
１. 優れた第一線監督者・現場リーダーの現場マネジメントの交流
２．ものづくり改善技術の維持・伝承・向上のための施策の交流
３. 生産現場のQCD改善の優れた活動事例の交流

企画趣旨

参加日 受付No.

受付No.

参加申込規定

参 加 申 込 書

会場案内 福岡国際会議場　多目的ホール(2階)
〒812-0032 福岡市博多区石城町2-1　☎ 092(262)4111

交通のご案内

地下鉄呉服駅より　
　　　　徒歩12分

地下鉄中洲川端駅より　
　　　　徒歩15分

西鉄天神駅より　　
　　　　徒歩22分

地下鉄天神駅より　
　　　　徒歩22分

JR博多駅より　徒歩27分

バ   ス

FAX番号（市外局番からご記入ください）

【連絡希望事項欄】

電話番号（市外局番からご記入ください）

(　　　　　)

(　　　　　)

会　社　名
(正式名称)

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

事業所名

所　在　地

申込責任者

参加者氏名①

参加者氏名②

参加者氏名③

参 加 料

所　属
役職名

Eメール

JMA主催の関連催し物のメール配信を希望 □する　　□しない

ふりがな

ふりがな

所　属
役職名

Eメール

JMA主催の関連催し物のメール配信を希望 □する　　□しない

所　属
役職名

Eメール

JMA主催の関連催し物のメール配信を希望 □する　　□しない

所　属
役職名

Eメール
JMA主催の関連催し物のメール配信を希望 □する　　□しない

□ 日本能率協会法人会員
□ 上記会員外

お振込予定日

　　月　　　　　　　日
円 × 名 × 円（消費税別）日 ＝ 

会員制度のご案内

資料請求：第一線監督者の集い 事務局　 TEL 03（3434）1410（直通）

一般社団法人日本能率協会は法人を対象とした法人会員制度を設けセミナー参加料割引を
はじめ各種サービスを提供しております。是非この機会にご入会をご検討ください。

個人情報のお取扱いについて
一般社団法人日本能率協会では、個人情報の保護に努めております。詳細は小会の個人情報保護
方針（http://www.jma.or.jp/privacy/）をご覧ください。なお、ご記入いただきましたお客様の
個人情報は、本催し物に関する確認・連絡およびJMA主催の関連催し物のご案内をお送りさせて
いただく際に使用させていただきます。

キャンセル規定

開催７日前（開催初日を含まず起算）～前々日…………参加料の30％
開催前日および当日………………………………………参加料の全額
（万一キャンセルの場合は必ずファックスでご連絡ください。）

参加予定の方がご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。代理の方の出席もご都合がつかない
場合は、下記の規定により、キャンセル料を申し受けますのでご了承ください。

ご注意
・お申し込みいただいた方にはセミナーインフォメーションをお送りする場合があります。
・ 講演の録音・撮影はご遠慮ください。
・テキストは会場でお渡しいたします。参加者以外の方にはテキストはおわけいたしません。
・同業他社からのご参加はお断りする場合があります。

免責事項
天災地変や伝染病の流行、研修会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の指示等の小会が管理できない
事由により研修内容の一部変更および中止のために生じたお客様の損害については、小会ではその責任
を負いかねますのでご了承ください。

出発地 乗車バス停・バス番号 降車バス停

JR博多駅
(博多口)

西鉄・地下鉄
天神駅

地下鉄
呉服町駅

博多駅センタービル前

博多駅センタービル前

呉服町(都市高速・蔵本方面)

