
　第38回 全国設備管理強調月間記念行事 「地区大会2010」　入賞一覧

地区 賞 会社名 事業場名 発表者 発表テーマ (敬称略）

東北 優秀改善賞 株式会社ミクニ 生産本部 第2製造部 吉田  四二雄 トロコイドポンプ加工の整流化改善

東北 奨励賞 ソニーケミカル＆インフォメーションデバイス株式会社 多賀城事業所 相沢  正信 加工技術の構築と伝承 ～内製化への取組み～

東京 優秀改善賞 旭化成ケミカルズ株式会社 川崎製造所 天野  弘光 フィルム成膜工程総点検

東京 優秀改善賞 サンデン株式会社 赤城事業所 大塚 明乃  松村 美峰 自動プレスAJP4号機段取り改善（シングル段取りへの挑戦）

東京 優秀改善賞 サンデン株式会社 八斗島事業所 多賀谷 英雄  池田 寛之 シャフトローター加工 直角旋盤シングル段取りへの挑戦

東京 優秀改善賞 サンワアルテック株式会社 川島   譲 ケーシングのバリレス化によるバリ取りコスト改善

東京 優秀改善賞 日産自動車株式会社 いわき工場 新藤  秀春 クランクシャフト加工 マシニングセンターの時間あたりの出来高向上

東京 優秀改善賞 日産自動車株式会社 栃木工場 森   康裕 MF1汎用ライン OEE向上活動

東京 優秀改善賞 富士重工業株式会社 スバル製造本部 群馬製作所 永井  秀一 4300TF タッチセンサーガイド化による金型破損防止

東京 優秀改善賞 横浜ゴム株式会社 三島工場 伊藤  拓哉 加硫工程内不具合品発生の撲滅

東京 奨励賞 出光興産株式会社 千葉製油所 小柳  賢志 重油燃焼ボイラー（５Ｂ）安定化制御開発による省エネ省力化改善

東京 奨励賞 株式会社J-オイルミルズ 横浜工場 吉田  麻美 検査分析作業の簡素化による品質トラブルゼロへの挑戦!!

東京 奨励賞 昭和電工株式会社 川崎事業所 小宮路  拓也 ボイラー循環ポンプ故障解析ストーリー

東京 奨励賞 日産自動車株式会社 座間事業所 蛯名  大成 加工方法追加に伴う加工機無人化への挑戦

東京 奨励賞 早川工機株式会社 昭和電工株式会社 横浜事業所内 早川  明宏 技術を伝える生きたマニュアル作成

東京 奨励賞 富士フイルム株式会社 神奈川工場 杉山   力 目指せ！計量管理革命！新人によるベテランの技術技能の見エル化と作業効率の大幅アップ

東京 奨励賞 ルネサス山形セミコンダクタ株式会社 鶴岡工場 富樫  佑済 現場でできることから！Aテスタ不稼動時間の短縮

北陸 優秀改善賞 アイシン軽金属株式会社 中村 司　佐々木 一郎 スリ－ブ寿命向上に挑戦

北陸 優秀改善賞 三協立山アルミ株式会社 生産本部 射水工場 山本  和秀 千鳥紐の引っ掛り防止によるチョコ停ゼロ化への挑戦

北陸 奨励賞 三菱化学ハイテクニカ株式会社 上越テクノセンター 松矢  由明子 検査包装工程のレイアウト変更及び多能工化による作業性改善

北陸 奨励賞 YKK AP株式会社 黒部越湖製造所 原   利次 チップ飛散ゼロへの挑戦

中部 優秀改善賞 小島プレス工業 株式会社 下市場部品部　 小段  拓史 ダイレクトクラッチ・ライン出来高向上

中部 優秀改善賞 昌和合成 株式会社 三好工場 伊藤  孝良 自前設備でロス改善!!

