
１．各企業・団体へのＱＣサークル活動 (小集団改善活動) のＰＲ活動推進
(1) 経営者･管理者･監督者への継続的な働きかけ
(2) 小規模企業，活動中の企業・団体及び、活動再開企業・団体への呼び掛け及び支援活動

２．地域に密着した柔軟な推進方法の企画・展開
(1) 形にとらわれずＱＣサークル活動 (小集団改善活動) の楽しさ、うれしさを伝える。
(2) 中小企業や生活を支える医療・福祉・教育団体の普及・拡大活動

３．支部・地区運営の効率化の推進

(1) 従来の運営方法を見直し、役員・幹事の負担軽減
・各地区大会へ地区幹事を互いに参画させ運営支援と交流を図る。

(2) 支部内の垣根を越えた行事運営支援と研修会資料などの共有化

４．活動を通した、幹事能力の着実な向上
(1) 各役割を経験する事で、最終的には講評，指導できる力を身に付ける。
(2) 支部研修会の充実

・目的を明確にして役員・幹事による運営・推進方法の検討と改善を行う。
(3) 各地区行事・イベントへ参画する事で、各地区、企業間交流にへ繋げる。

　　　　　

１．各企業・団体への小集団改善活動のＰＲ展開 　　１．地区運営体制の強化・整備

　(1) 官庁，団体，大学・高校への継続的な支援依頼 　　　(1) 新人幹事の増員，サポート幹事制の継続

　(2) 新規加入賛助会員への役員・幹事の訪問 　　２．地区活動の活性化

２．地域の事情にあった柔軟な企画・展開 　　　(1) 企業ニーズを反映したリーダー研修会

  (1) 地域内企業規模にマッチングした企画立案　 　　　(2) フレッシュサークル発表の場の企画

  (2) 改善の形式を問わない小集団改善活動の　 　　　(3) 「山形県知事賞」設定の県大会継続

　　　動機づけと啓蒙 　　３．地区行事運営のの効率化推進

３．地区行事運営の共同・協賛開催 　　　(1) 賛助会員へ行事運営への協力依頼

  (1) 地区間の協力体制と賛助会員からの支援依頼 　　４．幹事の質的向上

４．幹事の実行力向上 　　　(1) 地区行事での幹事役割のローテーション化

　(1) 能力向上を目指した行事役割の実践体験 　　　(2) 他地区開催行事への参画
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小集団改善活動により、様々な企業・団体・職場を活性化しよう！

小集団改善活動を広め、あらゆる職場を活性化しよう！
『山形県知事賞』に挑戦しよう！

ＱＣサークル山形地区　スローガン

活 動 目 標 ・実 績



〔役員〕

役職名 氏　　名 会社名・所属・役職 所在地・E-ｍａｉｌ ＴＥＬ・ＦＡＸ

〒996-0053 TEL：0233-23-1566

新庄市大字福田711-36 FAX：0233-23-1130

abe.takayoshi@mtex.co.jp 携帯：080-8204-9315

〒994-0075 TEL：023-653-3662

天童市大字蔵増599 FAX：023-653-3662

〒999-3701 TEL：0237-41-1340

東根市大字東根甲7057-24 FAX：0237-41-1351

abiko-h@kyowa-ei.co.jp

〒992-0035 TEL：0238-22-3902

米沢市太田町3-1-9 FAX：0238-22-3902

tmuraisi@ms3.omn.ne.jp

〒999-7781 TEL：0234-42-1673

庄内町余目字土堤下49-9

sk447344@df7.so-net.ne.jp

〒992-0024 TEL：0238-22-6377

米沢市東大通3-5-45 FAX：0238-22-6377

〒992-0851 TEL：0238-85-4040

白鷹町広野大字広野2246-1 FAX：0238-85-4040

hironogiken-123@kkd.biglobe.ne.jp

〔幹事〕

役職名 氏　　名 会社名・所属・役職 所在地・ｅ－ｍａｉｌ ＴＥＬ・ＦＡＸ

〒999-2178 携帯：090-1374-8383

高畠町上平柳305

hosogoshi@ivory.plala.or.jp

〒998-8611 TEL：0234-23-5476

酒田市上本町6-7 FAX：0234-24-6720

s040-1@maeta.co.jp

〒999-7781 TEL：0234-43-3666

庄内町余目字神梵天塚101-2 携帯：090-5356-7270

chami-s-133@kje.biglobe.ne.jp

〒999-3701 TEL：0237-41-1340

東根市大字東根甲7057-24 FAX：0237-41-1350

abe-ro@kyowa-ei.co.jp

〒996-0053 TEL：0233-23-1566

新庄市大字福田711-36 FAX：0233-23-1130

satou.hirohiko@mtex.co.jp

ＱＭＳコンサルタント

前田製管(株)

