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8S Activities

S eisou（ 清掃 ）
常に掃除し、汚れ、ゴミ、臭いをなくす

S eiri（ 整理 ）
要るものと要らないものを分けて、要らないものを捨てる

S afety（ 安全 ）
事故の発生しない状況をつくる

S eiton（ 整頓 ）
要るものを誰にでも使いやすいよう置く

S eiketsu（ 清潔 ）
整理・整頓・清掃の3Sを維持し、きれいで衛生的な状態にする

働きやすい職場に維持改善していくため、
職員自らが活動する

1S

S etsuyaku（ 節約 ）
必要なものを必要最小限に使い、無駄をなくす

S hitsuke（ 躾 ）
決められたことを正しく実行するよう、習慣づける

S higusa（ しぐさ ）
思いやりの心から出る振る舞いをする「ゆめしぐさ」

2S

3S

4S

5S

6S

7S

8S



あまみ８S推進委員会
委員長：施設長、事務局長：
メンバー：リーター、推進委員

８S推進大会

委員長：理事長、メンバー：各施設長、総合事務局

会長：理事長、メンバー：各ブロック推進委員会メンバー

介護チームあまみブロック

グループホームチーム

Structure of 8S Projiect

長居公園８S推進委員会
委員長：施設長、事務局長：
メンバー：リーター、推進委員

長居公園ブロック

北部・都島８S推進委員会
委員長：センター長、事務局長：
メンバー：リーター、推進委員

北部・都島ブロック

中野８S推進委員会
委員長：センター長、事務局長：
メンバー：リーター、推進委員

中野ブロック

中央８S推進委員会
委員長：園長、事務局長：
メンバー：リーター、推進委員

中央ブロック

尼崎８S推進委員会
委員長：施設長、事務局長：
メンバー：リーター、推進委員

尼崎ブロック

医務チーム

事務チーム

デイサービスチーム

デイサービスチーム

包括チーム

包括チーム

居宅・在宅チーム

介護チーム

医務チーム

事務チーム

保育チーム

デイサービスチーム

居宅チーム

居宅チーム

Leader

Member of“Seiri”

Member of“Seiton”

Member of“Seisou”

Member of“Seiketsu”

Member of“Safety”

Member of“Setsuyaku”

Member of“Shitsuke”

Member of“Shigusa”

Leader

Member of“Seiri”

Member of“Seiton”

Member of“Seisou”

Member of“Seiketsu”

Member of“Safety”

Member of“Setsuyaku”

Member of“Shitsuke”

Member of“Shigusa”

・・・

８S推進企画委員会
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８Sチェックリスト 職場 採点 前回採点 採点者 採点日

／200 ／200 年 月 日

８S № チェック項目 チェック内容 ０ １ ２ ３ ４ ５

整理

( /25)

１ ロッカー、机の中 不要なものが入っていないか

２ 部屋の中、廊下 不要なものが置いてないか

３ 在庫品 期限切れ、不使用品はないか

４ 掲示、展示物 掲示・展示物の期限切れ、汚れはないか

５ 要・不要の基準 不要なものの処分の基準はあるか

整頓

( /25)

６ 道具、備品 置き場所が表示されているか

７ 書類・ファイル 内容表示し分類されているか

８ 道具、備品、書類・ファイル 使いやすいように置いてあるか

９ 在庫品、保管物 数量、期限、管理者が明示されているか

１０ 在庫品 先入れ先出し方式になっているか

清掃

( /25)

１１ フロア ゴミや汚れはないか

１２ 窓、棚、ガラス ちりや汚れはないか

１３ 汚物室、トイレ、風呂 汚れはないか

１４ ゴミ箱 ゴミ箱はあふれていないか

１５ 清掃 誰でも気づいたものが清掃しているか

清潔

( /25)

１６ 臭気 異臭はしないか

１７ 排気・換気 空気調整は十分か

１８ 採光 明るさは十分か

１９ 身だしなみ 職員の服装など身だしなみはきれいか

２０ 消毒 消毒は十分か

安全

( /25)

２１ エレベーター、リフト 危険なところはないか

２２ テーブル、椅子、備品 危険な置き方になっていないか

２３ 車椅子 不具合はないか常にチェックされているか

２４ 動線 人、車椅子、キャリー等の動線は決めてあるか

２５ 非常口 常にチェックされているか

節約

( /25)

２６ 消耗品、文房具 余分なものはないか

２７ 水道、光熱費 使用量を減らす工夫をしているか

２８ 介護用品 無駄なく使用しているか

２９ 物品購入 常に価格の見直しをしているか

３０ 再利用 ものの再利用、リサイクルをしているか

躾

( /25)

３１ 挨拶 明るい挨拶ができているか

３２ マナー 社会人としてのマナーを心得ているか

３３ 身だしなみ 施設にふさわしい身だしなみか

３４ 時間 時間は守られているか

３５ ルール 決められたことはきちんと守られているか

しぐさ

( /25)

３６ 笑顔 笑顔での対応ができているか

３７ 言葉づかい やさしく丁寧な言葉づかいができているか

３８ 姿勢・態度・表情 さわやかで気持ちの良い姿勢・態度・表情をしているか

３９ 声掛け 状況に応じた適切な声掛けができているか

４０ 思いやり 相手の気持ちや状況を大切にした振る舞いをしているか
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８S提案シート
提出日： 年 月 日

整理・整頓・清掃・清潔・安全・節約・躾・しぐさ
氏名：

グループ名： チーム名：

チームリーダー
㊞

施設長
㊞

現状（ここが・こうなっていて・ここが問題） 改善提案（これを・こうすれば・このようによくなる）

施設名：

改善による効果：

推進委員
㊞

理事長
㊞

採用

採用

採用

施設長賞

理事長賞

提出

決裁者(○印）：理事長・施設長・主任・ﾘｰﾀﾞｰ
決裁：可 ・ 否（ 月 日 ㊞ ）
指示：



Before

After

Before

After
Safety

Seiketsu

Before
After

Seiri & Seiton
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