
　第46回 全国設備管理強調月間記念行事「活動事例発表会2018地区大会」　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・北海道（北海道開催） 優秀改善賞 トヨタ自動車北海道株式会社 木戸　達也 コンプレッサー最適化運転への挑戦

東北・北海道（北海道開催） 奨励賞 有楽製菓株式会社 札幌工場 佐々木　良子 シールロスゼロ

東北・北海道（東北開催） 優秀改善賞 東北セキスイハイム工業株式会社 吉田　甲子郎 セキスイハイム「ドマーニ」（三角屋根付き商品）屋根組立の安全・生産性の両立改善

東北・北海道（東北開催） 優秀改善賞 トヨタ自動車東日本株式会社 宮城大衡工場 加藤　智裕 みんなの力を総結集！　～工水安定供給への道～

東北・北海道（東北開催） 奨励賞 日産自動車株式会社 いわき工場 比佐　健一 LS故障ゼロ化の挑戦　～整備の更なる工程保証の追求～

東京 優秀改善賞 株式会社ＳＵＢＡＲＵ 製造本部　群馬製作所 陣内　佑剛 Ｌライン洗浄機　危険リスク撲滅への取り組み　（～洗浄機のあるべき姿～）

東京 優秀改善賞 サントリープロダクツ株式会社 天然水南アルプス白州工場 小瀬村　理己 「ペットボトル最終リンス工程」洗浄水噴射異常の0化

東京 優秀改善賞 セキスイハイム工業株式会社 東京事業所 林　原也 ～保全活動レベルアップ！！～　設備故障によるライン停止　ゼロへの挑戦

東京 優秀改善賞 羽生積水株式会社 久保　和己 耐火VPパイプ金型段取作業時間の削減

東京 優秀改善賞 ボッシュ株式会社 パワートレインソリューション事業部　製造部門 菊地　智寛　 故障“ゼロ”へのチャレンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京 優秀改善賞 山梨積水株式会社 沖　千曲 加工１Ｇの「人生産性改善」

東京 奨励賞 敷島製パン株式会社 パスコ湘南工場 岩永　優 ソボロ使用製品の要素作業改善による少人化

東京 奨励賞 ジヤトコ株式会社 Ａ／Ｔ工場 浅羽　巧巳 ツール振れセンサー故障対策　～慢性故障０への挑戦～

中部 優秀改善賞 愛三工業株式会社 安城工場 坂田　彬 モニタリングの活用で、予防保全ＣＢＭ化の推進

中部 優秀改善賞 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 岡崎工場 山田　鉄也 アクションカメラを活用した加工点研究 ～安全最優先の設備仕様における加工点の見える化～

中部 優秀改善賞 アイシン精機株式会社 半田電子工場 中根　隆弘、　竹下　哲平 ＩＣ組付工程における良品条件の確立

中部 優秀改善賞 株式会社デンソー 幸田製作所 加藤　修 「老朽化設備劣化対策 診断、無線、IoTで繋げた故障低減活動」設備センシング手の内化への挑戦

中部 優秀改善賞 株式会社デンソー 高棚製作所 柘植　泰 Ｍ７ＴＲライン設備総合効率向上活動 ～女性の元気は職場の元気～

中部 優秀改善賞 株式会社東海理化 本社工場 前田　千徳 塗装ＣＣＶの整備方法見直しによる自工程完結

中部 優秀改善賞 株式会社豊田自動織機 エンジン事業部東知多工場 福井　清 主軸定位置割出し位置測定時のウェイト状態作業の廃止 ～全社No1の安全職場を目指して～

中部 優秀改善賞 トヨタ車体株式会社 富士松工場 山田　涼平 排水処理場 汚泥脱水機コンベア 故障ゼロへの挑戦

中部 優秀改善賞 ボルグワーナー・モールスシステムズ・ジャパン株式会社 青山工場 椋田　幸樹 ハウジング素材供給機チョコ停撲滅 ～頻発停止0への挑戦～

中部 優秀改善賞 ヤマハ発動機株式会社 本社工場 平井　祐紀　 絶対に取り付け不良を出さない戦いがここにある

中部 奨励賞 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 第1工場 本田　隆宏 トリム＆ピアス機 加工点研究による刃具交換ロス低減活動

