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◆QC サークル本部長、本部役員就任のお知らせ 

◆201５年度QC サークル本部方針 決定！！ 

 ◆201４年度QC サークル活動(小集団改善活動)優良企業・事業所表彰 受賞企業・事業所決定！！ 

 ◆全日本選抜 QC サークル大会 

  ・2014年度第 44回全日本選抜ＱＣサークル大会 出場サークル決まる！ 

・2015年度第 45回全日本選抜 QC サークル大会 支部推薦件数 

◆QC サークル経営者賞 受賞者決定！！ 

◆第８回ＱＣサークル活動(小集団改善活動)実態調査 

 ◆2014年度支部推薦 優秀改善事例招待発表 受賞サークルと発表大会 

 ◆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 サークル大会の報告 

 ◆2014年度、2015年度 QC サークル本部主催イベント 

 ◆日科技連・本部事務所移転のご案内 

■参考資料 

■参考データ 

■Information 

 

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

◆◇◆ QC サークル本部長、本部役員就任のお知らせ ◆◇◆ 

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

新年度の新任役員が決まりましたので、ご連絡申し上げます。 

（敬称略） 

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

蛇川 忠暉    ＱＣサークル本部長 退任（日本科学技術連盟 理事長 退任） 

（日野自動車 特任顧問） 

 

佐々木 眞一  QC サークル本部長（６月２４日就任） 

日本科学技術連盟 理事長 

トヨタ自動車 相談役・技監 

 

阿部 保    ＱＣサークル本部幹事 （１月１０日就任） 

（日本科学技術連盟 嘱託（元  デンソー）） 

 

鈴木 秀男   ＱＣサークル本部幹事 （３月１日就任） 

（慶應義塾大学 理工学部管理工学科 教授） 

 

髙橋 誠二   ＱＣサークル本部幹事 （３月１日就任） 

（ジーシー 取締役） 

 

鬼頭  靖   ＱＣサークル東海支部世話人（３月１日就任） 

（アイシン精機 ＴＱＭ・ＰＭ・ＩＳＯ推進部 部長） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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===================================================== 

◆◇◆ 2015 年度ＱＣサークル本部方針 決定！ ◆◇◆ 
===================================================== 

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！ 

 

１．チームワークで仕事の達成感と自己成長を図る！ （人間力） 

２．より確かな目標に挑戦するリーダーシップの育成！ （仕事力） 

３．ＱＣサークル活動支援を通じて、管理・監督者のマネジメント能力の向上を図る！（職場力） 

４．全社一丸となったスピード感あふれる改善活動の活性化！ 

～ＱＣサークル活動（小集団改善活動）優良企業・事業所表彰～（組織力） 

５．全社的なＴＱＭ推進における管理・間接部門も含めた、品質・機能、安全・安心、顧客満足度

など、経営の質的向上！（経営力） 

 

本部・支部・地区の活動 

１．経営者・管理者に対するフォーラム・コミュニティの開催など、ＱＣサークル活動活性化への

継続的支援活動。 

２．ＱＣサークル活動発表者への動機付け（ＱＣサークル本部幹事長賞）と加者動員のための企画・運営の工夫。 

３．支部長会社・地区長会社・幹事会社の負担軽減のための運営の効率化や分担の工夫・任期の見直し。 

４． 地域の経済を担う中堅企業や生活を支える医療・福祉団体などと密着した活動。 

５． 小規模企業へのＱＣサークル活動（小集団改善活動）の普及・拡大・推進活動。 

６． 行政、学界や経済団体との連携による、地域の特色を生かした運営。 

▼本部方針の詳細はこちらから 

http://www.juse.or.jp/qc/152/?juseqccd1020 

 

