する学識者および実務家によ

って構成されます。本委員会では、各審査チームリーダーが出席し、担当する審査

チームの審査プロセスと結果、および評価レポートの内容等を報告し、判定委員は
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それらの妥当性を検討します。そのうえで、審査基準に照らして表彰組織の候補を

徳島県経営品質賞委員会に推薦します。 

 

 ◆徳島県経営品質賞判定委員会の委員 
 

職   名 

 

氏  名 
     
     
 
     
     
  
     
     
 

 

早稲田大学商学学術院教授 

 

 伊藤 嘉博 

 

香川大学経済学部教授 

 

 藤村 和宏  

 

財団法人日本生産性本部 主席経営コンサルタント 

 

 寺沢 俊哉 
 

  ※委員長は伊藤嘉博氏 

 

 （３） 審査チーム 

  審査チームは、経営品質向上の考え方を十分に理解し、特にアセスメントを行う

上での十分な知見や経験を有する審査員によって構成されます。チーム編成は、申

請組織の業種、業務内容、審査員の経験と専門性などを勘案して、適切なメンバー

を選定します。審査チームのメンバーは、申請書から申請組織の組織プロフィール、

組織の目指す方向に向けた改善・革新活動を十分に読み込み、申請組織とのコミュ

ニケーションを含めた審査で確認した後に、審査チームとして評価レポートを作成

します。 
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 第３章 表彰について                       
 

１．表彰基準                              

 

 本賞は、日本経営品質賞のアセスメント基準に基づき審査を行い、経営改善・革新

が認められ、革新に取り組むモデルとなる組織から、判定委員会の推薦にもとづき、

徳島県経営品質賞委員会において選定します。 

 

 

２．「徳島県経営品質賞」の各賞                      

 

「徳島県経営品質賞」 

 アセスメント基準において、「求める価値を戦略的に考え行動している」状況に達して

いる企業・組織に授与されます。 

 

 

「徳島県経営品質賞 奨励賞」 

 アセスメント基準において、「過去の枠組みにもとづく改善から、革新へ向かい始めて

いる」状況に達している企業・組織に対して、徳島県経営品質賞レベルの経営を目指して、

さらに経営品質向上活動に取組まれることを祈念して授与されます。 

 ※「徳島県経営品質賞 奨励賞」は、１つの組織に対して一度限り表彰します。 

 

 

３．徳島県経営品質賞受賞組織への期待                   

 

 本賞受賞組織は、受賞後２年間に限り経営品質に関する報告会、研究会等において、

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ます。 

 

 （１） 徳島県経営品質賞委員会主催の表彰式での活動内容の報告と資料提供  

 

 （２） 徳島県経営品質協議会主催のセミナー等での講演活動や経営品質賞普及に向け

てのサポート活動 
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 第４章 徳島県経営品質賞への申請について             
 

 本賞への申請については、以下のとおりです。 

 

１．資格                                

 

 顧客本位にもとづく経営の実現に向けた改善・革新活動という考え方を十分に共有

している徳島県内に所在する組織であれば、下記の資格制限に該当しない限り外国企

業の日本法人や関連会社、他府県に本社・本店を有する支店・支社、非営利組織など

を含め、どなたでも応募することができます。 

 

 

２．資格制限                              

 

 確実な評価レポートを提供するために、以下の資格制限があります。 

 

 （１） 設立３年未満の組織 

  申請時点で設立３年未満の組織は申請することができません。 

  ただし、企業内組織（子会社を含む）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） 利益責任をもたない企業内組織（子会社を含む）  

  企業内組織（子会社を含む）も申請資格がありますが、利益責任をもたない企業

内組織（子会社を含む）は、申請することができません。 

  顧客・市場のニーズ分析に始まって、製品・市場戦略の策定や売上げ・利益とい

った財務目標の設定、結果の評価を企業内組織（子会社を含む）自身で行っていな

い場合は申請資格がありません。 

 

 ※ 企業内組織（子会社を含む） 

  ・企業内組織（子会社を含む）とは、企業内事業単位や事業部または子会社等の 

   組織をいいます。企業内組織（子会社を含む）も申請資格があります（ここで 

   は、子会社とは、発行済株式総数の50％超を親会社企業に所有されている 

   企業をいいます）。 

    例）徳島県外に本社を持つ企業の、徳島県内の製造工場（部門）での申請 

    例）地域担当の支社・支店での申請 

 

 

 （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 

揃って同年度に申請することはできません。 

 

 （４） 日本経営品質賞との重複申請  

  同一年度内に日本経営品質賞へ申請した組織は、応募資格がありません。 
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 （５） 表彰後の資格制限 

  本賞を一度受賞してから３年間は応募資格がありません。 

 

 （６） その他 

  上記資格、資格制限について不明瞭な場合には、事例毎に判断いたします。 

 

 

３．提出書類と費用                           

 

 本賞に申請するにあたっては、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 「予備申請書」 

    ８月２１日（金）～９月７日（月）の間に、徳島県経営品質賞委員会事務       

局に提出してください。 

  ② 「本申請応募書」 

  ③ 「本申請書」(詳細は、第７章 「本申請書の様式」をご参照ください)  

    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）、 

総ページ 50 ページを上限とします。 

    冊子１２部および「電子データファイル」を９月１４日（月）～１０月９日

（金）までに徳島県経営品質賞委員会事務局に提出してください。 

    また、申請書とあわせて、差し支えない範囲で以下の資料を提出してくださ

い。提出の際は、申請書（冊子）の巻末に綴じ込んでください。 

    ・経営方針の示された抜粋資料（経営計画書など） 

    ・損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書（各３期分） 

     ＊財務諸表の附表などは不要です。 

     ＊関連書籍、ビデオ、録音テープ、ＣＤ・ＤＶＤなどの補助的情報は提出

資料に含みません。添付しないようお願いします。 

 

    提出された「本申請書」は、徳島県経営品質賞委員会事務局で２部保存する

以外、全てこちらで破棄させていただきます。 

  

 （２） 費用 

      審査費用 ２００，０００円（消費税を含む） 

 

※ 審査費用については、本申請書受領後、事務局より請求書をご送付いたし   
ますので、請求書到着後指定口座にお払い込み頂くことになります。 

            なお、一度お払い込み頂いた審査費用は、払い戻すことができませんので、      
ご了解ください。 
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 第５章 審査について                       
 

 審査は、徳島県経営品質賞委員会が依頼した審査員が行います。審査員は、経営品

質向上の考え方を十分に理解し、アセスメント基準を活用した評価を行う専門家の中

から、徳島県産業の育成に熱意のある者を選考します。 

 

１．審査員の構成                            

 

 本賞の審査員は、日本経営品質賞「審査員養成研修」修了者もしくは各地域の経営

品質賞審査員養成研修修了者およびそれに準じる力量を有する者で構成されます。 

 

 

２．審査員の役割                            

 

 本賞の審査員は、経営品質向上の考え方を十分に理解し、倫理基準と機密原則を遵

守し、提出された申請書と申請組織とのコミュニケーションから、顧客本位に基づく

経営革新を実現するためのさらなる改善・革新活動を促す提案をすることが役割です。 

 

 （１） 審査員のミッションステートメント  

①  対象組織からその卓越性、独自能力のシステムを洞察し、明確化する。  

②  本質を思考する。決して表層的、断片的、憶測的思考による審査は行わず、常 

に対象組織の本質、構造、全体システムを洞察する。チームメンバーと良好な相

互作用を目指し、気づきを深める。そして相互に学び、互いの尊厳を守って価値

ある審査結果を目指す。 

③   対象組織の価値、意図、目的に従って審査をする。自らの価値観や思いこみで

判断することはしない。 

 

