配信

同時開催のJHS（医療・福祉部門）
改善事例チャレンジ大会では
事例発表をオンライン配信します！ ※詳細は次ページ以降をご参照ください。

全国の企業・組織から様々な業種・職種の事例発表があり、
各分野での改善ベストプラクティス発表会です！
！

第6360回

QCサークル

全国大会 — 札幌 —

（小集団改善活動）
大会テーマ

開催期日

QCサークル活動（小集団改善活動）により、
日本産業全体の“仕事（業務）の品質／質”の
ダントツ化を図ろう！

2022.

5

12 木 • 13 金
木

木

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、今後の状況から延期または中止となる場合があります。

大会会場

札幌コンベンションセンター

〒003-0006 札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1

特別
企画

JHS（医療・福祉部門）

改善事例チャレンジ大会

木 9
大会1日目 5／12●
：35〜16：00に開催！オンライン配信も実施します！

主催／ QC サークル本部 一般財団法人日本科学技術連盟
（公財）
札幌国際プラザ、
後援／ QC サークル北海道支部、全国 QC サークル各支部、経済産業省 北海道経済産業局、北海道、札幌市、
（予定） 札幌商工会議所、
（一社）
北海道機械工業会、北海道経済連合会、
（一社）
北海道中小企業家同友会、北海道放送㈱、㈱北海道新聞社

QCサークル全国大会の発表と聴講で得られるもの
1. 自分たちのQCサークル活動
（小集団改善活動）
の体験事例発表、アイデアな
どを発表して、他社の人々の意見や助言を受け相互啓発を図ります。

認められるこ
とによる達成
感

次への意欲

3. 他社・異業種のQCサークル活動
（小集団改善活動）
を身をもって感じることが
大きな刺激になるとともに、そのよい点を吸収して自分たちのＱＣサークル活
動に反映させます。
4. 発表・質疑応答を通じて見識を高め、視野を広め、意識を向上させます。

