
“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

九州

福岡国際会議場
多目的ホール(2階)

会　場

2015年10月7日(水)
　　    　  10月8日(木)

会　期

10：00 ~17：00

月 日(水)
10：00 ~17：10



　九州及び西日本地域の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(約300人)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、改善事例そのものの内容・成果の良し悪しを評価する
ものではありません。

　

　「日本の工場で作り上げた製品が世界で愛用され、多くの皆様に喜んで
いただく」「『ものづくり現場』が私たちの雇用を守り、更には働きがいを持続
できる現場・会社環境が整備され、職場が活性化される」ことは、日本でもの
づくりに携わる誰もが切に願うことであります。この願いの実現には第一線
監督者の役割が大きく、また優秀な第一線監督者なしには達成はできません。
　本大会は第一線監督者より活動成果事例が発表されます。この発表を
通じて、これら私たちの“願い”の実現や『ものづくり現場』の素晴らしさを確信
していただけるものと思います。第一線監督者の皆様をはじめ、経営層の
方々にも参加していただき、上記の体感と勇気をお持ち帰りいただきたいと
願っております。

株式会社MISアソシエイツ  経営コンサルタント 伊藤  育徳

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

コーディネーターより参加のおすすめ

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1.1.

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2.2.

生産現場のQCD改善の優れた活動事例の交流3.3.

2015年 10月 7日（水）～8日 （木）会　期

「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「最優秀特別賞」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。

会　場 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早期申込特典

最優秀特別賞の方には

最優秀事例発表者には最優秀特別賞が授与されます。

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。
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「第一線監督者の集い 九州」にて見事、最優秀特別賞を受賞すると・・・。

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！

2016年2月17日（水）～19日（金）
東京コンファレンスセンター  品川

・ 日産自動車/日産自動車九州の人財育成
・ 日産自動車九州のモノづくり革新

「日産自動車九州の
　　　　人財育成とモノづくり現場革新」

「女性を巻き込むためのリーダーの役割」

日産自動車九州は今年で40周年を迎え、生産台数も累計1500万台を
達成いたしました。50周年・2000万台の達成に向け、限りないモノづくり
の革新とそれを支える人材育成についての取り組みをご紹介いたします。

・ ものづくりを取り巻く環境の変化と「職場あるある」
・ 基本的な考え「自覚」と「自律」
・ 女性を巻き込み現場を管理する10のポイント　

製造現場では、性別の違いや雇用形態などの多様化が進んでいます。
製造現場のリーダーとして、女性活用などの多様性を乗り越えるために
実践すべき内容をご紹介いたします。

　代表取締役社長　柴崎 康男
日産自動車九州株式会社 

10月7日（水）10：00～ 10月8日（木）15：10～

大谷 みさお

基 調 講 演 （敬称略） 特 別 講 演 （敬称略）

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。

株式会社ロンド・アプリウェアサービス

第1期 申込特典 第3期 申込特典

だいた方に

表
3個 特典特典

1個

特典は付きませんので 了承くださ
す。
特典は付きませんのでご

付箋
冊

（見える

第3期申第3期 申
個

冊  子
（見える化改善集）

申込締切：9月6日（日）
付箋

第2期 申込特典 第第第第第第特典特典典
2個

5 S
改  善

技能伝承 ｅｔｃ・・・申込締切：9月27日（日）



プログラム
 「第一線監督者の集い 九州」詳細はこちらから http://foreman.jp/kyushu/

（敬称略）

基　調　講　演10：00

表彰式 最優秀第一線監督者事例 1件を選定・表彰 ( 最優秀特別賞 )

特　別　講　演

7日
10月

表彰式 最優秀第一線監督者事例 1件を選定・表彰 ( 最優秀特別賞 )

