
第6149回 QCサークル福島地区大会 報告
＝令和元年度 福島地区ｽﾛｰｶﾞﾝ＝ 福島の企業をQCｻｰｸﾙ活動（小集団改善活動）により強い人財に育てよう

8月23日（金）㈱デンソー福島 103会議室にて第6149回福島地区
QCサークル大会を開催しました。
今大会から最優秀サークルには「福島県知事賞」が理事の安達様から
授与され、JHS部門1サークル、SGH部門5サークル、合計6サークルの各
企業代表サークルより発表がありました。
また、特別企画として海苔のり弁でお馴染みの㈱福豆屋専務小林様より
「家庭から職場へ」と題しご講演を頂きました。
大会の午前中には10：00～約1時間半、デンソー福島の工場見学会

も実施され参加者の方々は皆真剣なまなざしで見学されていました。

総勢22社125名と大勢のご参加を頂き盛大に執り行われました。

①出場者の皆様と結果
福島県知事賞

感動賞

ひんかんｻｰｸﾙ
日産自動車㈱いわき工場

Red cometｻｰｸﾙ

㈱デンソー福島

㈱福豆屋
専務 小林様

福島県庁
理事 安達様

福島地区
地区長前岡様

ﾃﾞﾝｿｰ福島
社長 岩瀬様



②出場サークルのご紹介

＜ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ No1＞

ｻｰｸﾙ名：Red comet
ﾃｰﾏ：材料受入検査

時間の短縮
（ｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ）
勤続年数3年以下が6割
・まだまだ未熟なｻｰｸﾙ
・若さゆえの発想や

行動力が持ち味

＜ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ No2＞

ｻｰｸﾙ名：イノテク
ﾃｰﾏ：塗装工程に

おける作業付帯
時間の短縮

（ｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ）
経験と知識のあるﾍﾞﾃﾗﾝと
共にやる気のある若手が
ﾘｰﾀﾞｰとなって盛り上げ
・1人1人勉強意識が高い

＜ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ No3＞
ｻｰｸﾙ名：ﾌﾛﾝﾃｨｱ

ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ
ﾃｰﾏ：ｳｵｰﾑｼｬﾌﾄ仕上

平転造盤
ﾁｮｺ停削減

（ｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ）
若手からﾍﾞﾃﾗﾝまで年齢層
の幅広い人員構成
・女性ﾒﾝﾊﾞｰも加わり女
性目線の考え方採用

＜ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ No4＞

ｻｰｸﾙ名：Don Don
ﾃｰﾏ：ﾌﾚｰﾑ工程の

工程内不良削減
（ｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ）
違う部署の課題をﾍﾞｸﾄﾙを

合わせ活動している
・全員が積極的に発言

↓
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝがとれている

＜ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ No5＞

ｻｰｸﾙ名：ひんかん
ﾃｰﾏ：VR30ﾁｪｰﾝｹｰｽ

ｳｴﾙﾁﾌﾟﾗｸﾞ部
ｵｲﾙ洩れ不具合の撲滅

（ｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ）
若手からﾍﾞﾃﾗﾝまで幅広い
ながらも何でも言い合える

仲がいいｻｰｸﾙ
→若手が発表します

＜ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ No6＞
ｻｰｸﾙ名：SUM

ﾃｰﾏ：部門振替処理
における期限後

提出件数の削減
（ｾｰﾙｽﾎﾟｲﾝﾄ）
目配り・気配り心配りを
ﾓｯﾄｰに経験者と初参加者
が力を合わせてしっかりやる
→底上げをめざしﾁｬﾚﾝｼﾞ

各サークルとも明るく活気溢れる活動を実践し日々成長→自信を持って発表

会社名：㈱デンソー福島 会社名：㈱エクセディ福島

会社名：㈱保志 会社名：日産自動車㈱いわき工場

会社名：㈱ミツバ福島工場 会社名：ｸﾗﾘｵﾝﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞｱﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ㈱