レベルアップ
や悩み解消へ
のヒントを得
る

発表内容
職場への貢献
● 活動の取組み方
● 問題
（課題）
解決の仕方
● 活動運営の仕方
● 工夫や苦心談など
●

良い点の
吸収

他社・異業種事例
を理解

視点の拡大

発表する側

聞 く 側

2. 発表をすることによって、多くの人たちにその成果が認められ、それがメンバー
全員の誇りとなり、QCサークル活動としてのよろこびや自信につながります。

話すことの能
力向上と自信
まとめること
による活動記
録と反省

視野の拡大

QCサークル発表で得るもの

このように、QCサークル全国大会への参加は、いろいろな刺激を受け、相互啓
発がはかられ、メンバーひとりひとりの成長に大いに役立ちます。

（出典： 山田佳明編著、
『ＱＣの基本と活用』、日科技連出版社一部改）

本大会実施における会場での主な感染症防止対策とお願い
私たちの取り組み

検温を実施しています
受付付近に非接触型体温計
（サー
モグラフィ）
参加者全員の検温を
しています。

飛沫防止の仕切りを
設置しています
各会場の司会台、発表台にほ飛沫
防止フィルムを配置します。

換気をしています

ソーシャルディスタンスを
守っています

各発表会場出入口は常に開けて換
気に努めます。

各会場定員数を減らし、座席の間
隔を空けています。

皆さまにご協力をお願いします。

消毒液を設置しています

入場制限を行っています

熱のある方のご入場は
ご遠慮願います

受付と各発表会場付近に消毒液を
設置していますので、入場の際は
消毒をお願いいたします。

会場のガイドラインに沿った入場
者数に限定します。

発熱以外にも体調が普段と違うと
きはご遠慮願います。

フェイスシールド
配布します

フェイスシールドを

会場スタッフも
感染症対策に努めます

会話はお控えください

当日の配布資料にフェイスシール
ドを封入し、参加者全員にフェイ
スシールドの着用を促します。

会場スタッフはマスクとフェイス
シールドを着用の上、運営を行い
ます。

マスクを着用してください
来場の際はマスクを着用いただき、
会場内では常にマスクの着用をお
願いいたします。

事前に調査票を
記入してください

会場内での会話は、極力お控えく
ださい。

発熱の有無や連絡先の確認など、
事前に記入の上参加をお願いいた
します。

大会会場

札幌コンベンションセンター

〒003-0006 札幌市白石区東札幌 6 条 1 丁目 1-1

TEL.011-817-1010

至麻生

至栄町

JR札幌駅
地下鉄東豊線

北海道庁

地下鉄南北線

北大
植物園

駅前通り

さっぽろ
●

札幌コンベンションセンター

時計台
●

北1条通り

テレビ塔 地下鉄東西線

大通公園
大通

大通駅

東札幌駅

徒 歩
約10分

JRバス

JR快速
約28分

新札幌

地下鉄東西線
約14分

東札幌駅

徒 歩
約10分

札幌
コンベンション
センター
中島公園

菊水

至福住
至真駒内

●
東札幌

豊平川

約17分

中島公園

札幌駅
新千歳空港

地下鉄東西線
約10分

豊水すすきの

地下鉄南北線
約2分

すすきの

札幌駅

バスセンター前

至新さっぽろ

大会プログラム
時間

9：00 〜 9：15

プログラム
開会挨拶：QC サークル本部長 佐々木眞一
来賓挨拶：北海道

JHS（医療 ・ 福祉部門）改善事例チャレンジ大会

全国大会
会場聴講
時間
大会 1 日目

木
5 ／ 12 ●

オンライン聴講

プログラム

時間

プログラム

10：00 〜 10：10 開会挨拶

9：35 〜 10：55 体験事例発表 Aブロック

10：10 〜 10：15 大会概要の説明

10：55 〜 11：10 休憩

10：15 〜 11：30 Aブロック（1 サークル／ 25 分×3 サークル）

11：10 〜 12：30 体験事例発表 Bブロック

11：30 〜 11：40 休憩

12：30 〜 13：25 昼食休憩

11：40 〜 12：30 Bブロック（1 サークル／ 25 分×2 サークル）

13：25 〜 15：05 体験事例発表 Cブロック

12：30 〜 13：25 昼食休憩
13：25 〜 14：15 Cブロック（1 サークル／ 25 分×2 サークル）

15：05 〜 15：20 休憩

14：15 〜 15：00 ミニ交流会

15：20 〜 17：00 体験事例発表 Dブロック

15：00 〜 15：30 結果発表・表彰式
※ 1サークルあたり、準備3分、発表15分、質疑7分で進行。

時間

大会 2 日目

金
5 ／ 13 ●

8：45 〜 10：00

プログラム
支部推薦 優秀改善事例招待発表
関東支部： 日産自動車㈱ ヨシダーズサークル
東海支部： トヨタ生活協同組合 広くまくんサークル
近畿支部： トヨタ紡織滋賀㈱ シンフォニーサークル
特別講演：
「函館五稜郭の歴史（仮題）
」

10：15 〜 11：15 函館市教育委員会 生涯学習部文化財課 野村 祐一 氏
11：30 〜 11：50 QC サークル石川馨賞 受賞式
11：50 〜 12：10 QC サークル感動賞 表彰式
※ プログラム・時間は変更になる場合があります。開催1〜2週間前にダウンロード可能となる
「開催のご案内」
を必ずご確認ください。

5

12 木

体験事例発表

㈱ＩＨＩエアロスペース
愛三工業㈱
㈱アイシン
アイシン・エィ・ダブリュ工業㈱
アイシン機工㈱
愛知製鋼㈱
揚原織物工業㈱
旭化成建材㈱
㈱アドヴィックス
ＮＴＮ㈱
㈱オーツカ
オリンパス㈱
九電産業㈱
グローリー㈱
㈱神戸製鋼所
㈱小松製作所
澤藤電機㈱
山九㈱
品川リフラクトリーズ㈱

5

12 木

9：35 〜 17：00

発表会社一覧（57社）
（2022年3月18日現在）

ＪＦＥエンジニアリング㈱
ＪＦＥスチール㈱
JFEプラントエンジ㈱
ＧＫＮドライブライン ジャパン㈱
ジヤトコ㈱
㈱ジャパンセミコンダクター
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱
㈱竹中工務店
㈱ TAK-QS
ダイハツ工業㈱
（公社）地域医療振興協会 横須賀市立うわまち病院
㈱デンソー九州
東洋鋼鈑㈱
トヨタ車体㈱
トヨタ自動車㈱
トヨタ自動車東日本㈱
㈱豊田自動織機
トヨタ紡織㈱
トヨタ紡織九州㈱