 （２） 審査員の倫理基準と機密原則 

  本賞の審査員は、以下の倫理基準を遵守します。倫理規定に反する行為を行った   

場合には、徳島県経営品質賞委員会主催の活動に参加が認められなくなります。 

（審査を担当するにあたり） 

 ■現在所属している組織と競合関係にある企業・組織の審査を担当いたしません。  

 ■審査期間中、特に合議審査、現地審査において、審査の日程を最優先に活動します。 

 ■申請組織が申請準備段階にある期間において、その組織の審査に影響を与えるよう  

な言動や、担当審査員および事務局への過度な接触については、これらを一切行い  

ません。 

 ■申請組織の審査過程において、審査目的を逸脱する言動（個人的疑問や関心事の詮  

索など）を行うこと、およびそのような行為と見なされる言動については、これらを一

切行いません。 

 ■審査期間中に、申請組織と直接コンタクトを取ることは、一切いたしません。  

（審査員および審査経験の位置づけとその活用） 

 ■審査期間中およびそれ以降であっても、申請組織に対して個人的なフィードバック  

を行うこと、また、審査終了後３年間、申請組織とコンサルティング契約の締結につい

ては、これらを一切行いません。 

 ■特定組織へのアセスメントを支援する場合、「審査員」の経験と立場から「評価レベ
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ル」を断定する指導方法を行うことは、一切いたしません。  

 ■審査を通じて得た機密情報の提供と引き替えに、申請組織に関心をもつ企業へのコ  

ンサルティングや研修を実施することは、一切いたしません。  

 ■徳島県経営品質賞のロゴ、審査員の肩書き、および徳島県経営品質賞委員会事務局  

より提供される「徳島県経営品質賞審査員」の名刺を、担当組織の審査以外の目的で使

用すること（講演、コンサルティング、研修指導等の営業促進を目的として使用するこ

とを含む）は、一切いたしません。 

（審査情報の取り扱い） 

 ■審査を担当した申請組織名や審査を通じて知り得た機密情報について、指定された  

審査チームメンバー以外に、審査期間中およびそれ以降も他人に漏らすことは、一  

切いたしません。 

 ■申請組織が提出した｢経営品質報告書｣を厳重に保管し、情報漏洩の恐れがある状況  

下で閲覧すること、複写・回覧などの行為を行うことは、これらを一切いたしませ  

ん｡また、審査プロセスに関する資料についても、担当審査プロセス遂行の目的に使  

用を限定し、複写・回覧・転送など含め、他の目的で使用することは、一切いたしませ

ん｡ 

 ■審査に関する機密データの取り扱いにあたっては、情報セキュリティの観点から細  

心の注意を払います。 

 ■審査終了後すみやかに、審査を通じて得た申請組織に関する情報や評価結果を事務  

局に返却（電子情報であれば消去）いたします。 

 ■上記に反した行動をとった場合、直ちに審査員任命を返上し、徳島県経営品質賞委  

員会の指示に従います。 

 

 （３） 審査の割り当て 

  各申請組織に対して最も価値ある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審査を行います。 

 ○第１段階として書類審査を行います。 

 ○第２段階としての合議・現地審査では、審査チームが一堂に会し、合議審査で１

日程度の時間と、現地審査で２日程度の時間を要します。 

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

 ○評価レポートの作成は、審査チームリーダーの指揮の下に作成します。 

 

３．合議・現地審査                            

 

 合議・現地審査は、本賞の第２段階の審査です。 

 合議審査は、審査員一人ひとりが行ってきた個別の書類審査結果を持ち寄り、話し

合いを中心とした合議によって申請組織の活動内容や領域および不明確な部分を確認

するプロセスです。また、現地審査の方法、手順等についても全チームメンバーで確

認します。 

 現地審査は、書類審査・合議審査によって明らかになった活動の確証を得るために

現場に赴き、書類の確認や申請組織代表をはじめとする社員へのインタビューから得

られた情報により、不明であった点を明らかにするとともに、重要成功要因の実現に

必要な申請組織の活動を確認することによって、申請組織の経営革新に価値ある評価

レポートを作成するためのプロセスです。 

 

 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。 
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 合議・現地審査は、申請組織の一つ以上の場所（オフィス、研究所、工場）が対象

になります。 

 

 （１） 合議・現地審査の目的 

  合議・現地審査は以下の目的で実施されます。 

① 本申請書の不明確な部分・領域をはっきりさせること 

② 本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 本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） 審査員への禁止事項 

  審査員は、以下の事項について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・チームとしての最終所見や調査結果・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意見  

 ■審査員の個人としての専門資格 

 ■審査員自身が所属するあるいはこれまで指導した企業情報  

 

  ※  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）。 

 

 （３） 合議・現地審査のプロセス  

  合議・現地審査のプロセスは、以下の４つのステップを踏みます。 

  ① 申請組織への現地審査実施の通知 

  ② 事前準備 

  ③ 合議・現地審査の実施 

  ④ 評価レポートづくり 

 

①  申請組織への現地審査実施の通知 

    申請組織に対して事務局より現地審査実施の通知と現地審査スケジュールの

概略を送付します。 

     

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。申請組織の業務の都合など考慮すべき際に

は申請組織と相談・調整した上で、審査チームリーダーが最終的に計画を決定

します。 

   ※ 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等     
の確保などの準備をします。 

      ※交通や宿泊の手配については、原則として事務局が行います。 

 

  ③ 合議・現地審査の実施 

    申請組織の現地に赴き、資料の確認と経営幹部から第一線社員まで含めたイ    

ンタビューを行います。 
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  （参考：現地審査の実施例） 

    １．徳島県経営品質賞における現地審査の位置づけ、趣旨の確認 

    ２．現地審査のスケジュール・進め方の確認 

    ３．審査チームの紹介と申請組織の代表者紹介 

    ４．審査プロセスにおける留意点等 補足事項説明 

    ５．事前に送付した現地審査計画にもとづく質疑 

     ＊その後、新たに発見された事項、さらに確認が必要な事項などについて、

説明を求める場合があります。 

    ６．インタビュー 

      経営者、経営幹部から第一線社員までの様々な階層の方にインタビュー       

を行います。具体的には、ビジョンの浸透度、日々の活動状況、社員参      

画、プロセス・マネジメントの有効度などです。 

    ７．最終確認事項 

    ８．審査チームによる最終合議 

 

  ④ 評価レポートづくり 

    審査終了後にチームリーダーが中心となり、チームとしての最終評価と「強み」   

と「改善に向けての提言」からなるコメントを作成し、評価レポートを作成します。 

 

 

４．フィードバックの仕組み                         

 

 本賞への各申請組織には、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、本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への継続的改善・革新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」

についての評価を提出します。 

 

 （１） 評価レポートの構成 

       評価レポートの構成は、①審査総括、②アセスメント項目別の「強み」「改善

に向けた提言」、③評点根拠が中心となります。 

 

 （２） フィードバック会議 

    評価レポートの内容の十分な理解を目的にフィードバック会議を開催します。   

フィードバック会議は、評価レポートの内容の正当性や精緻にわたる根拠を説明  

する会合ではなく、評価レポートの内容をもとにした、さらなる改善・革新につ  

ながる、お互いの知見と経験を交流しあう場ととらえています。 

 

 

 本申請要領に記載する以外の審査における詳細については、「日本経営品質賞 審査

マニュアル」をもとに運営いたします。 
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第６章 本申請書の記述にあたっての手引き             
 ※ 本章の内容は、「２０２０年度版日本経営品質賞 総合申請ガイドブック」を引用しております。 

 

 本賞への本申請に際し、「本申請書」の作成にあたっては、以下の事項に留意して

記述してください。 

 

１．記述の原則                    

 

 （１）基準書に沿って、分かりやすく正確に記述してください  

 審査員は「２０２０ 年度日本経営品質賞アセスメント基準書」に基づいて貴組織の理解を

深めていきます。したがって申請書は、組織プロフィール、各アセスメント項目の記述範囲を

十分に理解した上で記述してください。 

 また申請書は、組織の理想的な姿の実現にむけた経営の考え方と、経営革新の実践活動

と成果を正確に伝わるよう、できるだけわかりやすく記述することが大事です。わかりやすい記

述のためには、情報が整理されていること、取り組みの目的・方法・成果が具体的であること、

専門外の第三者でも理解できる用語づかいなどに留意してください。 

  

