
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!!

webサイトの「セミナー・イベント」からお申し込みください

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

らお申し込みくだださい

会
愛知県、福岡県県

JIPM 検索

発表
大会
発表
大会改善事例改善事例

2021中国
四国&関西&関西 地域開催

地域
開催

全国設備管理強調月間

2021年      月              日（金）））（（年年 日日 金金0000221122 年     月            日月月年年 日日6 116 11 ライブ配信ライブ配信

高木 佳寿子さん（豊田合成株式会社）

＜第 49 回キャッチコピー（スローガン）＞

“いま”を進化させ
　　新しい現場づくり!!

”異常を感じるその瞬間”
あなたの意識が現場を変える !!
”異常を感じるその瞬間”

あなたの意識が現場を変える !!

参加方法

聴　講
申込み

お問い合わせは
こちらまで

聴講者募集中 !!

発表事例数
12社14事例（予定）
（詳細は裏面をご参照ください）

オンライン（ZOOM）で発表を聴講

製造現場における改善活動をご聴講いただけます。
１事例あたりの発表時間は 15分です

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

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

〒450-0002　名古屋市中村区名駅4-23-13 名古屋大同生命ビル3階
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◆改善事例発表⼤会　中国・四国地域 2021年6⽉11⽇（⾦）
9:10 - 9:15 開会あいさつ

9:15 - 9:35 事例１ ▶録画発表
⼯務・保全 新⼿法による薄⾁形状の型割れ修理時間短縮　〜１＋１＝∞　コラボって強いんです〜 🎤

⽵内 貴洋

9:35 - 9:55 事例２ ▶録画発表
運転・製造 回転式射出成形機の⽣産性向上

鶴岡 希美

9:55 - 10:15 事例３ ▶録画発表
運転・製造 M-2ラインにおける⽣産性向上 〜設計変更によるタクトオーバーゼロへの挑戦〜

三春 清志

10:25 - 10:45 事例４ ▶録画発表
ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ 排⽔処理⼯程の変動消耗品ロス削減の取組み 🎤

坂上 慶次

10:45 - 11:05 事例５ ▶録画発表
運転・製造 CX-8リアドア組付け精度向上による折合調整時間短縮〜海外研修⽣と共に切磋琢磨したグローバルな活動〜 🎤

奥野 響

◆改善事例発表⼤会　関⻄地域
11:15 - 11:20 開会あいさつ

11:20 - 11:40 事例１ ▶録画発表
運転・製造 お客様へ流出する不良ゼロ化への挑戦 🎤

⻄川 説⼦

11:40 - 12:00 事例２ ▶録画発表
運転・製造 飲料充填機のリフター部改良保全によるメンテナンス性向上 🎤

島尻 宙輝 運転・製造

（昼休憩）

13:00 - 13:20 事例３ 　来場発表
⼯務・保全 稼働約５０年 紡⽷設備の安全化 〜安全性と⽣産性の両⽴〜 🎤

宮﨑 貴⽂

13:20 - 13:40 事例４ ▶録画発表
運転・製造 磨けば光るダイヤの原⽯ 〜経験浅い若⼿の挑戦〜 🎤

永⽥ 隆信

13:40 - 14:00 事例５ 　来場発表
運転・製造 ⼤容器２号充填機段替え作業の効率化 🎤

⾼岡 裕之 運転・製造

14:10 - 14:30 事例６ 　来場発表
運転・製造 FFU製造⼯程のランニング不良削減 🎤

⽵内 章⼈

14:30 - 14:50 事例７ ▶録画発表
運転・製造 ⽸ライン ⽸積み込み装置セパレートシート異常ゼロ化 🎤

⼭⼝ 智詩

15:00 - 15:20 事例８ 　来場発表
運転・製造 染⾊労働⽣産性向上 〜染料秤量管理システム構築による染⾊⼀発率向上〜 🎤

⻄本 考宏

15:20 - 15:40 事例９ 　来場発表
⼯務・保全 半導体実装⽤接着材シートの⽣産設備の⼯程安定化 🎤

⽥圃 圭祐

15:50 - 16:10 設備保全の⾼度化に向けた新ソリューションの開発
     関⻄電⼒株式会社 ⽕⼒事業本部⽕⼒開発部⾨ 技術開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ﾘｰﾀﾞｰ 乾 　誠