日産車体㈱
日産自動車㈱
日本ゼオン㈱
日鉄ステンレス㈱
日本製鉄㈱
濱田重工㈱
パナソニック㈱
㈱日立製作所 サービス&プラットフォームビジネスユニット
㈱日立ハイテクフィールディング
㈱福井村田製作所
富士フイルムマニュファクチャリング㈱
フタバ産業㈱
本田技研工業㈱
マレリ㈱
マレリ九州㈱
三菱自動車工業㈱
矢崎エナジーシステム㈱
ヤンマーパワーテクノロジー㈱
ＹＫＫＡＰ㈱

特別企画 JHS
（医療・福祉部門）
改善事例チャレンジ大会

本企画では、QCサークル全国大会と並行して医療・福祉団体を対象とした改善事例の発表
大会を行います。様々な医療・福祉団体の改善事例発表がありますので、同業種の方々のみな

らず、異業種の方々にも、改善のヒントや新たな気づきに繋げるため、ぜひともご聴講ください。
また、多くの方々に聴講してもらうため、会場の内容をオンライン配信し、移動や時間の制約から
会場での聴講が叶わない方々にもご聴講いただけます。

10：00 〜 15：30

信も
オンライン配
実施します！

5

支部推薦 優秀改善事例招待発表

13 金

8：45 〜 10：00

「ＱＣサークル本部幹事長賞」を贈呈します！

各支部で開催している改善事例大会やチャンピオン大会などで選考された支部代表
サークルの改善事例発表の場です。
QCサークル活動（小集団改善活動）の一層の活性化と更なる企業・組織の品質改善・向
上を目的として開催し、運営事例を発表する「全日本選抜QCサークル大会」とともに、サー
クルの目指すべき大きな目標にしていただき、更なるステップアップを期待します。

発表サークル
関東支部 日産自動車㈱
ヨシダーズサークル
東海支部 トヨタ生活協同組合
広くまくんサークル
近畿支部 トヨタ紡織滋賀㈱
シンフォニーサークル

発表サークルには、
「QCサークル本部幹事長賞」が授与されます。

5

13 金

テ ーマ

特別講演

10：15 〜 11：15

『函館五稜郭の歴史（仮題）』

講演者

※ 企画検討中のため、詳細はホームページ、または聴講申込いただいた皆様にご案内
する「開催のご案内」
のプログラムをご確認ください。

5

13 金

QCサークル石川馨賞 授賞式

13 金

QCサークル感動賞 表彰式

氏

函館市教育委員会
生涯学習部文化財課

11：30 〜 11：50

「QCサークル石川馨賞」
は、QCサークル活動の生みの親であり、育ての親
でもある、故石川馨博士の偉大な業績をたたえ1965年に「FQC賞」として
創設され、1990年に「QCサークル 石川馨賞」に改称しました。2013年1
月に、本賞の目的である「模範的または特色ある活動を行っているQCサー
クルを表彰することにより、QCサークル活動の活性化と水準向上に寄与
すること」を一層達成するために、新たに「QCサークル石川馨賞奨励賞」
を創設しました。これにより、みなさんに受賞のチャンスが広がります！
「QCサークル石川馨賞」
「QCサークル石川馨賞
（事務・販売・サービス部門）
」
「QCサークル石川馨賞 奨励賞」の授賞式が、大会２日目に行われます。

5

野村 祐一

石川 馨賞 楯

QCサークル石川 馨賞授賞式

11：50 〜 12：10

QCサークル感動賞は、1996年（平成8年）4月に開催した一関の全国大会から新設した賞です。全国大会では全発表の中
から、
「自分たちもあのような活動がしたい」、
「自分はあのような活動に共感できる」、
「 仲間に感動を与えるあのような活動を

してみたい」
など、共感と感動を覚えた発表サークルを参加者全員と講評者に選出していただき、
「 QCサークル感動賞」
として
表彰します。
第 6350 回 QC サークル全国大会（小集団改善活動）−宜野湾−
（発表順）
QC サークル感動賞 受賞サークル一覧（20 件）
会社・事業所名