 

 

 

 （２） 価値づくりに重要な活動に焦点を当てて記述して下さい  

 組織プロフィールは 10 ページ以内、アセスメント項目ごとの記述（1.1～8.1）は 40 ページ

以内で記述してください。 

 限られたページ数で、貴組織の経営革新のための考え方や取り組み内容を審査員に理解

させる必要があります。そのためには、様々な経営活動の全てを羅列的に（浅く広く）記述す

るのではなく、独自の顧客価値を創り出す上で、最も重要な経営活動に焦点を絞って記述す

ることが肝要です。記述にあたっては書式要項を守って、文章や図表を詰め込みすぎないよ

うに注意してください。用語集や組織図、経営計画書や財務資料などのページ数規定の除

外項目を活用する工夫をしてください。 

  

 

 

  

 （３） 記述を通した時間軸の整合性に留意してください  

 貴組織の経営革新の取り組みの経緯を、時間軸に沿ってわかるように記述してください。 

 審査では、貴組織の現在の成熟度レベルと、今後に向けて伸ばしていただきたい強みや

改善が求められる課題を明らかにします。そのためには、現在までに何を経営課題として、ど

のような活動を行い、どんな成果を生み出してきたのか、今後の課題をどのように捉えている

かを、明確な情報として記述していただく必要があります。申請書の記述が過去・現在・将来

の関係を明確に書き分けていないと、正しい審査を妨げる恐れがあります。 

 なお、時間軸に関しては、その留意点を２以降にも記述していますので、ご確認ください。 
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２．組織プロフィールの記述について                     

 

 （１） 申請書の記述は組織プロフィールから始めてください  

 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を始めると、重要な

経営活動に焦点を絞らないまま「何々を行っている。こんなことも行っている」といった、様々な

活動の羅列的記述になってしまう恐れがあります。 

 組織プロフィールでは、まず、組織が目指す「理想的な姿」を明示します。次いで、「商品・

サービス」「顧客・市場」「競争関係」「経営資源」のそれぞれの項目で現状認識と、環境変化

による今後の課題をまとめます。そして、「変革のための戦略課題」の項目で、「理想的な姿」

の実現に向けて、現在および将来に向けた戦略課題、達成目標と達成時期を記述します。 

 審査員はこれらの記述を通して、申請組織を理解します。 

 なお、「理想的な姿」および「変革のための戦略課題」では、それらがいつの時点で設定さ

れたのかを明確にしてください。特に「変革のための戦略課題」については、審査で「これまで

の取り組み」を正しく評価できるように、“将来に向けた経営課題”と“これまでに取り組んでき

た経営課題”を書き分けてください。 

 

 

 （２） 組織プロフィールは審査の軸を決める重要な情報を提供します  

 組織プロフィールの記述内容自体は審査の対象ではありません。しかし、これが曖昧だと

申請組織の重要な取り組みを的確に評価できません。 

 組織が目指す「理想的な姿」には、遠い未来の抽象的な“理想”よりも、現実的な将来に“こ

うなりたい”という理想像（目標）を記述します。達成時期や目標値が明確であれば、それも必

ず記述してください。 

 「商品・サービス」には、申請組織のビジネスモデルの基本構造を記述します。どのような商

品・サービスをどんな方法で提供し対価を得ているのかをわかりやすく記述します。 

 「顧客認識」「競争認識」「経営資源認識」には、現状と将来の課題を具体的に記述しま

す。顧客価値を生み出し、競争力を高めるうえで重要なことに焦点化して記述します。 

 「変革認識」は、申請書記述のために改めて「経営課題」を考え出すというより、実際の経営

の中で戦略や課題として組織内で共有していることを記述します。 

 「組織情報」には、事業拠点の所在地や事業展開の範囲、事業所別・職種別の社員数、

事業セグメントや顧客セグメント別の売上高等について詳細情報を掲載してください。これら

の情報は、審査員が書類審査段階で申請組織を正しくイメージするために重要な情報です。 

 

 

３．方法・展開の記述について                    

 

 （１） 理想的な姿と経営課題との関係を考慮して記述してください  

 方法／展開のアセスメント項目（1.1～6.2）の記述では、対象プロセスについて、組織プロフ

ィールに示された理想的な姿の実現と経営課題の解決に向けた基本的考え方を明示した上

で、その考え方に基づく経営活動に焦点を絞って記述してください。審査では、各アセスメン

ト項目に記述された経営活動によって経営課題が解決・達成され、ひいては組織が目指す

「理想的な姿」が実現されるのか、という観点で審査を行います。 

 

 （２）目的や背景を明確に示し、方法と活動の実態を簡潔に記述してください  

 経営活動の記述は、「○○のために□□の取り組みを行っている。この活動を行う理由（背

景）は△△である。」といった形式で、目的と方法を明確に記述してください。また、その取り組
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みを行うに至った背景や経緯も簡潔に記述してください。 

 活動の目的は具体的なねらいを示してください。経営課題など上位目的をそのまま引用す

ると抽象的な目的と判断される恐れがあります。 

 また、必要に応じて活動を行っている主体や展開の範囲、時期（誰が・どこで・いつ行って

いる）についても明確に記述することで、取り組みの実態について誤解のない審査につながり

ます。 

 活動実態を表現するために、事例を用いることは可能ですが、事例だけで経営活動を説

明しようとすると、体系的な活動になっているのかどうかが判断しにくくなる恐れがあります。 

 複数の経営活動が重要な関連性を持って行われている場合は、関連付けるための方法や

期待している相互効果についても記述で明らかにしてください。 

 

 

 （３）アセスメント項目の記述範囲の構造を理解し、記述してください  

 方法／展開のアセスメント項目は、(1)・(2)の記述範囲で構成されています。 

 記述範囲(1)では、組織が目指す理想的な姿や戦略課題など、上位目的との関係や対象

プロセスの基本的な考え方、それに基づく経営活動を記述します。また、それらの活動を導

入した背景や根拠、活動の展開範囲、いつの時点から取り組まれているのかを明確にしてく

ださい。 

 記述範囲(2)では、記述範囲(1)で記述した経営活動によって達成すべき目標値・目標状態

と、その目標達成状況を把握するために用いている指標について記述します。定量的な指標

だけでなく、定性的な指標で表現することも可能です。目標設定の考え方や達成状況の把握

方法も合わせて記述してください。 

  

  

 （４）参照先アセスメント項目を記述してください  

 実際の経営はアセスメント項目別に行われているわけではないので、経営活動や目標設

定等を記述していくと、異なるアセスメント項目間で記述内容に関連性が現れてきます。ひと

つの経営活動が複数のアセスメント項目の目的に重なる場合や、複数の関連し合う経営活動

がひとつの成果を生み出しているといった場合です。記述を相互に関連づける必要がある場

合には、その相互関係を明示し、それらの記述を相互に参照できるようにしてください。相互

参照する場合はアセスメント項目や記述範囲を示す番号を用いて参照先を明示してください

（例「3.1（1）を参照」）。 
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４．結果の記述について                          

 