Eのりば　99番

Eのりば　88番

ソラリアステージ前
2Aのりば　80番

88番

【博多ふ頭行】

【中央ふ頭行】

国際センター
サンパレス前
下車

国際会議場
サンパレス前
下車

福岡
国際会議場

約12分

約12分

約9分

約7分

徒歩すぐ

JMAマネジメントスクール 行
FAX:03-3434-5505

参加申込方法

①

②
③

④

申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXをお送りいただくか、ホームページからお申し込み
ください。開催間際のお申込みは、ご参加いただけない場合もございます。あらかじめ電話
でご確認ください。
電話ではご予約のみの承りになります。その場合でも、参加申込書は必ずお送りください。
参加証・請求書は開催１か月前から発送いたします。なお、１か月以内のお申込みの時は、申込書
受領後１週間ほどで参加証・請求書を発送いたします。
参加料は開催前日までに請求書に記載の銀行口座へお振り込みください。開催後のお振り込み
の場合は、請求書の「入金連絡票」にてお振り込み日を連絡ください。
(振込手数料は貴社でご負担ください。) 

参加料

（注）テキスト（資料）費・昼食費は含まれております。

日本能率協会法人会員

上記会員外

参 加 料(1日)

22,000円 （1名）
24,000円 （1名）

(税別)※本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。

・法人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。
http://www.jma.or.jp/membership/

〒

参加申込先

一般社団法人日本能率協会
JMAマネジメントスクール

FAX： 03(3434)5505
TEL：03(3434)6271(直)

URL：
(受付時間)
E-mail：seminar@jma.or.jp

月～金曜日9:00～17:00 (ただし祝日を除く)

(セミナーの最新案内など各種情報をご紹介)
http://school.jma.or.jp/

参加証発行日 請求書発行日 領　収　日

プログラム内容のお問い合せ先

一般社団法人日本能率協会 「第一線監督者の集い：福岡」事務局　
TEL：03（3434）1410 (直通）　FAX:03（3434）3593

http://school.jma.or.jp/
ホームページでのお問い合わせ・お申し込みは

参加日

※参加日に○を
　お付け下さい

受付No.

〒100-0003　
東京都千代田区一ツ橋1-2-2
住友商事竹橋ビル14階

11月24日

11月25日

11月24日

11月25日

11月24日

11月25日

参加日

2016 第一線監督者の集い：福岡 11月24日（木)～25日(金)
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申込受付：11月22日（火）17時まで 左記以降の申込は、満席の場合を除き、当日、会場での受付と
なりますので名刺をご持参のうえ、ご来場ください。

福岡

多目的ホール(2階)

“ものづくり”最前線の監督者たちが集う事例発表大会

第一線監督者の集い

福岡国際会議場2016年11月24日(木)
　　　11月25日(金)

会　期 会　場

10：00 ~17：00



 「第一線監督者の集い 福岡」
  詳細はこちらから http://foreman.jp/kyushu/

11月24日（木）

コベルコ建機

マツダ

日立金属 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング

JFEスチール

TOTOサニテクノ

日産自動車九州

ダイキン工業

11月25日（金）
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10：10

10：00

10：30

10：50

11：10

13：00

13：20

13：40

17：00

14：00

脱水汚泥削減活動　発生メカニズムを切り口に、一丸活動で目標を達成『情熱 plus 伝える』の拘りでactiveな人財増殖！
～情熱を持って個々に伝えたい事が実った時、結果が「plusαの個性」で返ってくる～

防府工場　第4車両製造部
車両工務技術グループ施設係　係長　鳥村 圭介

脱水汚泥は、当工場で最も排出量の多い廃棄物。係・工場一丸で削減目標を達成してきたが、
今までの活動の延長では今後目標未達の見込み。従来の「発生後の重量を提言する」活動から、
「発生量自体を低減する」活動に踏み込み、脱水前の汚泥発生メカニズムを切り口に活動し、目標
も達成した事例を紹介します。

高齢者・監督者OB中心の職場で、若手指導員に『現場を看る、人を看る』事の大切さを実感させ
ながら責任を意識させ、現場の役割と個々人の成長を睨んだビジョンカルテを活用する事で
activeな人財を増殖させ、変化に柔軟に対応でき、強い職場づくりを実践した事例を紹介します。

自主保全活動で築いた”脱事後保全”への道のり
～自職場の設備は自分たちで守る！～

中津工場　中津衛陶製造部　品質管理課
リーダー　磯村 喜代和

自職場では、設備トラブルが多発していた。現状を打破するために自主保全を開始するも、私と
サークルメンバーとの間には温度差が…。押し付けてばかりでは理解を得られない。皆を変える
には私が変わらねば！自身の行動を見直し、地道に取り組む中でメンバーに変化の兆しが…！
我々の一意奮闘をご紹介します。