サークル名

会社・事業所名

サークル名

・京都（大山崎）工場
ダイハツ工業㈱ 本社（池田）

UBC

日産自動車㈱ 横浜工場

ヨシダーズ

日産自動車㈱ 栃木工場

いこい

フタバ産業㈱ 田原工場

T・K・G Reborn

トヨタ自動車㈱ 本社

Roots

トヨタ車体㈱ 吉原工場

クオリティーⅠ

トヨタ自動車東日本㈱ 東富士総合センター

玄人

三菱自動車工業㈱ 岡崎製作所

ウォーキング

㈱デンソー九州 北九州工場

スパイラル

㈱豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー 高浜工場

スーパーリーチ

公益社団法人地域医療振興協会
横須賀市立うわまち病院

オレの仕事だ！

会津オリンパス㈱

青玉組

㈱アイシン 生産技術本部

ＸＹＺ

㈱豊田自動織機 エンジン事業部 碧南工場

インプルヴメント

日産車体マニュファクチュアリング㈱

A・・
IS

トヨタ紡織㈱ 刈谷工場

ZORO

日産自動車九州㈱

ラストチャンス

ダイハツ工業㈱ 滋賀
（竜王）
工場

ウィナーズ

㈱小松製作所 大阪工場

Do it

㈱神戸製鋼所 加古川製鉄所

西岡QC

第6350回QCサークル全国大会－宜野湾－
QCサークル感動賞記念撮影

大会実施方法について
●会場聴講とオンライン聴講のフロー
QCサークル全国大会ー札幌ー
会場聴講の場合

JHS（医療・福祉部門）改善事例チャレンジ大会
オンライン聴講の場合

大会申込から「会場聴講」を選択し所定事項を入
力のうえ、聴講申込をしてください。

所定事項を入力のうえ、聴講申込をしてください。

〈申込サイトはこちら〉
https://juse-qcch.juse.or.jp/Qcc_Honbu/

〈申込URLはこちら〉
https://questant.jp/q/JP9DWL0Y

聴講に
至るまで

開催約2週間前を目安に大会申込サイトへ参加券、
請求書、開催告知、調査票がアップロードされま
す。

開催約1〜2週間前を目安に、お申込いただいた方
へオンライン聴講用のURLをご案内します。

大会当日

アップロードされた参加券と、事前に記入した調
査票を持参のうえ、会場へお越しください。

指定の時間になりましたら、オンライン聴講用の
URLからログイン後、大会のライブ映像を聴講く
ださい。

聴講申込

オンライン聴講のイメージ
《会 場》

《聴講している皆さま》

投影資料
同時中継

発表者の音声

PC、タブレット、
スマートフォンから
聴講できます。

●アーカイブ（見逃し）配信について

オンライン聴講中、自社・自宅の聴講機器やインターネットのトラブルにより満足に聴講できずにライブ配信が

終了してしまうことが考えられます。そこでオンライン聴講者全員にライブ配信後、一定期間内のアーカイブ
（見逃し）配信を実施いたします。アーカイブ（見逃し）配信までの流れは以下の通りです。

別途で案内するURLから
ログイン。

JHS（医療・福祉部門）改善事例チャレンジ大会

アーカイブ
（見逃し）
配信用のページが
オープンされてい
るのを確認し、聴講
してください。

アーカイブ（見逃し）
配信は 、プ ログ ラム
ごとに映像をわけて
分けておりますので、
一定期間中であれば、
同じ内容をいつでも
聴講することが可能
です。

QCサークル全国大会の聴講申込はWebサイトからお申込みください！
「QCサークル本部登録」
のWebサイトから
「QCサークル全国大会・選抜大会」
の各種お申込みと資料提出
が可能となっていますので、大会への参加をご検討されておりましたら、Webサイトからお申込みください。
メリット1

大会の参加券・請求書を
Web上で発行します！

郵送を待たずに出力が可能となります。

メリット2

メリット3

QCサークル本部登録がない方
でも、Webから大会の申込みが
できます！

どなたでも簡単にお申込みいただけます。

お申込みサイトはこちらから ▶

大会の発表資料を
Web上で提出できます！

メールでの送受信は不要となります。

https://juse-qcch.juse.or.jp/qcc_Honbu/
交通宿泊案内

大会参加費（2日間）※大会1日目の昼食代を含む
●会場聴講 ※会場聴講の方は、QCサークル全国大会とJHS（医療・福祉部門）改善事例チャレンジ大会の両方を聴講いただけます。
QC サークル本部登録メンバー……………………………………………… ＠14,850 円（税込）
QC サークル本部非登録メンバー…………………………………………… ＠16,500 円（税込）
QCC 指導士（QC サークル本部登録メンバー）…………………………… ＠12,375 円（税込）
QCC 指導士（QC サークル本部非登録メンバー）………………………… ＠14,850 円（税込）
同時開催の「JHS（医療・福祉部門）改善事例チャレンジ大会」はオンライン聴講でご参加いただけます！
●オンライン聴講（アカウント数フリー） ………………………… 今回は特別価格・参加費無料です。

