
・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

MA-1016
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書

□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 中国・四国地区大会 開催日：2020年10月2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）

録画発表：TPMレディース
大会 入賞事例

事例
（予定）

T レ

8

発表会2020発表会2020
活動事例活動事例

10月2日  
2020年 12：45～

16：45

金
広島県情報プラザ
（広島市中区千田町3-7-47）

場 所

日時

申込み

問合
わせ

発表会2020発表会2020
活動事例活動事例

［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

発表数

［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？

中 国・四 国

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

ご発表予定企業様

Good Idea!!

録画発表：TPMレディース大会 入賞事例

地区大会

事例
（予定）8

“　　　　　　　　　       ”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。

改善

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

来場人数定員あり

10月2日  
場 所

日時

申込み

問合
わせ

広島県情報プラザ
（広島市中区千田町3-7-47）

2020年 12：45～
16：45

金
感染防止に配慮した開催をします

旭化成、倉敷化工、

東レ、徳山積水工業、

PSジャパン、マツダ、

リョービ、リョービミラサカ

 
（50音順）

●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

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



2016年､2017年のクレーム内容を分析すると､70%が外観検査に
おける見逃し流出であることがわかった。そこで見逃しのメカニズ
ムを分析し､見逃しによるクレーム「ゼロ」を目指した結果、2018年
度は見逃しクレーム「ゼロ」を達成｡しかし2019年度に再び発生し
たことにより､新たに対策を考え実施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。

12：45～ 12：50

12：50～ 13：10

□表彰式

第32回 TPMレディース大会 入賞事例

升本　康彦 リョービ株式会社 ダイカスト事業広島
製造第二課 検査係 グループリーダー

見逃し流出不良ゼロへの挑戦

開会あいさつ

活動事例発表会2020　中国・四国地区大会 2020年10月2日（金） 広島県情報プラザ 地下2階 多目的ホール 受付：12:15～

運転・製造

2020 年７月 1日現在

マツダ株式会社
向田 光伸

東レ株式会社
荒金 秀行

旭化成株式会社
冨田 信昭

旭化成エンジニアリング株式会社
木村 裕一

倉敷化工株式会社
冨谷 孝二

JFEスチール株式会社
山村 健一

JFEプラントエンジ株式会社
大角　明

住友化学株式会社
酒匂　良和

リョービミラサカ株式会社
岸田　良治

弊工場で製造しているプラスチック原料の運転において「ストラン
ド垂れ」が発生し、この対応に労力を費やすので運転員を悩ませて
いた。この「現場の苦労」に対する改善への取組みについて紹介する

事例②
13：10～ 13：30

要田　龍慶 ＰＳジャパン株式会社 水島工場
製造チーム

ストランド垂れ撲滅
運転・製造

現場の改善活動

検査の見逃し対策

塩ビ樹脂製造装置では重合開始剤関係のトラブルは､プラント事故
に繋がるリスクがある｡なかでも長年原因が掴めなかった開始剤ラ
イン詰まりに果敢に取り組み､真の原因を突きとめ､ゼロ化を達成
することができた事例を紹介する

事例③

小田　翔太 徳山積水工業株式会社 本社
ポリマー製造部 ポリマー製造課

塩ビ重合器開始剤ライン詰まりゼロ化
運転・製造

トラブルゼロの追求

弊工場の溶剤回収工程のスケール詰まりによる非定常シャットダ
ウンの撲滅とポンプ切り替え作業の削減に対する取組みについて
紹介する

自動車用ゴム部品の生産ラインにおいて、お客様からの注文数増加
に対応するためには、成り行きでは24H操業が必要になる。短納期
で各種ロスを削減してOEE：92%の目標達成に取り組んだ事例
発表する
※OEE：総合設備効率

事例⑤

近藤　佑哉 旭化成株式会社 製造統括本部 水島製造所
ポリマー製造第二部 テナック製造課

溶剤回収工程における非定常作業削減
運転・製造

安全・安定運転の追求

当社はアルミダイカスト専門工場として自動車部品のダイカスト製品を生産
している。工務課合金係は原材料であるアルミインゴットを溶解し鋳造工場
に供給している。溶けたアルミを扱う職場であり災害が発生するリスクが高
い事からリスクアセスメントを行いリスクを下げてきた。これらの内容につ
いて紹介する

2020年9月4日開催の第32回TPMレディース大会
きらめき賞受賞事例を録画上映いたします

事例⑥

若佐　和弥 リョービミラサカ株式会社
工務課 合金係

合金溶解工程の安全性向上 ～熱きメタルの調教～
工務・保全

職場の安全性改善

事例⑦

鶴岡　希美 倉敷化工株式会社 本社工場
第一製造課 第三係 第三成形班 組長

回転式射出成形機の生産性向上
運転・製造

自動成形機の高効率化

HUBやサーバなどシステム機器について、ログやエラーメッセー
ジ、CPU負荷など故障の原因となりうる要因の特定を行い、各パラ
メータの値の変動と故障の関係を導く。結果として、これらのパラ
メータから機器のトラブル未然防止につなげていった取り組みに
ついて紹介する

事例⑧

高山　祐二 東レ株式会社 愛媛工場
工務部 システムグループ

システム機器の予兆監視によるトラブル未然防止について
工務・保全

録画発表

システム機器の予兆監視

事例④

マツダ株式会社 本社工場
車体製造部　第2車体課　第4車体係　班長

CX-8リアドア組付け精度向上による折合調整時間短縮

14：25～ 14：45

14：45～ 15：05

15：20～ 15：40

15：40～ 16：00

16：00～ 16：20

16：30～ 16：45

14：05～ 14：25

13：30～ 13：50

全国設備管理強調月間
中国・四国地区実行委員

（敬称略）

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

奥野　 響

お客様に感動を与える品質を実現するため、職場の全員でドア隙
の品質向上に挑戦した。【安全・容易・高効率】の考え方でロス
を顕在化し、やりがいを感じながら全員のやる気にインナー着火
する事で目標を達成した事例を紹介する

豊かな発想と確かな品質保証

運転・製造




