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╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

◆◇◆ 2014年度のご案内 ◆◇◆ 
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

ＱＣサークル活動（小集団改善活動）により、 

日本の“ものづくり・サービス”のダントツ化を図ろう！ 

 

2013 年度の方針を踏襲し、支部・地区活動の実状・実態に沿った内容にしました。 

▼本部方針の詳細はこちらから 

http://www.juse.or.jp/qc/152/attachs/2014qcchonbu_houshin.pdf 

 

◆◇QC サークル本部主催イベント◇◆ 
QC サークル全国大会（小集団改善活動） 

札幌大会   5 月 2２日(木)、2３日(金)   札幌コンベンションセンター（札幌市） 

金沢大会   7 月 1０日(木)、1１日(金)   石川県地場産業振興センター（金沢市） 

広島大会   9 月 1１日(木)、1２日(金)   広島国際会議場（広島市） 

宜野湾大会  12 月 1１日(木)、1２日(金)   沖縄コンベンションセンター（宜野湾市） 

北九州大会 201５年 2 月５日(木)、６日(金) 北九州国際会議場（北九州市） 

 

☆発表募集中☆ 

 201４年度 QC サークル全国大会(小集団改善活動)は、上記５大会の開催を予定しています。

現在、各大会とも改善のみならず、運営と推進事例も募集中です。是非、日頃の職場で実践さ

れている体験事例をこの機会に全国の仲間に紹介しませんか。 

▼詳細はこちらから  

http://www.juse.or.jp/qc/175/ 

☆要旨集ＣＤ化のお知らせ☆ 

今年度の全国大会から大会プログラムを記載した冊子と体験事例発表の原稿を入れたＣＤを

配付致します。 

 

 

全日本選抜 QC サークル大会（小集団改善活動） 

第７回 事務・販売・サービス〔含む医療・福祉〕部門全日本選抜 QC サークル大会(小集団改善活動) 

  6 月 1３日(金) 日経ホール（千代田区） 

第 4４回全日本選抜 QC サークル大会（小集団改善活動） 

  11 月２１日(金) 東京ビッグサイト(予定)（江東区） 

 

◆◇全日本選抜ＱＣサークル大会 支部推薦枠◇◆ 
2014 年第 4４回全日本選抜 QC サークル大会(小集団改善活動)  

北海道 1、東北 1、関東 3、東海 4、北陸 2、近畿 2、中･四国 2、九州 2、沖縄 1 

2015 年度第 8 回 事務・販売・サービス［含む医療・福祉］部門 

全日本選抜ＱＣサークル大会（小集団改善活動） 

北海道 1、東北 1、関東 3、東海４、北陸 2、近畿 2、中･四国１、九州１、沖縄 1 
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===================================================== 

◆◇◆ 支部推薦 優秀改善事例招待発表 受賞サークルと発表大会 ◆◇◆ 
支部推薦の発表サークルには、ＱＣサークル本部幹事長賞を贈呈します！ 

===================================================== 

QC サークル誕生５０周年を期して設立された賞で、活動の一層の 

活性化と更なる企業・組織の品質改善・向上を目的としています。 

各支部から推薦されたサークルは、ＱＣサークル全国大会において、 

招待発表があり、「ＱＣサークル本部幹事長賞」が贈られます。 

 

 ▼２０１３年度ＱＣサークル本部幹事長賞受賞サークルは 

こちらから 

  http://www.juse.or.jp/qc/114/ 

 

===================================================== 

◆◇◆ 第７回事務・販売・サービス〔含む医療・福祉〕部門 

全日本選抜 QC サークル大会のご案内 ◆◇◆ 
全国各支部から推薦された 1２サークルが日頃の成果を発表します！ 

===================================================== 

第７回事務・販売・サービス〔含む医療・福祉〕部門 全日本選抜ＱＣサークル大会（小集団改善

活動）を６月１３日 （金）日経ホール（東京・千代田区）にて開催いたします。お客様の喜びと

感動、ＣＳ（顧客満足）、人と人の絆、個の成長とチームのレベル向上など、全国各支部から推薦

された１２サークルの運営事例発表を行います。本大会への積極的なご参加をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼詳細はこちら 

http://www.juse.or.jp/qc/183/ 

▼過去の結果はこちら 

http://www.juse.or.jp/qc/145/ 

 

