
 

成  果  報  告  書 

【H25年度教育改革推進事業経費】 

所属部局 
   学生自主創造科学センター 

代表者氏名 
      寺本 東吾 

事項名 
グローバル・スタンダード（ISO9001）に準拠したクリエ工作室の運用 

当初計画に対する目標達成率 
90 ％ 

事業の終了時期 
平成 26年 3月 

予算配分総額 
923 千円 

経費使用総額 
920,137円 

【事業の成果】※具体的に記入してください。 

・従来クリエの業務については文書化されたものがなく、個人の経験・スキルに依存していたものを、ISO9001の「4.2文書化に関する
要求事項」に従って業務のプロセスを文書化 (要領・手順書・記録に分類・作成)する作業を進めた。これにより誰もが同一の品質で
迅速にサービスを行うことが可能となった。(一部作業継続中、完成は4月末予定) 
・ISO9001の「6.4作業環境」に従って機械加工室とものづくり室のクリーン化をするために、職員と学生が協働して５Ｓの推進を行っ
た。その結果作業環境が大幅に改善した。また、安全に対する意識の向上に努めるようにライセンス講習に盛り込んだ。また表示(緊
急時対応)の見える化をした。 
・ISO9001の「5.4計画の品質方針・品質計画」に従って「実施計画書」を導入して自主演習プロジェクトの進捗管理を行った。これに
より、各プロジェクトの活動の目的と目標を明確にして、月々の進捗の管理を行った。 
・ISO9001の「7.3.4設計・開発のレビュー」に従って、ものづくり系自主演習プロジェクトに、初めて設計DR(デザイン・レビュー)
の考え方を導入したソーラーカーPJにて試行したところ、学生の意見も好評であり今後は定常的に実施する予定である。 

・自主演習プロジェクトの活動の実績を残すドキュメント類を活かすため、データベースのツールとしてdokuwikiをクリエサーバーに
構築した。 
・新入退出システム(フェリカ導入により学生証からタッチにより入力)を完成させた。また、機械工作室における工作機械別の使用実
績を把握するために、タブレットのタッチパネルを活かした新システムを開発した。 

以上、ISO9001に準拠することで、クリエの顧客(学生・教職員)に対する満足度は向上したと考える。また、学生の自主演習プロジェ
クトの活動においてもデザイン・レビューの実施や実施計画書の導入により、タイムマネジメント・組織マネジメントに対するスキル
の向上が図られたと考えている。 

【当初計画段階との対比】※上記目標達成率を判断した理由等 

当初予定していたものは、ほぼ全て実施を行い、環境の構築も行った。但し、業務の文書化作業を進めていく中で、関係者・関係部署
との調整が必要となり継続中のものがあることと、各自主演習プロジェクトのドキュメントのデータベース化作業については、ネット
環境は整ったものの、データの蓄積作業はこれからスタートするため、90%とした。 

 

【今後の展望等】 

○本事業の発展性 

1. ５Ｓ(整理・整頓・清潔・清掃・躾)は、企業では当然のことであるが、大学ではまだまだ普及していない。単に職場をきれいにす
るということではなく、効率アップや安全に繋がり、また社会が要請している若者の躾の問題に対しても有効である。他学部の職員の
方が、職場のクリーン化を進める手法として５Ｓに関心を寄せていることもあり、大学職員の意識を改革する為には全学的に推進した
いと考える。 
2. 実施計画書は、タイムマネジメント及び組織マネジメント上大変有効なツールであり、自主演習プロジェクトの枠を超えて、学生
がPBL等で産学連携の取組みを行う場面などへの展開は有効と考える。 
3.各職場の業務をプロセス毎に、業務分掌としてまとめていく文書化作業は、多くの企業では、人事異動などによってサービスの質が
低下しないように取り組んでいるが、クリエだけではなく、他学部でも有効と考える。 
4. クリエのwikiをプロジェクトのデータベースとして、データを蓄積・有効に活用できるように、次年度も推進していく予定である 
○改善すべき事項 
・取組がかなり急であったこと、学生への十分な説明をする時間・機会がなかったことから、システムを構築しながらの啓蒙活動にな
ってしまった。 
特に、実施計画書の内容に対しては、意義を理解しないままに提出するプロジェクトも中には見られて、タイムマネジメント・組織マ
ネジメントの有効なツールとして活かせず、単に時間を取らせるだけになってしまった一面もある。次年度は内容の見直しと共に、十
分な事前の説明をしたいと考える。 
・自主性ということばが歪曲されて、学生の勝手気ままが許されるという、暗黙の了解のようになっていて、指導教員と学生の意思疎
通がほとんどなくなっているのが現状である。次年度に向けては、実施計画書の中に、毎月の進捗確認を指導教員との間で行う項目を
追加した。これにより企業で大切にされる「ホウレンソウ(報告・連絡・相談)」を学生に学んでもらうようにした。 

○大型の競争的資金等（COE、GP等）への申請実績及び今後の予定 

特に予定はない。 

○その他特筆すべき事項 

この成果を元に、昨年11月16日に鳥取大学で開催された「第11回ものづくり・創造工学教育に関するシンポジウム」において発表を行
った。参加者は企業経験者も多く、ISO9001に準拠した取り組みに対しての関心と理解を示す方が多くいた。 

※ 事業内容・成果等がわかるポンチ絵（写真・挿絵など）や関係資料を添付してください。 



資料 1  H25 年度教育改革推進事業経費 

「グローバル・スタンダード（ISO9001）に準拠したクリエ工作室の運用」 

の実施内容詳細報告   
2014.3.31 学生自主創造科学センター     寺本東吾 
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Ⅰ 概要 

1. クリエの運用への ISO9001 の適用 

    学生を顧客と位置付けて、顧客 

    満足度向上に向けて、 

     ・年度の方針・目標を明確に 

      個人の役割の明確化 

     ・工作室の管理に学生も参加 

     ・工作室の作業環境を改善する。 

     学生と共に 5S 活動を推進。 

     ・(機械操作習得)ライセンス講習 

    の充実 

 ・月 1 回のマネジメントレビュー 

 

 

 

 

 

 

2. 学生の自主的な活動(自主演習プロジェクト)への ISO9001 の適用 

 

グローバル化に対応するために、大学での組織運営に品質マネジメントの基準である ISO9001 を採用す

るケースは過去にも見られるが、学生の自主的な活動そのものに対して、適用しようとするところに独創性

と新規性があると考える。尚、ISO9001 の認証取得も不可能ではないが、申請費用や維持費に多額の費用が

かかることから取得は目指さず、そのベースにある精神と、準拠して活動を行えば必ず一定レベルの成果が

出るということを実証したいと考えている。 

 

 

 

学生のプロジェクトに対して 

1. 年度方針・目標の明確化 

年度初めに、1 年間の実施計画書の提出 

月次の進捗確認で、状況を報告 

2. ドキュメントを残す 

    手順書・設計資料類 

3. DR(デザイン・レビュー) 

  外部の有識者を招き、企画 

 構想・設計についての評価をして頂く。 

 



 

 

 

 

Ⅱ クリエ工作室方針管理実施計画書の項目別詳細説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
   (補足) ・以下の詳細資料は、クリエ dokuwikiに掲載しているので、下記 URLを参照のこと   
                     http://creawiki.crea.wakayama-u.ac.jp/dokuwiki/doku.php?id=kyouiku 
 
       ・以下の項目の No は、クリエ工作室方針管理実施計画書の方針 Noに対応している。 
              ・( )内青字斜字体で示すのは、ISO9001-2008の要求事項である。  

1. TQM(方針管理制度) と ISO9001に準拠したクリエ工作室の運営 

  

・クリエの品質方針(案)(5.3品質方針)と品質目標(案)(5.4.1 品質目標 ) を明確にした。  

・品質マニュアルを作成した。(4.2.2品質マニュアル)  

・クリエの業務をプロセス別に要領・手順書としてまとめた。(4.2.3文書管理 )  

  業務の文書化作業を進めていく中で、関係者・関係部署との調整が必要となり、現在継続  

 作業中のものがかなり有り、5 月末全数正式発行の予定で進めている。 

    ・品質文書の体系を示す「クリエ文書体系表」を作成した。 

    ・活動の記録やドキュメント類を品質記録として分類してまとめた。(4.2.4記録の管理 )  

 

1-2  ISO9001教育の実施 

     ISO9001 審査員の田中勇次氏をコンサルタントに迎えて、全学対象としたセミナー1 回と

クリエスタッフに対する勉強会を 2 回実施した。 

① ISO9001 セミナーの開催 (2013.6.20) 

② クリエスタッフへの勉強会 2 回開催 (2013.7.23  2014.2.27) 

③ ソーラーカープロジェクトでのデザイン・レビューの開催 (2013.11.1) 

④ 自主演習プロジェクト発表会において、実施計画書にもとづいてのアドバイス

(2014.3.26) 

 

2.快適な作業環境の維持 (6.4作業環境) 

■整理・整頓に努める 

 5S (整理・整頓・清掃・清潔・躾)で、工作室とものづくり室を美しく快適で安全な環境にする。 

    作業前の点検。作業後の清掃 

  [実施したこと] 

  ・クリエスタッフによる、5S への取組みを行った。 

    事前学習として、5S の外部セミナーを受講した。  

         公益財団法人わかやま産業振興財団 主催 

      「生産現場改善手法と進め方 ～儲ける５Ｓの仕組みつくり～」研修   

                      2013年 9/6,9/13,9/20の 3日間 

     さらに、田中氏にチェックをして頂き、アドバイスを受けている。 

         こうした取組みの成果を別紙にまとめている。 

        

 

 

 

                     資料 3 

                                            クリエ工作室の 5S の実施状況 20140225.pdf 

                                 ( Dokuwiki 参照 )         

http://creawiki.crea.wakayama-u.ac.jp/dokuwiki/doku.php?id=kyouiku


   ・ライセンス講習時に、5S 教育を普通コースに含めるようにした。 

  ・月に 1 回、クリエスタッフと学生の共同の運営委員会を開催して、その中で 5S パトロール  

  を実施した。誰かが片付けてくる、あるいはクリエのスタッフがきれいにしてくれるという 

  甘えの意識の改善に役立った。 

     5S パトロール結果は、毎月の議事録の中に記載している。 →dokuwiki に資料あり 

 

②部品の補充・装置のメンテの実施 

  ③ゴミ分別の徹底 

   金属(鉄と非鉄の分別)とプラと一般ゴミ、 不要物の廃棄とリユースの分別・表示を行った。 

⑤ 加工廃棄物(切り粉)の処理方法の決定  

    従来は明確な廃棄手順が決められていなかったので、手順を明確にした。      

⑤作業着のクリーニングの実施  

      

3. 安全管理 

■開錠・施錠の管理 

カードキーの管理方法について、貸し出しルールを明確にした。手順書を作成した。 

 CREA-QS-2100-00 カードキー管理 →dokuwiki に資料あり 

■緊急時の連絡・対応方法   

    怪我人が発生した場合や、機械に重大な事故が発生した場合等の緊急時を想定した対策。 

    従来の管理方法の課題と対策を検討した。   

    [対策]  

    緊急時の対応 (緊急連絡先等)について、見える化を行った。 

    各工作機械と工作室の壁面等の良く分かる場所に、対応の仕方を表示したパネルを設置した。  

 

  安全に対するクリエの強い意思表示と学生への啓蒙をするために、 

  無災害記録 12 年継続中のプレートを設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■工作機械の安全使用   

工作機械の取り説やまた作業手順書が、色々な場所に散乱しており、学生がすぐに取り出せ

る環境になかった。 

[対策] 

① 取扱い説明書・操作マニュアルを 1 箇所にまとめてファイルをした。 

② 特に必要な注意事項は、各工作機械本体や、すぐ近くに表示板を設置した。 

③ 操作マニュアルは dokuwikiに掲載して、学内からであればどこからでも参照可能にした。 

④ ライセンス講習に安全に関する座学を 1コマ追加して、普通コースを 2コマとした。 



 

4. 材料管理の改善  

■各種材料・各種形状のものが乱雑に置かれていた。 → 5S により整理・整頓 

②従来は、販売している材料の材質及び種別が不明であった。 

(アルミでも 1000 系、5000 系、6000 系等により、それぞれの特性が異なるので、識別は必要) 

[対策]バーコード管理システムの導入(材料の識別を可能にする) (7.5.3識別及びトレーサビリティ)  

 新規購入分の材料に対しては、個々の材料に関するデータ( 材質・種別・形状・定尺寸法・購

入先・購入価格 )を書き込んだ QR コードを、個々の材料に貼り付けた。 

 学生・スタッフは、スマホ等を利用して、QR コードを読み取ることで簡単に材料についての

情報を入手出来る様にした。 

 

    

 

 

 

 

 

 

連鋳棒(FCD55)丸棒直径 40mm 定尺 3m 価格 14,500 円カタヤマ 20131101 

2013 年 11 月 1 日に鋳鉄(FCD55)の丸棒(φ40mm)定尺 3m を価格 14,500 円で機械工具カタヤマか

ら購入 

 

 

5.  TA・学生のクリエ工作室(機械工作室、ものづくり室)管理運営への参加 

① 昼礼の実施  

 大勢の学生が一同に集まる日がなく、1 回しか実施できなかった。 

 次年度は、人数に関わりなく実施することを検討している。 

   頻度：1～2 回/月 

   ・3S (整理・整頓・清掃)の確認と清掃 

   ・機械工作室&ものづくり室の、全員による 5S パトロールの実施 

   ・連絡・報告の場とする。 

   ・安全教育を行う。 

② クリエスタッフとプロジェクト代表者とのミーティング 

 月 1 回のペースでクリエ工作室運営会議を開催した。   

   ・設備・工作機械の操作や加工技術等についての相談会 

   ・新材料の購入・加工方法についての事前打ち合わせ 

   ・安全・5S について意見交換と巡視実施 

   ・メンバー   クリエ教員・プロジェクト代表学生 

            講師資格学生・指導教員(必要に応じて) 

    議事録は dokuwiki に掲載  
 

 

 

 



6.  クリエライセンス講師の技能維持  

   TA・学生の講師参加 

TA と学生にも講師として参加して頂ける仕組みを考えた。  

→講師資格認定制度   (6.2.2力量、教育、訓練、及び認識))   

特殊な技能である溶接作業は、クリエスタッフの中に常に経験者を確保することは困難で、むし

ろソーラーカーPJ の学生や、彼らの内から TA となった者の方が経験が豊富で、技術レベルも高

いという現実があった。こうした状況を踏まえ、彼らを講師として正式に認定する、講師資格認

定制度を発足させた。(但し、溶接作業の講師資格認定に際しては、適切な技能を有する指導者(外

部人材含む)による認定を要するものとする) 

