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ＱＣサークル本部ニュース

～2013 年 3 月 7 日
http://www.juse.or.jp/
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◇◆

2013 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”の活性化を図ろう！
2012 年度の方針を踏襲し、支部・地区活動の実状・実態にそ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/

◆◇QC サークル本部主催イベント◇◆
札幌大会
京都大会
高松大会
沖縄大会
長崎大会

QC サークル全国大会（小集団改善活動）
5 月 23 日(木)、24 日(金) 札幌コンベンションセンター（札幌市）
7 月 18 日(木)、19 日(金) 京都テルサ（京都市）
9 月 12 日(木)、13 日(金) サンポートホール高松（高松市）
12 月 12 日(木)、13 日(金) 沖縄コンベンションセンター（宜野湾市）
2014 年 2 月 6 日(木)、7 日(金) アルカス SASEBO（佐世保市）

☆発表募集中☆
2013 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、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/157/
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全日本選抜 QC サークル大会（小集団改善活動）
第 6 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 14 日(金) 日経ホール（千代田区）
第 43 回全日本選抜 QC サークル大会（小集団改善活動）
11 月 1５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◇◆

第 6 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 43 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サークル活動（小集団改善活動）優良企業・事業所表彰の創設

◇◆

支部長会社･地区長会社･幹事会社として、長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サークル石川馨賞やＱＣサークル経営者賞など、サークルや個人を表彰する制度は既にあり
ますが、企業・事業所を表彰するものがありませんでした。ＱＣサークル誕生５０周年を機に、
新たにＱＣサークル活動（小集団改善活動）優良企業・事業所表彰を創設しました。
▼詳細はこちらから
http://www.juse.or.jp/qc/163/
=====================================================

◇◆

支部推薦 優秀改善事例招待発表の企画

◇◆

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！
=====================================================
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
していただくことを目的として、ＱＣサークル全国大会の２日目に支部推薦の優秀改善事例招待
発表の機会を設けます。
▼詳細はこちらから
http://www.juse.or.jp/qc/114/
=====================================================

◇◆

支部・地区活動運営のしおりの作成

◇◆

支部・地区活動をより柔軟に考え、実行するためのガイドです！
=====================================================
ＱＣサークル活動が誕生して50年が経過した現在、企業を取り巻く環境は大きく変化しており、
支部・地区活動をより柔軟に考え実行していただくためのガイドとして、ＱＣサークル本部・支
部規定をベースに整理して作成しました。
▼詳細はこちらから
http://www.juse.or.jp/qc/114/attachs/2013honbushibu_kitei.pdf
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=====================================================

◆◇

石川

馨賞の規定改定

◆◇

「ＱＣサークル石川馨賞奨励賞」を創設しました！
=====================================================
今回の改定は、「ＱＣサークル石川馨賞」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
一層達成するための改定です。みなさんに受賞のチャンスが広がります。
▼詳細はこちらから
http://www.juse.or.jp/qc/30/
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋

◆◇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/

3

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

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

◎QC サークル本部登録数
（2013 年１月２５日現在）

支部

北海道

東北

関東

775 1,125

サークル数

東海

9,319

19,412

北陸

近畿

中・四

3,719

6,083

九州

3,761

沖縄

1,929

81

7,113 9,088 82,123 183,800 31,422 61,652 33,329 18,979

メンバー数

（2013 年 2 月 28 日現在）
【2013 年 2 月号購読部数】

北海道 東北

310

購読部数

関東

東海

北陸

近畿

中・四

644 4,395 3,552 1,219 2,234

九州

876 1,101

沖縄

54

合計

14,385

◎体験事例推薦件数
（2013 年 2 月 28 日現在）
支部

北海道

東北

3

推薦件数

関東

5

◎QC サークル指導士

東海

47

北陸

37

近畿

中・四

九州

沖縄

29

16

8

4

4

本部

合計

59 212

有資格者数

〔ＱＣサークル指導士〕

（2012年12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

13

28

323

371

71

121

63

66

8

1,064

〔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

10

12

96

82

22

46

27

15

2

312

◎QC 検定

受験者数と合格者数
（2012 年 12 月 31 日現在）

級

受験者数（人）

合格者数（人）

１級

11,358

1,809

２級

76,003

37,202

３級

157,880

107,577

４級

65,640

56,487

合計

310,881

203,075

4

46,204

523 428,029

◎『QC サークル』誌 購読部数

支部

合計

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

◆◇

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/QC201303/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 55 回ＱＣサークル(小集団改善活動) ASEAN 訪問・洋上研修(旧：洋上大学)■
～魅惑の成長市場、ASEAN のハブ国(タイ、シンガポール、マレーシア)を体験～
=====================================================
今回で 55 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」として、経済成長著しいタイ、シンガポール、マレーシアを訪問し、
特に日本企業が多く進出しているタイの QC サークルとの交流を図ります。
▼詳細はこちらから
http://www.juse.or.jp/qc/cruising55/
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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/
=====================================================
■ "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/
=====================================================

■ 国際 QC サークル大会 2013－台湾－発表募集のご案内

■

～発表企業には特典があります！～
=====================================================
1978 年に第 1 回大会が東京で開催され、その後毎年アジア 13 か国のコーディネータ団体によ
り持ち回りで開催されている世界最大の QC サークル（小集団活動）の国際大会です。ＱＣサーク
ルによる「改善事例」「運営事例」、支援者・推進者による「推進事例」、管理職による「品質チー
ム活動事例」など発表事例を募集しています。
▼詳細、お申込みはこちらから http://www.juse.or.jp/qc/161/
編集後記：
ＱＣサークル活動は昨年 50 周年を迎えました。年史を取りまとめるにあたって、改めて先輩方
が築きあげたＱＣサークル活動の存在の偉大さに驚くばかりでした。
『現場とＱＣ』誌の創刊号で「本誌を教材としてＱＣを勉強するグループを結成してほしい」と
ＱＣサークルの結成を呼びかけるとともに、ＱＣサークル本部を設置し、本部へ登録する制度をつ
くりました。ＱＣサークルで活動した内容を発表し相互啓発する場として「ＱＣサークル大会」が
開催され（第 1 回は仙台）
、ＱＣサークルの数や体験事例発表の希望が増えると、地域ごとに支部
を設け、地域独自の推進と普及を進めるようになりました。そして、ＱＣサークルのあり方や行動
の指針となる「ＱＣサークル綱領」「ＱＣサークル運営の基本」が発刊され、ＱＣサークル活動の
基礎は強固に確立されました。こうして誕生し、展開されてきたＱＣサークル活動が 50 周年を迎
え、次の 50 年に向けて今何ができるか！と考える日々が続きます。
巷では、インターネットを活用した Facebook、Twitter など様々なコミュニケーションツール
があります。しかしその土台には、
“人間関係”があってこそのツールです。今後、
“温故知新”の
精神と“改革”をキーワードに、次の 50 年に向けて“みなさんと共に！”を合い言葉に、本部と
支部・地区の一層の結束を強くして、更なるＱＣサークル活動の活性化を図ってまいります。
-------------------------------------------------------------------------------------------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
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