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

◆◇◆ 201４年度ＱＣサークル活動（小集団改善活動）優良企業・事業所表彰 
受賞企業・事業所決定！ ◆◇◆ 

支部長会社･地区長会社･幹事会社として、永年にわたり地域の活性化に大きく貢献している企業・事業所を表彰します！ 

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

QC サークル活動（小集団改善活動）優良企業・事業所表彰が決定しました！ 

本表彰は、ＱＣサークル誕生 50周年を記念し、更なる活動の発展を期して、職場の活性化・レベ

ルアップを図り、地域の活性化に大きく貢献している企業・事業所を表彰するものです。 

今年は、８支部から１３の企業・事業所の推薦があり、受賞が決定いたしました。 

なお、表彰時期と場所については、各支部の支部長、支部世話人の方と相談のうえ決定します。 

▼受賞組織、詳細はこちらから。 

http://www.juse.or.jp/qc/114/?juseqccd1020 
===================================================== 

 ◆◇◆ 全日本選抜 QC サークル大会（小集団改善活動）◆◇◆ 
===================================================== 

◇◇201４年度第 44 回全日本選抜 QC サークル大会 出場サークル決まる！◇◇ 

11月に東京ビッグサイトで開催する、第 44回全日本選抜 QC サークル大会（小集団改善活動）

の出場サークルが決定いたしました！ 全国各支部から推薦された１８サークルが日頃の成果を

発表します。 

発表順は、8月１日に開催しました第 1回QC サークル委員会 

において、支部世話人による抽選により決定しました。 

現在、参加者を募集しております！ 

是非、多くの方のご参加をいただきたくお願い申し上げます。 

▼詳細はこちらから 

http://www.juse.or.jp/qc/146/?juseqccd1020 

http://www.juse.or.jp/qc/152/?juseqccd0802
http://www.juse.or.jp/qc/114/?juseqccd0802
http://www.juse.or.jp/qc/146/?juseqccd0802
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◇◇2015 年度全日本選抜ＱＣサークル大会 支部推薦件数◇◇ 

2015年に開催の第 45回全日本選抜ＱＣサークル大会の支部推薦件数が決定しました。 

各支部の推薦件数は、各支部地域内の大会発表件数、大会参加者人数、ＱＣサークル本部登録件数

を勘案して決定されます。 

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 3、北陸 2、近畿 2、中･四国 1、九州 1、沖縄 1 

第 45 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 
 

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

◆◇◆ QC サークル経営者賞 受賞者決定！◆◇◆ 
===================================================== 

ＱＣサークル経営者賞とは、職場におけるＱＣサークルなどの小集団改善活動を、永年にわたり指

導・育成し、優れたリーダーシップと熱意を発揮されるとともに、地域の活動にも大きな貢献をさ

れた経営者を表彰するものです。2014年までに 22名の方が受賞しています。 

8 月 1 日に開催しました第 1 回 QC サークル委員会において、QC サークル沖縄支部から推薦の

ありました、社会医療法人友愛会  理事長  比嘉國郎（ひが  くにお）氏の QC サークル

経営者賞の受賞が決定しました。 

▼受賞者一覧はこちら 

http://www.juse.or.jp/prize/103/?juseqccd1020 

 

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

◆◇◆ 第８回ＱＣサークル活動(小集団改善活動)実態調査 ◆◇◆ 
===================================================== 

ＱＣサークル活動(小集団改善活動)実態調査とは、ＱＣサークル 

活動を導入・推進されている企業・組織の方々を対象に、各社 

様々な形態をとっているＱＣサークル活動の推進方法と環境変化 

への対応に関するアンケート調査です。本調査結果は 2014年度 

品質月間テキスト no.407『新しい価値を生み出す QC サークル 

活動（小集団改善活動）をさぐる―第 8回QC サークル活動 

（小集団改善活動）実態調査から― ＱＣサークル本部編』 

（540円(税込)）としてまとめられました。 

ＱＣサークルリーダー、推進者の皆様にとって活動に取り組むうえでの参考となる内容となってお

ります。 

▼品質月間テキストのご購入はこちら 

http://www.juse-p.co.jp/h_list1.html 

 