 また、3D モデラー、レーザーカッターのように、特定のプロジェクトが良く使うものに対し

ては、従来各プロジェクト内で、教育が行われていたが、クリエスタッフあるいは専門家が、そ

の技量を確認した上で講師として認定することにした。 

これにより、従来各プロジェクト内で教育していたものが、正式にクリエの教育システムに取

り込まれることにより、サービスの向上・ライセンス発行状況から工作機械の稼動状況の把握が

出来るようになった。 

7.  ライセンス取得実習コースの充実 

実習(ライセンス)コースの充実と講師陣の充実 

実習(ライセンス)コースの一覧 

① 普通コース(座学+実技) 2 コマ   

   ボール盤・コンター・ノコ盤等を使う一般の学生・教職員向けコース 

   今年度は、安全教育を含めた座学を 1 コマと実習 1 コマの計 2 コマとした。 

   (昨年は実習のみの 1 コマ) 

 

② 旋盤コース (普通コース) 1 コマ 

     一般の学生・教職員向け 

③ 旋盤コース (アドバンストコース)  (H25 年度は導入せず) 

     レスキュー・ハイブリッドロケットの参加メンバー向けコース  

① フライスコース(普通コース)  1 コマ 

    一般の学生・教職員向け 

② フライスコース (アドバンストコース) (H25 年度は導入せず) 

   レスキュー・ソーラーカー・WSP(ハイブリッドロケット)の参加メンバー向けコース  

⑥  溶接コース 1 コマ  

    ソーラーカー向けコース 

③ 3D モデラーコース 1 コマ 

  WSP(ハイブリッドロケット)とレスキューロボット向け 

④ レーザーカッターコース 1 コマ 

  主としてレスキューロボット向け 

⑤ 製図法や 2D,3DCAD  (H25 年度は導入せず) 

 

 

 

 

 

 



 H25 年度の受講実績としては、のべ 184 人となった。これは H25 年度の約 50 人と比べて 3.5

倍の大幅な増加となった。 

 これは、フルタイムのスタッフ(和工からの派遣スタッフ)による対応が可能であったことと、

ISO9001 による顧客重視の姿勢が大きかったと考える。 

 (前年度は、フルタイムのスタッフがいなかったので、受講者を制限した。) 

 

 H25年(2013年) H26年(2014年)  

コース名  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10

月 

11

月 

12

月 

1月 2月 3月 計 

(人) 

普通 20 20 10 1 7   3 6 2     1 70 

旋盤(普通) 4 25 9 1 7     4 1     1 52 

フライス(普通)   18 18   9     1 3     1 50 

溶接   3                   3 6 

レーザーカッター     1 2                 3 

3Dモデラー       3                 3 

計 24 66 38 7 23 0 3 11 6 0 0 6 184 

 

8. 入退出管理システムの新規構築。 

 

         クリエルーム(ものづくり室&ことづくり室)への入退出室管理 

従来はライセンスカードに付与した二次元バーコードを読み取る方式であったが、これはラ

イセンスカードを持っている学生のものづくり室への入室管理しか出来なかった。 

今回、フェリカを使って、学生証や職員カードからデータを入手する方式に改めた。 

これにより、もの作り室、機械工作室、ことづくり室の全てのクリエルームへの入退出管理が出

来るようになった。 

 さらに、機械工作室の入退出システムには、工作機械ごとの使用頻度を把握できるように、工

夫を行った。 (退出時、使用した工作機械名をタッチしてから、退出ボタンを押す) 

 

これによりライセンスカードを実質不要にした。 

( 実際は、ライセンスカードも従来どおり発行して学生に渡してはいるが、入退出システムで  

  利用しているわけではない。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェリカ 

使用工作機械名 

退出ボタン 



9. 学生の自主演習プロジェクトの活動も ISO9001 に準拠して、レベルアップ 

 

① 期初に実施計画書を配布して方針・目標を明確にした上で、年度計画を作成させた。 

② 毎月の進捗確認(レビュー)を実施して、PDCA のサイクルを回して、改善を行う。 

従来は学生の自主性を尊重し、年度の計画書の作成については何も指示していないので、どの

ような計画を立て、メンバーに仕事を割り振り、組織マネジメントを行っていたのかは不明であ

った。しかし、今年度は ISO9001 に準拠することになり、年度の初めに各プロジェクトに対し

て、実施計画書を配布して、計画的な運用を義務付けた。 

実施計画書においては、品質方針と成果目標を立てて、しっかりとした計画のもとに運用しな

くてはならない。しかも、成果目標は具体的に達成度が評価できるものにする必要があり、学生

にはしっかりとした目標実現に向けた姿勢が問われる。 

毎月、進捗を確認して計画に対する遅延の有無をクリエに報告を行った。 

これにより、ものづくり系だけではなく、ソフト系、フィールド系も含めて、活動のレベルは

前年度に比べて高くなったと思う。彼らの成果報告会(2014.3.26 開催)には、実施計画書の資料と

して配布を行い、田中氏からアドバイスをして頂いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度方針 年度目標 

月次進捗確認欄 



③ デザイン・レビューを実施した。(5.4.1 品質目標) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソーラーカープロジェクトで例えると従来は、

学生の自主性を重んじるばかりに、企画、計画、

設計、製作、試験走行、本番走行まで、全てが学

生自身の判断に任されている。 

 しかし、年々技術レベルが高くなる一方で、

学生の方は入れ替わり、プロジェクトの質を一

定に保つことは困難となってきている。そのような中、今年は ISO9001 に準じてデザインレ

ビューを実施した。 

その結果、外部の有識者の指摘を受ける場を設けたことで、課題がより明確となり、発表

する学生のプレゼン能力を高め、聴講側の学生も、設計手法や着眼点がより理解度が高まる

など、情報共有手段としても大変有効な手法であることが分かった。 

今後は、他のプロジェクトにも展開して行く予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デザインレビューとは、開発における成果物を、複数

の人にチェックしてもらう機会のことで、JIS（日本工業規

格）やISO（国際標準化機構）9000シリーズにおいて定義

されている設計審査のことである。 

デザインレビューでは、仕様書や設計書、プログラムな

どの成果物を第三者の目（営業、経理、購買、生産管

理、品質保証など）でレビューすることにより、開発者の

視点では漏れてしまう内容を精査して、品質を確保する

ことを目的としている。そのため、第三者の目が確立さ

れている大企業のメーカーでは、デザインレビューの励

行率が高いといわれている。 

なお、デザインレビューの参加者が、成果物について指

摘し合うことにより、現在起きている問題やプロジェクト

の進捗状況などの情報を共有することができるため、設

計審査のみならず情報共有手段としても有効である。 

( IT用語辞典BINARY より引用) 



④ ドキュメントを残す環境を構築した。 

 

dokuwiki をクリエの専用サーバーに設置。学内のみの公開とした。 

学生は、自由に書き込みが出来るので、各種ドキュメントや写真、データ、手順書類を蓄積す

ることが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dokuwiki のトップページ            個々の自主演習プロジェクトのページ 

 

現状は、各プロジェクトの①紹介 PV ②ブログへのリンクと③実施計画書をクリエスタッフ

が掲載しているが、学生による活用はされていない。来年度は、有効活用するように働きかける

必要を感じている。  

 

 

10. 高大連携 

クリエには、紀北地域の工業高校(和歌山工業高校・紀北工業高校)の先生方が 1 名 1 年間の任

期で研修をされるしくみがある。(途切れた時期は過去にあります) 

これを活かして、学生相互の交流を図ったり、設備を相互に有効活用することは双方に大きな

メリットがあると考える。 

 

今年度は、和工の間藤教諭が赴任されていたので、2 月 20 日にソーラーカーPJ とレスキュー

ロボット PJ の学生が和工の見学を実施した。和工の機械科の設備は充実をしており、特にウォ

ータージッエトによる CFRP やチタンの切断加工は、学生が大変に興味を示し、今後活用させて

頂ける方向で話が進んでいる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ 3 月末予算案&予算執行状況 

予算案    申請用   

[運営費等]            予算額   支出  3月末残高    
  人件費  

2000円×6時×1 日×4週×10 月  506千円  -506千円         0円  
  講師派遣・謝金       100 千円             -37,520円 
                                          -26,620               3月 26日  田中氏コンサルタント  5H 
                                         -16,620               2月 27日  田中氏コンサルタント  3H 

 -22,580               2/12上田宏 TRIZ講習  
-11,620             6/20田中先生セミナー実施 

                                                       -16,620                  7/23 田中先生のコンサルタント 

                                                 -11,620                 11/1  ソーラーカーDR(田中先生) 

                                                 -31,840                 11/14・15 鳥取大学出張 

 
セミナー受講        15千円  

   -6000    9,000円   9月「生産現場改善手法と進め方」研修受

講 

 [設備備品費] 
   管理用パソコン                100千円                -46,059円                
                                            -75,280                 DELL ノート PC Vostro3460  

-12,800                 NAS (I-O DATA  HDL-CE1.0S 1.0TB) 

-57,979                  DELL Inspiron 3467   
(ものづくり室入口入退出 PC XP代替 PC) 

  ラベル・掲示板等作成ソフト       80千円    -66,465     13,535円   6/20 デザインスタンダードディスク購入済。   

  工作室管理用消耗品               122千円        63,907円 
                                             -1700                 7/12 トラスコ中山ユーゲルパウダー石鹸 6kg  

                         -2480                 7/12 花王液体ビック作業着洗い 4.5kg  

                                             -4216                  7/5   キングジム PRO テープカートリッジ 

                                                       -29800                  12/20 テプラ PRO SR950 

                          -4521          12/24S テプラテープ S 36K (36mm 白 3個)                                                 
-9,520                    12/24折りたたみコンテナ 8個 

-4,960                    3/25 A4 幅 50mmチューブファイル 

-896                    3/25 B4縦クリアファイル 20ポケット 

                                                                                                                                                    

            計 (人件費除く)     417千円 -240641円    2,863円 

 

 

 

 



資料2 クリエ工作室方針管理実施計画書

B 作成者

2014.3.31 尾久土 寺本

担当 上期 下期

※1   達成度評価　　　　○：予定していたことは実施した。　　　　△：予定したことが一部実施できていない。　また途中である。　　　×：予定していたことが実施できていない。

○10

(追加) 高大連携を高める ・和工との学生間の交流を高める
・相互の設備の有効活用を図る。

・施設見学
・学生のプロジェクトの交流をする。 間藤・寺本

○

○

○

○

○

達成度※1

○～△

○

○

○

構想案策定
9/末

新規システム完
成
3/末

9

学生のプロジェクトの活動もISO9001
に準拠して、レベルアップ

・期初に方針・目標を明確にして、年度計
画を作成する。
・毎月の進捗確認(レビュー)を実施して、
PDCAのサイクルを回して、改善を行う。
・デザイン・レビューを実施する。
・ドキュメントを残す

・実施計画書による毎月の進捗確認を行う
・PJの方針・目標を明確にする。
・デザイン・レビューの実施
・学生が自由に使えるデータベースのツールとして、クリエ
wiki　(dokuwiki)を公開する。

寺本

事故・怪我発生件数0を維持する。
安全管理を行っていることが、外部から
も分かるようにする。

・新規システムの構想案作成
・新規ライセンスカードの作成

入退出管理システムの新規構築
　
(現状機能していない)

谷脇・寺本

2

3

4

5

6

7

クリエ講師の技能維持
　　　TA・学生の講師参加

・5Sの推進により、事故の防止に努める。
・無事故継続○○○日と標示する。
・緊急時の対応について、工作室壁面への表示
・工作機械毎に、緊急対応マニュアルを見える化

ライセンス取得実習コースの充実

材料在庫を明確にする。
材料の識別を可能にする。
材料の購入から販売までのトレーサビリ
ティを可能にする。
材料の保管方法を最適化する。

学生とクリエ職員の意見交換会を月1
回定期開催。

溶接・3Dモデラー・レーザーカッター
の講師養成・資格認定

・クリエの全工作機械に対して、ライセン
ス取得コースの設定。
・従来の工作機械の実習に、5Sと安全教
育を盛り込み。

・8コースの設定
・旋盤とフライス盤には、普通コースとアドバンストコースの設
定。
・各コーステキスト作成
・座学としての安全教育を、全てのコースで実施。(1コマ)
・普通コースを、安全教育含めて2コマとする。
・受講者の様々な要望に対応出来るコースを設定。

・材料棚の3S(整理・整頓・清掃)の実施
・個々の材料にタグ付けをする等、明確化。
・販売価格の表示明確化
・在庫管理(PC上)での見える化推進
・鉄系材料の防錆処理実施

寺本・間藤

寺本・児玉
間藤

寺本・間藤

寺本・間藤

寺本・間藤

審査

藤垣　　藤木　　永沼

概略日程

期間通して実施
運営

寺本・児玉

体制の構築
4/末

実施運営
5/初寺本・間藤

構想案策定
9/末

新規システム完
成
3/末

体制の構築
6/末

期間通して実施
運営

体制の構築
7/末

期間を通して実
施運営

体制の構築
9/末

期間を通して実
施運営

テキスト作成
8/末
その他は4/末

期間を通して実
施運営

体制の構築
4/末

期間を通して実
施運営

2013年度

　　クリエ工作室方針管理実施計画書

重点方針
方針
No.