中部 奨励賞 愛知製鋼株式会社 知多工場 田中　克彦 真空脱ガス装置浸漬管の寿命延長

中部 奨励賞 下村特殊精工株式会社 名古屋工場 川島　広行 材料を守るパイプは俺が守る！ ～パイプ摩耗軽減への挑戦～

中部 奨励賞 昌和合成株式会社 本社・三好工場 小山　雄大 ドアハンドル自動研磨工程における設備ロス改善

中部 奨励賞 トヨタ自動車株式会社 衣浦工場 髙栁　憲 設備がメンテナンスを要求するＴＰＭへの改革

中部 奨励賞 トヨタ自動車株式会社 田原工場 藏谷　龍祐 ﾊﾟﾜｰｱﾝﾄﾞﾌﾘｰ(P/F)ｺﾝﾍﾞｱ異常の診える化 保全一体で取組んだ兆候管理

中部 奨励賞 トヨタ車体株式会社 吉原工場 葛原　昇 アライメント調整機 カム挿入異常「０」化

中部 奨励賞 トヨタ紡織株式会社 刈谷工場 横山　栄司 兆候管理による設備故障低減

中部 奨励賞 ヤマハ発動機株式会社 本社工場 飯尾　元貴 ブレーキフルード真空充填装置 ～若手で挑んだ 異常ゼロ～

中部 奨励賞 ヤマハ発動機株式会社 本社工場 鈴木　貴幸 データマトリクス読取りＮＧ『ゼロ』への挑戦

北陸 優秀改善賞 コマニー株式会社 山岸　奨弥 独自の劣化監視装置を駆使し、シャーリングマシンの慢性故障を撲滅

北陸 優秀改善賞 ＹＫＫ ＡＰ株式会社 生産本部 黒部越湖製造所 山口　敦、　佐藤　大祐 部品自動組立機 止まらない設備への挑戦

北陸 奨励賞 アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社 本社工場 水上　航介 フローフォーミング機ＰＭ活動による生産性向上

関西 優秀改善賞 サンディック株式会社 三重工場 川村　慎也 ベーパー汚れロスの削減

関西 優秀改善賞 サントリープロダクツ株式会社 宇治川工場 宮崎　満善 充填エリア容器搬送工程トラブルゼロ化

関西 優秀改善賞 サントリープロダクツ株式会社 高砂工場 宮本　和典 ボトル搬送コンベア 排斥ミスのゼロ化

関西 優秀改善賞 東レ株式会社 滋賀事業場 武下　和宏 ＩCＴを活用した設備保全の高度化

関西 奨励賞 オムロン株式会社 京都事業所 楊　京 海外現場監督者のマインドチェンジに向けたチャレンジ

関西 奨励賞 株式会社クボタ 堺製造所 村岡　翔太 ＣＴＬ組立ライン メインＡＧＶ脱線ゼロを目指して

関西 奨励賞 敷島製パン株式会社 神戸冷食プラント 青木　裕司 復元とファイバースコープ活用によるバターロールの整形不良70％削減

関西 奨励賞 蔦機械金属株式会社 白浜工場 加藤　瞬 「ダイカスト工場の少人化」～プレスカジリ不良ゼロ化の挑戦～

中国・四国 優秀改善賞 徳山積水工業株式会社 岡村　翔 SAP2ラインの　未打栓不良ゼロ化への挑戦

中国・四国 優秀改善賞 マツダ株式会社 本社工場 草野　洸太郎 刻印読み取りNGゼロ化　～鐵人たちのあくなき挑戦～

中国・四国 奨励賞 関西ティーイーケイ株式会社 愛媛事業場 坂本　武史 繊維製造設備の保全管理強化

西日本 優秀改善賞 アイシン九州キャスティング株式会社 米田　桂佑 溶湯品質向上活動

西日本 優秀改善賞 マツダ株式会社 防府工場 尼﨑　宗一郎 発生ﾒｶﾆｽﾞﾑ解析による故障撲滅

西日本 奨励賞 九州積水工業株式会社 原田　太 ポリエチレン管融着直行率100％への挑戦