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

◆◇◆ 201４年度支部推薦 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。 

 

▼受賞サークルはこちらから 

http://www.juse.or.jp/qc/114/?juseqccd1020 

 

 

http://www.juse.or.jp/prize/103/?juseqccd0802
http://www.juse-p.co.jp/h_list1.html
http://www.juse.or.jp/qc/114/?juseqccd0802
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===================================================== 

◆◇◆ 201４年度第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)の報告 ◆◇◆ 

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！ 

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

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）が６月１3日 日経ホール（東京・大手町）で、総勢 300名を超える参加者のもと開催され

ました。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がありました。 

審査の結果、ＱＣサークル本部長賞金賞 8 サークル、銀賞 4 サークルに賞状とメダルが、ＱＣサ

ークル本部長から贈られました。 

 

 

 

 

 

 

 

▼詳細はこちらから 

http://www.juse.or.jp/qc/185/attachs/7JHSkekka.pdf 

===================================================== 
◆◇◆ QC サークル本部主催イベント ◆◇◆ 

=====================================================
◇◇201４年度 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） 

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☆ 

現在、北九州大会の改善、運営、推進事例を募集中です。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ご発表ください。 

▼詳細はこちらから  

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

全日本選抜QC サークル大会（小集団改善活動） 

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（江東区） 

 

◇◇2015 年度 QC サークル本部主催イベント（予定）◇◇ 

QC サークル全国大会（小集団改善活動） 

札幌大会   5月 21日(木)、22日(金) 札幌コンベンションセンター（札幌市） 

富山大会   7月  9日(木)、10日(金) 富山国際会議場（富山市） 

神戸大会   9月 10日(木)、11日(金) 神戸国際会議場（神戸市） 

宜野湾大会 12月 17日(木)、18日(金) 沖縄コンベンションセンター（宜野湾市） 

別府大会  2016年 2月 4日(木)、5日(金) ビーコンプラザ（別府市） 

全日本選抜QC サークル大会（小集団改善活動） 

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) 

  6月 1１日(木) 日本教育会館 一ツ橋ホール（千代田区） 

第 45回全日本選抜 QC サークル大会（小集団改善活動） 

  11月中旬予定 東京ビッグサイト(予定)（江東区） 

 

http://www.juse.or.jp/qc/185/attachs/7JHSkekka.pdf
http://www.juse.or.jp/qc/175/
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===================================================== 

◆◇◆ 日科技連・本部千駄ヶ谷ビル移転のご案内 -2014 年 11 月より移転します- ◆◇◆ 

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

このたび日科技連は、2014 年 11 月より本部千駄ヶ谷ビルを下記のとおり移転することとなりまし

たので、ご案内申し上げます。 

 

【新本部ビル事務所】 

 〒163-0704 

 東京都新宿区西新宿 2丁目 7番 1号 小田急第一生命ビル 4階 

  ▼移転案内状・周辺略図・新本部ビル事務所の連絡先はこちら 

  http://www.juse.or.jp/topic/1334/attachs/iten.pdf 

 

【新本部ビル事務所での業務開始日】 

 2014年 11月 4日（火） 

 

＊本部ビル事務所は、11月 1日（土）～3日（月）まで移転作業を行います。 

 お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほど、宜しくお願い申し上げます。 

＊本部ビル事務所に設置しておりましたライブラリーは 9月末日をもちまして閉館いたしました。 

＊東高円寺ビル事務所については現行のまま変更はございません。 

 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 
◆◇ 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 
 QC サークル支部・地区活動において、各社推進事務局の悩みを解決するために、支援している

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/topic/1334/attachs/iten.pdf
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１０月２０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 790 1,334 9,851 15,941 3,948 6,418 3,625 3,158 90 45,155 

メンバー数 6,838 10,772 86,984 154,131 32,270 59,682 32,062 28,819 576 412,134 

 

 

◎『QC サークル』誌 購読部数 
 

【201４年 10月号購読部数】                      （201４年１０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 