重点施策

承認日

　　　　　4月　　12日

承認(作成日)    13年4月11日

学生自主創造科学センター

目標

8

1
TQM(方針管理制度) とISO9001に準拠
したクリエ工作室の運営

・ISO9001の教育をクリエスタッフ及び学生に対して実施す
る。
・ISO9001の外部コンサルタントによるアドバイスを受ける。

・職員の全実習コースの技術習得。
・TA・学生講師資格認定制度の設定

快適な作業環境の維持
　・見える化推進
　・工作機械のメンテナンス実施

・5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の推進
   プロジェクトメンバーから5S担当者を指名
　 クリエ職員との共同会議を実施。
・切り粉の処分方法決定
・作業服のクリーニングの徹底
・機械の操作マニュアルを整備。
・月1回のセンター長の視察を実施。

・プロジェクトメンバーとの定期会議の開催。
　テーマ①5Sの推進　②加工技術の相談
　　　　　③新規材料等の検討

学生・TAのクリエ工作室の管理運営
への参加

安全管理
　　見える化推進

材料管理の改善

構想案構築・予算目途を立てる

・品質方針&品質目標の設定
・品質マニュアルの作成と文書体系表作
成
・業務プロセスの文章化作業

月1回のセンター長の視察で合格点を維
持する。



資料3 2013年度クリエスタッフによる工作室の5Sへの取組報告書

2013.12.29 間藤好紀　　、　寺本東吾

改善のポイント
1.  防災上・美的見地からも棚の上には物を置かない。　
2. ダンボール箱は収納容器として使わない。(中身が見えない。強度がなく壊れやすい。美観を損なう。)
3. 工具類・副資材(グリース・潤滑スプレー・ウエス等)は保管場所を明確にする。使い終わったら、必ず元の場所へ戻す。
4. 整理を行い、廃棄して良いものと、必要あるいは再利用可能なものに分別する。
5. 整頓を行い、必要なものはすぐに取り出せるようにする。
6. 保管容器は、中身を整理整頓した上で、良く見える位置に保管箱シールを貼る。

・保管箱シールには、①内容②所有者③管理者④保管期限を明示する。 ・定期的に、中身のチェックを行い、不要なものは廃棄する。
7. 清掃：作業後の清掃の徹底

・掃除のしやすさも改善ポイント
8. 必要な表示を行う(見える化)　(緊急時の連絡先・使用済み材料の分別廃棄・等)
9. ライセンス講習の中での5Sの教育の実施　　



1. 表示関係 (機械工作室)

5S活動推進のプレートを表示 ISO9001に準じた活動をしていることを明示
無災害記録表を表示

外部の見学者やクリエを利用する学生に対して
　　　・5Sによる整理・整頓に心掛けていることを明示
　　　・安全・防災に配慮していることを明示

緊急時への対応について
怪我人が発生した時の連絡先を表示

機械工作室の壁に目立つ場所に設置



2. 作業台  (機械工作室)

問題点 改善のポイント
後から使うの人のことを考えていない 3. 工具類・副資材(グリース・潤滑スプレー・ウエス等)は保管場所を明確にする。
①作業したまま、後片付けせずに放置されている。 　　使い終わったら、必ず元の場所へ戻す。
②作業する前に、スペースを確保する必要がある。 ・固定バイス・高速切断機・グラインダー以外は作業机の上に置かない。
③廃棄して良いものと、必要なものが見分けられない。 ・作業スペースを確保する。

Before After



3. 作業台の下  (機械工作室)

3.コンターマシンの置き台   (機械工作室)
問題点 改善のポイント
ダンボールを容器として使うのは止めよう。 2. ダンボール箱は収納容器として使わない。
①ダンボールが潰れて、中の廃材が散乱している。 　(中身が見えない。強度がなく壊れやすい。美観を損なう。)
②廃棄か再利用か分別がされていない。 4. 整理を行い、廃棄して良いものと、必要あるいは再利用可能なものに分別する。

改善のポイント
問題点 7.清掃：作業後の清掃の徹底

①桟の隙間の切り粉が掃除出来ない。 ・掃除のしやすさも改善ポイント → 桟の隙間をなくした。

Before

Before

After

After

再利用

廃棄



4.卓上ドリルスペース (ものづくり室)

問題点 改善のポイント
後の人のことを考えていない。 3. 工具類・副資材(グリース・潤滑スプレー・ウエス等)は保管場所を明確にする。
①作業したまま、後片付けせずに放置されている。 使い終わったら、必ず元の場所へ戻す。
②作業するスペースがない。 ・工具・スプレー類の保管場所を決める。
③廃棄して良いものと、必要なものが見分けられない。 ・必要な工具・機械装置以外は作業机の上に置かない。
④作業机の下に空のダンボール箱が長期放置されていた。 ・作業スペースを確保する。

AfterBefore



5. 流し台 (機械工作室)

問題点
①乱雑に物が置かれている。
②流し台に不必要なものが放置されている。
③洗剤がカップ麺の容器に入れられている。

改善のポイント 改善のポイント
4. 整理を行い、廃棄して良いものと、必要あるいは再利用可能なものに分別する。 5. 整頓を行い、必要なものはすぐに取り出せるようにする。
・流しに不要なものは除去する。 　　使用頻度の高いものは、流しの上に、
・カップ麺の容器はステンレスの容器に交換 　　使用頻度の低いものは、流しの下に収納する。

After
Before



6.切り粉置き場 (機械工作室)

問題点 改善のポイント
①切り粉を入れた缶が沢山並んで、スペース的にも見栄えも悪い。 ①ドラム缶を設置した。

After
Before



7.　レーザーカッター前の床   (ものづくり室)

問題点
ダンボールを収納容器としてはいけない。
表示がなく、廃棄か保存か不明。

Before After



8.　ロッカーへの収納       (機械工作室)

問題点
副資材(潤滑スプレー、ウエス、ラッカー類、グリース等)の内、
潤滑スプレーの予備品が、大量にダンボール箱に入ったまま
(中身が見えず、表示もないため)　長期放置されていた。
その為、あらたに購入したものが各所に分散して保管or放置されている。

改善のポイント
3. 工具類・副資材(グリース・潤滑スプレー・ウエス等)は
　　保管場所を明確にする。　使い終わったら、必ず元の場所へ戻す。
5. 整頓を行い、必要なものはすぐに取り出せるようにする。

対策として
①適当なロッカーを入手して、副資材の予備品を保管した。
②ロッカーの扉には、何が入っているかを写真で明示した。(いちいち開ける手間を省く)
③潤滑スプレーやラッカー等は使用後、必ず元の場所へ戻すように教育を行っている。



9. レスキューロボット部品棚      (ものづくり室)

整理・整頓　改善第1ステップ
ダンボール箱の中身を分別後、不要物は廃棄して
上部の棚のスペースを確保した。

ダンボール箱には、保管シールを貼り内容を明示した。

①保管②一時保管③使用物　に分別する。
保管表に、①、②、③の区別を書き、
中身の説明・所有者(管理者)・保管期限を
明記の上、①保管のものは、階段下に
移動して、常時必要なものだけを棚に置く。

問題点
ダンボールを収納容器としてはいけない。
①ダンボールは美観を損なうし、中身が見えない。
②中身・所有者(管理者)・保管期間の明示がない 保管シール

改善のポイント
2. ダンボール箱は収納容器として使わない。(中身が見えない。強度がなく壊れやすい。美観を損なう。)
4. 整理を行い、廃棄して良いものと、必要あるいは再利用可能なものに分別する。
5. 整頓を行い、必要なものはすぐに取り出せるようにする。

分別されていない



10. 部品棚の整理      (ものづくり室)

安全めがねケース(手作り)

安全メガネは必需品。
改善後の棚 どこにあるか、すぐに分かり、

すぐに取り出せるように配慮した。

グーグルストリートビュー画面より
2012年4月24日グーグルが撮影

使用頻度の低い、防塵マスクが目立つ場所に、大量に置かれ、
使用頻度の高い安全めがねは箱の中に収納されているため見えない。
精密機器のノギスは乱雑に置かれ、
必要なものが、どこにあるのか分からず、すぐに取り出せない。
整理・整頓がまったく出来ていなかった。

改善のポイント
3. 工具類・副資材(グリース・潤滑スプレー・ウエス等)は保管場所を明確にする。 小物工具入れ(手作り) ノギス保管ケース(手作り)
   使い終わったら、必ず元の場所へ戻す。     紛失しやすい小物の工具類を、 精密測定器らしく保管方法に配慮した
4. 整理を行い、廃棄して良いものと、必要あるいは再利用可能なものに分別する。    取り出しやすく、識別しやすく配置
5. 整頓を行い、必要なものはすぐに取り出せるようにする。

Before After



11. 工具・備品の整理      (機械工作室)

①　荒神ボーキ
問題点
掃除用具の荒神ボウキが色々な場所に放置されていた。
戻すべき場所がなかった。

改善のポイント
3. 工具類・副資材(グリース・潤滑スプレー・ウエス等)は保管場所を明確にする。
　　使い終わったら、必ず元の場所へ戻す。

改善策

荒神ボーキ収納ケースを製作して、使い終わったら戻すように教育した。

②　ドリル刃の予備
問題点 荒神ボーキ収納ケース(手作り)
予備のドリルの置き場所が分かりにくい。
予備の在庫品であるが、勝手に使用されている。
乱雑に収納されているので、欲しいものがすぐに取り出せない。

改善のポイント
3. 工具類・副資材は保管場所を明確にする。
　　使い終わったら、必ず元の場所へ戻す。

5. 整頓を行い、必要なものはすぐに取り出せるようにする。
8. 必要な表示を行う(見える化)　

改善策

旋盤の工具ラックの中に整頓して収納
表示をした。　「ドリル刃予備　無断持ち出し禁止」



12. 工具・備品の整理 (その2)     (機械工作室)

③　ディスクサンダー
問題点
ボール盤の机の下に置かれているが、電源コードが机から
はみだし、作業者の邪魔になる可能性があった。

改善のポイント
3. 工具類・副資材は保管場所を明確にする。
　　使い終わったら、必ず元の場所へ戻す。

改善策

コンテナに収納して、電源コードが外部へはみ出さないようにした。

④　旋盤バイトの整理
問題点
用途の異なるバイトとチップが混在して引き出しに詰め込まれていた。
必要なバイトがすぐに取り出せない。

改善のポイント
3. 工具類・副資材は保管場所を明確にする。
　　使い終わったら、必ず元の場所へ戻す。 突っ切り・溝入れバイトホルダー&チップ
5. 整頓を行い、必要なものはすぐに取り出せるようにする。
8. 必要な表示を行う(見える化)　

改善策

旋盤の工具ラックの各引き出しを用途別に整理を行い表示をした。

ネジ切り・穴グリバイトホルダー&チップ 片刃バイト・剣バイトホルダー&チップ



13. 電子パーツ売り場      (ものづくり室)

グーグルストリートビュー画面より
2012年4月24日グーグルが撮影

電子パーツ売り場のラックの上が乱雑に色々な物が置かれている。
売り物の商品と備品の文房具が混在している。

改善のポイント
5. 整頓を行い、必要なものはすぐに取り出せるようにする。

売り物は、棚の一つにまとめる
ラックの上は自由に使ってよい文房具と規格本のみにする。

Before

After After
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6. 地域社会との連携を進めます。 
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1.  工作室利用のライセンス講習の受講件数を○○○件以上とする。 

2.  工作室における、旋盤・フライス盤・溶接機等の工作機械の稼働率の実績を把握し、 

  設備のメンテナンスに有効に活かす。 

3.  工作室使用に伴う怪我人の発生件数 0件を維持する。 

4.  自主演習プロジェクトの参加申し込み件数 15件以上 

5.  自主演習プロジェクトの参加者の中で、留年者を全学平均以上には出さないこと。 

6.  自主演習プロジェクトの活動に伴う怪我人の発生件数 0件を維持する。 

7.  学外から注目されメディアで報道されたり、学外のコンテストで表彰される自主演習 

  プロジェクト件数○○件以上。 

8.  年度末に、クリエの利用者によるアンケートを実施して、満足度が 60%以上を 

  達成すること 

9.  クリエ卒業生の就職率が全学平均を○○ポイント上回ること。 

10. 地域との交流事業を「おもしろ科学まつり」「SSJ(スーパーサイエンティストジュニア)」

「自主研究フェスティバル」「和歌山大学公開体験学習会」以外に 2件以上実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＩＳＯ９００１ クリエ文書体系表

マニュアル・規定 要領 手順書 登録コード 発行部署 状況
品質マニュアル
１．規定・規約
和歌山大学学生自主創造科学センター規則 大学 大学ＷＥＢ
和歌山大学学生自主創造科学センター企画運営委員会規程 大学 大学ＷＥＢ
和歌山大学学生自主創造科学センター自主創造活動支援金規程 大学 大学ＷＥＢ
国立大学法人和歌山大学予算・決算事務取扱規程 大学 大学ＷＥＢ
国立大学法人和歌山大学特任教員雇用規程 大学 大学ＷＥＢ
国立大学法人和歌山大学法人文書管理規則 大学 大学ＷＥＢ
国立大学法人和歌山大学旅費規程 大学 大学ＷＥＢ
国立大学法人和歌山大学寄付金取扱規程 大学 大学ＷＥＢ
国立大学法人和歌山大学旅費支給等に関する運用内規 大学 大学ＷＥＢ
国立大学法人和歌山大学職員等の自家用車の用務使用取扱要項 大学 大学ＷＥＢ
国立大学法人和歌山大学ティーチングアシスタント実施要項 大学 大学ＷＥＢ
国立大学法人和歌山大学たな卸資産取扱要項 大学 大学ＷＥＢ
国立大学法人和歌山大学共用スペース利用要項 大学 大学ＷＥＢ

２．要領・基準書
和歌山大学学生自主創造科学センター自主創造活動支援金取扱要領 大学 大学ＷＥＢ

３．手順書
カードキー管理・クリエルーム利用 CREA-QS2100-00 クリエ 作成済み
クリエ貸出物品 CREA-QS2101-00 クリエ 作成済み
プリンター等設備機器利用 CREA-QS2102-00 クリエ 作成済み
クリエレシート CREA-QS2104-00 クリエ 作成済み
資産管理（現金等価物） CREA-QS2105-00 クリエ 作成済み
クリエティーチングアシスタント管理CREA-QS2106-00 クリエ 作成済み
就職先把握 CREA-QS2107-00 クリエ
設備マスタープラン CREA-QS2108-00 クリエ
科研費 CREA-QS2109-00 クリエ
物品発注購買 CREA-QS2103-00 クリエ

自主演習 CREA-QS2200-00 クリエ クリエＷＥＢ
自主演習プロジェクト CREA-QS2201-00 クリエ 作成済み
わかやま自主研究フェスティバル CREA-QS2300-00 クリエ 作成済み
公開体験学習会 CREA-QS2301-00 クリエ 作成済み
スーパー・サイエンティスト・ジュニアCREA-QS2303-00 クリエ 作成済み
おもしろ科学まつり CREA-QS2302-00 クリエ
コンソーシアム大阪サマーセミナーCREA-QS2304-00 クリエ