 （１）アセスメント項目の構造と意味を理解して記述してください  

 結果のカテゴリー７は、プロセスの結果（アセスメント項目 7.1～7.3）と、総合結果（アセスメ

ント項目 7.4）に大きく分かれます。 

 アセスメント項目 7.1、7.2、7.3 では、方法／展開のアセスメント項目 1.1～6.2 で記述した

経営活動の直接の成果について、記述範囲(1)で示した指標・目標に従って結果データの推

移（あるいは定性的な状態の変化）を記述します。 

 アセスメント項目 7.4 では、組織が目指す「理想的な姿」の実現状況と、経営課題やそれを

具現化する戦略課題の達成状況を、主として「顧客満足」「社員満足」「財務の結果」で表しま

す。財務については、３期分の財務諸表は別途提供されていますが、特に重視している経営

指標や戦略の成果を示している指標については、申請書本文の中で結果の分析や解釈等

を記述してください。 

 結果のデータ・図表には、数値の変化や目標達成状況について、自組織としてどのように

解釈しているのかも記述してください。 

 それぞれの結果同士は、単独で切り離された存在ではありません。アセスメント項目 7.1、

7.2、7.3 のそれぞれの結果同士が関連を持っているはずです。また同時に、さまざまな経営

活動の総合的な結果としてアセスメント項目 7.4 とも密接な関連を持っているはずです。 

 個々の方法／展開の結果と総合結果には因果関係が存在しているのなら、アセスメント項

目 7.1～7.3 と 7.4 との相互のつながりが説明できるような結果データを選択し、関係性がわ

かるように説明を記述してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 （２）重要と判断される結果の情報・データを提示してください  

 さまざまな活動のなかで、結果の情報・データが生まれますが、手元にある情報・データを

羅列するということではありません。組織プロフィールの記述内容や方法／展開のアセスメント

項目（1.1～6.2）で述べられている目的実現にふさわしく、重要と判断される領域について結

果を示してください。 

 限られたページで多くの結果を示すことは困難です。比較的優先度が低いと判断した結果

については、現地審査の際にどのような結果データが提示できるのかを一覧で記述しても構

いません。それらについては現地審査の際に確認します。 
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 （３）結果の時系列の傾向を提示してください 

 審査では、過去から現在に至る改善が着実に進んでいるかどうかを改善傾向として評価し

ます。傾向を評価するためのデータの期間については、経営活動の性質や取り組み開始時

期に応じて、取り組み成果の推移を表すのに十分な期間の結果を提示することが必要です。

日本経営品質賞では 3 年以上の結果情報の提示を求めています。また、時系列データは等

間隔の期間設定のもとで測定し、提示することが原則となります。 

 ３年間の結果を示せばよいと、誤解しないでください。傾向を判断するためには最低３年間

のデータが必要というだけです。その傾向が長く続いているほど活動の有効性が証明できま

す。また、他の結果との相関関係や因果関係を示すためには、より多くの測定値が必要となり

ます。 

   

 （４）目標達成状況や他の組織との比較等、比較情報とともに示してください  

 審査では、結果の目標達成状況を評価します。組織プロフィールの変革認識やアセスメン

ト項目 1.1～6.2 の（2）で記述した目標設定の考え方にもとづき、目標値との対比で結果の達

成状況を示してください。時系列で示した結果の場合は、目標値や達成率の推移がわかるよ

うにしてください。 

 また、目標値の客観性も評価の対象となります。比較目標は自組織の結果の状態に応じて

適切なものを示してください。結果の状態が高まることによって自組織の認識も高まるため、

比較する対象も業界や競合企業、またはベンチマーキング対象企業、世界のトップ企業など

と、より高次なものになっていきます。自組織の現状に適した比較情報との対比を示してくださ

い。ただ漠然とした比較ではなく、競争力強化という視点で比較が行われることが重要です。 

  

 （５）グラフと表はなるべく一つにまとめ、要旨とともに表示してください  

 グラフや表を活用し工夫することで、わかりやすく表現することが可能となります。部門・分

野・製品種別が多くても、グラフや表を用いてコンパクトに表現してください。グラフや表には

図表番号とタイトルをつけてください。 

 下記のグラフ（図－２）は「納期順守率」の例です。このようなグラフを用いることで結果デー

タの意味を明確にかつ効果的に表すことができますので、この点も留意して記述してくださ

い。また、示した結果に対して自組織としてどういう理解をしたか、比較対象を超えるための課

題認識はどのようなものか等、改善の状態がわかるようなコメントが必要であれば付加してくだ

さい。グラフや表の理解を助けるコメントやグラフに示されたプロセスが改善したことの影響を

受けて、ともに進化したプロセスがあればその要旨についても必要に応じて付加してくださ

い。 
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５．振り返りと学習のプロセスの記述について                

 

 （１）2014 年度アセスメント基準書より新設されたアセスメント項目です  

 「（カテゴリー8）アセスメント項目 8.1 振り返りと学習のプロセス」は、2014 年度アセスメント

基準書から新たに追加された項目です。それ以前の基準書では、方法／展開のアセスメント

項目の構造が（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）となっていました。2014 年度版より、この記述範囲（Ｃ）を廃し、そ

の内容をこのアセスメント項目に集めるという意図で改訂しています。 

 

 （２）活動と結果を振り返るプロセスを記述してください  

 8.1（1）では、方法／展開のアセスメント項目（1.1～6.2）に記述した経営活動と、その結果

（7.1～7.4）をどのようなプロセスで振り返っているかを記述してください。 

 経営品質向上の活動を組織的に推進しているのであれば、セルフアセスメントは振り返りの

プロセスそのものと言えます。定期的・体系的なセルフアセスメントを実施している場合は、申

請組織なりにどのような目的を持って、やり方の工夫やメンバーの工夫を凝らして実施してい

るかを記述してください。 

 他の振り返りプロセスとしては、組織全体や部門毎に定期的な会議体等で振り返っている

とか、計画やプロジェクトの終了ごとにアフター・アクション・レビューの実施が組み込まれてい

るなどの例もあるでしょう。その場合も、会議体などでの着眼点や進め方、実施時期やメンバ

ーの工夫・意図などについて記述してください。 

 

 （３）課題の共有を通じて組織が学習する方法を記述してください  

 8.1（1）③では、振り返りによって明らかになった課題を組織内でどのように共有しているか

が求められています。継続的な振り返りやそれに参加するメンバーの工夫などを通じて、課題

を発見する着眼点の深化や、話し合い方の変革、課題に対して試行錯誤した経験を共有す

ることなどによって、組織が学習していく方法を記述してください。 
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６．記述完了のレビュー                         

 

 記述を完了するに際してのレビューの目的は、自分たち自身が取り組んできた記述のプロ

セスの改善に向けた振り返りと、申請書全体の構成を確認することです。審査員という第三者

が読む際に読み物としてわかりやすいかという点と、自組織の経営革新の状態が適切に表さ

れているかという、2 つの視点をもってレビューを行ってください。 

  

  

 （１） レビューは改善・革新への意思固めです  

  完成した申請書のレビューを行う意味は、今一度全体の内容を見直すことにより、自組  

織の改善・改革の活動を振り返りができることにあります。こうした振り返りを通じて経営幹部  

をはじめ、組織全体のメンバーによる改善・改革にむけたコミットメントを得ることが期待でき 

ます。 

  

 （２） 全体の一貫性を確認して下さい 

 50 ページという限られたページ数の中で関連性のあるアセスメント項目毎の記述に一貫

性があるかを確認してください。組織プロフィールにおける認識から理想的な姿を描き、そ

の実現にむけて各アセスメント項目で行っている方法の記述が一貫しているか、また結果

からどのように学習し、次の経営課題や経営革新計画につなげているかも含めて、確認し

てください。情報の重複を避けるために、各カテゴリー間で相互参照がなされている場合

は、その表示が行われていることを確認してください。 

  

 

 （３） 改善状況を確認して下さい 

 組織の目指す「理想的な姿」の実現にむけて、改善・革新を行っている状態を適切に表

しているかを確認します。また、それが第三者にもわかるよう過去・現在・将来という時間軸

でストーリー性を持って示されているかどうか、確認してください。特に、組織プロフィールと

各アセスメント項目、および結果の情報・データのつながりと整合性に注目して確認してく

ださい。改善の推移の状況がよくわかる全体構成となっているか、確認してください。 

   

 

 （４） 情報・データの最終チェックを行ってください  

アセスメント項目 1.1～6.2 の（2）で記述した指標や設定した目標の結果が、アセスメン   

ト項目 7.1 から 7.3 に適切に記載されているかどうかの最終チェックを行って下さい。 

  