トヨタ自動車九州
前向きな技能集団の育成

品質管理部　検査課
工長　宮本 時光

この九州の地で持続的成長を実現するために、今なすべき事は『前向きで・考動できる』人財を育成
し、競争力を向上させる事と考える。日々の生産活動の中で、想いを語り、自らの背中で示し、メンバーの
モチベーションを高め、ベクトルを合わせながら『前向きな考動』ができるようになった技能集団の成長
過程を紹介します。

日立メタルプレシジョン7
仕掛けて変わったみんなの心  新たなHMP魂を得た２年間
～納期半減プロジェクトの裏舞台～

改革推進室　主任　長谷川　恩

社運を賭けた納期半減PJだったが、なかなか一歩が踏み出せない。あの手この手を仕掛けまくり、
やっと小さな変化が生まれ、それが思い掛けない連鎖反応となって広がった。蘇った社員の
プライド。自身の心地よい責任感の芽生え。加速する改善活動の渦。PJ成功となった舞台裏の
色々な葛藤とその中で成長した会社と私の物語です。

メンバーの心を掴むマネジメント ～信頼こそが職場活性化のカギ～

第1製造部　1部品工作グループ
表面処理加工チーム　チームリーダー　二瓶 健一

新任チームリーダーに任命され、もっと職場を良くしてやると自信満々でスタートを切った就任
当初。気持ちとは裏腹に現実の忙しさから、やるべき事を見失い職場の業績が下がりメンバーとの
信頼関係も崩壊。悩み苦しみながらメンバーと共に歩む事の大切さに気づき、自分流のマネジメント
を見つけ、職場を活性化させた事例を紹介します。

キャタピラージャパン7
”落ちこぼれ社員からの脱却” ～オレ流の人材育成～

明石事務所　製造部　マイスター
司馬 誉宣

ものづくりや自社製品に対して興味が無く、日々の社会生活を嫌々送っていた新人時代。どうしよう
もなくやる気の無かった若者が、多くの諸先輩から受けた様々な指導・言葉（言霊）で、如何にして
豹変を遂げていったのか？そして、自分自身の部下に対して実践した「自己流の人材育成」の方法
とは？

景色を変える！見方を変える！そして意識が変わる！
～仕掛ゼロへの挑戦が、今までのあたりまえを変えた～

個々の力が伸びる、意識改革と現場力強化 

「相互理解によるプロジェクトチーム力の成長」
～編成作業自動機制作への挑戦～

油圧ショベル完成機  補塗装職場の品質、生産性改善
～工場一の長残業＆3S最低点職場改革の物語～

安来工場　品質保証部
品質保証グループ試験係　係長　森藤 宏志

熊本製作所　二輪工場
機械モジュール　技術主任　今村 正人

長崎TEC　MIS Group　長崎生産部門　長崎第1製造部　GDR製造課　統括係長
楠本 賢司

広島事業所　五日市製造室4係
班長　仲渡 公策

過去の改善活動で積み上げた成果と達成感は、自己満足と現状維持にこだわる自縛でしかな
かった。そんな自分の流れを変えたきっかけは、突如舞い込んだ仕掛ゼロへの挑戦と職場の経験
浅き仲間たちだった。自分自身の意識の変化（葛藤）と成長。そこから見つけた「気づき」と生まれ
変わった職場を紹介します。

海外で経験したマネージメント力を発揮し、クランクユニット内メンバー 一人一人に焦点を当て、
人材育成を行うことで、現場の意識改革と現場力強化につなげた。現場の第一線監督者として、
現場の活力UPに向け、職場の一人ひとりが活き活き出来るモチベーションや動機付けを行い、職場
の団結力の醸成を体現/実践してきた内容を紹介します。