工作室の管理運営 CREA-QS2400-00 クリエ

４．指示書



ＩＳＯ９００１ クリエ文書体系表

マニュアル・規定 要領 手順書 登録コード 発行部署 状況
５．記録簿 用紙 クリエルーム利用記録簿 クリエ

用紙 クリエ使用記録簿 クリエ
用紙 クリエ貸出物品記録簿…罫線なし クリエ
用紙 クリエ貸出物品記録簿…罫線入り クリエ
用紙 簡易無線局トランシーバー貸出許可申請書 クリエ
用紙 平成　年度 学生自主創造科学センター　利用登録申請書クリエ
用紙 クリエルーム休日・夜間使用許可申請書 クリエ
用紙 クリエルーム（休日・夜間）使用の心得 クリエ
用紙 クリエカードキー貸出簿 クリエ
用紙 新聞記事 クリエ
用紙 平成　年度　社会人機械工作室利用申請書 クリエ
用紙 シニアアドバイザー登録用紙 クリエ
用紙 最終退出者チェックリスト（　　年　月） クリエ
用紙 交通機関等利用計画書 クリエ
用紙 交通機関等利用報告書 クリエ
用紙 スルッとＫＡＮＳＡＩ貸出簿 クリエ
用紙 プリペイドカード利用簿 クリエ
用紙 バスカードの使用申請（形式自由） クリエ
用紙 バスカード貸出簿 クリエ
用紙 ＦＡＸ送信記録簿 クリエ

たな卸資産報告書（年次・月次）写し 大学
物品廃棄手続き一式（写し） 廃棄物品リスト 大学

不要ＰＣ報告書 大学
固定資産・少額備品移管手続一式 大学
たな卸資産報告書（年次・月次）写し
固定資産・少額備品移管手続一式
物品廃棄手続き一式（写し） 廃棄物品リスト

不要ＰＣ報告書
たな卸資産報告書（年次・月次）写し
資産管理ラベル　台紙

平成２２年度たな卸資産年次・月次報告　写し
平成２２年度固定資産関係（＝資産管理ラベル　台紙）
平成２１年度たな卸資産年次・月次報告　写し
平成２１年度固定資産関係（備品等現物調査票、ラベルほか）
固定資産関係 平成１９年度、平成２０年度（棚卸）写し

出勤簿　写し
ＴＡ勤務実績報告書　写し
労働条件通知書　写し
ＴＡ雇用伺い　原議書（教育企画課長決裁）
2013年度 クリエＴＡ日誌

平成２５年度　謝金・交通費（フェス外部委員等伺いの写し）
ＴＡ勤務実績報告書　写し
労働条件通知書　写し
ＴＡ雇用伺い　原議書（教育企画課長決裁）
2012年度 クリエＴＡ日誌

平成２４年度　謝金・交通費（フェス外部委員等伺いの写し）
ＴＡ雇用伺い　原議書（教育企画課長決裁）
労働条件通知書　写し
臨時職員雇用伺い　原議書（教育企画課長決裁）
特任職員雇用伺い　原議書（教育企画課長決裁）

平成２３年度　謝金（フェス外部委員等伺、自主演習シニア謝金関連資料、ＴＡ勤務実績の写し）
平成２３年度　研究協力（自主研究フェスティバル、おもしろ科学まつり勤務表等写し）

ＴＡ勤務実績報告書　写し
労働条件通知書　写し
ＴＡ雇用伺い　原議書（教育企画課長決裁）
フェス委嘱状等謝金関連　写し

平成２５年度
棚卸資産・資
産管理

平成２４年度
棚卸資産・資
産管理
平成２３年度棚
卸資産・資産管
理

平成２５年度
ＴＡ関係書類

平成２２年度
人件費（ＴＡ・
謝金）

平成２３年　任
用関係

平成２４年度
ＴＡ関係



ＩＳＯ９００１ クリエ文書体系表

マニュアル・規定 要領 手順書 登録コード 発行部署 状況
第１３回自主研究フェスティバルスタッフ勤務表等　写し
おもしろ科学まつりスタッフ勤務表等　写し

ＴＡ勤務実績報告書　写し
労働条件通知書　写し
ＴＡ雇用伺い　原議書（教育企画課長決裁）
シニア謝金（勤務表・実施伺等写し）
ＧＰ講演等謝金（実施伺等写し）
クリエ紹介映像コンテンツ勤務表等　写し
公開体験学習会勤務表等　写し
おもしろ科学まつりスタッフ勤務表等　写し
ＴＡ勤務実績報告書　写し
労働条件通知書　写し
ＴＡ雇用伺い　原議書（教育企画課長決裁）
シニア謝金（勤務表・実施伺等写し）
ＧＰ講演等謝金（実施伺等写し）
クリエ紹介映像コンテンツ勤務表等　写し
公開体験学習会勤務表等　写し
おもしろ科学まつりスタッフ勤務表等　写し
外部評価委員　原議書（センター長決裁）
イベント開催　原議書（センター長決裁）
ＴＡ勤務実績報告書　写し
労働条件通知書　写し
ＴＡ雇用伺い　原議書（教育企画課長決裁）
シニア謝金（勤務表・実施伺等写し）
ＧＰ評価委員会等謝金（実施伺等写し）
フェス審査委員の委嘱伺い　原議書（教務課長決裁）
研究協力謝金
外部評価委員　原議書（センター長決裁）
イベント開催　原議書（センター長決裁）
2011年度（Ｈ23）のＴＡ日誌は無い

2010年度TA日誌

2009年度TA日誌

2008年度TA日誌

2007年度TA日誌

申請調書　原本
中間発表会、ブログ印刷、成果発表会
自主演習補助金　原議書（センター長決裁）
自主演習プロジェクト報告書　一部　（予定）
申請調書　原本
中間発表会、ブログ印刷、成果発表会
自主演習補助金　原議書（センター長決裁）
自主演習プロジェクト報告書　一部
申請調書　原本
中間発表会、成果発表会
成果報告書
申請調書　原本
毎月の進捗報告書
成果報告書
申請調書　原本
毎月の進捗報告書
成果報告書
申請調書　原本
毎月の進捗報告書
申請調書　原本
毎月の進捗報告書、成果報告書

平成２５年度
学生自主演習
プロジェクト

平成２０年度
現代ＧＰ人件
費（研究協力
平成２０年度
紀ノ川学

平成２２年度
人件費（研究
協力費）

平成２1年度
現代ＧＰ人件
費（研究協力

平成19年度
紀ノ川学

平成１９年度
現代ＧＰ

平成２1年度
現代ＧＰ人件
費（ＴＡ・謝金）

平成２０年度
現代ＧＰ人件
費（ＴＡ・謝金）

平成２３年度
学生自主演習
プロジェクト
平成２２年度
学生自主演習
プロジェクト
平成２１年度
学生自主演習
プロジェクト
平成２０年度　学
生自主演習ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ平成１９年度　学
生自主演習ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

平成２４年度
学生自主演習
プロジェクト



ＩＳＯ９００１ クリエ文書体系表

マニュアル・規定 要領 手順書 登録コード 発行部署 状況

教育懇談会、ホームカミングデー
科研費応募資格者の確認回答　原議書（センター長決裁）
Ｈ25年度国立大学法人施設整備費補助金関係資料の提出　写し
Ｈ25年度設備マスタープラン実施経費要求調書　写し
オープンキャンパスアンケート回答　原議書（センター長決裁）
大阪サマーセミナー
総研棟１Ｆオープンラボ使用申請　原議書（センター長決裁）
Ｈ24年度設備マスタープラン実施経費応募　写し
科研費応募資格者の確認回答　原議書（センター長決裁）
科研費助成事業応募に係る意向調査の回答　原議書（センター長決裁）

自主演習履修届　25
自主演習履修届　24
自主演習履修届　23
自主演習履修届　22
自主演習履修届　21
自主演習履修届　20
自主演習履修届　19
自主演習履修計画書　18
共同研究伺い等　原議書（センター長決裁）…平成２５年度
企画運営委員会・専門部会資料、議事録　25
企画運営委員会・専門部会資料、議事録　24
企画運営委員会・専門部会資料、議事録　23
企画運営委員会・専門部会資料、議事録　22
企画運営委員会・専門部会資料、議事録　21
企画運営委員会・専門部会資料、議事録　20
企画運営委員会・専門部会資料、議事録　19
専門部会議事録　18
クリエ委員会・専門部会資料　18

平成２３年度　研修・会議関係…企画運営委員会資料

「経費関係」　物品発注、会計監査　写し
「授業料等自己収入」　予算振替依頼、郵便受払簿　
「現代ＧＰ物品発注関係」　納品書等　写し
「経費関係」　現代ＧＰ実績報告、　写し
「授業料等自己収入」　購入依頼、納品書写し等

平成２４年度　物品・プリンタ利用記録簿
平成２３年度　物品・プリンタ使用簿
2010年度　物品・プリンタ使用記録簿（２冊）
2009年度　物品・プリンタ使用記録簿
2008年度　物品・プリンタ使用記録簿
2007年度　物品・プリンタ使用記録簿

平成２５年度
～１８年度
専門部会・企
画運営委員会

平成２５年度
～１８年度
自主演習履修
計画書

平成２５年度
学生自主創造
科学センター
活動資料

平成２５年度
学生自主創造
科学センター
活動資料

平成２４年度
物品発注（２冊）

発注品（工具・イベント関係、寄付
金購入分、橋本分室賃料請求
書、雑誌等）の写し

発注品（工具・イベント関係、寄付
金購入分、橋本分室賃料請求
書、雑誌等）の写し

平成２５年度
物品購入

平成２３年度
物品発注（２冊）

発注品（工具・イベント関係、寄付
金購入分、橋本分室賃料請求
書、雑誌等）の写し

平成２２年度

平成２１年度



ＩＳＯ９００１ クリエ文書体系表

マニュアル・規定 要領 手順書 登録コード 発行部署 状況
平成２５，２４年度の旅行命令伺は無い

平成２３年度　旅行命令伺（フェス委員旅行依頼伺、出張報告書（センター長決裁原本））
平成２３年度　旅行命令伺　教育改革事業推進経費（出張報告書（センター長決裁原本））
平成２２年度　旅行命令伺（出張報告書（センター長決裁原本））
平成２1年度　旅行命令伺①（出張報告書（センター長決裁原本））
平成２1年度　旅行命令伺②（出張報告書（センター長決裁原本））
平成２０年度　旅行命令伺①（出張報告書（センター長決裁原本））
平成２０年度　旅行命令伺②（出張報告書（センター長決裁原本））
平成１９年度　旅行命令伺①（出張報告書（センター長決裁原本））
平成１９年度　旅行命令伺②（出張報告書（センター長決裁原本））
平成２５年　通知文書…回覧文書保存
平成２４年　通知文書（２冊）…回覧文書保存
平成２３年度　学外通知・学内通知（計２冊）…回覧文書保存
平成２２年度　事務連絡関係…回覧文書保存
平成２１年度　事務連絡関係…回覧文書保存
平成２０年度　事務連絡関係…回覧文書保存
平成１９年度　事務連絡関係…回覧文書保存

平成２２年度　クリエ事務関係資料…現代ＧＰ報告、オープンラボ利用申請の原議書等の写し
平成２１年度　事務関係資料…固定資産移管、土地借受、支援金支払等の原議書などの写し
平成２０年度　事務関係資料…調書提出、特任雇用、支援金支払等の原議書などの写し
平成１９年度　事務関係資料…レンタカー使用伺、出張依頼の回答等（原議書、一部学長決裁）
平成２４～２５年度　クリエ貸出物品記録簿
２０１１年度　クリエ貸出物品記録簿（一部、2010年度）
２０１０年度　クリエ貸出物品記録簿
２００９年度　クリエ貸出物品記録簿
（平成２０年度　クリエ貸出物品記録簿）
（平成１９年度　クリエ貸出物品記録簿）

平成２１～２４年度　クリエルーム休日・夜間使用許可申請書
平成２０年度　クリエルーム休日・夜間使用許可申請書
平成１８～１９年度　クリエルーム休日・夜間使用許可申請書

対象：ことづくり室、用紙：「クリエ使用記録簿」
対象：工作室、用紙：「クリエルーム利用記録簿」
対象：工作室、用紙：「クリエルーム利用記録簿」

平成２５年度郵便受払簿…２冊（寄付金、授業料等自己収入）
平成２４年度郵便受払簿…２冊（寄付金、授業料等自己収入）
平成２３年度郵便受払簿…２冊（寄付金、授業料等自己収入）
平成２２年度郵便受払簿…２冊（寄付金、授業料等自己収入）
平成２１年度郵便受払簿…１冊（寄付金＋授業料等自己収入）
平成２１年度郵便受払簿（旧）…３冊（寄付金、授業料等自己収入、現代ＧＰ）
平成２０年度郵便受払簿（旧）…３冊（寄付金、授業料等自己収入、現代ＧＰ）
平成１９年度郵便受払簿（旧）…３冊（寄付金、授業料等自己収入、現代ＧＰ）
平成２５年度　おもしろ科学まつり…実行委員会議事録、開催通知（センター長決裁原議書）
平成２４年度　おもしろ科学まつり…実行委員会議事録、共催伺い（学長決裁原議書）
２０１１年　おもしろ科学まつり…実行委員会議事録、出張許可願（原議書）
２０１０年　おもしろ科学まつり・和歌山大会（２冊）…議事録、資料一切（センター長決裁）
２００９年　おもしろ科学まつり・和歌山大会（２冊）…議事録、資料一切（センター長決裁）
２００８年　おもしろ科学まつり・和歌山大会（３冊）…議事録、資料一切（センター長決裁）
２００７年　おもしろ科学まつり・和歌山大会（３冊）…議事録、資料一切（センター長決裁）
２００６年　おもしろ科学まつり・和歌山大会（２冊）…議事録、資料一切（センター長決裁）
平成２３年　クリエプロジェクト…2010～おもしろ、公開体験、フェス資料
平成２０年度　公開体験学習会　来場者アンケート
平成１９年度　公開体験学習会　来場者アンケート（２冊）

クリエルーム利
用記録簿（年無
し）



ＩＳＯ９００１ クリエ文書体系表

マニュアル・規定 要領 手順書 登録コード 発行部署 状況
Ｈ2５ 第１６回わかやま自主研究フェスティバル
Ｈ2４ 第１５回わかやま自主研究フェスティバル（２冊）…（センター長決裁原議書）
Ｈ2３ 第１４回わかやま自主研究フェスティバル…（センター長決裁原議書）
Ｈ2２
Ｈ2１
Ｈ20 第１回わかやま自主研究フェスティバル参加申込書・アンケート

平成２５年度　新聞記事
平成２４年度　新聞記事
平成２３年度　新聞記事
平成２２年度　新聞記事…2009年～2011年
2009（Ｈ21）～　新聞記事…2008（Ｈ20）～2010（Ｈ22）年度分含む

平成２５年度　橋本分室…業務日誌
平成２４年度　橋本分室…業務日誌

平成２５年度　クリエ自主創造活動支援金
平成２３年度　クリエ自主創造活動支援金
平成２２年度　クリエ自主創造活動支援金
平成２１年度　クリエ自主創造活動支援金
平成２０年度　クリエ自主創造活動支援金
平成２５年度　寄附金
平成２４年度　寄附金…山本化学1,000,000円受入事務連絡・回答
平成２３年度　外部資金関係
平成２２年度　寄附金
平成２１年度　寄附金
平成１９年度　寄附金