同封の宿泊案内をご利用ください。
申込締切日 : 2022 年 4 月 21 日（木）
定員になり次第締切となります。
申込者へは、JTB から、出発 7 日前
までに確認書をお送りします。

※オンライン聴講をお申込みいただければ、一定期間内のアーカイブ（見逃し）配信の聴講も可能になります。
※1つのアカウントで聴講できるのは、1つの視聴媒体のみです。1つのアカウントで複数媒体の視聴はできません。

《大会２日目のお弁当について》

昨今、世界的に食品ロスが社会問題となっており、QC サークル全国大会で配布していますお弁当も２日間で数百個単位で残っております。
こうした社会問題への対応から 2021 年度から全国大会２日目のお弁当配布を廃止させていただきました。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

体験事例要旨の配付について

大会1週間前〜終了後1ヶ月、専用web サイトから事例発表がダウンロードできます。各自必要に応じ印刷してご活用ください。詳細は
申込後にお送りいたします
「開催のご案内」
にてご確認ください。

参加申込要領

●QCサークル全国大会ー札幌ー会場聴講の場合
申込方法

QC サークル本部登録されている方は、下記 URL からログ
インいただき、Web 上でお申込みください。
QC サークル本部登録をされていない方も Web 上で
お申込みいただけます。

●JHS
（医療・福祉部門）
改善事例チャレンジ大会オンライン聴講の場合
申込方法

下記 URL よりお申込みください。

▶https://questant.jp/q/JP9DWL0Y
開催約1〜2週間前を目安に聴講用のURLをE-mail でお送
りいたします。

▶https://juse-qcch.juse.or.jp/qcc̲Honbu/

【juseqccd@juse.or.jp】から配信されますので、迷
惑メール対策やドメイン指定を設定している方は、ご
注意ください。

QC サークル本部登録メンバーの方は必ずサークルの登
録番号をご記入ください。
開催約1〜2週間前を目安に参加券、請求書、プログラムを
アップロードします。

※QC サークル全国大会の発表サークルも参加申込
の手続きを必ず行ってください。
※Web 上のお申込みができない方は、下記お問い合
わせ先へご連絡ください。

申込締切日
お支払い方法

2022 年 4月 22日（金）
（一次締切日）

申込締切日

参加券等資料と同時に請求書をログインページへアップ
ロードいたしますのでアップロードされましたら、内容を
ご確認の上お振込みくださいますようお願いいたします。

お支払い方法

※申込状況により大会当日まで、お申込みを受付いたします。

2022 年 4月 22日（金）
（一次締切日）

※１次締切日以降にお申込みされる場合はご連絡ください。

無料でご聴講いただけます！
今回は特別価格・参加費無料です。

キャンセルの取扱いとお願い

参加者ご本人の都合が悪くなった場合には、原則として代理の方のご参加をお願いします。やむを得ず、お客様の都合でキャンセルされる場合には下記お問い合わせ先まで
ご連絡をお願いします。なお、その際には下記キャンセル料を申し受けます。
【キャンセル料】 ●開催日の 7 営業日前〜2 営業日前のキャンセル一参加費の 20％
●開催前日〜当日のキャンセル／事前の連絡がなかった場合一参加費の 100％
大会の中止・延期について
本大会は、現地事情により中止・延期になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
免責事項
天災地変や伝染病の流行、大会会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の指示等、当財団が管理できない事由により、大会内容の一部変更および中止のために生じ
たお客様の損害については、当財団では責任を負いかねます。

お問い合わせ

一般財団法人日本科学技術連盟 内 QC サークル本部事務局
TEL:03-5378-9815 FAX:03-5378-9842 E-mail:juseqccd@juse.or.jp