 

===================================================== 

◆◇◆ 第 8 回 QC サークル活動（小集団改善活動） 

実態調査アンケートを実施しました ◆◇◆ 
===================================================== 

 QC サークル本部では、QC サークル活動（小集団改善活動）を導入・推進されている企業・組

織の方々に活動に対する情報をご提供することを目的に、1979 年の第 1 回以降、7 回の調査を

実施し、その結果を品質月間テキストや『ＱＣサークル』誌を中心に公開してきました。 

今回、これまでの活動や現在の推進の実態を把握し、職場環境の変化に対応した推進方法を編み

出すために「第 8 回 QC サークル活動（小集団改善活動）実態調査」を実施しました。調査した

結果については、『ＱＣサークル』誌 11 月号に掲載し、2014 年度「品質月間テキスト」に掲載

  

http://www.juse.or.jp/qc/183/
http://www.juse.or.jp/qc/145/


4 
 

して皆様にご報告いたします。 

ご協力いただきました企業（団体）の皆様には、お礼申し上げます。誠にありがとうございまし

た。 

 

 

===================================================== 

◆◇◆ 2014 年度全国支部正・副事務局会議を開催いたしました ◆◇◆ 
===================================================== 

3 月 27 日、28 日の二日間にわたり、2014 年 

度全国支部正・副事務局会議を開催いたしました。 

全国の支部事務局の皆さんから、日々の事務局業 

務での悩みや問題点・工夫している点などを紹介 

いただき、活発な情報交換が行われました。 

これからもＱＣサークル活動の縁の下の力持ちと 

して、ＱＣサークル本部事務局は支部・地区の事 

務局の皆さんと共に結束して、普及・推進に取り 

組んで参ります。 

 

 

▼全国支部・地区についてはこちら 

http://www.juse.or.jp/qc/15/  

 

 

===================================================== 

◆◇◆ ＱＣサークル本部事務局 担当者変更のお知らせ ◆◇◆ 
===================================================== 

４月１日付けで、ＱＣサークル本部事務局の担当者が、下記のとおり変更となりましたのでご連

絡申し上げます。今後も多くの企業・組織の皆様の人材育成や職場の活性化、新しい価値の創造に

つながる様々な事業に取り組んで参りますので、引き続き、ご支援を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

１．人事異動 

新任：茂田(しげた) 宏和(ひろかず)  業務支援部次長兼ＱＣサークル推進課課長 

（ＱＣサークル本部事務局担当） 

転出：羽根田 真仁 企画広報室課長 

 

２．業務支援部ＱＣサークル推進課内 

ＱＣサークル本部事務局 

   大畑 丞（部長） 

茂田宏和（次長） 

   糸柳寿人（係長） 

   高橋輝江（主任） 

   小山拓実 

 

http://www.juse.or.jp/qc/15/
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╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

◆◇ 参考資料 ◆◇ 
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

 

◎QC サークル誕生 50 周年史(PDF ファイル) 
 ▼ダウンロードはこちらから 
  http://www.juse.or.jp/qc/114/attachs/QCC50years-history.pdf 

 
 

◎小冊子「現場力の強化に活かす QC サークル活動（小集団改善活動） 

       ～現場力を強くしたい中堅企業の経営者・管理者の皆様へ～」 
 中堅企業の経営者・管理者向けに、どうすれば効果的な活動が実践でき、人材育成と成果につな

げられるかについてまとめた小冊子、パンフレットを作成しました。パンフレットは、日々多忙な

経営者・管理者の方々に読んでいただけるよう小冊子の内容のポイントを解説しました。小冊子と

セットでご活用ください。 

▼小冊子とパンフレット(PDF 版)は、下記からダウンロードはこちらから 

http://www.juse.or.jp/qc/144/ 

 