   

 （５）最終校正 

以下の点については、審査員の理解に混乱をきたしますので、最終校正で確認してく  

ださい。 

 ・社内用語の不統一な使用（例 同じ会議体なのに、記述箇所によって異なる名称になっ

ているなど） 

 ・用語説明の無い社内用語、または社内でのみ通用している略称表記 

 ・暦年表記、決算年度表記、決算期表記の不統一な使用 

 ・相互参照先の間違い 

 ・図表番号の重複・欠落 

 ・図表中の小さすぎる文字  
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７．その他                                

 

 （１） 申請単位が「企業内組織」や子会社の場合の注意点              

 申請単位が「企業内組織」や子会社の場合には、どこまでを申請対象とするのかを明確に

してください。全社的な方針および取り組みと、申請組織独自の取り組みをどのように補完・

整合させ、独自性をどう維持しているかにも留意してください。 

 例えば、以下のようなものが考えられます。 

 ・全社または親会社の組織の目指す「理想的な姿」と、自組織の目指す「理想的な姿」・ビ

ジョンとの関係 

  ・全社または親会社の戦略と、自組織のミッションや経営課題との関係 

  ・全社または親会社の社会的責任の遂行、地域社会貢献活動などと、申請組織の役割と

独自の活動状況 

  ・本社の人事、総務、教育機能と、独自の活動で補っている部分 

  ・売上高、収益など「財務」結果が、「企業内組織」では数値把握されていない場合の、経

営判断を行うための代替指標 

  ・本社あるいは親会社が構築し、運営する制度や情報システムに対する、ユーザーサイド    

としての対応 

  ・連結対象や持分子会社を含めるかどうか 

 

  

   

 （２） 継続的に申請される場合の注意点      

 前回申請が受賞に結びつかなかった場合、次年度以降に再申請が可能です。その場合

原則として、最新の申請書にもとづいた審査を行います。 

 そのため過去の審査時の指摘に対する改善活動や結果を申請書に反映する場合には、

その趣旨をわかりやすく記述してください。 

 申請組織の審査に関わる継続性を十分考慮しなければならない場合は、過去に経験した

メンバーを入れたチーム編成を行う場合もあります。 
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 第７章 「本申請書」の様式                     
 

 

 「本申請書」は、審査員が理解できるように情報を提供するものです。２０２０年

度の申請書作成にあたって、書き方、印刷、ページ数、構成や編成、その他の事項に

ついて説明します。 

 

１．形 式                                

 

 「本申請書」は、いずれも２０２０年版日本経営品質賞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。 

  

 

 （１） 提出書類について 

  Ａ４版（縦使い・横書き）で、以下の構成・順番で１冊にまとめてください。 

  （１）表紙 

  （２）「２０２０年度徳島県経営品質賞「予備申請書」 

  （３）「２０２０年度徳島県経営品質賞「本申請応募書」 

  （４）目次 

  （５）用語集（専門用語や略称・略語の解説） 

  （６）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） 

  （７）組織プロフィールの記述（10 ページ以内） 

  （８）アセスメント項目毎の記述（1.1～8.1、40 ページ以内） 

  （９）経営方針の示された抜粋資料（経営計画書など） 

  （10）損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書（各３期分） 

  ※（７）（８）を総ページ数 50 ページ以内でまとめてください。 

  ※「電子データファイル」は（７）（８）のみで構いません。 

  ※（９）（10）は差し支えない範囲で要約したものでも構いません。 

 

 （２） 印刷・書式 

 ①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必要に応じて、仕切りページを挿入してください。 

 ③ページ数にカウントしないものを除いて、通しのページ番号を打ってください。 

 ④１ページ（見開き向かって左側のページ）は上下左右に 1.5 センチメートル以上

の余白を空け、総行数を 50 行以内とします。 

 ⑤文字の大きさは 11 ポイント、明朝体を標準とします。 

 ⑥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。 

 ⑦図表、イラストには、必ずアセスメント項目ごと（1.1～8.1）の図表番号とタイ  

トルを付けてください。（例 7.4-1 顧客満足度調査の推移） 

 ⑧各ページのヘッダー・フッターなどに申請組織名や申請組織のロゴマークは表示

しないでください。 

 ⑨書類が審査途中で散逸しないように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。 
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 第８章 組織プロフィール                      
 ※ 本章の内容は、「２０２０年度版日本経営品質賞 アセスメント基準書」を引用しております。 

                               
 

〈記述範囲〉 

 

（１） 組織が目指す「理想的な姿」                       

 ①  経営者が組織の人たち全員とともに目指したいと思っている組織の「理想的な

姿」※1 はどのようなものですか。※2  

 ②  なぜ、そのような状態を目指そうと思ったのか、その背景※3 を説明してくださ

い。 

 

※１組織が目指す「理想的な姿」では、経営の具体的な目標値も含めて、今後に向けて目指している組織の状

態を記述します。今後の時間軸として３年後など中期的に目指す組織の「理想的な姿」と、長期的・永続的

に目指す組織の「理想的な姿」がある場合は目標達成の時期を示してください。本書には“組織の目的”あ

るいは“組織目的”と表記されている箇所があります。これらの表記は特に断りがない限り、“組織が目指

す「理想的な姿」”をさすものとします。 

 

   ※２組織が目指す「理想的な姿」には、顧客や社会など外部の関係者にとって魅力的な側面（外的動機）と、

社員など内部の関係者にとって魅力的な側面（内的動機）があります。 

 

※３ここでいう背景とは、組織が目指す「理想的な姿」を描くに至った根拠や理由のことですが、同時にその

根拠や理由の根底に流れる経営者や組織の人たちが大切にしている価値観も含めて記述してください。 

 

（２） 現状認識と環境変化                         

 １ 提供価値 

  ①顧客・市場に提供している商品・サービスはどのようなものですか。 

   以下の点を考慮して述べてください。※ 

・商品・サービスの内容、およびそれが提供する価値や利便性 

・商品・サービスを企画し、顧客・市場に供給・販売するための主な方法 

・提供価値を組織の収益に転換する仕組み 

  ②提供価値の内容や提供方法の今後の変化予測と、それに伴って認識している課

題はどのようなものですか。 

 

    ※提供価値では、あなたの組織が提供する商品・サービスが顧客にとってどのような価値・便益があるため 

に顧客から選ばれているのかということを記述してください。 

 

 ２ 顧客認識 

①ターゲットとしている顧客・市場はどのようなものですか。 

 以下の点を考慮して述べてください。 

・顧客・市場の規模と特徴（規模、成長性、構造、特徴的な要因など） 

・顧客・市場のニーズ 

・ターゲットをニーズの違いにより区分している場合は、区分ごとのニーズの違い 

と、それによる提供価値の内容の違い 

②顧客・市場の今後の変化予測と、それに伴って認識している課題はどのような 

ものですか。 
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 ３ 競争関係 

①競合相手としている企業・組織はどのようなものですか。 

 以下の点を考慮して述べてください。 

  ・主要な競合組織と、それぞれの強み・それを生み出すプロセスの特徴※ 

 ・あなたの組織を含めた市場での位置づけ（シェア、順位など） 

②競争環境の今後の変化予測と、それに伴って認識している課題はどのようなも 

のですか。 

 

    ※競合組織の強みとして、例えば製造業で「サイクルタイムが短い」という場合、それを生み出す製造プロ

セスなどの特徴をあわせて記述してください。 

 

