
・開催当日および前日の参加取消し･･･参加料全額
  （参加料入金済の場合、返金いたしません）
・開催の２日前～７日前の参加取消し･･･参加料の30％
  （参加料入金済の場合、70％を返金いたします）
＊いずれも土日曜・祝祭日を含みません
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□会員（正会員・事業所会員） □協賛団体会員
□ JMA法人会員 □ 一般

□内にレ印でチェックをお入れください

（注）太線の枠内をご記入ください 請求書と受付票は、派遣窓口担当者様あてに送付いたします。それ以外をご希望の場合は備考欄にご記入ください。

〒　　　　－　　　　

TEL（　　　　　　）　　　　　　－　　　　　 FAX（　　　　　）　　　　　　－　　　　　

会 社 名

受　　付 登　　録 発　　送

事業場名

所属
役職名

所 在 地

ふりがな

派遣窓口
担当者名

E-mai l

※上記参加料にてご確認ください

@ 円（税込み） ×

合計  円（税込み）

名

・天変地変や伝染病の流行、研修会場・輸送等のサービスの停止、官公庁の
　指示等の、当会が管理できない事由によるイベントの内容変更・中止の
　ために生じたお客様の損害については、当会ではその責任を負いかねます
・録音・録画に使用する機材の持込みをお断りいたします

●内容についてのお問い合わせは、中部事務所までお願いいたします

●会員ご入会の有無につきましては、下記HPにてご確認ください
　https://www.jipm.or.jp/company/memberlist/
　　公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会HP
　https://list.jma-member.com/
　　一般社団法人 日本能率協会HP

公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会 中部事務所

TEL：052-561-5634
Mail：jipmchuubu@jipm.or.jp

※上記参加料にはテキスト代が含まれています

参加申込み規定

参加料

お問い合わせ先

・「JIPM」ホームページまたは下記申込書をファクシミリにてご送付
ください。電話での申込みは受け付けておりません

・開催の約2週間前より、派遣窓口担当者様あてに受付票・会場案内と
請求書を送付します。請求書が届き次第、当会指定の銀行口座にお振り
込みください。なお、振込み手数料は貴社にてご負担ください。また、
お支払いは原則として開催後1ヶ月以内にお願いいたします

参加申込み方法

ご注意・お願い

・参加予定の方が当日参加できない場合は代理の方がご参加ください。
　代理の方の参加も不可能な場合は、下記の規定によりキャンセル料を
　申し受けます（キャンセルはファクシミリでのみ申し受けます）

キャンセル規定

会員以外の方は、この機会にぜひ当会へのご入会をご検討ください

備考欄（連絡・希望事項・協賛団体名）

＠

活動事例発表会 2020 西日本地区大会 開催日：2020年9月18日（金）

●申込みの確認は、TEL 049-257-5409までお願いいたします
株式会社アイ・イーシー 通信教育・セミナー受付センター

FAX：049-257-5424
※当会ではセミナー・イベントの申込手続きに関する業務を株式会社アイ・イーシーへ
　委託しております

お申込み先

お申込みは「JIPM」Webサイトまたはファクシミリで！ 
 https://www.jipm.or.jp/offer/

■個人情報の取扱いについて
　ご記入いただいた個人情報は、当大会の運営・管理・資料送付、出欠の確認等に利用いたします。また、後日、当会より事業・サービス・セミナー等のご案内を送付させていただく場合がございます。
　当会は、ご提供いただいた個人情報を当会のプライバシーポリシーに則って安全対策を施し適切に管理いたします。当会のプライバシーポリシー、個人情報の開示・訂正・削除等の詳細につきましては、当会
　ホームページ（httpｓ://www.jipm.or.jp/）をご覧ください。

2020. 7

Web
申込み

会員（正会員・事業所会員）
JMA法人会員・協賛団体会員 一般

16,500円 (税込み)
（本体価格15,000円  消費税1,500円）

19,800円 (税込み)
（本体価格18,000円  消費税1,800円）

特別講演

事例
（予定）6

9月18日  
2020年 12：45～

16：30

金
北九州市立商工貿易会館
多目的ホール
（北九州市小倉北区古船場町1-35）

場 所

日時

申込み

問合
わせ

［主催］公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会
［後援］経済産業省、厚生労働省、環境省、愛知県、福岡県

［活動事例発表会］とは

他社の取り組みを
マネして、考えて、進化させて、

ヒント が見つかる発表会！！

現場の

改善・工夫

どうしてるの？

西 日 本

第48回
全国設備管理強調月間

は??

IOT? ICT?人材育成ダイバーシティ

Good Idea!!

特別講演

地区大会

6 事例
（予定）

旭 化 成 、宇 部 興 産 、
トク ヤ マ 、

徳山積水工業、トヨタ自
動車九州、

日立造船 （50音順）

ご発表予定企業様

特別講演
「現場が主役の潤滑管理」

発表数

発表会2020発表会2020

“　　　　　　　　　       ”が大集合 ! !モノづくり現場の改善　　　　　　　　       モノづくり現場の改善
モノづくり現場や設備管理の改善活動の成果を各社に
発表いただく大会です！！職場の活性化と、企業の
発展に寄与することを目的としています。

活動事例活動事例改善

来場人数定員あり

9月18日  
場 所

日時

申込み

問合
わせ

北九州市立商工貿易会館
多目的ホール
（北九州市小倉北区古船場町1-35）

2020年 12：45～
16：30

金
感染防止に配慮した開催をします

RMFジャパン（株）　久藤 樹
 氏

●感染対策についてはホームページをご参照ください

●ソーシャルディスタンスを考慮した定員数を設定
しております。そのため、定員数に達しますと
申込受付を締め切らせていただきます。あらかじめ
ご了承ください

公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会
中部事務所

Tel:052-561-5634
E-mail:jipmchuubu@jipm.or.jp

JIPM

webサイトの「セミナー情報」から
お申し込みください。

公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会
Japan Institute of Plant Maintenance