購読部数 314 698 4,315 3,579 1,291 2,215 878 983 52 14,325 

 

◎体験事例推薦件数（2014.4～2015.2） 
（201４年９月３０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 0 0 3 9 0 0 0 4 0 7 23 

 

◎QC サークル指導士 有資格者数 

〔ＱＣサークル指導士〕                    （201４年８月３１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 34 36 358 414 83 122 61 91 12 1,211 

〔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 14 11 95 88 26 47 24 13 2 320 

 

◎QC 検定 受検者数と合格者数 
（2014年９月 3０日現在） 

級 受検者数 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・地区内ですば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。現在、「サークル活動ギネス」、「創意工夫」を大募集してます。自薦・他薦は

問いません。雑誌に掲載されたサークル・職場はモチベーションアップですよ！ 応募方法の詳

細については、それぞれのリンク先をご覧ください。 

１）サークル活動ギネス 

 ＱＣサークルやＱＣサークルの所属する職場、支援者に関する「ユニークな記録」、「すごい記

録」、「何これ？的な記録」などを、“サークル活動ギネス”として認定し、誌上で紹介します。

認定されたサークル・職場・支援者には認定証をお送りします。 

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

２）創意工夫 

困りごとをみんなでアイデアを出し合い・工夫し、解決に結びつけた職場における改善の工夫

をイラストを交えて全国の仲間に紹介します。ひらめきとアイデアで解決した自慢の改善をお

待ちしてます。 

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/ 

 

 

▼毎号記事の見どころを簡潔に紹介してます。 

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

 

▼記事の立ち読みもできます。 

http://www.m2-c.info/digi_book/nikkagiren/QC201410/index.html 

 

▼読者の方の感想はこちらから 

 http://www.juse.or.jp/publishing/1190/ 

 

▼購読の申込はこちらから 

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

 

▼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 

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.info/digi_book/nikkagiren/QC201410/index.html
http://www.juse.or.jp/publishing/1190/
http://www.juse.or.jp/publishing/173/
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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！～ 

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

わかりやすいテキストとていねいな添削指導により，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６ヵ月間で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。決まった日程で研修に出向くことができない多忙

な方，遠方の方にもおすすめします。 

▼詳細、お申込みはこちらから 

http://www.juse.or.jp/tqm/107/?juseqccd1020 

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

■ 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/?juseqccd1020 

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

■ QC サークルリーダーコース ■ 
～リーダーとして真の実力をつけ，活動をけん引していくために！～ 

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

QC サークル（小集団改善活動）のリーダーに求められる総合力の３要素「指導・指揮力」「運

営力」「問題解決力」を養成します。GD などによる他の参加者との交流の中で視野が広がり、他

社のやり方がベンチマークできます。リーダーとして考え，行動できる力を身につけていただくこ

とをコンセプトとしています． 

 ▼詳細、お申込みについてはこちら 

  http://www.juse.or.jp/seminar/19033/?juseqccd1020 

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

■ "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/?juseqccd1020 

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

■ TQM 活動・品質マネジメント活動 ステージアップ・ガイド ■ 
～ウェブサイトから無料でダウンロードできます！～ 

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

TQM 活動・品質マネジメント活動について、活動状況の自己診断や、レベルアップのための方策

の確認をしていただけるガイドブックです。自社のレベル把握／強み・弱みの確認をしたい方、活

動の活性化の糸口を探している方におすすめです。以下のダウンロードページにて、無料で PDF

版ガイドをダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください！ 

▼詳細はこちらから 

https://www.juse.jp/qmsg/?juseqccd1020 

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

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 

New! 

http://www.juse.or.jp/tqm/107/?juseqccd0802
http://www.juse.or.jp/seminar/19032/
http://www.juse.or.jp/seminar/19033/
http://qm-juse.jp/?juseqccd0802
https://www.juse.jp/qmsg/?juseqccd1020