 ４ 経営資源認識※１ 

① 顧客価値を高め競争力の源泉となっている知的資産※２はどのようなものです

か。以下の点を考慮して述べてください。 

   ・知的資産の内容 

   ・知的資産を組織や人材のどこにどのように蓄積してきたか。 

   ・その知的資産は、どのように顧客価値と結びついているか。 

   ・その知的資産は、どのように競争力と結びついているか。 

  ②顧客価値を高め競争力の源泉となっている主たる施設・設備・装置などはどの

ようなものですか。以下の点を考慮して述べてください。 

   ・施設・設備・装置などの内容 

   ・その施設・設備・装置などは、どのように顧客価値と結びついているか 

   ・その施設・設備・装置などは、どのように競争力と結びついているか 

  ③顧客価値を高め競争力の源泉となっている主たる財務活動※３はどのようなも

のですか。以下の点を考慮して述べてください。 

   ・戦略的な意図を持って行っている財務活動の内容 

   ・その財務活動は、どのように顧客価値と結びついているか 

   ・その財務活動は、どのように競争力と結びついているか 

  ④顧客価値を高め競争力の源泉となっている主たるビジネスパートナーはどのよ

うなものですか。以下の点を考慮して述べてください。※４ 

   ・ビジネスパートナーの種類や区分の仕方 

   ・種類・区分ごおのビジネスパートナー数と、それぞれの特徴 

   ・ビジネスパートナーに求める要求や期待 

   ・ビジネスパートナーから求められている要求や期待 

  ⑤経営資源に大きな影響を与える今後の変化予測と、それに伴って認識している

課題はどのようなものですか。 
    ※１ここでいう経営資源とは、あなたの組織が保有している資源をさします。一般的にはヒト、モノ、カネ

をさしますが、組織プロフィールではこれらに加えて、あなたの組織と共に顧客価値を創造しているビジネ

スパートナーを含みます。 

    ※２ここでいう知的資産とは、技術、ノウハウ、ブランド、企業イメージ、企業風土（社員の意・思考・対

話能力・行動力・組織力）といった組織・人材に蓄積されている資産をさします。これらをすべて羅列する

のではなく、顧客価値の創造や競争力の源泉につながる主要な知的資産にしてください。 

    ※３ここで取り上げている財務活動とは、設備投資などに必要な資金の調達、運転資金の調達、海外取引が

ある場合の為替対策、販売金融の活用など、事業の特性に応じた財務活動をさします。 

    ※４ここでは業務を委託しているビジネスパートナーをすべて羅列するのではなく、顧客価値の創造や競争

力の源泉につながる主要なプロセスについて整理し、そのなかで業務委託、協業している主要なビジネスパ

ートナーについて記述してください。 
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（３） 変革のための戦略課題 ※１                       

 ①現状認識と環境変化を踏まえ、理想的な姿の実現に向けて、どのように組織を変

革していきますか。以下の点を考慮して示してください。※１ 

・組織を変革するために重点的に取り組む戦略課題 

・戦略課題の達成目標 

・戦略課題の達成時期 

 

   ※１「理想的な姿」をビジョンと呼んだり、戦略課題を経営課題・重点課題などと呼ぶことがあります。本ア

セスメント基準書中の用語と組織内で実際に使用している用語に違いがある場合は、理解しやすいように読み

替えてください。 

   ※２達成目標には、定量目標と定性目標があります。定量目標は達成度を確認する指標と目標値、定性目標は

目標とする状態を示してください。定性目標の状態をレベル１、レベル２、レベル３など尺度化し、現状の水準

と目標の水準を明らかにすると達成度が確認しやすくなります。  

  

（４） 組織情報                              

 ①事業所ごとまたは事業部門ごとの所属社員数構成 

 ②事業ごとの主要な財務データ 

   また申請組織が組織内部門の場合、以下の項目に関する組織の情報を示してくだ

さい。 

① 全社やグループ内での位置づけと関連組織との結びつき 

② 全社やグループ内における売上比率、社員比率 

 

 

 

 

  



                                                  Tokushima Quality Award 2020 
 

[27] 
 

 第９章 カテゴリーとアセスメント項目                  
 ※ 本章の内容は、「２０２０年度版日本経営品質賞 アセスメント基準書」を引用しております。 

 

 

 カテゴリー１． リーダーシップと社会的責任 （１００）            

 

 このカテゴリーでは、組織の理想実現に向けた方向性を示すとともに推進力となる

経営幹部のリーダーシップ・プロセスについてアセスメントを行います。 

１． １経営幹部のリーダーシップでは、変革に向けたリーダーシップの役割をどのよ  
うに考え、実践しているかに注目します。目指す「理想的な姿」が組織内外の関

係者に理解・浸透され、組織の自律性を高めるコミュニケーションの工夫や、公

正で開かれた経営とするための意思決定プロセスの独自性などについてアセスメ

ントを行います。 

 

 

 １．１ 経営幹部のリーダーシップ （１００）                 

 

 初めに、「リーダーシップ・プロセス」の基本的な考え方について、（１）の

点を考慮して示してください。 

 次に、この基本的考え方に基づいてこれまでに実施されてきた活動について、

目的と主な内容、体系化や展開における工夫、プロセス改善の経緯などを（２）

①～③の問いかけに沿って整理してください。 

 さらに、活動の目標設定と達成状況を把握する指標および方法を示してくださ

い。 

 

 

 カテゴリー２． 社会的責任 （５０）            

 

 このカテゴリーでは、社会的責任に関する対応プロセスについてアセスメントを行

います。 

１．２社会的責任への対応では、組織が社会の中の一員として、法令遵守や倫理行動

など社会からの要請事項に対してどのような考え方を持ち行動しているのか、よ

りよい社会をつくるための貢献活動などをどのように実践しているのかに着目し

てアセスメントを行います。 

 

 

 １．２ 社会的責任への対応  （５０）                   

 

 初めに、「社会的責任に関する取り組み」の基本的な考え方について、（１）

の点を考慮して示してください。 

 次に、この基本的考え方に基づいてこれまでに実施されてきた活動について目

的と主な内容、体系化や展開における工夫、プロセス改善の経緯などを（２）①

～④の問いかけに沿って整理してください。 

  さらに、活動の目標設定と達成状況を把握する指標および方法を示してくださ

い。 
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 カテゴリー３． 戦略計画 （５０）              

 

 このカテゴリーでは、組織の目的を実現するための戦略を策定するプロセス、およ

び組織全体の戦略を部門や業務ごとの実行計画に展開するプロセスについてアセスメ

ントを行います。 

３．１戦略の策定プロセスでは、組織全体の戦略をどのようなプロセスで策定してい

るかに着目します。戦略策定プロセスは、単に策定の手順を説明するだけでなく、

経営課題に対してどのように組織的思考や智の結集を行っているのかといったこ

とに着目します。さらに、現場からのアイデアを戦略に取り込む創発のプロセス

や、様々な経営リスクへの対応についてアセスメントを行います。 

３．２戦略の展開プロセスでは、組織の戦略を部門やチーム・個人の実行計画に展開

するプロセスについて、上位下位間の一貫性や部門・業務間の整合性などを保つ

ための工夫や独自性などに着目してアセスメントを行います。 

 

 

 ３．１ 戦略の策定プロセス （３０）                  

      

初めに、「戦略の策定プロセス」の基本的考え方を、（１）の点を考慮して示

してください。 

次に、この基本的考え方に基づいてこれまでに実施されてきた活動について、

目的と主な内容、体系化や展開における工夫、プロセス改善の経緯などを（２）

①～④の問いかけに沿って整理してください。 

  さらに、活動の目標設定と達成状況を把握する指標および方法を示してくださ

い。 

 

 ３．２ 戦略の展開プロセス （２０）               

       

初めに、「戦略の展開プロセス」の基本的な考え方について、（１）の点を考

慮して示してください。 

次に、この基本的考え方に基づいてこれまでに実施されてきた活動について、

目的と主な内容、体系化や展開における工夫、プロセス改善の経緯などを（２）

①～②の問いかけに沿って整理してください。 

 さらに、活動の目標設定と達成状況を把握する指標および方法を示してくださ

い。 
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 カテゴリー４． 組織能力 （１００）                

 