◎推進事務局の悩みに答える 支部・地区から寄せられた活動事例一覧 
 各社推進事務局の悩みを解決するための、QC サークル支部・地区における活動事例を紹介して

います。 

▼活動事例一覧はこちらから  

http://www.juse.or.jp/qc/140/ 
 

http://www.juse.or.jp/qc/114/attachs/QCC50years-history.pdf
http://www.juse.or.jp/qc/144/
http://www.juse.or.jp/qc/140/
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╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

◆◇ 参考データ ◆◇ 
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

◎QC サークル本部登録数 
（201４年 3 月 1 日現在） 

支部 北海道 東北 関東 東海 北陸 近畿 中・四 九州 沖縄 合計 

サークル数 899 1,220 9,443 19,891 3,789 6,353 3,809 2,875 86 48,355 

メンバー数 8,353 9,667 82,826 186,946 31,884 64,346 33,825 26,232 552 444,649 

 

◎『QC サークル』誌 購読部数 
 

【2014 年 2 月号購読部数】                      （201４年 3 月 25 日現在） 

支部 北海道 東北 関東 東海 北陸 近畿 中・四 九州 沖縄 合計 

購読部数 307 629 4,189 3,728 1,294 2,113 907 992 61 14,220 

 

◎体験事例推薦件数 
（201４年 3 月１日現在） 

支部 北海道 東北 関東 東海 北陸 近畿 中・四 九州 沖縄 本部 合計 

推薦件数 8 5 44 55 7 22 13 9 3 80 248 

 

◎QC サークル指導士 有資格者数 

〔ＱＣサークル指導士〕                    （201４年２月２８日現在） 

支部 北海道 東北 関東 東海 北陸 近畿 中・四 九州 沖縄 合計 

有資格者 32 25 344 380 73 133 62 60 6 1,115 

〔ＱＣサークル上級指導士〕 

支部 北海道 東北 関東 東海 北陸 近畿 中・四 九州 沖縄 合計 

有資格者 6 14 87 70 24 26 27 14 2 270 

 

◎QC 検定 受験者数と合格者数 
（201４年４月２８日現在） 

級 受験者数 合格者数 

１級 14,915 2,179 

２級 107,821 48,603 

３級 233,316 150,250 

４級 89,715 77,177 

合計 445,767 278,209 
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╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

◆◇ Information ◆◇ 
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

===================================================== 

■『QC サークル』誌への事例掲載、広告掲載募集のご案内■ 
==================================== ================= 
◆事例掲載の募集 

自社や支部・地区内で素晴らしい活動を行っている企業・組織・サークルを全国の仲間に紹介・

ＰＲしませんか。自薦・他薦は問いません。本誌への掲載希望を随時募集しています。 

１）トップからのメッセージ 

経営者がどのようにＱＣサークルに期待し、どのように応援しているか。経営に対するＱＣサ

ークル活動（小集団改善活動）の意義など、経営トップの想いを紹介します。 

２）ザ・ショット ～写真で綴るＱＣサークル紀行～ 

特徴ある活動を展開する QC サークル、職場をカラーページで紹介します。 

３）サークルギネス 

 ＱＣサークルに関する「ユニークな記録」「すごい記録」「何これ？的な記録」など、“サーク

ルギネス”として認定し、誌上で紹介します。 

 http://www.juse.or.jp/qc/28/ 

４）創意工夫 

製造部門をはじめ、物流・サービス・営業・事務の事例など、みなさんの職場で実施された改

善の工夫を全国の仲間に紹介します。 

http://www.juse.or.jp/qc/81/ 

◆広告掲載の募集 

 『ＱＣサークル』誌は、職場ではたらく仲間の普及誌、機関誌、情報誌です。全国誌という利点

をフルに活用し、貴社・組織の製品・商品をＰＲしませんか。 

http://www.juse.or.jp/publishing/179/ 

 