平成２２年度　クリエ決裁関係資料…イベント資料印刷伺い等（センター長決裁原議書）
平成２１年度　クリエ決裁関係資料…イベント資料印刷伺い等（センター長決裁原議書）
平成２０年度　クリエ決裁関係資料…イベント資料印刷伺い等（センター長決裁原議書）

平成２３年度　立替払
平成２１年度　立替払
平成２０年度　立替払
平成１９年度　立替払

基金枠プロジェクト…申請書・推薦（センター長決裁原議書）

アドレス申請書…インターネットアドレス申請書　控え

工作機械講習会受付簿…平成16年～平成18年
契約書…借り上げ物品貸借契約書（平成２１年：原本）、無線免許（センター長決裁）
無線局免許状等…免許状　写し
最終退出者チェックリスト…記載１件のみ

平成２３年度　調査依頼関係
平成２３年度　施設関係綴
平成２３年度　研修・会議関係…専門部会・企画運営委員会資料
平成２３年度　予算関係
平成２３年度　文科省関係
平成２３年度　任用関係
平成２３年度　人事勤務関係
平成２３年度　法令・規則関係
平成２３年度　その他
平成２３年度　（特任教員・臨時職員採用）
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マニュアル・規定 要領 手順書 登録コード 発行部署 状況

平成２２年度　法人文書管理簿
平成２１年度　法人文書管理簿

平成２１年度　予算振替
平成２１年度　経費補助

平成２０年度　経費関係
平成２０年度　授業料等自己収入
平成２０年度　現代ＧＰ物品発注関係
平成２０年度　現代ＧＰ補助金関係
平成２０年度　シニアアドバイザーアンケート
平成２０年度　レンタカー業務使用申請書・実績報告書

平成１９年度　運営交付金等関係　物品発注購買（事務室関係）
平成１９年度　運営交付金等関係　物品発注購買（決裁）
平成１９年度　運営交付金等関係　物品発注購買（工作室関係）
平成１９年度　物品納品書
平成１９年度　クリエ自主演習関係



文書番号 CREA – QMS – 00 

品質マニュアル 

制定年月 平成 25年 7月 31 日 

  改定年月 平成   年 月  日 

 

ページ 1 

目          次 

・以下スコープ外は( )で示す 

第 １ 章 対象範囲 

1.1 対象範囲 

1.2 適用範囲 

第 ２ 章 事業所概要 

2.1 適用範囲 

2.2 クリエの概要 

第 ３ 章 引用規格および用語の定義 

3.1 適用範囲 

3.2 引用規格 

3.3 用語の定義 

第 ４ 章 品質マネジメントシステム 

4.1 一般要求事項 

4.2 文書化に関する一般要求事項 

4.2.1 一 般 

4.2.2 品質マニュアル 

4.2.3 文書の管理 

4.2.4 記録の管理 

第 ５ 章 経営者の責任 

5.1 経営者のコミットメント 

5.2 顧客重視 

5.3 品質方針 

5.3.1 品質方針の決定 

5.3.2 品質方針の文書化・実行・周知徹底 

5.3.3 品質方針の見直し 

5.4 計 画 

5.4.1 品質目標 

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 

 
5.5 責任・権限およびコミュニケーション 

5.5.1 責任および権限 

5.5.2 組織運営の原則 

5.5.3 職務分掌 

(5.5.4 職務権限) 

5.5.5 管理責任者 



文書番号 CREA – QMS – 00 

品質マニュアル 

制定年月 平成 25年 7月 31 日 

  改定年月 平成   年 月  日 

 

ページ 2 

5.5.7 管理担当者および内部コミュニケーション 

5.5.8 品質管理委員会 

5.6 マネジメントレビュー 

5.6.1 一 般 

5.6.2 マネジメントレビューへのインプット 

5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット 

第 ６ 章 資源の運用管理 

6.1 資源の提供 

6.2 人的資源 

6.2.1 一 般 

6.2.2 力量・認識ならびに教育・訓練 

6.3 インフラストラクチャー 

6.4 作業環境 

第 ７ 章 製品の実現 

(7.1 製品実現の計画) 

(7.2 顧客関連のプロセス) 

(7.2.1 製品に関連する要求事項の明確化) 

(7.2.2 製品に関する要求事項のレビュー) 

(7.2.3 製品受注の手続) 

(7.2.4 製作変更の手続) 

7.2.5 苦情処理の手続 

7.3 設計・開発 

7.3.1 設計・開発の計画 

7.3.2 設計・開発へのインプット 

7.3.3 設計・開発からのアウトプット 

7.3.4 設計・開発のレビュー 

7.3.5 設計・開発の検証 

7.3.6 設計・開発の妥当性確認 

7.3.7 設計・開発の変更管理 

7.4 購 買 

7.4.1 購買プロセス 

7.4.2 購買情報 

7.5 製造およびサービス提供 

7.5.1 製造およびサービス提供の管理 

7.5.2 製造およびサービス提供に関するプロセスの妥当性確認 

7.5.3 識別およびトレーサビリティ 



文書番号 CREA – QMS – 00 

品質マニュアル 

制定年月 平成 25年 7月 31 日 

  改定年月 平成   年 月  日 

 

ページ 3 

(7.5.4 顧客の所有物) 

(7.5.5 製品の保存) 

(7.6 監視機器および測定機器の管理) 

(7.6.1 校正管理対象の測定機器の管理) 

(7.6.2 測定機器の識別表示) 

(7.6.3 測定機器の日常点検) 

(7.6.4 測定機器の校正) 

(7.6.5 校正外れの処置) 

(7.6.6 使用時の環境および保管) 

(7.6.7 記 録) 
第 ８ 章 測定・分析および改善 

8.1 一 般 

8.2 監視および測定 

8.2.1 顧客満足 

(8.2.2 内部監査) 

8.2.3 プロセスの監視および測定 

(8.2.4 製品の監視および測定) 

(8.3 不適合品の管理) 

(8.3.1 不適合品の発生) 

(8.3.2 不適合品の識別および隔離) 

(8.3.3 不適合品の処置) 

8.4 データの分析 

8.5 改 善 

8.5.1 継続的改善の計画 

8.5.2 是正処置 

8.5.3 予防処置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



文書番号 CREA – QMS – 00 

品質マニュアル 

制定年月 平成 25年 7月 31 日 

  改定年月 平成   年 月  日 

 

ページ 4 

第 １ 章 対象範囲 

1.1 対象範囲 

この章では、この品質マニュアルの対象範囲について記載する。 

1.2 適用範囲 

この品質マニュアルは、和歌山大学学生自主創造科学センター(愛称：クリエ)が、学内の他の学部の

学生及び教職員から、クリエの工作機械を使って自由に部品や作品を製造出来る、ものづくりセンタ

ーとしての利用を促進する活動と、国際社会で通用するグローバルな人材を育むために、学生の

自主的な活動を支援し、科学的な思考のもとに創造力を発揮できる場と環境を提供して、さらに

組織マネジメントが自然に習得出来て、就職率のアップを実現して、学生や教職員を顧客とする

顧客ニーズに対応できる、高品位の設備・作業環境の整備とグローバルな人材育成に必要な教育シ

ステムの構築に係る部分の運用に適用する。和歌山大学の組織としてはクリエのみを対象とする。 
              第 ２ 章 和歌山大学学生自主創造科学センター(愛称：クリエ)の概要 

2.1 適用範囲 

この章では、クリエの概要について記載する。 

2.2 クリエの概要 

学生および青少年の自主的創造的科学活動を促進するために，2001年4月「和歌山大学学生自主創

造科学センター（愛称：クリエ）」を学内の共同利用施設として設置しました。 

趣旨・目的 

1．学生の自主性・創造性の開拓 

 学生の自主性，創造性，独創性を開拓することや，構想力と実行力があり，先導的活動ができ，国際的

に通用する人材を育成することが要望されています．こうした要望に応えるべく，既成の教育の枠組みを越

え，新たな人材養成や，科学技術教育の方法を創出するために、自主演習・自主演習プロジェクトを初めと

する様々な取組みをおこなっています。 

 

2．大学の個性化 

 大学の個性化が求められる中で、他大学にない和歌山大学の特徴を備え，学生にとって魅力ある大学と
するために，学生の活動を主体とし、学生とともに大学の活性化を図るために、日本で最初のセンターとし

てクリエを設置しました。学生個人の多様な能力を重視し，自主的に物事に取り組む学生や科学好きな学

生を育て，その能力を開発します．そのために，学部の枠を越えた全学的な取り組みにより，学生のもつ能

力を最大限発揮し，世界的水準の教育研究ができる組織や施設を備えるように努力をしています。 

 

3．地域社会との連携 
 大学の成果は社会とくに地域社会に役に立たねばなりません。そのために大学が教育面でも積極的に
地域社会との交流を図る必要があります。和歌山大学では，科学技術の面白さを体験させ，自主的創造

的能力を高めるように，小中学生等を対象とした体験学習会やフレンドシップ事業や「おもしろ科学まつり」

などの主催や支援を行なってきました．これをより積極的に進めるために，クリエは小中高校，企業，学

生，教員，自治体，ボランティアを包含した活動との連携を行い，地元に貢献するための拠点となります。 
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第 ３ 章 引用規格および用語の定義 

3.1 適用範囲 

この章では、クリエの品質マネジメントシステムおよびこの品質マニュアルで使用する用語の定 

義について記載する。 

3.2 引用規格 

引用規格は、ＩＳＯ9000：2008「品質マネジメントシステム－要求事項」およびＪＩＳＱ9000：2008「品質マ

ネジメントシステム－基本及び用語」に準拠するものとする。 

 

 

3.3 用語の定義 

前記「3.2 引用規格」に準拠した用語の定義のほか、クリエの組織運営に必要な用語の定義につい 

て記載する。 

 

(1) 組織に関する用語 

a.組織とは、責任、権限および人的相互関係が取り決められている人間ならびに当該施設 

の集合体をいう。 

b.職位とは、会社組織の各階層における組織単位を統括する管理上の地位をいう。 

c.職務とは、各職位が遂行すべきものとして割り当てられた具体的な業務の種類をいう。 

d.権限とは、各職位が割り当てられた職務を遂行するに際し、その行為の効力を最終的に発生させ、

当該実施を命令する機能の範囲をいう。 

e.責任とは、各職位が当該職務を遂行するに際し、権限を行使した際に負わなければならない管理

上ならびに監督上の責務をいう。 

f.組織構造とは、人間の責任、権限および人的相互関係の配置をいう。 

(2) 基本的な職務権限に関する用語 

a.立案とは、判断力および計画力を行使して構想を具体化し、案件の作成ならびに準備作業を最終

的に確認することをいう。 

b.検討とは、立案に対し決裁の前段階として適否の点検を行うことをいい、必要に応じて修正または

却下することができる。 

c.調整とは、計画中または職務上の活動もしくは業務の遂行について、部門相互間で意見が一致す

るような措置を講ずることをいい、調整するための方法として協議を行う。 

d.決定とは、自己の裁量において判断し取り決めることのほか、審議事項を検討した後に示す判断を

いう。 

e.報告とは、下位職者が権限行使の経過および結果について、上位職者に伝達することであり、権

限行使の内容に応じた上位職者としての承認を含むものとする。 

 

(3) その他の職務権限に関する用語 

a.管理とは、あらかじめ定められた目的を達成するため、計画・方針・方法および手段等を設定し、こ

れを能率的に運営する業務活動をいう。 

b.統制とは、業務活動を定められた計画・方針・方法および手段等に合致させるよう修正することをい

う。 

c.協議とは、業務活動の実施の円滑化を図るため、立案要件に関し他部門の意見を聴取して相互に

検討するなど、調整するための方法をいう。 

d.決裁とは、下位職者からの申請要件に対し、最終的に意思決定をすることをいう。 

e.承認とは、下位職者からの申請要件に対し、上位職者が許可を与えることをいう。 

f.実施とは、決定または承認事項を定められた条件の範囲内で実行することをいう。 

g.審査とは、業務活動が定められた計画・方針・方法・手段および手続等に合致しているか否かを調

査し、判断することをいう。 

h.審議とは、特定の機関で検討事項を協議することをいう。 

i.合議とは、複数の関係者が検討事項を協議することをいう。 

j.命令とは、権限を行使するため、特定の行為を求めることで、命令を受けた者は服従の義務を負

う。 
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k.指示とは、権限を行使するため、特定の行為を求めることで、指示を受けた者は正当な事由がない

限り、これを拒むことはできない。 

l.指導とは、目的および方法等を示し、業務の遂行を推進することをいう。 

m.助言とは、職務権限を有する上位職者に対し、求めに応じて有効な意見を進言して助力することを

いう。 

n.勧告とは、職務権限を有する上位職者に対し、意見を示して決定または実施を促すことをいう。 

o.提案とは、職務権限を有する上位職者に対し、意見を述べて立案または実施を求めることをいう。 

(6) 品質に関する用語 

a.品質とは、本来備わっている特性の集積が要求事項を満たす程度をいう。 

b.要求事項とは、明示されている、通常暗黙のうちに了解されている、もしくは義務として要求されて

いる基準または期待をいう。 

c.等級とは、同一の用途を有する製品、プロセスもしくはシステムの異なる品質要求事項に対し、与

えられる区分またはランクをいう。 

d.顧客満足とは、顧客の要求事項が満たされている程度の、顧客の受けとめ方をいう。 

e.実現能力とは、要求事項を満足させる製品を実現するための組織・システムまたはプロセスの能力

をいう。 

                (7) マネジメントに関する用語 

a.システムとは、相互に関連または作用する要素の集積をいう。 

b.マネジメントシステムとは、方針・方法および目標等を設定し、当該目標を達成するためのシステム

をいう。 

c.品質マネジメントシステムとは、品質に関して組織を指揮し、管理・統制するためのマネジメントシス

テムをいう。 

d.品質方針とは、トップマネジメントにより、正式に意思決定された品質に関する組織の全体的な意

図および方向づけをいう。 

e.品質目標とは、品質について追求し目指すものであり、組織の品質方針に基づいて実施される定

性目標および定量目標をいう。 

f.マネジメントとは、組織を指揮し、管理・統制するための調整された活動をいい、運営管理または運

用管理という。 

g.トップマネジメントとは、最高位で組織を指揮および監督し、管理・統制する個人または集団をいう。 

h.品質マネジメントとは、品質について組織を指揮し、管理・統制するための調整された活動をいう。 

i.品質計画とは、品質目標を具体的に設定し、当該品質目標を達成するために必要な運用プロセス

のほか、関連する資源を計画的に活用できる品質マネジメントの一部をいう。 

j.品質管理とは、品質に係る要求事項を満足させることに注力した品質マネジメントの一部をいう。 

k.品質保証とは、品質に係る要求事項が満たされるという確信を与えることに注力した品質マネジメ

ントの一部をいう。 

l.品質改善とは、品質に係る要求事項を満足させる能力の醸成に注力した品質マネジメントの一部を

いう。 

m.継続的改善とは、要求事項を満足させる能力を醸成させるため、継続して繰り返し行われる活動を

いう。 

n.有効性とは、計画を実行し、実行した結果が達成された程度をいう。 

o.効率とは、達成された結果と使用された資源との関係をいう。 

p.インフラストラクチャーとは、会社の事業目的を達成するため、必要な施設・設備および作業環境に

関するシステムをいう。 

q.顧客とは、製品や役務を受領する組織または需要者をいう。 

r.供給者とは、製品や役務を提供する組織または提供者をいう。 

s.利害関係者とは、事業目的の遂行に対し、利害関係を有する個人または集団をいう。 

t.作業環境とは、作業が行われる場の物理的・心理的・社会的および環境的要因を含む条件の集積

をいう。 

 