関⻄電⼒では⽕⼒発電所の設備保全⾼度化に向けた新技術の開発を進めており、他業界を含むお客様にもその成果をご提供している。その中から、
データ収集・可視化システム（PI System）の有効活⽤とAI/IoTを活⽤した保全⾼度化、反応性塗料の開発について事例紹介する

16:10 - 16:25 最⾼の肌美しい下地づくりへの挑戦〜崖から這い上がった新⼈リーダー奮闘記〜
マツダ株式会社 本社⼯場 第１⾞両製造部 第1塗装課   桑原 ⼩夏

16:25 - 16:40 結果発表 🎤︓ 質疑応答あり

特別発表

保全⾼度化、
AI/IoT活⽤

津⼭グンゼ株式会社

オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

現場の改善活動

⼩野⼯場 製造課１係

染⾊⼯程の労働⽣産性を向上するために､染⾊⾊相再現性の阻害要因であった染料配合の管理⽅法と染料秤量ﾐｽに対して､品種最⼩単位での配
合管理とﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰを起こさせないｼｽﾃﾑの開発と導⼊を⾏い､ﾛｽの極⼩化を実現した事例を紹介する

東レ株式会社 半導体･実装材料設備の主要⼯程は､停機時の損失が多⼤であり､2014年10⽉からﾄﾗﾌﾞﾙ削減活動を開始した｡過去の保全⼿法分析により判明した｢その場しの
ぎ｣保全を徹底的に廃⽌し⼯程安定化活動を進めたが､主要⼯程に精密機器が多くｾﾞﾛ化に時間を要した｡そこで､ﾌﾟﾗﾝﾄ情報管理ｼｽﾃﾑを活⽤し､塗布/温湿度管
理の優先⼯程を明確化した上で､空気清浄度可視化など｢⾒せる｣設備ﾃﾞｰﾀ/機器ﾘｽﾄの構築による予防保全体制を確⽴し､2017年度8⽉から30ヶ⽉連続故障ｾﾞ
ﾛ継続の成果をあげた事例を紹介する

染⾊⾊相再現性
の向上 製造課 染⾊⼯程 班⻑

⼯程安定化活動滋賀事業場 
⼯務部⼯務保全課

サントリープロダクツ株式会社

栗東製造所 FFU製造
課 ⽣産2係 班⻑

現場の改善活動⾼砂⼯場 
包装部⾨ Bﾗｲﾝ

製品の設計変更によりｽﾎﾟｯﾄ溶接点数が増加した｡加⼯数増に対してﾀｸﾄｵｰﾊﾞｰした時間をどのように改修していったか､ﾛﾎﾞｯﾄ作業の改善事例を紹介
する

TPMという⾔葉さえ知らなかった若⼿メンバが、⽇々故障対応に追われる負のスパイラルを「なんとかしなければ︕」と⼀念発起。初めてのTPM活動で
数々の困難に遭遇しながらも、それらを乗り越え⼤きな成果に結びつけた事例を紹介する商品事業本部 草津⼯

場 製造部 製造2課 経験浅い若⼿の挑戦

サントリープロダクツ株式会社 飲料充填機でﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙを上下移動させるﾘﾌﾀｰ機構で､ｶﾞｲﾄﾞ部品が摩耗劣化しても直ぐに交換ができない構造になっていた｡そこで⾃主保全でも容易
に部品交換ができる構造に改良を⾏い､ﾀｲﾑﾘｰな保全及び⼯数削減に⼤きく貢献した事例を発表する

⾼経年設備では、その建設時期の法令や⼯業規格に基づき設計されており、危険と隣り合わせの労働集約型の⽣産体制となっている場合がある。本
事例では稼働48年の⾼経年設備について、最新の安全規格へ適合させつつ⽣産性を両⽴させた現場改善事例について紹介する

旭化成株式会社 ⾼経年設備の安全化
⽣産技術本部 設備技術センター 
守⼭設備技術部 守⼭電計技術課

現場の改善活動
宇治川⼯場 
包装Dグループ

現場の改善活動防府⼯場 ドア事業部
組⽴課　職⻑

豊かな発想と
確かな品質保証本社⼯場 ⾞体製造部 第2

⾞体課 第4⾞体係 班⻑

天然⽔奥⼤⼭ブナの森⼯場 
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部⾨ ⼯務ｸﾞﾙｰﾌﾟ

マツダ株式会社

株式会社ヒロテック

お客様に感動を与える品質を実現するため、海外研修⽣を巻き込み職場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