発

新型コロナウイルス感染拡大の
防止対策のうえ開催いたします。

https://www.jipm.or.jp/offer/?id=1594282913-29651

防止対策
について

お申込み先 FAX:049-257-5424

https://www.jipm.or.jp/offer/
Web
サイト

JIPM



新技術としてSPR（セルフピアッシングリベット）が新規導入され
たが設備故障が多くネック工程となっていた。頻発停止や長時間
停止となる不具合の原因を追究し徹底的な再発防止の実践と設備
管理方法を確立させ品質､稼働の安定を目標に活動した事例を紹介
する

第48回全国設備管理強調月間入選者の表彰、
「優秀改善賞」「奨励賞」の発表・表彰

事例①

※プログラムにつきましては変更になる場合がございます。詳細につきましては当会ホームページをご参照ください。

特別
講演

12：45～ 12：50

12：50～ 13：10

□表彰式

「現場が主役の潤滑管理」

和久　正樹 トヨタ自動車九州株式会社 宮田工場 
車体部 車体設備課 第一保全係 M632

SPR不具合改修～保守確立まで～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※SPR…セルフピアッシングリベット

開会あいさつ

RMFジャパン株式会社
潤滑技術顧問（元出光興産株式会社） 久藤　樹 氏

活動事例発表会2020　西日本地区大会 2020年9月18日（金） 北九州市立商工貿易会館（シティプラザ）２階 多目的ホール 受付：12:15～

工務・保全

2020年７月1日現在

不具合改修と保守確立

舶用ディーゼルエンジンの排気ガスに含まれる窒素酸化物を尿素
水と反応させ除去する装置（SCR）をエンジンへ装備するための
組立作業で作業ロスが発生していた｡今回､作業効率向上のため
｢設計、生産管理､製造｣が一体となり問題解決に繋げることができ
た最新事例を発表する

事例②
13：10～ 13：30

山下　大志郎 日立造船株式会社 有明工場
製造部 組立課 組立係 組立 2

SCR組立作業改善による効率化
運転・製造

現場の改善活動

熱処理炉における炉材変形によって製品搬送トラブルが発生、設備
を停止し頻繁に補修対応していた。炉の変形は使用環境における炉
材の金属組織変化に伴う強度低下に起因していた。対策として炉の
材質と構造を見直すことにより、設備の安定稼働“トラブルゼロ化”
と補修コスト削減を実現した事例を発表する

事例⑤
14：30～ 14：50

松岡　泰志 宇部興産株式会社 宇部ケミカル工場
設備管理部　機械G　保全第一Ｔ

熱処理炉改善によるトラブルゼロ化
工務・保全

設備の安定稼働と補修費削減

ドライヤ歩み量の測定を自動化し、状態監視強化、トラブルの再発
防止及び危険作業の排除を図った事例を紹介する

事例⑥
14：50～ 15：10

15：20～ 16：05

16：15～ 16：30

石田　洸一 株式会社トクヤマ
セメント製造部 設備保全課

ドライヤ歩み量測定自動化について
工務・保全

保全業務のスマート化

主力製品を生産するSAP3では､採血管を搬送するベルトの桟が
外れる問題が慢性的に発生していた｡長きに亘って解決に至ら
なかった難題に対し､｢あるべき姿をデザインし実現させること｣
で、目標を達成できた事例を紹介する

事例④
14：00～ 14：20

福田　善宏 徳山積水工業株式会社 本社
メディカル製造部 メディカル製造課

真空採血管生産ライン SAP3の桟外れ撲滅への挑戦
～『外れるのが当たり前』からの脱却～運転・製造

デザインアプローチ

SUS316L+炭素鋼のクラッド鋼製撹拌槽において､炭素鋼側の
腐食が発見され攪拌槽本体を更新する必要性が生じた｡その対策と
して材質をSUS316Lに変更し､更新と同時に､①冷却水側のSCC
対策､②伝熱面積の有効利用による20~30%程度の生産レート
アップを達成｡更に､MP設計として撹拌軸グランド部のスケール
固着対策を行い､保全性を向上させた事例を紹介する

事例③
13：40～ 14：00

湯川　啓介
旭化成株式会社 生産技術本部 設備技術センター
延岡設備技術総部 延岡第一設備技術部 
日向化学品設備技術課

攪拌槽の腐食対策及び生産性向上
工務・保全

腐食対策及び生産性向上

全国設備管理強調月間
西日本地区実行委員

（敬称略）

宇部興産株式会社
古賀　源二

　

宇部興産株式会社
西森　隆明

住友化学株式会社
園田　誠

株式会社高田工業所
荒井　岳彦

TOTOサニテクノ株式会社
今岡　久光

株式会社トクヤマ
松田　篤政

トヨタ自動車九州株式会社
福田　克海

アイシン九州株式会社
品川　成雄

山九株式会社
坂口　伸一

昭和電工株式会社
梶原　豊

セントラル硝子株式会社
中嵜　義幸

東ソー株式会社
鬼村　武文

日鉄ステンレス株式会社
塚本　竜太

日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社
和田　裕人

日本製鉄株式会社
松井　章之

日本ゼオン株式会社
中原　輝男

マツダ株式会社
河本　勇二

委員長

副委員長

委員

最新情報・お申し込みはwebサイトで !!

https://www.jipm.or.jp/offer/h
Web
サイト

JIPM