③特別企画：福豆屋 小林専務のご講演

＜福豆屋のこだわり＞

＜こだわり＞
地元の味を生かした種類豊富な駅弁を看板に、毎日の栄養ﾊﾞﾗﾝｽを考えた

宅配給食、出張ﾊﾟｰﾃｨｰ、冠婚葬祭のお料理等、ご予算に応じて
年中無休にて営業をしております

＜海苔のり弁＞

・駅弁ﾏﾆｱおすすめ
東京で買えるご当地弁当

第1位
・駅弁味の陣2018「駅弁大将軍」

最高賞獲得専務 小林様

＜駅弁の旨さ・凄さをご紹介＞

TV出演された時のひとコマをご紹介しながら･･･

＜講演ﾃｰﾏ：家庭から職場へ＞

駅弁を少しでもおいしくするため
↓

ご家族で試食し意見を集約
↓

その意見を「つくり（職場）」へ
反映しより良いものをつくりあげる＝

QCサークル活動と似ている
（現地・現物→常に改善）

＜聴講者からの反響＞

92％を超える方々が参考になったと回答

1 2

34

日本一の駅弁をつくりあげるのも現場の声を聴き常に改善をしている

大変参考になった

52.7％

参考になった

39.6％

（主なご意見）
・製造業とは違った異業種の話を聴けて良かった
・発表形式から離れたやりかたでとても良かった



④工場見学（デンソー福島）

1）ﾃﾞﾝｿｰ福島社長 岩瀬様より会社紹介

地域にねざした活動や
リーンな生産を目指している

2）5つの班に分かれ見学スタート

立ち上げ当時、避難所として活用頂いた話や
生産している各種製品をご紹介

3）さまざまな改善ポイントを紹介

1/Ｎ・Ｎ倍の設備や
からくりを多用した装置を熱心に見学

多くの方々が（異業種含む）真剣なまなざしで生産現場をご見学

⑤情報交換会 ※情報交換会；過去大会に参加された聴講者の方々より
「大会中では聴きにくいもっとザックバランな意見交換をしたい！」とのご意見より、今回初めての試み

・参加して頂いた方々へ
労いを込めて軽食をご用意

・サークル間で冊子を見ながら活発な意見交換を･･･
→それぞれのサークルが成長へ

・審査員や発表者、そして聴講者と
運営について活発な議論

30分間という短い時間でしたが、場所を変え軽食
を囲んで「審査員・発表者・聴講者とｽﾀｯﾌ」が意見
交換を実施。多くの参加者からは「有意義だった」や
「時間をもっと多くして欲しい」など、前向きな意見が
多く寄せられました。



⑦今大会の運営スタッフ一覧
①運営スタッフ（福島地区）

役職 氏名 所属 役職 氏名 所属

地区長 前岡　輝繁 日産自動車(株) 相談役 山野辺 京子
常磐興産(株)

スパリゾートハワイアンズ嘱託

幹事長 小畑　浩明 日産自動車(株) 幹事（事務局） 菅野　明未 日産自動車(株)

副幹事長 田口　　守 (株)デンソー福島 幹事（副事務局） 二瓶　忠浩 (株)デンソー福島

顧問 有馬顕太郎 元、三菱伸銅㈱

世話人 清水　亮一

木村　悦朗

斎藤　寛

②審査員・講評者・司会

役割（役職） 氏名 所属 役割（役職） 氏名 所属

表彰委員長

（福島地区地区長）
前岡　輝繁 日産自動車(株)

講評者

（福島地区幹事長）
小畑　浩明 日産自動車(株)

審査委員長

（宮城地区幹事長）
我妻　信義 元）東北リコー(株) 木村　悦朗

審査員

（福島地区顧問）
有馬顕太郎 元、三菱伸銅㈱ 斎藤　寛

審査員

（福島地区相談役）
山野辺 京子

常磐興産(株)

スパリゾートハワイアンズ嘱託
司会 清水　亮一

ｸﾗﾘｵﾝﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ

ｱﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ(株)

副世話人

ｸﾗﾘｵﾝﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ

ｱﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ(株)

講評者

（福島地区副世話人）

ｸﾗﾘｵﾝﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ

ｱﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ(株)

⑧編集後記（ｽﾀｯﾌより）

大会終了後に開催された「情報交換会」では
思いのほか、活発な意見交換がなされました。
・サークル運営で壁にぶつかった時の対処法
・サークル活動の進め方の工夫
・発表ビラの作成方法 などなど

22社125名もの参加者が集い開催された
今大会。 福島地区も少しづつではありますが、
ＱＣサークル活動が活性化されてきたと実感。

次はあなたのサークルの番です
↓

発表会に参加してみませんか？

発表の時の緊張感と
終わった後の達成感

↓

⑥参加された方々からの主なご意見

＜発表会に関して＞

大変参考になった

62％

Ｑ１
：参考になりましたか？

参考になった

38％

Ｑ2
：貴社のｻｰｸﾙも発表

させたいですか？ させたい 64％
思わな

い

13％

発表させ
られない

21％

・ｻｰｸﾙのﾚﾍﾞﾙＵＰになる
・他の企業を知る機会になる
・聞いていただき意見を言って欲しい

・ﾚﾍﾞﾙが高いと感じた
・現時点ではまだまだ
勉強させてからにしたい

全員が「参考になった」とお答え
もっと勉強させたい！と言うご意見も

＜特別企画に関して＞

Ｑ１
：内容はいかがでしたか？

大変参考になった

52％
参考になった

40％

ＱＣに関するもの

64％
ＱＣ以外の

案件 34％

Ｑ2
：どのような企画を

希望ますか？

・ＱＣの定着化に関する講演
・若手や海外の取り組み
・年齢差を克服する運営方法

・製造業以外の講演
・Ｖ字回復した企業の事例
・ﾋﾟﾝﾁを救った事例

ＱＣをはじめさまざまな角度からの講演（事例）を
参考にしたいと思っている


