
　第42回 全国設備管理強調月間記念行事「地区大会2015」　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 株式会社デンソー北海道 樺澤  大樹 MAPS5真空注入機  真空ポンプ故障撲滅活動

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 佐藤  洸樹 ロボットハンド掴み異常の撲滅

東北・北海道（北海道開催） 奨励賞 北海道住電精密株式会社 製造部  加工工場 長谷川  嘉昭 5S3定活動展開による改善効果

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 福士  英一 つなぎ目センサーで見落としなし作業者の負担を軽減

東北・北海道（東北開催） 優秀改善賞 ソニーストレージメディア・アンド・デバイス株式会社 鹿沼サイト 川又  陽子 原材料・副資材　物流業務改善

東北・北海道（東北開催） 優秀改善賞 株式会社ミツバ 福島工場 新田  浩才 次世代パワーシートモータ　ウォームシャフトの魅力品質提供

東北・北海道（東北開催） 奨励賞 株式会社東北佐竹製作所 田鎖  晃 プレスブレーキ職場  工程内不良の削減

東北・北海道（東北開催） 奨励賞 富士工業株式会社 白河工場 中島  幸治 「気づき」から生まれたチョコ停ゼロ事例

東京 優秀改善賞 旭化成株式会社 生産技術本部  保全統括部  富士保全部 木下  雅也 工場のスマート化によるCo-Mo活動・省エネ推進　～設備情報自動収集システム構築～

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 知念  美怜 3列分岐装置の容器詰まりゼロ化

東京 優秀改善賞 昭和電工株式会社 川崎事業所 清野  健之 フロンガス製造プラント総点検

東京 優秀改善賞 ジヤトコ株式会社 ＦＦ  Ａ／Ｔ工場 増田  剛志 組立ライン設備　改良保全による稼働率向上

東京 優秀改善賞 富士重工業株式会社 群馬製作所 永瀬  雄基 稼働率向上活動　～奇跡の一滴～

東京 優秀改善賞 富士フイルム静岡株式会社 泉  孝一 視点を変えたTPM活動による生産性向上　～儲けるTPM～

東京 奨励賞 サカタインクス株式会社 東京工場 吉村  哲也 オフセットインキにおける品質向上と安定量産

東京 奨励賞 積水化学工業株式会社 群馬工場 天田  善和 エスロハイパーJW100変形修正タッチ「0」化

東京 奨励賞 積水化学工業株式会社 積水武蔵化工株式会社 臼田  克哉 発泡52号機  薄物品生産性向上

東京 奨励賞 日産自動車株式会社 いわき工場 長瀬  和生 クリーン＆サイレント活動によるお客様満足度の向上

東京 奨励賞 富士フイルムエンジニアリング株式会社 足柄本社 増尾  浩 高度な機械整備技術・技能を活かし、工期／コストのミニマム化に挑戦!!

東京 奨励賞 三菱重工業株式会社 相模原製作所 杉山  勉 コンプレッサーホイールライン　ＮＣ旋盤の故障低減活動

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 酒井  啓太 速度低下ロス低減 高速研磨機「最速研削条件」への挑戦！

中部 優秀改善賞 アイシン精機株式会社 衣浦工場 島田  一 故障『ゼロ』を目指した未然防止活動 ～若手保全マンの意識改革～

中部 優秀改善賞 昌和合成株式会社 三好・本社工場 木之下 友範 インサイドハンドル成形工程多台持ちへの挑戦

中部 優秀改善賞 株式会社デンソー 安城製作所 下田  由美 既存スタータライン 設備総合効率再生への挑戦

中部 優秀改善賞 株式会社デンソー 西尾製作所 平林  孝 熱処理ガス浸炭ライン、ガス変成炉長時間故障”０”への挑戦

中部 優秀改善賞 トヨタ自動車株式会社 上郷工場 岩附  誠 持続的成長に向けた真の生産保全活動の構築

中部 優秀改善賞 トヨタ自動車株式会社 高岡工場 木村　健 故障を発生させない！設備「町医者」管理

中部 優秀改善賞 トヨタ紡織株式会社 高岡工場 安枝 健太郎 ウレタン注入ヘッドの手の内化による故障低減活動

中部 優秀改善賞 ハマプロト株式会社 門倉  俊博 周辺視・体幹トレーニングによる検査出来高の向上

中部 優秀改善賞 三菱自動車工業株式会社 名古屋自動車製作所 榊原　啓太 搬送機 ワーク受け動作異常撲滅活動

中部 奨励賞 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 第2工場 井上  純一 出来高向上に向けた電子ビーム溶接機のCT短縮活動