　品質・安全管理部
　　課長

(株)新庄エレメックス

　品質保証部
　　部長

サポート幹事
(兼事務局)

佐藤　浩彦

サポート幹事

(株)山形共和電業

　品質管理部
　　次長

ロイヤルネットワーク
(株)

阿部　朗

サポート幹事

　平成２８年度　ＱＣサークル東北支部

地区長 阿部　孝義

世話人 稲葉　 隆
広野技研

　代表

秋保　宰一郎 元 山形スリーエム(株)

庄内町役場副幹事長

     山 形 地 区 　運 営 体 制

(株)新庄エレメックス

　代表取締役社長

顧　　問 安孫子　初

サポート幹事

サポート幹事 大瀧　宏貴

細越　 隆

齋藤　 勇

元 米沢日本電気(株)

(株)山形共和電業

　常勤技術顧問

副地区長

加藤　雄治世話人

石原　道明

幹事長 村石　敬雄

元 米沢日本電気(株)



《おしらせ》
日頃、ＱＣサークル山形地区行事にご参加頂き、誠にありがとうございます。

さて、ＱＣサークル山形地区では、小集団改善活動のより一層の発展を図るため、平成２８年度の

行事を下記のように計画しましたので、ご案内致します。

尚、各行事の詳細につきましては、行事ごとにE-mailまたはHPでご案内致します。

《年度方針》
１．各企業・団体への小集団改善活動のＰＲ展開

(1) 官庁，団体，大学・高校への継続的な支援依頼

(2) 新規加入賛助会員への役員・幹事の訪問

２．地域の事情にあった柔軟な企画・展開

(1) 地域内企業規模にマッチングした企画立案

(2) 改善の形式を問わない小集団改善活動の動機づけと啓蒙

３．地区行事運営の共同・協賛開催

(1) 地区間の協力体制と賛助会員からの支援依頼

４．幹事の実行力向上

(1) 能力向上を目指した行事役割の実践体験

《スローガン》

№ 参加費

1 7月22日(金) 賛助会員
5,000円

一般

6,000円

東根市 賛助会員
3,000円

（発表件数：6件） 一般
3,500円 ◆発表事例から新たな改善のヒントが得られます。

3 11月11日(金) 賛助会員

5,000円

一般

6,000円

《お問い合せ先》　

QCサークル山形地区 事務局　：　 佐藤　浩彦　　（さとう　ひろひこ）
(株)新庄エレメックス　　品質保証部　
〒996-0053　山形県新庄市大字福田711-36
TEL：0233-23-1566　　FAX：0233-23-1130　　
E-mail ： satou.hirohiko@mtex.co.jp

50名

研修会

小集団改善活動

小集団改善活動

小集団改善活動
事例発表県大会

第２８０回

平成２８年度　ＱＣサークル山形地区　行事予定

◆問題解決型ＱＣストーリーを実技演習ＧＤ(グルー
   プディスカッション)を通して、データのばらつき、
   特性と要因の検証などを習得していただきます。
　　（講師：山形地区幹事）

◆上手な『ヒューマンエラー対策講座<実践編>』と
   題し、企業・職場におけるヒューマンエラーに関
   する諸問題の解決策を習得していただきます。
   ～ヒューマンエラー無くして儲かる明るい職場～
　　（講師：北陸支部 顧問　高橋芳邦 氏)

小集団改善活動を広め、あらゆる職場を活性化しよう！

『山形県知事賞』に挑戦しよう！

特徴・見どころ・学びどころ

2 第５８３５回 9月16日(金)

行事名
募集
人員

開催日
場所

山形県知事賞

さくらんぼ
タントクルセンター

研修会

さくらんぼ
タントクルセンター

第２７７回

東根市

東根市 50名

100名

◆「県知事賞」とＱＣサークル東北支部表彰大会に
   出場するサークルを決定する大会です。

◆生産部門、事務・販売・サービス部門の区別なく
   形式に捉われない発表大会です。

◆審査員が選ぶ「県知事賞」，「優秀賞」，「特別賞」
   と聴講者が選ぶ「感動賞」があります。

◆講演：本部指導員から示唆に富んだ改善策や、
   多くの事例などのお話しを致します。

さくらんぼ
タントクルセンター

行 事 予 定


