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ＱＣ
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入実践
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ー
Ｑ Ｃサー
クル活 動導入
実践セ
ミナー
平 成 ２２ 年

8 27
月

13:30〜 17:00
定員：７０名
参加費無料

日 （金 ）

（先 着順）

場所： 第 ２ 水産 ビ ル

４階

４Ｆ 会 議室 （札 幌市中 央区北 ３条西７ 丁目）

主催：北海 道、財団法 人北海道中 小企業総合 支援センタ ー、道央中 核地域産業 活性化協議 会

道内も のづ くり 産業 の競争 力を 高め ていく ため には 、地 場企業 のＱ ＣＤ への対 応力 を強 化して いくこ とが必 要
であ り、そのた めの人材育 成の取組が ますます重 要となって おります。
本セミ ナー では 、企 業の人 材育 成に おいて 重要 な手 法の 一つで ある ＱＣ サーク ル活 動を 取り上 げ、考 え方や 経
営 面に貢 献で きる 活動 のポイ ント を解 説する 講演 のほ か、 道内企 業の 具体 的な取 組内 容を 交えた 推進事 例や改 善
事例 を紹介いた します。
また、 人材 育成 等の 取組み に対 して 支援を 行っ てい る道 内の関 係支 援機 関によ る個 別相 談ブー スを設 け、参 加
され た企業のご 相談に応じ ます。
今後の 貴社 にお ける 改善活 動や 人材 育成に とっ て、 ご活 用でき る内 容と なって おり ます ので、 ふるっ てご参 加
いた だきますよ うお願いい たします。

●開会・主催者挨拶
●各支援機関概略説明（ＰＲタイム）

１３：３０
１３：３５〜１３： ４５

個 別相 談会 に参加する道内各 支援 機 関の 概略 説 明
参加 支援機関〜

・独立行政法人雇 用能力開発機構北海道センター
・独立行政法人中 小企業基盤整備機構北海道支部
・財団法人北海道 中小企業総合支援センター
・独立行政法人北 海道立総合研究機構産業技術研 究本部工業試験場

基調講演

１３：４５〜１４ ：５５

「 管 理 ・ 改善と 職場 の問題 解決
ト ヨタ自動車北海道株式会社

〜 仕事 の質 の 向上 〜」（ 仮題）
顧問

竹花

奎一

氏

トヨタ自動車北海道株式会社の操業開始に伴い生産部次長として着任。同部長、生産本部環境・改善室
長、常勤監査役を歴任し、平成22年より現職。ＱＣサークル北海道支部の世話人として、現場改善の考え
方や手法の普及活動を道内にて推進。

事例紹介

１５：０５〜１６ ：０５

① 『Ｑ Ｃサークル 活動への支援 と 定着 化』
清水鋼鐵株式会社苫小牧製鋼所

取締役副所長

朝山

隆

氏

② 『シ リン ダーヘッドにおけ るト リ ミン グプ レ ス不 良の 撲滅
（２ ステップストーリ ーで 暫 定〜 恒久 対 策に 取り 組ん だ事 例 ）』
ホクダイ株式会社

経営管理課 課長

個別相談会

山田

一明

氏

１６：０ ５〜１７：００

会場 に各支援機関ごとのブースを設 け、皆様からのご相談に応じます。
是非 、この機会をご活用ください。

お 申し 込 み方 法

会 場 案内 図

別紙申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸ
いただくか、必要事項をE-mailにてお送り
ください。
■ 申込期限
平成２２年 ８月２３日 （月）
■ 申込先
北海道経済 部労働局人 材育成課
産業人材支 援グループ 塩谷
ＴＥＬ ０１１−２ ０４−５０ ９８
ＦＡＸ ０１１−２ ３２−１０ ４４
E-mail keizai.jinzai1@pref.hokkaido.lg.jp

■ＪＲ
札幌 駅南口から 徒歩１２分
■地下 鉄