 このカテゴリーでは、組織の目的実現に必要となる、組織的能力を高めるプロセス、

および社員一人ひとりの能力を向上させるプロセスについてアセスメントを行いま

す。 

４．１組織的能力の向上では、業務活動の主体となる部門やチームの実行力を高める

ために、協働関係の促進や自主性を育む環境づくり、社員の採用や適材配置など

をどのように行っているかに着目します。また、社員が働きやすい職場環境の中

で、誇りとやりがいを持って仕事に取り組むために、どのように社員の満足・不

満足を把握し活用しているかに着目してアセスメントを行います。 

４．２個人の能力向上では、組織の「理想的な姿」の実現や戦略の実行に向けて必要

となる社員の能力について、能力開発プログラムの企画・運営の工夫や独自性、

どのように個人への動機づけを行っているかに着目してアセスメントを行いま

す。 

 

 

 ４．１ 組織の能力向上 （６０）                      

     

 初めに、「組織の能力向上」の基本的な考え方について、（１）の点を考慮し

て示してください。 

  次に、この基本的考え方に基づいてこれまでに実施されてきた活動について、

目的と主な内容、体系化や展開における工夫、プロセス改善の経緯などを（２）

①～⑤の問いかけに沿って整理してください。 

さらに、活動の目標設定と達成状況を把握する指標および方法を示してくださ

い。 

 

 ４．２ 個人の能力向上 （４０）                 

 

 初めに、「個人の能力向上」の基本的な考え方について、（１）の点を考慮し

て示してください。 

  次に、この基本的考え方に基づいてこれまでに実施されてきた活動について、

目的と主な内容、体系化や展開における工夫、プロセス改善の経緯などを（２）

①～④の問いかけに沿って整理してください。 

さらに、活動の目標設定と達成状況を把握する指標および方法を示してくださ

い。 

 

 

 

  



                                                  Tokushima Quality Award 2020 
 

[30] 
 

 

 カテゴリー５． 顧客・市場の理解 （１００）               

 

 このカテゴリーでは、顧客・市場の要望・期待を把握するプロセスと、顧客からの

声に適切に対応し、顧客満足・不満足を明確化するプロセスについてアセスメントを

行います。 

５．１顧客・市場の理解では、組織プロフィールの顧客認識に示された、ターゲット

顧客・市場の選定プロセスに着目します。また、顧客・市場への価値提供活動の原

点として、既存および潜在顧客・市場のニーズとその変化を把握するプロセスに

着目してアセスメントを行います。 

５．２顧客の声への対応では、顧客からの意見や苦情、様々な顧客の声をどのように

傾聴しているかに着目します。また、顧客からの声の活用と苦情対応プロセスの

工夫や独自性などに着目します。さらに、顧客本位の経営を実践するために、ど

のように顧客の満足・不満足を把握し活用しているかに着目してアセスメントを

行います。 

 

 ５．１ 顧客・市場理解のプロセス （５０）               

      

 初めに、「顧客・市場理解のプロセス」の基本的な考え方について、（１）の

点を考慮して示してください。 

  次に、この基本的考え方に基づいてこれまでに実施されてきた活動について、

目的と主な内容、体系化や展開における工夫、プロセス改善の経緯などを（２）

①～③の問いかけに沿って整理してください。 

さらに、活動の目標設定と達成状況を把握する指標および方法を示してくださ

い。 

 

 ５．２ 顧客の声への対応 （５０）                   

 

初めに、｢顧客の声への対応」の基本的な考え方について、（１）の点を考慮し

て示してください。 

  次に、この基本的考え方に基づいてこれまでに実施されてきた活動について、

目的と主な内容、体系化や展開における工夫、プロセス改善の経緯などを（２）

①～④の問いかけに沿って整理してください。 

さらに、活動の目標設定と達成状況を把握する指標および方法を示してくださ

い。 
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 カテゴリー６． 価値創造プロセス （１００）                

 

 このカテゴリーでは、顧客に対する提供価値となる商品・サービスを創り出す主要

なプロセスと、主要プロセスを効果的に実行するための支援プロセスについてアセ

スメントを行います。 

６．１主要な価値創造プロセスでは、組織プロフィールの提供価値に示された、商品

・サービスを創り出すプロセスに着目します。主に商品・サービスの企画・開発、

生産・提供（物流や販売）と、顧客との関係を維持・強化するプロセスが、どの

ような工夫や独自性などを有しているかに着目してアセスメントを行います。 

６．２支援プロセスでは、主要な価値創造プロセスを効果的に運営するために組織内

で行われている支援プロセスに着目します。さらに、価値創造のために協働して

いるビジネスパートナーの選定や関係の維持・強化のプロセスに着目してアセス

メントを行います。 

 

 ６．１ 主要な価値創造プロセス （７０）                

      

 初めに、「主要な価値創造プロセス」の基本的な考え方について、（１）の点

を考慮して示してください。 

  次に、この基本的考え方に基づいてこれまでに実施されてきた活動について、

目的と主な内容、体系化や展開における工夫、プロセス改善の経緯などを（２）

①～③の問いかけに沿って整理してください。 

さらに、活動の目標設定と達成状況を把握する指標および方法を示してくださ

い。 

 

 ６．２ 支援プロセス （３０）                         

      

初めに、「支援プロセス」の基本的な考え方について、（１）の点を考慮して

示してください。 

  次に、この基本的考え方に基づいてこれまでに実施されてきた活動について、

目的と主な内容、体系化や展開における工夫、プロセス改善の経緯などを（２）

①～④の問いかけに沿って整理してください。 

さらに、活動の目標設定と達成状況を把握する指標および方法を示してくださ

い。 
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 カテゴリー７． 活動結果 （４５０）                       

 

 このカテゴリーでは、カテゴリー１から６までに示された各プロセスの活動結果

と、組織活動の総合結果として顧客満足、社員満足、財務の結果についてアセスメン

トを行います。 

 結果は、カテゴリー１から６までの各アセスメント項目の（２）目標の設定と達成

状況の把握で示された活動指標および成果指標との整合性と、結果の改善傾向、目標

達成状況に着目してアセスメントを行います。 

 

 ７．１ リーダーシップと社会的責任の結果 （７０）         

 

カテゴリー１．リーダーシップと社会的責任、およびカテゴリー２．戦略の策

定と展開のプロセスで記述した活動の結果を、整合性のある指標を用いて、改善

傾向と目標達成状況がわかるように示してください。 

 

 ７．２ 組織能力の結果 （８０）                     

 

カテゴリー３．情報マネジメント、およびカテゴリー４．組織と個人の能力向

上で記述した活動の結果を、整合性のある指標を用いて、改善傾向と目標達成状

況がわかるように示してください。 

 

 ７．３ 顧客・市場への価値創造プロセスの結果 （１００）      

 

カテゴリー５．顧客・市場理解のプロセス、およびカテゴリー６．価値創造プ

ロセスで記述した活動の結果を、整合性のある指標を用いて、改善傾向と目標達

成状況がわかるように示してください。 

 

 ７．４ 事業成果 （２００）                      

 

 組織の「理想的な姿」と変革認識に示された経営課題の実現状況として、顧客

満足の結果、社員満足の結果、財務の結果を、整合性のある指標を用いて、改善

傾向と目標達成状況がわかるように示してください。 
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 カテゴリー８． 振り返りと学習のプロセス （５０）            

 

このカテゴリーでは、各プロセスの活動結果と組織の総合結果を振り返り、今後に

向けた課題を明らかにするプロセスについてアセスメントを行います。 

７．１「リーダーシップと戦略プロセスの結果」、７．２「組織内活動の結果」７．

３「顧客・市場への価値提供活動の結果」から、それぞれ対応するカテゴリーの活動

をどのように振り返っているのかに着目します。また、組織活動全体の振り返りから、

今後の課題をどのように共有しているかに着目してアセスメントを行います。さらに、

明らかになった今後の課題を実現・解決するための方針や計画を明記し、次回のアセ

スメントに活かします。 

 