▼詳細と購読申込はこちらから 

http://www.juse.or.jp/publishing/173/ 

 

▼立ち読みも出来ますので、お気軽にアクセスください。 

http://www.m2-c.jp/digi_book/nikkagiren/QC201308/index.html 

 
▼お問い合わせ先 

 日本科学技術連盟 QCサークル推進課『QCサークル』誌編集 

TEL：03-5378-9817 FAX：03-5378-9843 E-mail：editoqcc@juse.or.jp 

 
 

===================================================== 
【リニューアル】 

■第 56 回 QC ｻｰｸﾙ ASEAN 訪問・洋上研修■ 

～世界第２位の大型客船（138,000t）“マリナー・オブ・ザ・シーズ”が 

皆様をお待ちしております～ 

===================================================== 
今回で 5６回目を迎える大変長い歴史を持つ研修です。過去のノウハウを最大限に生かし、

「ASEAN 訪問・洋上研修（8 泊 9 日）」として、経済成長著しい香港、ベトナム、シンガポール

を訪問し、特に日本企業が多く進出しているシンガポールの QC サークルとの交流を図ります。5

泊 6 日の充実した船内研修を受けることで一皮むける絶好の機会です。さらに、ＱＣサークル指導

士資格認定試験を受験することも可能です。 

▼詳細はこちらから 

http://www.juse.or.jp/qc/cruising/ 

 

http://www.juse.or.jp/qc/28/
http://www.juse.or.jp/qc/81/
http://www.juse.or.jp/publishing/179/
http://www.juse.or.jp/publishing/173/
http://www.m2-c.jp/digi_book/nikkagiren/QC201308/index.html
http://www.juse.or.jp/qc/cruising/
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===================================================== 

■ 通信教育 品質管理基礎講座のご案内 ■ 
～品質管理検定 3 級レベル対応！～ 

===================================================== 

品質管理の基礎的手法（QC 七つ道具など）や基本的な考え方を効率的に学ぶことができる通信教

育講座です。ＱＣ検定 3 級レベル対応であり、資格取得を目指す方にも最適です。 

▼詳細、お申込みはこちらから 

http://www.juse.or.jp/tqm/107/ 
 

 
===================================================== 

■ ＱＣサークル推進者コース ■ 
～ＱＣサークル活動の推進、指導を担当する(される)方！～ 

===================================================== 

QC サークル活動（小集団改善活動）の活性化，経営への貢献などに関するお悩みを解消し，優

れた QC サークルの指導者を育成します．当コースでは，QC サークルをはじめとする小集団改善

活動の指導にあたる推進者が，いろいろな現実の場での指導方法を体得できるように構成していま

す． 

 ▼詳細、お申込みについてはこちら 

  http://www.juse.or.jp/seminar/19032/ 

 
===================================================== 

■ "品質"総合専門 Web ジャーナル『クオリティマネジメント』はこちら ■ 

===================================================== 
日本唯一の“品質”の総合専門 Web ジャーナルです。前身の月間『クオリティマネジメント』誌

から、IT を活用した新しいメディアへと生まれ変わりました。 

▼詳細、お申込みはこちらから 

http://qm-juse.jp/ 
 
 

 
 

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

発行・お問合せ先：ＱＣサークル本部 日本科学技術連盟内 
〒166-0003東京都杉並区高円寺南 1-2-1 

TEL：03-5378-9815  E-mail：juseqccd@juse.or.jp 

http://www.juse.or.jp/tqm/107/
http://www.juse.or.jp/seminar/19032/
http://qm-juse.jp/?juseqccd0802