当たり前だと思っていた人による編成のマニュアル作業に対し多岐にわたる部署を巻き込んだ
体制を構築し、各メンバーが相互の知識を理解しあい、納得するまで議論を重ね自動機制作を
実現させる中で、共に学び成長した事例を紹介します。

油圧ショベル完成機の塗装外観検査、修正を行う請負職場。上流工程（組立）でのキズ修正や、
自職場での不具合も多く、タクトタイム内で収まらず長残業が続いていた。また疲れ切った職場
では3Sレベルも下がり続け、工場内で最低評価の職場となってしまった。そんな職場を立て直す
べく一人の職長が立ち上がった。

ケイミュー4 日本信号4
カン・コツからの脱却
～小集団活動を通して、職人派から大衆派への転換～

ものづくり本部　宇都宮事業所
生産部　係長　金田 孝雄

団塊世代の退職による世代交代が進む中、多種少量の生産を行う中で、カン・コツ作業をいかに
少なくするかを小集団活動で取組み、ものづくりのDNAを経験の浅い世代に引き継がせる活動
事例を紹介します。

個の力を集結し、「全員全力職場」への変化
～知恵と工夫による欠品０化へ～

製造グループ　仕上工程　1号仕上　作業長
渡辺 裕昭

製造部　塗装課　工長
出口 浩司

住宅外観に対するお客様のニーズが多様化する中、製造体質強化活動（MCI活動）と5S活動を通し
て欠品ゼロを達成。活動を実施する意義（重要性）を伝えることのコミュニケーションから始め、各自
に役割を与え、任せることで知恵と工夫を引き出した。困難と思える目標を達成する喜びを感じた
ことで全員が主役となって課題に取り組んだ事例を紹介します。

職場の力を結集し、次代の人材育成 ～発想の転換で、設備安定稼動～

西日本製鉄所　福山地区　制御部
冷延制御室　作業長　田上 竜治

職場の監督者である作業長に就任して半年後、組織体制変更で職場人員が減り、団塊世代の退職
や若い世代が増えるという状況で日々の業務に追われる中、次世代に技術･技能をどう伝えたらよい
か悩んだ。職場内の職務を超えた協力体制をつくり、職場の総合力を最大限に発揮した設備安定化
に取り組み、教育時間を創出した内容を紹介します。

本田技研工業3

デンソー九州8
新規ライン立ち上げを通しての部下育成
～ひとりひとりの意識改革～

第1製造部　広島工場　生産2課
1係　係長　日出山 義仁

デンソー発の新規ラインの立ち上げから、現在のラインに至るまでの班長としての思い。部下ととも
に取り組んだ活動に於いて、自分の経験を活かし、次期リーダーをはじめ、メンバー達ひとりひとりの
意識改革を行い、部下育成をする中で得た自分自身の成長と夢の実現を紹介します。

会津オリンパス8

当たり前からの脱却と知恵と工夫による塗装不良の削減
～小集団活動による若手人材育成～

空調生産本部　堺製造部　製造第1課
チーフ　吉岡 隆智

過去の固定概念にとらわれず、若手社員自らが執念を持って仮説・検証を繰り返し、知恵と工夫を
凝らしながら不良を削減していった事例を紹介します。

主催挨拶　/　進め方の説明 進め方の説明

質問事項記入　/　事例①~④に対する質疑応答　/　昼食休憩

最優秀事例賞の発表
特別講演

質問事項記入　/　事例⑤~⑧に対する質疑応答　/　投票

プログラム (敬称略)

11：30～13：00

14：20～15：30
15：30～16：30
16：50～17：00

※プログラム内容は、変更される場合があります。予めご了承ください。
※最新情報はWebサイトにてご確認ください。

　第一線監督者の方々による優秀事例の発表と経験・相互交流を通して、
これらの第一線監督者の役割を再認識し、生産現場の第一線マネジャー
としての力量の向上を図るとともに、改善技術のより一層のレベルアップ
や維持・伝承に寄与することをねらいとします。