特別発表

サントリープロダクツ株式会社 現場の改善活動 天然⽔や飲料を製造する⼯程で設備の洗浄･殺菌が⽋かせないが､今回排⽔処理⼯程における費⽤削減活動を進める中で変動消耗品について現
場の観察により､新たなﾛｽを発⾒し改善につなげた事例を発表する

蔦機械⾦属株式会社 弊社はアルミダイカスト製品を⽣産している。量産品を⼈の⽬にたより全数検査するが、しばしば不具合品を⾒逃しお客様に納品してしまい迷惑をお掛
けしていた。複雑形状の製品を数多く検査する作業は、検査員への情報展開やコンデション、スキルも影響している。これらに着⽬した対策を盛り込むこ
とで、流出する不良を減らした事例を紹介する

現場の改善活動本社事業部 
鋳造検査課

飲料の⽸を製造するﾗｲﾝで2019年1⽉以降ﾗｲﾝ停⽌が増加傾向になった｡調査すると⽸積み込み装置のｾﾊﾟﾚｰﾄｼｰﾄ異常に起因する停⽌が多いことが
わかった｡そこで､なぜなぜ分析などの解析⼿法を駆使し､さらに解析した結果をもとに改善策を検討し対策することで､当該要因によるﾗｲﾝ停⽌のｾﾞﾛ化
を達成した事例を紹介する

シスメックス国際試薬株式会社 ⼤容器２号充填機と呼ばれる５〜２０L⽤の液体充填ラインでは『段替え』という製品サイズの切り替え作業を頻繁に⾏っている。だがオペレータ間で作
業時間のバラつきが多く、オペレーターによってはできない作業も発⽣する。それらの原因から対策までを⼩集団活動を通じて、作業の効率化を図った改
善事例を紹介する

⻄⽇本積⽔⼯業株式会社 新規⽣産設備の⽴ち上げに成功した後､新たに発⽣した不良項⽬に対し｢現場･現物･現実｣を基本に､｢原理･現象｣を考え､PDCAを回し､安定⽣産
実現に向けﾜﾝﾁｰﾑで活動を推進した｡その結果､⼈財育成を含め⼤きな成果を出す事が出来た事例を紹介する５ゲン主義

リョービミラサカ株式会社 私たちは、⽇々鋳造で酷使されている⾦型の保全を⾏っています。溶接不良・加⼯不良による再加⼯が多く修理納期に追われていたが、これまで⾏って
きた修理ノウハウを掛け合わせることで、⽣み出した修理⽅法の事例を発表します。修理⽅法のコラボ

 ⾦型課整備機械1係

倉敷化⼯株式会社 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。そこで短納期で各種ロ
スを削減してOEE︓92%の⽬標達成に取り組んだ事例を発表する

⾃動成形機の
⾼効率化本社⼯場 第⼀製造課 

第三係 第三成形班 組⻑



倉敷化工株式会社 回転式射出成形機の生産性向上
サントリープロダクツ株式会社 排水処理工程の変動消耗品ロス削減の取組み
株式会社ヒロテック （社内選考中）
マツダ株式会社 CX-8リアドア組付け精度向上による折合調整時間短縮
リョービミラサカ株式会社 （社内選考中）

発表会社名 発表テーマ

旭化成株式会社 稼働48年 紡糸設備の安全化 ～安全性と生産性の両立～
オムロン株式会社 
インダストリアルオートメーション 磨けば光るダイヤの原石 ～経験浅い若手の挑戦～
ビジネスカンパニー 
サントリープロダクツ株式会社 飲料充填機のリフター部改良保全によるメンテナンス性向上
サントリープロダクツ株式会社 缶ライン 缶積み込み装置セパレートシート異常ゼロ化
シスメックス国際試薬株式会社 大容器２号充填機段替え作業の効率化
蔦機械金属株式会社 （仮）お客様へ流出する不良の低減
津山グンゼ株式会社 染色労働生産性向上 
 ～染料秤量管理システム構築による染色一発率向上～
東レ株式会社 半導体実装用接着材シートの 生産設備の工程安定化
西日本積水工業株式会社 4号機ランニング不良削減

