
　第37回 全国設備管理強調月間（2009年度）　TPM地区大会2009　入賞一覧

支部 賞 会社名 事業場名 発表者 発表テーマ (敬称略）

東北 ＴＰＭ優秀改善賞 株式会社アイメタルテクノロジー 技術本部 北上生産部門 北工場 武田　賢治 KOマシン　バイブレーター装置　故障ゼロ活動

東北 ＴＰＭ優秀改善賞 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 門間 みづき 私にもできた　プリンターメンテナンス　～前工程停滞ロス削減～

東北 ＴＰＭ優秀改善賞 日産自動車株式会社 いわき工場 坂脇  尚大 新設　FZショートライン　ピストンサブ工程の生産性向上

東北 ＴＰＭ優秀改善賞 株式会社ミツバ 福島工場 吉田　哲也 ABSシャフト偏芯加工　工程能力向上活動

東北 ＴＰＭ奨励賞 東京電力株式会社 福島第二原子力発電所 佐々木  陽 原子炉　炉内構造物　点検方法の改善

東北 ＴＰＭ奨励賞 パナソニック電工郡山株式会社 電子基材綜合部 佐久間　政幸 プリント配線材料「製品外観ムラ不良の削減」

東京 ＴＰＭ優秀改善賞 旭化成ケミカルズ株式会社 川崎製造所 安藤  清人 製造処置件数の削減

東京 ＴＰＭ優秀改善賞 株式会社出光プランテック千葉 志澤  信幸 粉体集塵 集・恥・心 ～原料供給機清掃作業削減の奮闘記～

東京 ＴＰＭ優秀改善賞 株式会社J－オイルミルズ 千葉工場 鹿田　義博 包装トラブルゼロ化への取組み

東京 ＴＰＭ優秀改善賞 昭和電工株式会社 川崎事業所 若狭  幸次 デカンター（遠心分離機）詰り対策

東京 ＴＰＭ優秀改善賞 日産自動車株式会社 追浜工場 相山  哲雄 第2車体工場設備総合効率向上への挑戦～卸しリフター着座不良の撲滅～

東京 ＴＰＭ優秀改善賞 株式会社プライムポリマー 姉崎工場 水尻  民雄 押出機スクリーンメッシュ交換作業の改善～ウルトラ8いらず改善～

東京 ＴＰＭ奨励賞 クレハプラスチックス株式会社 茨城工場 内田   雄 カートニング機チョコ停の削減

東京 ＴＰＭ奨励賞 サントリープロダクツ株式会社 榛名工場 鹿沼   亮 缶充填機 入味不良による停止ロス「ゼロ」化

東京 ＴＰＭ奨励賞 東京電力株式会社 栃木支店 栃木北支社 福田  陽一 箒川発電所 2号機軸受けオイルベーパー対策による設備信頼度の確保

東京 ＴＰＭ奨励賞 富士石油株式会社 袖ケ浦製油所 宮﨑   努 外面腐食点検、モデル活動とその水平展開

東京 ＴＰＭ奨励賞 三菱重工業株式会社 汎用機・特車事業本部 渡辺  剛弘 新人作業者の導入前教育システムの構築

中部 ＴＰＭ優秀改善賞 アイシン高丘 株式会社 吉良工場 小島  大輔 380ライン 検出器故障、チョコ停ゼロ

中部 ＴＰＭ優秀改善賞 イビデン 株式会社 衣浦事業場内 西川  慎治 事業を支える人財づくりへの 3つの保全道場 【新人教育編】

中部 ＴＰＭ優秀改善賞 株式会社 ジャパンエナジー 知多製油所 水上  尚人 危険が潜む入出荷桟橋！　 ヒヤリハットが生んだ安全改善!!

中部 ＴＰＭ優秀改善賞 大和化成工業 株式会社 岩瀬  正巳 ＤＭＩ－ＩＳＰ130　油圧ロット破断対策

中部 ＴＰＭ優秀改善賞 株式会社 デンソー 安城製作所 都築  正巳 事業を支え続ける 高稼働ラインへの挑戦!! ～私たちが取り組んだＣ/Ｂライン5-90活動～

中部 ＴＰＭ優秀改善賞 トヨタ自動車 株式会社 元町工場 大橋  一志 「現地現物」から学んだ変化点管理

中部 ＴＰＭ優秀改善賞 トヨタ車体 株式会社 いなべ工場 上野  輝幸 ロボットケーブル断線防止から生まれたコスト低減

中部 ＴＰＭ優秀改善賞 トヨタ車体 株式会社 吉原工場 西田  龍也 無人搬送車頻発故障”0”への挑戦!!