中部 優秀改善賞 新日本製鐵 株式会社 名古屋製鐵所 渡辺　謙太 俺の力でモールド故障をゼロにするぞ！ＲＢＭでなんとかなるか？

中部 優秀改善賞 大同特殊鋼 株式会社 知多工場 鈴木 尊之 9UP設備故障診断システムによる重大故障の撲滅

中部 優秀改善賞 株式会社 デンソー 西尾製作所 上野  裕美 一番星にあこがれて おじいちゃん設備と歩むオペレータへの道

中部 優秀改善賞 トヨタ自動車 株式会社 高岡工場 青木   繁 「知恵と工夫でまわす みんなのPDCAサイクル」～ドアー工程 蓋物ライン可動率の向上～

中部 優秀改善賞 トヨタ車体 株式会社 吉原工場 利光   光 上塗りブースロボット吸引異常対策

中部 優秀改善賞 日立金属 株式会社 桑名工場 鈴木  雄大 キュポラ　～安定生産の確立～

中部 優秀改善賞 ヤマハ発動機 株式会社 本社工場 太田   賢 歯車モノ創りの事業仕分け

中部 優秀改善賞 ヤマハ発動機 株式会社 本社工場 石川 芳城 自動化ラインにおける定期診断の運用化

中部 奨励賞 アイシン高丘 株式会社 古賀  雅人 金型組付け作業における価値作業の追求

中部 奨励賞 愛知製鋼 株式会社 松田　和雄 戦乱を安泰の地に　オヤジ軍団の絆で進めた頻発ロス低減活動

中部 奨励賞 愛知製鋼 株式会社 齋藤　友昭 『いまここにあるピンチを救え』　ワイヤーロープ取替外注工事費出費防止　

中部 奨励賞 カクタス産業 株式会社 鰐部  真也 壊させない！やったぞ渡りステージ破損ゼロ化

中部 奨励賞 株式会社 ジャパンエナジー 知多製油所 山代  直樹 知恵と工夫で「労災」なくせ！ ～自ら掴んだ安全職場!!～

中部 奨励賞 大和化成工業 株式会社 鋤柄  慈行 小型成形機ベアリングの突発故障を無くす 計画保全化への挑戦

中部 奨励賞 株式会社 デンソー 幸田製作所 中島  辰雄 目指せ！新型検査装置点検工数1/10への道

中部 奨励賞 トヨタ自動車 株式会社 上郷工場 谷口  和秀 製造・保全一体で取り組んだNO.1への挑戦～NZクランク チャンピオンライン活動～

中部 奨励賞 トヨタ自動車 株式会社 元町工場 生田  英明 基本を実践しステップアップした私達のTPM活動

中部 奨励賞 三菱自動車工業 株式会社 名古屋製作所 富田  潤史 リアサスパレット冶具不良によるライン停止の撲滅

関西 優秀改善賞 ソニーモバイルディスプレイ株式会社 山本  公司 クリーニングタクト短縮によるNF3使用量削減

関西 優秀改善賞 パナソニック電工株式会社 電器事業本部 岡   泰永 貴方の設備から私達の設備へ！　We Love Machine（equipment）

関西 奨励賞 積水化学工業株式会社 近畿セキスイハイム工業（株） 北野  隆志 セキスイハイム ユニット天井上作業における生産性向上の取組み

中国・四国 優秀改善賞 住友化学株式会社 愛媛工場 守江  裕ニ朗 排水焼却設備燃料削減

中国・四国 優秀改善賞 マツダ株式会社 本社工場　第2パワートレイン製造部 前田  竜好 研削盤管理活動による知識と技能の向上

中国・四国 奨励賞 マツダ株式会社 本社工場　第3パワートレイン製造部 斉藤　啓介 No.3レーン設備総合効率向上（スキマ不良対策）

中国・四国 奨励賞 三菱化学株式会社 水島事業所 岡元  崇幸 3号ボイラー灰出荷の効率化

西日本 優秀改善賞 三和酒類株式会社 本社工場 永松 尚久  石井 彩子 目指せゼロ！ 目指せパーフェクト!! ～その時、見えた～　　　　　　　

西日本 優秀改善賞 TOTOサニテクノ株式会社 中津衛陶製造部 石川   和弘 C430Pi水出し穴切れの低減

西日本 優秀改善賞 トヨタ自動車九州株式会社 宮田工場 宮里   勝 ESラインフロントサス工程アーク切れの低減

西日本 優秀改善賞 YKK AP株式会社 九州事業所 宮野  浩史 FC-21パッケージシステムのチョコ停削減

西日本 奨励賞 宇部興産株式会社 宇部ケミカル工場 土井   忠 フランジボルト緩みによる漏れトラブルの未然防止

西日本 奨励賞 三菱化学株式会社 黒崎事業所 古川  大輔　　　　　　　　 ポリカーボネートプラントの押出機供給ライン閉塞改善