　本大会では、来場者の投票により最優秀事例を選出いたします。最も
良かったと思われる発表を一つ、来場者の皆様に選んでいただき、投票
用紙に記入していただきます。最も多く得票した発表者が最優秀事例発
表者として表彰されます。なお、最優秀事例の選定にあたっては、「第一
線監督者の活動・行動として相応しく、他の模範となると思われる」ことを
評価の着眼点としています。

早期申込をいただいた方には、「早期申込特典」を差しあげます！

最優秀事例賞　投票

優れた第一線監督者・現場リーダーの現場マネジメントの交流

ものづくり改善技術の維持・伝承・向上のための施策の交流

生産現場のQCD改善の優れた活動事例の交流

2016年 11月 24日（木）～25日 （金）

「日々、製造現場を管理・監督するにあたり、
                                利益に直結する良い工場の取組みを学びたい・・・」

http://foreman.jp/stepmail/
メール講座 お役立ちの情報がいっぱい！

　各社事例を発表後、投票にて「最優秀事例賞」を選出します。見事に選出された
会社につきましては、2月に開催される「ものづくり総合大会」にて事例発表の機会
がございます。

福岡国際会議場 多目的ホール（2階）

目  的

無料メール講座のご案内

特別講演のご案内

早期申込特典

「最優秀事例賞」の方には

最優秀事例賞

注1：お申込みは会期までとなります。
注2：早期申込期間を過ぎますと、特典は付きませんのでご了承ください。

特典なし

10：00 ~17：00

11/24（木）
11/25（金）

会
　
期見える化改善集

最優秀発表者
インタビュー集

2017年度
カレンダー

付箋

第一線監督者の集い福岡

申込締切：10月13日（木）

1
2 3
「第一線監督者の集い 福岡」にて見事、最優秀事例賞を受賞すると・・・。

ものづくり総合大会

※「ものづくり総合大会」にて
　事例発表のチャンス！

2017年2月15日（水）～17日（金）
東京コンファレンスセンター  品川

そんな第一線監督者の方々へ，実践的な見える化手法を学べるメール講座（無料）
をご案内いたします。　※下記URLをご参照ください。

第1期 申込特典 第3期 申込特典

申込締切：10月21日（金）

第2期 申込特典

5 S
改  善

技能伝承 ｅｔｃ・・・
申込締切：11月10日（木）

会　期 会　場

企画委員一覧

が授与されます。

最優秀事例発表者には

（敬称略・順不同）

委員長

副委員長

委　員

松本　博史

曽利　修

品川　成雄

岡田　篤
深田　素行
安達　敏美
山内　賢志

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング
熊本テクノロジーセンター　総務部長

コベルコ建機　生産本部 安全衛生環境室
アシスタントマネージャー

アイシン九州　参与　自動車商品事業部　副事業部長
（兼）生産技術部　部長

味の素　九州事業所　製造部　企画管理グループ長
大分キヤノン　経営企画部　CIMS推進課　課長

キャタピラージャパン　製造部　シニアマイスター
JFEスチール　西日本製鉄所　企画部　IEソリューション室　室長

髙木　利也

沖本　尚樹

藤渡　裕二

川口　智晴

野田　安則

中川　義彦

垰森　敦己

松尾　佳紀

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング
大分テクノロジーセンター　総務課長

ダイハツ九州　総務・人事部　人材育成センター　担当員

TOTO　生産革新センター 製造革新推進グループ

トヨタ自動車九州　TPS推進室　チーフエキスパート

日産自動車九州　製造部　現場管理推進グループ　シニアスタッフ

本田技研工業　熊本製作所　生産業務室　事業企画BL
ブロックリーダー

マツダ　防府工場　副工場長

三菱重工業　総務法務部 長崎総務グループ　主任

3点 2点 1点

見える化改善集

見える化改善集最優秀発表者
インタビュー集

「企画中」
日立金属 技術開発本部　主管技師

中西　壮一

「人がついてくる指導法、来ない指導法」（仮題）
アネゴ企画 代表取締役

上田　雅美

11月24日（木） 11月25日（金）

【最新情報はWebサイトにてご確認ください。】 【最新情報はWebサイトにてご確認ください。】

(敬称略)


