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■201５年度のご案内 
 ◆QC サークル本部方針 
 ◆QC サークル本部主催イベント 
 ◆全日本選抜 QC サークル大会(小集団改善活動) 支部推薦枠 
◆201５年度全国支部正・副事務局会議の開催 
◆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 サークル大会のご案内 
◆第５６９０回 QC サークル全国大会(小集団改善活動)－札幌－の開催 
◆ＱＣサークル本部登録システム新サービス 
体験事例発表要旨無料閲覧・ダウンロードサービスのご案内 

 ◆2016 年度ＱＣサークル本部主催行事日程 
■参考資料 
■参考データ 
■Information 
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

◆◇◆ 2015 年度のご案内 ◆◇◆ 
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

◆◇QC サークル本部方針◇◆ 

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！ 

 
2015 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/upload/files/corporate/QCcircle/honbuhoushin2015.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 2１日(木)、2２日(金)   札幌コンベンションセンター（札幌市）(終了) 

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） 

 

☆発表募集中☆ 

 201５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/src/seminar/detail/page/forum-26 

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（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１０日(火) 東京ビッグサイト（江東区） 

 

◆◇全日本選抜ＱＣサークル大会 支部推薦枠◇◆ 
2015 年第 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 

 

http://www.juse.or.jp/
http://www.juse.or.jp/upload/files/corporate/QCcircle/honbuhoushin2015.pdf
http://www.juse.or.jp/src/seminar/detail/page/forum-26
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===================================================== 

◆◇◆ 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 サークル大会のご案内 ◆◇◆ 
全国各支部から推薦された 1５サークルが日頃の成果を発表します！ 

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

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）を６月１１日 （木）日本教育会館（東京・千代田区）にて開催いたします。本大会は、全国ＱＣ

サークル各支部から推薦された１５サークルによる発表大会です。総務・経理・物流・顧客対応や病

院など、多種多様な業種の企業・組織や、事務・間接部門から優秀な事例発表があります。改善のや

り方や工夫の仕方、チームまたはプロジェクトでの仕事の進め方は、サービス業やそれ以外の分野に

も十分活用いただける内容となっております。研鑚の場として是非この機会にご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼詳細はこちら 

http://www.juse.or.jp/src/seminar/detail/page/8jhs 

▼過去の結果はこちら 

http://www.juse.or.jp/src/seminar/detail/page/8jhs 

 

    

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

◆◇◆ 201５年度全国支部正・副事務局会議を開催いたしました ◆◇◆ 
===================================================== 

去る 3 月 2６日、2７日の２日間にわたり、201５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/business/qc/01.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.juse.or.jp/src/seminar/detail/page/8jhs
http://www.juse.or.jp/src/seminar/detail/page/8jhs
http://www.juse.or.jp/business/qc/01.html
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===================================================== 

◆◇◆ 第５６９０回 QC サークル全国大会(小集団改善活動)－札幌－を開催いたしました ◆◇◆ 
===================================================== 

５月２１、２２日の２日間にわたり、第５６９０回 

QC サークル全国大会(小集団改善活動)-札幌-を札幌 

コンベンションセンターにて開催いたしました。 

全国から、合計 950名を超える皆さまにご参加いた 

だきました。 

体験事例発表(１６５件)は、各社の改善事例に関する 

熱のこもった発表が多く、各会場では参加者の皆様 

との熱心な質疑応答が行われました。 

また、支部推薦 優秀改善事例招待発表は、近畿支部 

推薦の「からーずサークル(㈱オートワークス京都)」、 

北陸支部推薦の「積木サークル（アイシン軽金属㈱）」による発表が行われました。 

２日目最後のプログラムでは「北海道開拓と集治監（しゅうじかん）の誕生～開拓を担った人々～」

と題し、（公財）網走監獄保存財団 博物館網走監獄の今野 久代様にご講演いただきました。 

 

次回は、７月９日、１０日に『第５７１０回 QC サークル全国大会(小集団改善活動)－富山―』を 

富山国際会議場にて開催いたします。 

http://www.juse.or.jp/src/seminar/detail/page/5710toyama 

多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

 

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

◆◇◆ ＱＣサークル本部登録システム新サービス 

体験事例発表要旨無料閲覧・ダウンロードサービスのご案内 ◆◇◆ 
===================================================== 

この度、新サービスといたしまして、既にＱＣサークル本部登録(以下、本システム)にご登録いただ

いている方ならびに新規にご登録いただく方を対象として、これまで実施したＱＣサークル全国大会

（2014 年度～）の発表原稿データを公開し、自由にダウンロードできる無料閲覧サービスを４月  

２４日から開始いたしました。是非本サービスをご活用いただき、貴社での現場の悩みの解決、優秀

な改善事例や技術を持った新たな提携企業の発見など様々な場面にお役立てください。 

 