(8) プロセスに関する用語 

a.プロセスとは、要求事項を満足させるため、相互に関連または作用する一連の活動であり、インプッ

トをアウトプットに変換することをいう。 
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b.プロジェクトとは、必要に応じて業務開始日および業務終了日を設定し、特定の要求事項に適合す

る目標を達成するための委員会制度をいう。 

c.設計とは、要求事項をあらかじめ規定された特性または仕様書どおりに変換する一連のプロセスを

いう。 

d.開発とは、従来型の製品にない品質・機能・特性・生産方法または役務提供の新規性を研究する一

連のプロセスをいう。 

e.手順とは、活動またはプロセスを実行するために規定された方法をいう。 

 

(9) 適合性に関する用語 

a.適合とは、要求事項を満足させていることをいう。 

b.不適合とは、要求事項を満足させていないことをいう。 

c.欠陥とは、意図または規定の用途に係る要求事項を満足させていないことをいう。 

d.予防処置とは、発生を未然に防止することから、不適合または望ましくない発生しうる 

状況の原因を除去するための措置をいい、予防措置ともいう。 

e.是正処置とは、再発を防止することから、検出された不適合または望ましくない状況の 

原因を除去するための措置をいい、是正措置ともいう。 

f.修正とは、検出された不適合を除去するための措置をいい、手直し・再格づけおよび修 

理がある。 

g.手直しとは、要求事項に適合させるため、不適合な製品または役務に対して行う措置を 

いう。 

h.再格づけとは、当初の要求事項と異なる要求事項に適合するよう、不適合な製品または 

役務の等級を変更することをいう。 

i.修理とは、要求事項に適合させるため、不適合な製品または役務に対して行う措置をい 

い、不適合な部分を変更することをいう。 

j.スクラップとは、当初の意図していた使用および利用を不可能にするための措置をいう。 

k.特別採用とは、要求事項には完全に適合していないものの、特定の範囲内でその使用ま 

たはリリースを認めることをいう。 

l.リリースとは、プロセスの次の段階に進めることを認めることをいう。 

 

（10）特性に関する用語 

a.特性とは、製品または役務を識別するための性質であり、物理的・感覚的・行動的もしくは機能的な

もので、定性的または定量的なものをいう。 

b.品質特性とは、要求事項に対し、製品または役務が本来的に有している特性をいう。 

c.トレーサビリティとは、調査対象となっている製品または役務の履歴もしくは所在を追跡できることを

いう。 

 

（11）文書に関する用語 

a.文書とは、情報（意味あるデータ）を保持する媒体（電磁的記録を含む。）をいう。 

b.記録とは、達成した業務結果または実施した経営活動の証拠を記載した文書および電磁的記録を

いう。 

c.仕様書とは、要求事項を記載した文書をいう。 

d.品質マニュアルとは、組織の品質マネジメントシステムを規定する文書をいう。 

e.品質計画書とは、個別のプロジェクト・製品・役務・プロセス・契約に対し、手順および関連する資源

が、誰によって、いつ適用されるか否かを規定する文書をいう。 

 

（12）評価に関する用語 

a.客観的証拠とは、あるものの存在または真実を裏づけするデータをいう。 

b.検査とは、必要に応じて測定または試験を伴うほか、観察および判定による適合性の評価をいう。 

c.試験とは、手順にしたがって特性を明確にすることをいう。 

d.検証とは、事実を実証できる客観的証拠を提示することにより、要求事項の満足について確認する

ことをいう。 

e.妥当性確認とは、意図または規定された用途に係る要求事項が満足されているか否かの検証を行
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い、確認することをいう。 

f.レビューとは、設定された品質目標を達成するため、検討対象の適切性・妥当性および有効性の評

価のほか、判定するために行う活動をいう。 

 

（13）測定プロセスに関する用語 

a.測定プロセスとは、定量的な測定値を決定する一連の操作をいう。 

b.測定機器とは、測定プロセスの実現に必要な計器・ソフトウェア・測定基準・標準物質もしくは補助装

置またはそれらの組み合わせをいう。 

c.計量確認とは、測定機器が意図された用途の要求事項に適合していることを確実にするために要

求される一連の操作をいう。 

d.計測管理システムとは、計量確認および測定プロセスの継続的な管理を行うために必要な相互に

関連または作用する一連の要素をいう。 

e.計量特性とは、測定結果に影響を与えるもので、そのものを識別するための性質をいう。 

f.計量機能とは、計測管理システムを規定し、運用するための組織的な作用と責任をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ４ 章 品質マネジメントシステム 

 

4.1 一般要求事項 

クリエは、ＩＳＯ9001：2008規格の要求事項に合致した品質マネジメントシステムについて、クリエを通

じて次のとおり確立し、文書化し、実施し、かつ、維持するとともに、クリエの運用する品質マネジメント

システムの有効性を継続的に改善する。 

(1) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスおよび当該プロセスのクリエへの適用を明確にする。 

(2) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスの整合性および相互関係を明確にする。 

(3) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスの運用管理が効果的であるための評価基準および評

価方法を明確にする。 

(4) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスの運用および監視の支援に必要な資源ならびに情報

を活用する。 

(5) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスを監視、測定および分析し、当該プロセスについて計

画どおりの結果を得るとともに、継続的改善に向けて必要な処置を講ずる。 

 

クリエにおける品質マネジメントシステムの基本体系は、次のとおりである  

4.2 文書化に関する一般要求事項 

4.2.1 一 般 

品質マネジメントシステムの文書（電磁的記録を含む。）には、次の事項を含むものとする。 

① ＩＳＯ9001：2008規格の要求事項に基づく文書化された手順 

② 品質方針および品質目標を記載した文書(品質マニュアルに含まれるもの以外) 

③ 業務活動の管理および統制に必要な文書 

④ 品質マニュアルおよび関連規程（管理要領・管理手続を含む。） 

⑤  記 録 

 

 

 

 



文書番号 CREA – QMS – 00 

品質マニュアル 

制定年月 平成 25年 7月 31 日 

  改定年月 平成   年 月  日 

 

ページ 9 

 

図4.2.1  文書体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 第1次文書   ② 第2次文書  ③ 第3次文書   

文書の種類 文書記号と番号 記録の記号と番号 

1次文書 品質マニュアル CREA – QMS - $$    

1次文書 品質マニュアル以外 CREA – QS 0## - $$    

2次文書 CREA – QS 1## - $$  

3次文書        

 

##：文書番号  \\：記録番号  $$：改定(版)番号 

 

【関連規定】詳細は別途「文書管理要領」に定める。 
 

4.2.2 品質マニュアル 

品質マニュアルには、次の事項を含むものとする。 

(1) 品質マネジメントシステムの適用範囲を記載し、明確にする。 

(2) 品質マネジメントシステムの概要およびその手順を記載した関連文書および関連帳票の名称を示

す。 

(3) 品質マネジメントシステムに含まれるプロセスの順序および相互関係の説明を記載する。 

4.2.3 文書管理 

品質マネジメントシステムの運用に必要な文書の種類、体系および管理方法は、別に定める文書管

理規程および品質記録管理基準に基づき、学内文書および学外文書に区分される。 

(1) 学内文書には、品質マニュアルおよび業務活動を管理・統制する基本的事項を規定した規程・要

領および手続の制定文書とともに、クリエの品質管理体制を保証する基準書・要領・手順書があるほ

か、学生が行う自主演習プロジェクトの活動の中における、設計(企画書・基準書・図面・手順書も含

めるものとする。 

クリエセンター長および副センター長が合議のうえ決定する年度毎の品質方針書、ならびに各部門の

設定する年度毎の実施計画及び目標等を記載した方針管理書等がある。 

(2) 学外文書には、ＪＩＳ規格およびＩＳＯ規格等の外部基準ならびに関連法令とともに、自主演習プロ

ジェクトが参加する、学外主催のレースやコンテストへの出場資格にかかわる各種規格書類がある。 

 

 

 

 

 

 

①     品質マニュアル(品質方針、品質目標を含む)  
(年度毎の)品質方針書、方針管理書 
規定・規約  

②      (基準書)   要領  手順書 

③ 指示書 

記 録 
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4.2.3.1 品質文書の種類 

品質文書の種類には次のものがある。 

学内文書の種類 内    容 

 

1次文書 

品質マニュアル クリエの品質マニュアル（品質方針、品質目標を含む。） 

品質方針書 クリエの年度毎の品質方針を記述したもの 

方針管理書 クリエの年度毎の実施計画・目標を定めたもの 

 

 

2次文書 

規定・規約 大学及びクリエが定めた規定・規約類 

(基準書) 大学及びクリエの業務の基準を示すもの(業務分掌) 

組織やイベントや会議の内容・構成・運営に関わる基本となるもの。 

要領 クリエが主催するイベント等の詳細な運営・実施方法を示したもの 

手順書 クリエの定常的な業務の手順を示すもの 

3次文書 指示書 大学がクリエに対して指示する書類 

クリエが所属のスタッフや学生に対して指示を行うもの 

 自主演習プロジェクト

実施計画書 

自主演習プロジェクトの各テーマ別に、品質方針・品質目標・年間計

画をまとめたもの。 

 自主演習プロジェクト

開発仕様書 

ものづくり系自主演習プロジェクトにおいて、設計・製造（製作）・品質

規格等の基本的目標仕様を定めたものをいう。 

 自主演習プロジェクト

図面 

ものづくり系自主演習プロジェクトにおいて、製品本体・付帯設備・治

工具の製作のために作成された設計・製造図面をいう。 

 自主演習プロジェクト

作業手順書 

ものづくり系自主演習プロジェクトにおいて作成された、製造手順書・

作動手順書等 

   

   

 

学外文章の種類 内    容 

外部規格 ＪＩＳ規格・ＩＳＯ規格および協会標準の外部文書をいう。 

法規・公的基準 設計・製造（製作）・検査に係る法令ならびに公的基準をいう。 

購買品文書 クリエ購買品の仕様書・取扱説明書および図面等をいう。 

出場資格書 自主演習プロジェクトが参加する、学外主催のレースやコンテストへ

の出場資格にかかわる規格書類 

 

4.2.3.2 品質方針の文書管理 

センター長（および副センター長）は、品質マネジメントに関する品質方針を決定し、品質マネジメン 

トシステムの管理責任者と協議のうえ、掲示文書として文書化するとともに、文書管理の主管部門 

であるクリエセンター室(仮称)がクリエの居室に掲示するとともに、クリエのホームページに掲示を 

行ない学内に周知させる。 

 

4.2.3.3 品質マニュアルの文書管理 

品質マニュアルは、別に定める文書管理規程に基づき、（総括管理責任者が）品質管理委員会にお

いて審議して作成し、品質マニュアルとして成文化するとともに、センター長がその内容を確認のう

え、これを承認する。 

 

4.2.3.4 学内文書の文書管理 

クリエにおける学内文書の管理手続は次のとおりとする。 

(1) 学内文書の内、クリエが自主的に定めるものについては、別に定める文書管理規程に基づき、ク

リエセンター室が作成するほか、管理手続ならびに管理基準は総括管理責任者の妥当性確認を経

て、センター長がこれを承認する。ただし、規程および要領については、センター長が（総括管理責任

者と協議のうえ、）これを承認する。 

(2) 学内文書は、定期的に見直し、必要に応じて更新するとともに、更新するときの承認手続は制定

時または改定時と同一の手続とする。 
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(3) クリエセンター室は、品質マニュアルに関連する社内文書の有効版を文書管理台帳に記録し、 

現在の改定状況を明確にする。 

(4) クリエセンター室は、制定版および改定版の文書について、必要部署への配付を行うとともに、 

配付先が常時適正な文書を閲覧できるようにするほか、廃止の対象となる文書を指示する。 

(5) 学内文書は、判読しやすく、識別を行うとともに、検索が容易にできるようにするほか、 

改定時には変更理由および変更内容を特記する。 

 

4.2.3.5 学外文書の文書管理 

クリエにおける学外文書の管理手続は次のとおりとする。 

(1) 学外文書は、顧客から指示または配付された文書をいう。 

(2) 学外文書の文書管理は、学内文書に準ずるものとし、識別については主管部門の管理担当 

者の責任によって行う。 

 

4.2.3.6 文書の処分 

当社における文書処分の管理手続は次のとおりとする。 

(1) 旧版の文書の処分は、クリエセンター室が指示する。 

(2)旧版の文書を保存する場合は、最新版と誤用されないよう識別したうえ、保管部署におい 

て区分管理する。 

 

4.2.4 記録の管理 

4.2.4.1 記録の種類・主管部門および保管期限 

記録は、別に定める文書管理規程に基づき、要求事項への適合性および品質マネジメントシ 

ステムの運用の証拠を残すために作成することから、対象となる記録（文書・媒体を含む。） 

は担当する主管部門とともに、当該記録の保管方法および保存期限を定める。 

 

4.2.4.2 記録の管理 

記録の識別・保管・保存・保護・検索および保存期間ならびに廃棄方法については、別に定める 

品質記録管理基準によるものとする。 

 

 

 

 