中部 ＴＰＭ優秀改善賞 日立金属 株式会社 桑名工場 日比  雅人 2Ｆ鋳造ライン造型機故障のゼロ化

中部 ＴＰＭ優秀改善賞 ヤマハ発動機 株式会社 望月  一慶 圧漏れ不良 ＰＰＭオーダーの実現

中部 ＴＰＭ奨励賞 アイシン精機 株式会社 西尾機関工場 窪田  浩二 シリコン注入不良ゼロ化への挑戦

中部 ＴＰＭ奨励賞 愛知製鋼 株式会社 石崎  健一 小集団で解決！　トラバーサ頻発停止処置作業の撲滅

中部 ＴＰＭ奨励賞 イビデン 株式会社 青柳事業場内 河瀬  武志 スッキリ！ 　流れの見える化で、作業効率改善

中部 ＴＰＭ奨励賞 エヌティー精密 株式会社 鳥居  竜政 ブレーキ部品加工機　チョコ停”ゼロ”への挑戦

中部 ＴＰＭ奨励賞 オスラム・メルコ 株式会社 佐山  利幸 包装機チョコ停撲滅への挑戦

中部 ＴＰＭ奨励賞 大同特殊鋼 株式会社 知多工場 後藤  基文 めざせ！　小型工場設備安定稼働

中部 ＴＰＭ奨励賞 大同特殊鋼 株式会社 知多工場 冨田  清仁 今こそ夢が現実に！　 3Ｋ職場から脱却

中部 ＴＰＭ奨励賞 株式会社 デンソー 西尾製作所 村上  慎吾 ＡＦＭセンサーライン稼働率向上活動 ～ＴＩＥ手法を取り入れたＴＰＭ活動～

中部 ＴＰＭ奨励賞 株式会社 東海理化 ＳＡＦ事業部 杉山  卓志 ・内田  巧一 ”出て当然”とあきらめていた縫製不良『0』への挑戦

中部 ＴＰＭ奨励賞 ヤマハ発動機 株式会社 川瀬  哲也 リセス欠肉0

北陸 ＴＰＭ優秀改善賞 アイシン軽金属株式会社 角谷  秀明・田所  和之  シリンダーヘッドカバー切粉残りゼロに挑戦

北陸 ＴＰＭ優秀改善賞 アイシン軽金属株式会社 澤田  祐樹・牧野  翔太朗 マシニングセンタ　主軸ドローバー故障「0」に挑戦

北陸 ＴＰＭ優秀改善賞 となみの工業株式会社 今井　守 215Ｌ　Ａライン  エフ付け作戦から始まった『こだわり』改善活動

北陸 ＴＰＭ優秀改善賞 三菱化学ハイテクニカ株式会社 上越テクノセンター 瀧本  一則 機関補機の自主保全再構築

北陸 ＴＰＭ奨励賞 コマニー株式会社 田畑  勝久 切粉流出0（ゼロ）への挑戦～切粉は私たちの宝物！～

北陸 ＴＰＭ奨励賞 東邦チタニウム株式会社 機能化学品事業本部　 鈴木　浩明 定期修理の作業管理方法の改善

関西 ＴＰＭ優秀改善賞 四国積水工業株式会社 藤本  壽子 合成木材 梱包生産性の向上

関西 ＴＰＭ優秀改善賞 パナソニック株式会社 ホームアプライアンス社  エアコンデバイスビジネスユニット 植田   毅 胴シェル巻きライン品質の安定化

関西 ＴＰＭ優秀改善賞 パナソニック電工株式会社 電器事業本部 橋   憲幸 リニアモーター製造工程の品質改善とエコものづくり

関西 ＴＰＭ優秀改善賞 パナソニック電工施設照明株式会社 春日本社・工場 森本  義三 塗装ラインの品種切替えロス1/3への挑戦

関西 ＴＰＭ奨励賞 サントリープロダクツ株式会社 高砂工場 多田  賢一 IE手法（PTS法）の活用による容器成型工程の型替ロス削減

関西 ＴＰＭ奨励賞 ヤマウチ株式会社 京都長田野工場 福山  陽司 「攻めの保全」の省エネ活動

中国四国 ＴＰＭ優秀改善賞 倉敷化工株式会社 坂本  明広 流れるライン構築に向けて 組立工程の生産性向上

中国四国 ＴＰＭ優秀改善賞 昭和電工株式会社 徳山事業所 辻   真登 フィルタープレスの独自改善による故障の削減

中国四国 ＴＰＭ優秀改善賞 マツダ株式会社 本社工場 車体製造部 鎌田  宏幸 ライン品質向上活動 レーザー穴明け不良の撲滅

中国四国 ＴＰＭ優秀改善賞 マツダ株式会社 本社工場 第3パワーﾄレイン製造部 井戸  幸昌 金型島形状修正時間の短縮

中国四国 ＴＰＭ奨励賞 エプソンイメージングデバイス株式会社 本社 山口  謙二 層間膜材料の使用量削減

中国四国 ＴＰＭ奨励賞 マツダ株式会社 本社工場 第2パワートレイン製造部 山田  千帆里 No.6.5 ローダー　ケーブル断線故障ゼロ化

西日本 ＴＰＭ優秀改善賞 SUMCO TECHXIV株式会社 生産本部 長崎工場 生田  繁則 外径研削機の改善活動

西日本 ＴＰＭ優秀改善賞 三積工業株式会社 日吉  孝之 構造体ラインの生産性向上

西日本 ＴＰＭ優秀改善賞 TOTO株式会社 小倉衛陶製造部 長尾  健次 タンクレストイレ（ネオレストハイブリッド）組立 生産性向上

西日本 ＴＰＭ優秀改善賞 ヤマハ熊本プロダクツ株式会社 磯野  亜希男 ちえくりによるよか職場づくり

西日本 ＴＰＭ奨励賞 九州積水工業株式会社 中島   修 会所マスフタ 内作化100％への取組み

西日本 ＴＰＭ奨励賞 SUMCO TECHXIV株式会社 生産本部 長崎工場 片山  明彦 第4ステップ総点検活動～洗浄機で新たな発見～