 ８．１ 振り返りと学習のプロセス （５０）                       

 

初めに、組織目的の実現のために取り組んできた活動と活動の結果を振り返り

課題を明らかにするマネジメントプロセスについて、方針やコンセプト、重視し

ていることなどの基本的な考え方について、（１）の点を考慮して示してくださ

い。 

 

次に、カテゴリー７に示した結果と、方法展開のカテゴリーを振り返り、プロ

セス上、戦略上の課題を明らかにし、組織で共有する方法を示してください。 

さらに、（２）では継続的なアセスメントのために、これらの課題に関する改

善・革新計画を明らかにしてください。 
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 第１０章 各書式の記述要領等について                

 

書式１ 「予備申請書」                          

 

 本賞の本申請に先立って提出する「予備申請書」は、現在の申請組織の活動状況等

についての確認や本申請への応募の意思を確認するものです。申請組織代表者自らが

記述する項目と申請組織の状況を表す項目の２つに分かれております。十分にご理解

の上、ご記入をお願いします。 

 「説明会」終了後、申請するかどうかを十分にご検討いただき、「予備申請書」を

令和２年８月２１日（金）から９月７日（月）までに、徳島県経営品質賞委員会事務

局宛に郵送またはファクシミリにてご提出ください。内容を確認の上、本申請への意

思確認をさせていただきます。 

 

 ※ 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。 

 ※ 「予備申請書」は、本申請書提出時にもコピーして本申請書の前扉に添付してく 
ださい。 

 ※ 内容によっては、次年度以降の申請あるいは経営革新に向けての他の方法をお薦     

めする場合がありますので、貴社の状況が十分わかるように記述をお願いします。 

 

書式２ 「本申請応募書」                         

 

 最終的に予備申請書が受理された後に、本申請書を提出する際に、「本申請応募書」

を記述してください。この「本申請応募書」は、令和２年１０月９日（金）までに提

出する本申請書１２部全ての前扉に添付をお願いします。 

 

 

※ いずれの書類も、本書にある用紙を切り離して使用しても、同様な形式で独自に作成 

しても構いません。 
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申込先 徳島県経営品質賞委員会事務局（(公財)とくしま産業振興機構 経営支援部） 

  〒７７０－０８６５ 徳島市南末広町５番８－８号 徳島経済産業会館２階  
FAX ０８８－６５３－７９１０ 

 

(書式１) 
２０２０度徳島県経営品質賞 

「予備申請書」 

 

                            令和２年  月  日 

１．資格について                              

 

第１項 申請組織の概況 

 （申請組織） 

 

    ( ﾌﾘｶﾞﾅ ) 
   組  織  名 

 

 

 

 

   主たる業種 

 

 

 

    ( ﾌﾘｶﾞﾅ ) 
   代表者氏名 

 

 

 

 

   役   職 

 

 

 

   住    所 

 

（〒      ） 

 

 

 

 電話番号 

 

（    ）   － 

 

FAX番号 

 

 （    ）     － 

 

  社  員  数       

 

 

 

 全事業所数       

 

 

 

 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 

 

 

 

 

 

 （連絡先） 

  本件に関する連絡担当者の氏名、所属、役職、住所、電話番号、FAX 番号、Ｅメール

アドレスを記述してください。 

 

 氏    名 

 

 

 

所属・役職 

 

 

 

 住   所 

 

 

 （〒      ） 

 

 

 電 話 番 号      

 

 （    ）   － 

 

FAX番号 

 

 （    ）     － 

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  
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第２項 代表者の思いと考え方 

 

（１）貴組織における経営品質向上への取り組み状況と、代表者として今回の徳島県経営

品質賞への応募理由を簡潔に記述してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３項 申請組織の現状 

 

 (１) 申請組織における直近３カ年の売上高、当期利益、資本金を記述してください。 

 

 

 

 売 上 高  

 

 当 期 利 益 

 

 資 本 金 

 

  従 業 員 数 

 

 平成  年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成  年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和  年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 申請組織の事業を理解するために、その特徴を示してください。あるいは、その特

徴を記述した既存の資料があれば添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 申請組織の最新の会社案内があれば資料として一部ご送付をお願いします。 
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２．資格制限について                             

 

第４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、以下の(1)～(3)まですべて回答してく

ださい。 

 

 

 (１) 申請組織は、３年以上存在していますか。３年未満であれば、簡単に経緯を説明し

てください。 

 

  □ は い                       □ いいえ （経緯を簡潔に記述してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 (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社員数、直近の会計年度上の売上高を記述してください。 
 

  組 織 名 

 

                                
 
  

  住  所 
 

 
 （〒      ） 

 
 

 

 最高責任者 

 

 

 

 役   職 

 

 
 

 本社や親会社傘下の子会社を含めた全社員数 

 

 
 

  売 上 高 
 

 

 
 

 

 (３) 申請組織が利益責任を有しているかどうかを、該当欄にチェックしてください。 

 

  □ は い                       □ いいえ （組織の仕組みや親会社との関係を 

                            簡潔に記述してください） 

 

 

 

 

 

 

 

※ 親会社と申請組織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。 
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(書式２) 
 

２０２０年度徳島県経営品質賞 

「本申請応募書」 

 

                            令和２年  月  日 

 

第１項 申請組織名    正式名称、住所を記述してください。 

 

   組  織  名 

 

 

 

 

   住    所 

 

 

 

（〒      ） 

 

 

 

 

第２項 代表者  代表者の氏名、役職を記述してください。 

 

   氏    名 

 

 

 

   役   職 

 

 

 

 

 

第３項 代表者として本申請に対する同意事項の確認  

 (１) 代表者である私は、この「本申請書」を自らがレビューし、私の経営に対する思い  

や意図を十分反映していることを確認しました。 

 (２) この「本申請書」の内容が、審査員メンバーによって審査されること、および現地

審査時等において審査員の質問や要求に誠意をもって対応し、審査がスムーズに進めるこ

とができるよう努めます。 

 〈 代表者署名 〉 

 

   署 名 欄 

 

 

                                     (日付：令和  年   月  日) 

 

 

第４項 申込責任者 氏名、所属、役職、住所、電話･FAX 番号、Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを記述して

ください。 

 

 氏    名 

 

 

 

所属・役職 

 

 

 

 住   所 

 

 （〒      ） 

      

 

 電 話 番 号      

 

 （    ）   － 

 

FAX番号 

 

 （    ）     － 

 

 Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

 

 

 

 



                                                  Tokushima Quality Award 2020 
 

[39] 
 

 
(参考) 

 

「本申請書フォーマット（例）」  

 

 「カテゴリー１～８」の各アセスメント項目について、「本申請書の記述にあたっての

手引き」に基づき記述してください（左側ページのみ記載、右側は白紙）。 

 各ページごとに項目番号とアセスメント項目名、記述範囲名を記入してください。 

 

 

 １． リーダーシップ 

 １．１ リーダーシップ・プロセス 

   □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

   □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 

 ２   社会的責任 

 ２．１ 社会的責任に関する取り組み 

   □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

   □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 

 

 

 

                                     ※ Ａ４サイズ用紙 11 ポイント明朝体 
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 「２０２０年度 徳島県経営品質賞申請要領」の内容については、「２０２０年度 
日本経営品質賞 総合申請ガイドブック」を参考に作成しており、本申請要領に記載す

る以外の「徳島県経営品質賞」における詳細については、「２０２０年度日本経営品

質賞 総合申請ガイドブック」をもとに運営いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

  【お問い合せ先】 

 

    徳 島 県 経 営 品 質 賞 委 員 会 事 務 局                     

   （（公財）とくしま産業振興機構 担当：経営支援部） 

  

    〒770－0865   徳島市南末広町５番８－８ 

            （徳島経済産業会館２階） 

  

         TEL(088)654－0103   FAX(088)653－7910 

             e－mail  sien@our-think.or.jp 

 