4.2.4.3 主管部門の責任 

クリエにおける記録管理の管理責任は、当該記録に係る主管部門の管理担当者とし、次のとおりとす

る。 

(1) 主管部門は、記録の記載事項について判読しやすいものとする。 

(2) 主管部門は、記録の種類・年度および識別番号等を明確にするとともに、検索や閲覧が容易にで

きるように保管・管理する。 

(3) 主管部門は、環境の良い保管・保存の方法を定め、記録の劣化・損傷および紛失を防ぐとともに、

期限を超えた記録については速やかにこれを処分する。ただし、記録の保存が顧客との契約事項で

ある場合は、顧客の要求事項を確認したうえ、保管方法および保存期限を別に定めて管理する。 

5.1 経営者のコミットメント 

センター長は、（管理責任者と協議のうえ、）経営者としてクリエの品質マネジメントシステムの構築お

よび有効性を継続的に改善するため、コミットメントの証拠を次の事項によって示す。 

(1) 経営者としてクリエの品質方針を決定する。 

(2) 品質方針と連動する品質目標を承認するとともに、品質マネジメントシステムの教育訓練の実施

およびクリエの職員及びクリエの活動に参加する学生に対して、コミュニケーションなどを通じて、 

その重要性を理解させる。 

(3) 顧客要求事項および法令遵守事項のほか、その他の規定要求事項を満たすことの重要性を学内

に周知する。 

(5) 経営資源（ヒト・モノ・カネ・技術・情報）を確実かつ計画的に配分し、製品実現の過程において活 
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用できることを明確にする。 

(6) マネジメントレビューを実施する。 

 

5.2 顧客重視 

センター長（および管理責任者）は、顧客(学生・他学部の教職員)満足度の向上を図るため、次の事

項を確実に行えるよう、品質方針の中で方針を明確に示すとともに、必要な経営資源の効果的な配

分を行う。 

(1) 顧客から明示され、もしくは暗黙のうちに了解され、または義務として要求されている顧客のニー

ズおよびウオンツを把握する。 
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5.3 品質方針 

5.3.1 品質方針の決定 

センター長は、（総括管理責任者と協議のうえ、）次のように品質方針を決定するとともに、顧客(学 

生)の要求事項および法令遵守事項の推進については、センター長自らおよびクリエセンター室を 

通じて経営者としてのコミットメントを発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山大学学生自主創造科学センター(クリエ)は、国際社会で通用するグローバルな人材を

育むために、学部の枠を超えて、和歌山大学の学生の自主的な活動を支援し、科学的な思考

のもとに創造性を発揮させる教育プログラムを提供する組織と施設を提供します。さらに地

域にある小中高校との連携を強めて、自主性・創造的能力をを高めていくための教育を行う

拠点として地域に貢献をします。 

 

プロジェクト遂行のために、学生が自由に使える作業場として、工作室・ものづくり

室・ことづくり室を提供します。必要な活動資金も各プロジェクトの活動実績・能力に応

じて提供します。 

一般には利用が困難な高価な機器に対しても、プロジェクト遂行のために、学生が自由に使

えるように用意しています。 

ライセンス講習制度の実施と 5S等の作業環境整備に務め、学生が安全・快適に作業し

て、プロジェクト遂行のために、必要な機械加工が出来る環境を整備します。 

工作室を管理する技術指導員は、要求精度・用途・加工方法等に応じて、経験を活かした

アドバイスが出来るように日々研鑽を行ないます。 

グローバルスタンダードである品質マネジメントシステム ISO9001に準じて、プロジェク

トの組織マネジメントの構築・設計審査の実施等について、クリエスタッフがアドバイスを

行ないます。 

6. 

 小中学生を対象とした「おもしろ科学まつり」「SSJ(スーパーサイエンティストジュニ

ア)」や高校生や専門学校生、大学生までも対象とした「自主研究フェスティバル」、さら

に一般まで対象とした「和歌山大学公開体験学習会」の開催(支援)を行います。 
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5.3.2 品質方針の文書化・実行および周知徹底 

クリエにおける品質方針の文書化・実行および周知徹底は次のとおりとする。 

(1) センター長の品質方針は、品質マニュアルに明示し、その実現の程度を管理および統制する。 

 (3) クリエセンター室(仮称)は、品質方針をクリエ居室に掲示するとともに、クリエのホームページに 

公開を行なうことで、クリエの設備を利用する学生・教職員に対して、またクリエの様々な活動に参 

加する学生に対してに周知徹底させる。 

5.3.3 品質方針の見直し 

センター長は、マネジメントレビューの際、年間の品質マネジメントシステムの運用状況とともに、 

品質方針および品質目標の達成状況ならびに顧客(学生)満足に関する情報等を基準に、当該品 

質方針が継続して適切であるか否かを評価し、必要があればこれを改定する。 

 
5.4 計 画 

5.4.1 品質目標 

品質目標は、クリエ全体として達成すべき品質目標を、次の事項に留意して毎年5月に定量目標と 

して設定するとともに、原則として毎年3月にこれを見直すものとする。 

(1) 品質目標は、センター長の決定した品質方針に基づき、クリエ運営会議(仮称)で審議したうえ、 

センター長がこれを承認する。 

(2) 品質目標は、顧客(学生)要求事項を満たすため、その達成度が判定可能であるような数値目標 

として設定する。 

(3) 品質目標は、現在および将来の顧客のニーズに配慮する。 

(4)  

 

 

 

 

 

(1) 工作室利用のライセンス講習の受講件数を○○○件以上とする。 

(2) 工作室における、旋盤・フライス盤・溶接機等の工作機械の稼働率の実績を把握し、インフラ
維持管理に有効に活かす。 

(3) 工作室使用に伴う怪我人の発生件数 0件を維持する。 

(4) 自主演習プロジェクトの参加申し込み件数 15件以上 

(5) 自主演習プロジェクトの参加者の中で、留年者を全学平均以上には出さないこと 

(6) 自主演習プロジェクトの活動に伴う怪我人の発生件数年間 0件を維持する。 

(7) 学外から注目されメディアで報道されたり、学外のコンテストで表彰される自主演習プロジェ
クト件数○○件以上。 

(7) 年度末に、クリエの利用者によるアンケートを実施して、満足度が 60%以上を達成すること 

(8)  クリエ卒業生の就職率が全学平均を○○ポイント上回ること。 

(9) 地域との交流事業を「おもしろ科学まつり」「SSJ(スーパーサイエンティストジュニア)」 

「自主研究フェスティバル」「和歌山大学公開体験学習会」以外に 2件以上実施する。 
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5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 

5.4.2.1 品質マネジメントシステム計画の策定 

品質マネジメントシステム計画は、クリエの品質目標ならびにＩＳＯ9001規格4.1 項の要求事項を満た

すとともに、品質目標および品質マネジメントシステムの有効性の継続的改善を達成するため、次の

事項を含む品質マネジメントシステム計画を立案するほか、毎年4月に品質管理委員会において審

議のうえ策定し、センター長がこれを承認する。 

(1) 計画策定には、定性目標（行動方針を含む。）ならびに設備投資など必要な経営資源に留意す

る。 

(2) 自主演習プロジェクト実施の推進責任者および推進担当者ならびに当該業務活動計画を明確に

する。 

(3) 品質マネジメントシステムの運用に必要なプロセス管理および継続的改善を実施する。 

 

5.4.2.2 品質マネジメントシステム計画の実施 

5.5 責任・権限およびコミュニケーション 

5.5.1 責任および権限 

センター長（および管理責任者）は、責任・権限およびそれらの相互関係について、次に示すクリエ組

織図に具体的な各部署の主要な職務分掌業務を明示するとともに、クリエの制定・運用する諸規程に

管理基準・管理手続を記載し、責任および権限の相互関係を規定するほか、品質マニュアルおよび

同関連文書を通じてクリエの組織全体に周知徹底させる。なお、クリエの組織および主要な業務内容

を示すと次のとおりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリエセンター室の業務内容 ： 予算申請、庶務関係 

                     イベント(自主演習プロジェクト、自主研究フェスティバル、公開体験学習会、 

                     おもしろ科学まつり、SSJ)の企画・運営 

 

工作室の業務内容 ： 顧客(学生,他学部の教職員)へのライセンス講習実施。 工作機械の保守管理 

               顧客の利用に対するサービス・保守管理 

 

ものづくり室の業務内容 ： 顧客の利用に対するサービス・保守管理 

 

ことづくり室の業務内容 ： 顧客の利用に対するサービス・保守管理 

 

5.5.2.4 組織運営に関する用語 

この品質マニュアルにおける経営組織ならびに職務分掌および職務権限の定義は次のとおりとす

る。 

(1) 経営組織とは、クリエの事業目的を完遂するため、系統的に編成された業務処理の経営機構 

をいう。 

(2) 職務分掌とは、クリエの組織を構成する各部署の遂行すべき一定の業務の種類とその範囲をい

う。 

(3) 職務権限とは、各職位に割当てられた職務を定められた一定の基準にしたがって遂行するため、

その範囲内で決裁できる権限および当該決定にしたがうことを要求することのできる権限をいう。 
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5.5.2.5 経営組織の機構 

5.5.2.6 組織単位 

クリエの組織単位は次のとおりとする。 

(1) 組織単位は、クリエセンター室・工作室・ものづくり室・ことづくり室の4室で構成される。 

 
5.5.2.7 クリエセンター長 

クリエセンター長は、会社の業務執行の最高責任者としてクリエを代表し、クリエ運営会議 (経営会

議)の決議した基本方針に基づき、クリエの業務を統轄する。 

 

5.5.2.8 クリエ運営会議 (経営会議) 

クリエセンター長は、クリエ運営の基本方針および基本計画その他クリエの運営に関する重要事項

の審議ならびに調整を図る機関として、クリエ運営会議 (経営会議)を開催する。 

 

5.5.3 職務分掌 

5.5.3.1 分掌の原則 

クリエにおける分掌業務の原則は次のとおりとする。 

(1) 組織単位は、担当部門および担当部署の業務範囲を明確に認識し、他部門および他部署の業務

との間に不整合を生じさせないよう、自己の分掌業務の範囲について責任をもって処理するものとす

る。 

(2) 分掌は、「何を」なすべきかを具体的に明示するものである。 

(3) 組織単位は、その時期および時点の経営状況に応じて分掌業務の「どれに」重点を置き、「いつ

までに」・「どのように」遂行すべきか否かについて、重点目標を明確に定めなければならない。 

 

5.5.5 管理責任者 

クリエセンター長は、トップマネジメントとして品質マネジメントシステムを管理および統制するため、 

品質管理の管理責任者を任命する。 

クリエセンター長の指名を受けた管理責任者は、自らの専決執行業務と関わりなく、品質管理の管

理責任者として次の責任と権限を有するものとする。 

(1) クリエにおける品質マネジメントシステムの一連のプロセスを構築する。 

(2) クリエにおける品質マネジメントシステムの運用状況ならびに改善状況の有無を把握し、に応じ 

て指示を行い、これを統轄するものとする。 

 

管理責任者は、次の責任と権限を有するものとする。 

(1) ＩＳＯ9001の規格要求事項に対応した品質マネジメントシステムの運用に必要な経営資源の提供

のほか、品質マニュアルを作成する。 

(2) クリエの品質管理委員会を主催するとともに、全クリエセンター員に顧客要求事項に対する認識を

周知徹底させる。 

(3) クリエの品質マネジメントシステムが確実に維持ならびに改善されるような品質管理活動を管理お

よび統制する。 

 
5.5.8 品質管理委員会 

品質管理委員会は、別に定める品質管理委員会規程に基づき、クリエにおける品質マネジメントシス

テムの運用状況とともに、品質目標の達成状況を明確にし、未達成の場合にはその改善勧告を行う

ほか、毎年4月に品質マネジメントシステム計画を策定する。 

なお、クリエにおける品質管理委員会の開催要領は次のとおりとする。 

(1) 管理責任者は、原則として毎月１回、品質管理委員会を開催する。 

(2)  品質管理委員会は毎月月末のクリエ運営会議の中で、同時開催とする。 

(3) 品質管理委員会における審議の経過要領および結果については、議事録を作成する。 
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5.6 マネジメントレビュー 

5.6.1 一 般 

クリエセンター長は、別に定めるマネジメントレビュー規程に基づき、品質マネジメントシステムが継

続して適正かつ妥当性があり、効果的であることを確実にするため、品質方針および品質目標その

他の要素について、品質マネジメントシステム変更の必要性の有無、改善の機会の評価ならびに

改善の必要性を判定するため、毎年4月に品質マネジメントシステムの妥当性確認の評価判定を行

うマネジメントレビューを実施するとともに、当該レビュー結果は品質管理委員会において議事録に

記録して保管・管理する。 

 

5.6.2 マネジメントレビューへのインプット 

クリエセンター長は、品質マネジメントシステムに関する運営管理および運用管理の評価判定なら

びに検証を行うに当たり、マネジメントレビューへのインプットとして次の事項を含め、管理責任者か

らの報告に基づき、広い見地からレビューを行う。 

a.内部（外部）品質監査の結果 

b.顧客からの重大な苦情等のフィードバックならびに最近の顕著な社内不適合事例 

c.プロセスの実施状況および製品の適合性 

d.品質方針および品質目標の達成状況 

e.実施された是正処置および予防処置 

f.従前のマネジメントレビューに基づく処置のフォローアップ 

g.顧客要求事項の変化およびＩＳＯ規格等に関連する法規制等の変化 

h.情報管理システムまたは製造委託システムの変更など品質マネジメントシステムに影響 

を及ぼす可能性のある変更 

i.その他、経営的見地からの改善のための提案 
5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット 

クリエセンター長は、品質マネジメントシステムの継続的な改善を図ることから、品質方針および品 

質目標その他について、品質マネジメントシステム変更の必要性の有無ならびに改善の機会を評 

価判定するため、次の事項を決定して指示するものとする。 

a.品質マネジメントシステムおよびそのプロセスの有効性を改善するために必要な活動 

b.品質方針および品質目標の達成のために必要な活動 

c.顧客(学生・他学部の教職員)の要求事項を満たすため、または高付加価値の製品とするために必

要な工程改善に関する活動 

d.上記a.b.c.を達成するために必要な経営資源の確認および提供 

e.品質マネジメントシステムの妥当性確認の評価判定および検証結果の記録 

また、クリエセンター長は、必要に応じて品質マネジメントシステムの変更に基づく是正処置を命ず 

るほか、アウトプットとして次年度の品質方針および品質目標に改善内容を反映するものとする。 

6.1 資源の提供 

クリエは、次の事項を確実にするため、資源を提供する。 

(1) ヒト・モノ・カネ・技術・情報など必要な経営資源を明確にし、時機を見て提供する。 

(2) 品質マネジメントシステムの運用・管理・維持ならびに有効性の継続的改善を行う。 

(3) 顧客要求事項を満たすとともに、顧客満足度を高める。 

 