中部 奨励賞 アイシン精機株式会社 新豊工場 木戸  伸介 カチオン塗装工程 異物付着不良低減活動

中部 奨励賞 大和化成工業株式会社 本社工場 村松  潤   鷹巣  裕介 パッキン組付け機製品セットミス対策

中部 奨励賞 株式会社豊田自動織機 エンジン事業部東知多工場 永坂  竜基 サーモグラフィによる温度での設備不具合診断

中部 奨励賞 株式会社豊田自動織機 自動車事業部　長草工場 上野  健二郎 ヴィッツライン塗装工程 フード冶具外れによる干渉不具合の撲滅

中部 奨励賞 トヨタ車体株式会社 いなべ工場 加藤  良仁 「材料供給装置 ホース穴明きゼロへの挑戦」
「６原則」で修理屋からプロの保全マンに!

中部 奨励賞 プラマック株式会社 中山工場 山下  愛美 購入部品の原価低減 ～買い方改善から内製化活動～

中部 奨励賞 古河電気工業株式会社 三重事業所 水野  智彦 振り返れば、新たな発見！『見直しSTEP UP活動』

中部 奨励賞 株式会社フレックスキャンパス 北岡  進   畔栁  有佐 皆の困りごと解消！ 油圧シリンダーの油漏れ対策～部署を越え困難を越え気付いて築いた結束力～

中部 奨励賞 ヤマハ発動機株式会社 浜北工場 池田  丈児 歯車最終工程 慢性品質故障対策

北陸 優秀改善賞 アイシン軽金属株式会社 中村　英彦 Ａラインチョコ停ロス低減による設備総合効率向上

北陸 優秀改善賞 コマニー株式会社 長濱  里香 最後の一手、アルミ切粉発生源対策から産まれたお客様別生産の確立

北陸 奨励賞 三菱レイヨン株式会社 富山事業所 池本  康成 自主保全活動ステップ展開による粉漏れゼロ達成とバンカー室復元

関西 優秀改善賞 関西ティーイーケィ株式会社 エンジニアリング事業本部 吉田  雄基 ＴＰＭ活動「設備故障“ゼロ”」への取組み ～攻めの保全～

関西 優秀改善賞 栗東積水工業株式会社 滋賀栗東工場 藤田  豊章 エスロＰＢ外径不良”ゼロ”

関西 奨励賞 旭化成株式会社 生産技術本部 厚地  琢也 『系停止ゼロ』への取り組み

関西 奨励賞 グンゼ株式会社 九州グンゼ(株)高崎分工場 上別府 より子 生産効率化の追究(ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾚﾃﾞｨｰによる個別改善)

関西 奨励賞 サントリープロダクツ株式会社 宇治川工場 中野  亮   高橋　一男 中味調合部門の自主保全活動を軸とした職場改善活動

中国・四国 優秀改善賞 積水成型工業株式会社 出雲工場 稲津　明 セキスイ畳表『美草』の検査工数削減

中国・四国 優秀改善賞 マツダ株式会社 本社工場 樋脇　裕也 『当たり前をくつがえせ』～塗料と戦った515日～

中国・四国 奨励賞 住友化学株式会社 愛媛工場 石川　竜聡 後継者育成と技術伝承の取組み

西日本 優秀改善賞 マツダ株式会社 本社工場 田川　晃太
   鍋島　綾花 危険作業からメンバーを守れ！ローダーティーチング機外化への挑戦

西日本 優秀改善賞 九州サントリーテクノプロダクツ株式会社 岩阪　大輔 コンベア搬送不良改善によるラベル検査機の停止削減

西日本 奨励賞 日本澱粉工業株式会社 有村　譲 粉末水飴生産性の向上