★体験事例発表要旨無料閲覧・ダウンロードサービス利用方法★ 
①ＱＣサークル本部登録システムにご登録ください。 

（http://www.juse.or.jp/business/qc/registration.html） 

※既にご登録がお済の方は、②から開始してください。 

②ＱＣサークル本部登録システムにログイン後、「体験事例発表要旨無料閲覧・ダウンロードサービス」

をクリックしてください。 

③利用規約をお読みいただき、アンケートにお答えください。 

④ＱＣサークル本部事務局からサンクスメール（自動返信）が届きます。 

⑤サンクスメールに記載されたＵＲＬをクリックし、同メールに記載された ID、PW を入力して   

ダウンロードページへ進みます。 

⑥閲覧をご希望のデータを選択してください。 

http://www.juse.or.jp/src/seminar/detail/page/5710toyama
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===================================================== 

◆◇◆ ２０１６年度ＱＣサークル本部主催行事日程 ◆◇◆ 
===================================================== 

 

ＱＣサークル全国大会（小集団改善活動） 

札幌大会   5 月１９日(木)、２０日(金)   札幌コンベンションセンター（札幌市） 

仙台大会   7 月 ７日(木)、８日(金)   仙台国際センター（仙台市） 

名古屋大会  9 月 ８日(木)、９日(金)   名古屋国際会議場（名古屋市） 

宜野湾大会  12 月１５日(木)、１６日(金)  沖縄コンベンションセンター（宜野湾市） 

福岡大会 201７年 2月１６日(木)、１７日(金) 福岡国際会議場（福岡市） 
 

☆発表募集☆ 

 201６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。 

ＱＣサークル本部では全国大会への体験事例発表の申し込みをお待ち申し上げております。 

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。 

 

 

全日本選抜ＱＣサークル大会（小集団改善活動） 

第９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 1０日(金) 日経ホール（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    東京ビッグサイト（江東区） 
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╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

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

 

①QC サークル誕生 50 周年史(PDF ファイル) 

  
 

②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。 

 

 

③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。 

 

▼上記①～③のダウンロードはこちらから  

http://www.juse.or.jp/business/qc/04.html 
 

http://www.juse.or.jp/business/qc/04.html
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╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋ 

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

◎QC サークル本部登録数 
                                    （201５年５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 804 1,401 9,961 20,031 4,069 6,611 3,767 3,263 92 45,155 

メンバー数 6,867 11,412 87,890 192,835 33,370 61,178 33,394 29,445 595 412,134 

 

 

◎『QC サークル』誌 購読部数 
 

【201５年５月号購読部数】                      （201５年４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 合計 

購読部数 303 688 4,181 3,543 1,098 2,212 846 1,058 34 13,963 

 

◎体験事例推薦件数（2014.4～2015.４） 
（201５年４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 9 3 32 47 6 20 10 12 1 71 211 

 

◎QC サークル指導士 有資格者数 

〔ＱＣサークル指導士〕                    （201５年３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 33 37 347 408 84 128 63 91 14 1,205 

〔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 87 26 47 24 13 2 319 

 

◎QC 検定 受検者数と合格者数 
（２０１５年４月 3０日現在） 

級 受検者数 合格者数 

１級 17,291 2,481 

２級 129,781 54,102 

３級 290,556 179,207 

４級 111,509 96,126 

合計 549,137 331,916 
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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・Ｐ

Ｒ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_circle/readers/ 

 

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_circle/readers/ 

 

◆広告掲載の募集 

 『ＱＣサークル』誌は、職場で働く仲間の普及誌、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。【201５年５月号販売部数 21,000 部】 

http://www.juse.or.jp/qc_circle/ad.html 

 

 

▼記事の立ち読み、記事の見どころを紹介しています。 

http://www.juse.or.jp/qc_circle/latest/ 

 

 
▼読者の方の感想はこちらから 

 http://www.juse.or.jp/qc_circle/square/ 

 
▼購読の申込はこちらから 

 http://www.juse.or.jp/qc_circle/subscribe/ 

 

 
▼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_circle/readers/
http://www.juse.or.jp/qc_circle/readers/
http://www.juse.or.jp/qc_circle/ad.html
http://www.juse.or.jp/qc_circle/latest/
http://www.juse.or.jp/qc_circle/square/
http://www.juse.or.jp/qc_circle/subscribe/
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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、資格取得後の実践方法を身につけたい方に最適です。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/src/seminar/detail/page/elearning-01 
===================================================== 

■ ＱＣサークル推進者コース ■ 
～ＱＣサークル活動の支援・指導・推進する方向け～ 

===================================================== 
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/src/seminar/detail/99/20032 

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

■ 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，自ら考え，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/src/seminar/detail/99/20033 

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

■ "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/ 
==================================================== 

■ 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。 

是非ご活用ください！ 

▼詳細はこちらから 

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