6.2 人的資源 

6.2.1 一 般 

品質マネジメントシステムにおいて定められた責任と権限を持つクリエの管理責任者は、品質マネジ

メントシステムの運用に必要な教育訓練の実施とともに、必要に応じて、技能および経験を判断の根

拠として、力量を有する者を管理担当者として選任する。 
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6.2.2 力量・認識および教育・訓練 

6.2.2.1 教育訓練計画 

クリエの管理責任者は、別に定める教育訓練規程に基づき、クリエの工作室を利用しようとする学生

または教職員に対して、機械設備を操作するのに必要な能力・技術を育成強化するため、次の事項

に留意してライセンス講習の教育訓練計画を立案する。 

 (1) 管理責任者は、クリエの教育訓練計画を策定し、品質管理委員会で審議の後、クリエセンター長

がこれを承認する。 

(2) 教育訓練計画には、顧客(学生または他学部の教職員)が、要求する作業の内容を吟味して、教

育訓練の種類およびその内容、実施方法、実施時期を検討するものとする。 

 

6.2.2.2 教育訓練の実施 

クリエ工作室管理担当者は、あらかじめ定めた教育訓練計画に基づき、顧客の要望に応えて、個別

の教育訓練を実施し、実施した結果については管理責任者を通じてクリエ運営会議に報告する。 

 

6.2.2.3 教育訓練の有効性の評価 

 

6.2.2.4 クリエ工作室内訓練 

クリエ工作室管理担当者は、教育訓練の実施後も、顧客が業務を確実に遂行できるように、必要に

応じてクリエ工作室内において、現場訓練（ＯＪＴ教育）を実施する。 

 

6.2.2.5 教育訓練の記録 

クリエセンター室は、教育訓練計画に基づいて実施した教育訓練の記録を保管・管理して維持する 

とともに、当該記録には教育訓練のライセンス講習の種類・期日・時間・講師・受講者名・使用テキス

トおよび主催部署等を記録するほか、個人別に記録を整理し、今後の個人別教育訓練計画の参 

考資料とする。 

 

6.2.2.6 講師資格認定制度 

資格認定制度とは、別に定めるクリエ工作室ライセンス講師資格認定管理基準に基づき、一定の

経験および知識を有する学生や教職員に対して、クリエがライセンス講習を行う講師として認定す

る制度をいい、クリエセンター室では講師資格認定の個人記録を作成のうえ、講師有資格者一覧

表として保管・管理して維持する。 

 

6.2.2.7 講師資格認定の方法 

講師資格認定は、当該資格に関連する業務の経験年数・熟練度および知識等が一定の水準以上

である者に与えられ、熟練度や知識については試験による評価を行うほか、必要に応じて学内また

は学外の教育を受けるものとする。 

 

6.3 インフラストラクチャー 

クリエは、別に定める固定資産管理規程に基づき、顧客(学生)からのクリエ工作室の利用に対する

要求事項への適合性を確実に達成できる、必要な設備の提供とともに、作業環境を明確にし、これ

を維持および管理するため、次の事項を実施する。 

(1) クリエセンター室の工作室管理担当者は工作機械の点検整備について、年間保守計画により

実施するとともに、品質への影響が著しい対象設備については、詳細なチェックリストに基づき、日

常点検を行う。 

(2) 日常点検時または運転時もしくは操作中に故障が発見された場合、発見者は直ちに工作室管

理担当者に連絡をするとともに、設備の異常報告書を作成する。 

(3) 工作室管理担当者は、日常点検の結果と異常報告書の内容により、必要に応じて定期点検の

計画を変更するなど、実効性のある点検整備を行う。 
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6.4 作業環境 

クリエは、製品の適合性を達成することから、作業環境の物的要因および人的要因を明確にし、 

これを維持および管理するため、次の事項を実施する。 

(1) 顧客(学生)がクリエ工作室を利用するにあたって必要な作業環境は、5Ｓ（整理・整頓・清掃・清

潔・躾）をはじめ作業標準書によるほか、労働安全衛生の管理面からも明確にする。 

(2) 粉塵または騒音等の発生する作業では、防護メガネまたは防塵マスクを着用するとともに、 

集塵装置または排気装置等を作動させる。 

(3)顧客(学生)がクリエ工作室を利用するにあたって計測器の保管・管理を徹底する。 

(4)必要な作業環境の制約条件を検討するとともに、作業環境の改善を効率的に推進するために、

クリエ工作室管理担当者と顧客(学生)の自主演習プロジェクトの代表による、工作室運営会議を月

に一度開催する。 

 

(7.1 製品実現の計画) 

(7.2 顧客関連のプロセス) 

 

7.2.5 苦情処理の手続 

顧客(学生)・他学部の教職員から苦情の申し出があった場合、クリエセンター室は別に定める苦情処

理管理手続に基づき、当該苦情の責任区分を明確にするとともに、管理担当者および関係部署と協

議のうえ、クリエセンター長の承認を得て対応するものとする。 

 

7.3 設計・開発 

クリエにおける設計・開発とは、ものづくり系の自主演習プロジェクトに所属する顧客(学生)が行う、

主として学外の大会へ出場して競技を行うために、ロボット・ソーラーカー・ロケット等を製作する行為

をいう。 

7.3.1 設計・開発の計画 

クリエにおける顧客(学生)が行う、学外の大会へ出場して競技を行う、ものづくり系の自主演習プロジ

ェクトにおいては、設計・開発を行う場合の基本的な手続は次のとおりとする。 

(1) 設計・開発では、競技主催者が公開している出場資格のための規格書に基づき、構想が完成した

段階、また詳細設計が完成して、製作にとりかかる前の段階においてそれぞれデザイン・レビュー(設

計審査)を実施する。 試作品が完成した段階では品質評価を行ない、妥当性の確認を行う。 また、

各担当者の責任および権限を明確にした日程計画書を作成する。 

 

7.3.2 設計・開発へのインプット 

設計・開発の基本的なインプット事項は次のとおりとする。 

(1) プロジェクトの代表者は、新規製作の製品の仕様に盛込むべき機能および特性を含め、設計・開

発に不可欠な要求事項について、設計担当者の意見を必ず聴取したうえ、設計・開発へのインプット

事項として開発仕様書に記載し、保管・管理して維持する。 

(2) 設計・開発へのインプットには次の事項を含めるものとする。 

a. 競技主催者が公開している出場資格のための規格書 

b.適用される法令遵守事項 

c.使用原材料に関する要求事項 

d.機能および特性に関する要求事項 

e.従前の類似した設計から得られた事項 

f.設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

(3) プロジェクトの代表者は、設計担当者の意見聴取のほか、各部員の日程計画を検討し、製造日程

（製作日程）を含めたプロジェクト実施計画書を作成し、管理責任者の承認を得るものとする。 

(4) 管理責任者の承認を得た場合、設計担当者は開発仕様書の内容の実現に向かって設計業務を

遂行するとともに、プロジェクトの代表者は、進捗を確認しながら、定期的に見直しを行って日程計画

書を常に最新のものに更新し、毎月プロジェクト実施計画書に進捗度合いを記入して、管理責任者に

報告を行う。 

(5) インプット事項は、各DR(デザイン・レビュー)の段階において確認をする。 
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7.3.3 設計・開発からのアウトプット 

クリエにおける設計・開発の基本的なアウトプット事項は次のとおりとする。 

 (1) 設計担当者は、アウトプット文書として部品図・組立図ならびに組立手順等の図面を作成する。 

 (2) 製作図（製作データを含む。）には、製品の製造（製作）に際して適切な情報を含むとともに、出場

資格のための規格を満たすために必要な製品特性を確認する合否判定基準のほか、安全管理のた

めの必要な項目を含むものとする。 

(3) 設計・開発のアウトプット文書は、自主演習プロジェクトリーダーの審査を経て管理責任者がこれ

を承認する。 

 

7.3.4 設計・開発のレビュー 

必要に応じて、設計・開発の次の各段階において、有識者を交えたデザイン・レビュー(DR：設計審

査)を実施する。 

詳細は、別紙設計審査実施要領に定める。 

(1) 構想が固まり、開発仕様書を作成した段階において構想DRを実施する。 

開発仕様書に記載された各項目の、実現性、コスト、安全性等について、審議を行う。 

(2) また詳細設計が完成して、製作にとりかかる前の段階においては、設計DRを実施して、設計検

証を行う。また、設計シミュレーション値を元に作成した製品規格書を開示し妥当性について評

価する。 

(3) 試作品が完成した段階では品質評価DRを行ない、試作品を実際に運用を行い、その性能が開

発仕様書を満足しているかどうかの品質評価(妥当性の確認)を行う。 

  

7.3.5 設計・開発の検証 

管理担当者は、設計・開発の結果として製作された製作図（製作データを含む。）、製品規格書および

製造指示書（製作指示書）について、インプットされた顧客要求事項が完全に満たされていることを確

実にするため、検図の段階で必要な検証を行うとともに、当該検証業務の結果として検図記録を作成

するほか、適切な対応が必要な場合には当該記録を製品規格書および製造指示書（製作指示書）に

記載し、保管・管理して維持する。 

 

 

7.3.6 設計・開発の妥当性確認 

管理責任者は、試作品が完成した時点で製品検査表に基づき、設計・開発の妥当性確認を行うととも

に、適切な対応が必要な場合には対策を立案するほか、当該記録を製品規格書および製造指示書

（製作指示書）に記載し、保管・管理して維持する。 

 

 

7.4 購 買 

7.4.1 購買プロセス 

クリエにおける購買管理業務は、別に定める購買管理規程・購買実施要領に基づくものとする。 

また、クリエのたな卸資産管理業務は、別に定めるたな卸資産管理規程に基づくものとする。 

7.4.1.1 購買・外注先の新規認定 

 

7.4.1.2 購買・外注先の有効期間 

 

7.4.1.3 購買・外注先の維持管理 

クリエにおける購買・外注先の維持管理は、購買実績・受入検査基準・納期遵守状況・品質 

要求事項ならびに苦情処理対応について評価するとともに、当該購買・外注先の調査管理記 

録を毎年○月に更新し、管理責任者（および総括管理責任者）の承認を得るもとする。 

 

7.4.1.4 購買・外注先の管理記録 
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7.4.2 購買情報 

7.4.2.1 購買・外注先の取引決定 

クリエにおける購買・外注先の取引決定の手続については、手順書CREA-QS2103-00を参照のこと 

 

7.4.2.2 購買・外注先への発注 

7.4.2.3 購買・外注品の受入れ 

7.4.3 購買製品の検証 
7.5.3 識別およびトレーサビリティ 

     工作用材料(金属材料・樹脂材料)については、ロット毎の購入日、購入先、メーカー、材料名、質別、購入単価

を記録するとともに、個々の材料についても識別可能となるように配慮する。 
(7.5.4 顧客の所有物) 

(7.5.5 製品の保存) 

(7.6 監視機器および測定機器の管理) 

8.1 一 般 

クリエは、製品ならびに品質マネジメントシステムの適合性の保証および継続的改善の達成に必 

要な監視ならびに測定活動を計画的に実施する。 

8.2 監視および測定 

8.2.1 顧客満足 

8.2.1.1 顧客満足度の情報入手 

顧客(学生・他学部の教職員)の満足度の状況を定期的に監視し、必要に応じて顧客からの聴き取り・

アンケート調査を行うとともに、当該結果を顧客満足度調査表に記録する。 

 

8.2.1.2 顧客満足度の向上 

クリエにおける顧客満足度の向上に必要な情報管理は次のとおりとする。 

(1) 収集した顧客満足度の情報をクリエ運営委員会に報告し、必要に応じて関係各部署へ改善の依

頼を行うとともに、マネジメントレビューの際の資料とする。 

(2) 改善の内容については、必要に応じて顧客に報告するものとし、次回の顧客満足度情報の入手

時に改善の効果を確認する。 

(3) 確認された効果は、顧客満足度の情報とともに関係各部署へ伝達し、さらなる顧客満足度の向上

のための資料とする。 

(8.2.2 内部監査) 

8.2.3 プロセスの監視および測定 

(8.2.4 製品の監視および測定) 

(8.3 不適合品の管理) 

(8.3.2 不適合品の識別および隔離) 

(8.3.3 処 置) 

 

8.4 データの分析 

クリエは、品質メネジメントシステムの適切性および有効性を実証するとともに、クリエの品質マネジメ

ントシステムの有効性の継続的改善の可能性を評価するため、適切なデータを明確にしたうえ、収集

して分析するものとする。 

なお、データ分析の対象項目および分析方法は次のとおりとする。 

a. 顧客満足度へのアンケートの実施による対応状況の把握 

b. ライセンス講習受付簿による、コース別の受講者数の把握 

c. 自主演習プロジェクトの登録者数と参加人数の把握 

d. 工作機械の使用頻度の把握 (入退出管理システムによる) 

e. 機械工作室の利用人員の把握  (入退出管理システムによる) 

f. もの作り室・ことづくり室の利用人数の把握  (入退出管理システムによる) 

g. 販売品目の在庫調査による、利用状況の把握 
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8.5 改 善 

8.5.1 継続的改善の計画 

クリエは、品質方針・品質目標・監査結果・モニタリング・データの分析・是正処置および予防処置の

ほか、別に定める苦情処置管理手続に基づき、マメジメントレビューを通じて品質マネジメントシステ

ムの有効性を継続的に改善する。 

8.5.2 是正処置 

        クリエでは、発生した不適合の根本原因を除去して、その再発を防止するために、次の手順に従って   

       是正処置を行う。 

a.不適合(顧客からの苦情を含む)の内容確認 

b.不適合の原因の特定 

c.再発防止を確実にするための処置の必要性の評価 

 a～cをクリエ品質管理委員会にて審議を行い、管理責任者は、必要な処置をクリエ運営会議に打診 

する。 

d. 必要な処置の決定及び実施 

 クリエ運営会議にて処置が決定された場合、管理責任者は迅速に実施に向けて対応する。 

e. とった処置の結果の記録 

f. とった是正処置の有効性のレビュー 

         管理責任者は有効性について、品質管理委員会にて審議を行い、その結果をクリエ運営会議に報 

        告する。 

 

8.5.3 予防処置 
      クリエでは、発生の可能性のある不適合の根本原因を除去して、その発生を未然に防止するため 

        に、必要な予防処置を行う。 

         管理責任者は、予防処置について、、品質管理委員会にて審議を行い、その都度クリエ運営会議 

        にて審議を行い、必要な処置を行う。 
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