関西電力株式会社 設備保全の高度化に向けた新ソリューションの開発

発表会社名

招待発表

発表テーマ

発 表 予 定 企 業
午前：中国・四国地域

午後：関西地域

2021年6月11日（金）
ライブ配信

委員長 マツダ 向田　光伸
副委員長 東レ 荒金　秀行
委員 旭化成 冨田　信昭
委員 旭化成エンジニアリング 木村　裕一
委員 倉敷化工　 冨谷　孝二
委員 JFEスチール 山村　健一
委員 ＪＦＥプラントエンジ 大角　明
委員 住友化学 酒匂　良和
委員 リョービミラサカ 岸田　良治

全国設備管理強調月間 中国・四国地域実行委員

委員長　　東レ 藤本　節
副委員長　東レ 高島　直弘
副委員長　カネカ 平田  佑介
副委員長　神戸製鋼所 多比良　知秀
委員 大阪ガス 西田  正平
委員 クボタ 鳥飼  雅幸
委員 グンゼ 奥田　智久
委員 住友化学 近藤　幸隆
委員 住友電気工業 中川路　進一
委員 積水化学工業 平子　雅彦
委員 ダイキン工業 山本　孝雄
委員 日本製鉄 廣田　大輔
委員 日本製鉄 坂本　真一
委員 日本触媒 澁澤　文生
委員 パナソニック 
 中国・北東アジア社 前田　英治
委員 パナソニック 
 ライフソリューションズ社 福田　雄一
委員 三井化学 山下　勝哉

全国設備管理強調月間 関西地域実行委員

（50音順敬称略）

１．参加料　１名・１ＩＤ

申込み規定・ご案内 MA1013・1016

●当会ＨＰの専用申し込みフォームよりお申し込みください
　URL：https://www.jipm.or.jp/offer/
●請求書は、開催の２週間前より派遣窓口ご担当者様宛に送付します。開催後1ヵ月以内に
当会指定の銀行口座にお振り込みください。なお振込手数料は貴社にてご負担ください

３．参加申込みと参加料のお支払い方法

●配信映像の録音・録画はお断りいたします
●１つのＩＤを複数人で使用することは禁止します。他者との共有はできません。必ず
聴講される人数分をお申込みください

●参加予定の方が当日都合がわるい場合は代理の方がご参加ください。代理参加不可能な
場合は規程によりキャンセル料を申し受けます

４．禁止事項

開催当日および前日の取消し：参加料全額
開催の２日前～７日前の参加取消し：参加料の３０％
※いずれも土・日曜、祝祭日を含みません
※キャンセルはメールでのみ受け付けます　E-Mail：seminar@iecj.com

５．キャンセル規定

公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会　普及推進部　中部事務所
愛知県名古屋市中村区名駅4-23-13 名古屋大同生命ビル3階
　電話番号：052-561-5634 　E-Mail：jipmchuubu@jipm.or.jp

6．申込み・内容のお問合せ先

お申し込みはWEBサイトから  https://www.jipm.or.jp/offer/

（公社）日本プラントメンテナンス協会
　　　会員（正会員、事業所会員）
（一社）日本能率協会　法人会員

一　般

1～9名

10～19名

20名以上

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

14,300円／名 (税込)
（本体価格13,000円  消費税1,300円）

17,600円／名 (税込)
（本体価格16,000円  消費税1,600円）

12,100円／名 (税込)
（本体価格11,000円  消費税1,100円）

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

11,000円／名 (税込)
（本体価格10,000円  消費税1,000円）

※１名１ＩＤをお申込みください
※複数人集まって同時聴講する場合は、必ず聴講人数分をお申込みください
※参加料金は１申込みあたりの単価です。複数申込みの合算はできません
※参加人数は全地域（東日本、中部、中国･四国&関西、西日本）に適用します
※請求書発行後の人数変更、キャンセルして申込みをやりなおした場合等は低価
格適用はされません
※会員以外の方はこの機会にぜひ当会への入会をご検討ください

・（公社）日本プラントメンテナンス協会　https://www.jipm.or.jp
・（一社）日本能率協会　　　　　　　　　https://www.jma.or.jp

●本発表大会は、ＷＥＢシステム「ＺＯＯＭ」にてライブ配信します
●参加方法は、オンライン聴講のみで、聴講には専用URLが必要です
●お申込み後、申込責任者に参加者名とメールアドレスをご登録いただきます
●URLは、開催１週間前に参加者それぞれにメールされます
●テキストの頒布はありません

２．参加方法

申込みサイト
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