12

13

9

10

8

11

コベルコ建機株式会社 
                                 生産本部広島事業所 五日市製造室第2係 班長　大方  将史

ドーザブレード取付作業の安全改善 『もう二度と災害は起こさない！』
～現場の仲間が一体となり取り組んだ執念の安全改善～

ＧＥＮＢＡ（現場）改善活動の取り組み

小集団活動で築いた「匠の技能集団」育成への道のり 

まかせて‼女性リーダのモノづくり
～輝く未来へ女子力全開～

板金エリアのお荷物グループから現場主導権を取り戻せ！
～会社開催『5Sコンクール』での最優秀賞を目指して～

本田技研工業株式会社  
熊本製作所  二輪工場  製造技術センター  設備技術ブロック  保全グループ  技術主任　小川  健一

「設備保全技術者の総合力で安定生産の実現へ」

ソニーセミコンダクタ株式会社  
  熊本ＴＥＣ  熊本生産部門  ＩＤ熊本第２製造部  組立１課  統括係長　前平   浩二

トヨタ自動車九州株式会社  
　　　　　　  パワートレーン部  第2エンジン製造課  L220  工長　日髙  明博

日本信号株式会社  宇都宮事業所  生産部  班統括担当　岡田  浩美

キャタピラージャパン株式会社 
　　明石事業所  製造部 板金工作課  工務係  進捗グループ  フォアマン　藤田  信行

危険なクレーン作業、調整作業が多く作業者の経験や技能任せとなっていた
ドーザー取付工程は、班長自身、問題が多いと認識していたが改善までは手が
出せずにいた。そんな中、この職場で重大災害が発生！問題を放置した自分が
悪いと自身を責め、落ち込み、立ち直れない班長を見て、職場の仲間は立ち
上がった！

生産現場の困り事として設備故障によるロスが多々発生している中、私達は、
大先輩から引継ぎ継続してきた予防保全活動のあり方にメスを入れ、個人から
組織で働く仕事に変革し、いち早く安定化へと導きました。不具合対策における
気づきから完了までベテランと新人が密着し、意識向上にも取り組んだ内容
を紹介します。

九州の地にモノづくりを残す為、諸先輩達が築いた『よい品よい考』のDNAを職場
に根付かせる為に日々の問題解決を小集団活動で取り組み、ヒトの持つ潜在能力
に働きかけ「諦めない心」「挑戦する心」「仲間を思いやる心」を自ら実践し、経験
の浅いメンバーが次々に成功体験を導き出した活動事例を紹介いたします。

弊社生産部では、団塊の世代退職による世代交代とグローバル化に向けた
新生産体制構築を目指し、現場監督の第一線に女性リーダが着任した。新体制
による「将来を見据えたものづくり」と「人づくり」に向けたチャレンジが始まり、
自らの意識を変革し女性ならではの発想と工夫を取り入れ、成果を導きですこ
とができた。

配膳・仕入は任せろ！新人フォアマンやで！と言いたいが、なんせ汚い。現場では
常識の5Sがここでは関係ないね！の態度…。部材置場の大改革を行っていく中で
グループ社員が変わる姿にここだと思い、会社開催『5Sコンクール』で最優秀を
目指すことを決意。全員一丸となって取組んだレイアウト改善の内容を紹介
します。

ＳＣＫではＧＥＮＢＡ改善と称して横断的改善活動を実施している。この
活動を通じて、チームリーダー人材育成もあわせて行っている。今回は、社内
の改善分析ツールを用いて、効果（埋蔵金発掘）を出すことが出来た活動事例
を紹介します。

背水の陣で挑む“納期半減プロジェクト”。成功させねば会社存続も危い。ヨシ！
自分が、我がチームがやってやると意気込んで、臨んだものの、思うように
改善が継続しない。その中で、自分自身が変わることで、部下も変わるとことに
気づき、改善が加速した。人材育成とは？任せると放任の違いを体験した活動
記録を発表する。

海外工場立上げを通じての職場マネジメント能力の向上

『個の組織から改善PJのチームビルディング』
~Back  to  the  Basic  そして！  「新たな価値創造」に向けて~

人材育成で防止する重大トラブル  
～コミュニケーションによる職場力の向上～

カンコツ作業廃止への取組み 
～QCサークル活性化による職場力向上～

ダイハツ九州株式会社  製造部  第１塗装課   班長　安部  貴裕

ＪＦＥスチール株式会社   
                         西日本製鉄所  福山地区  製銑部 製銑工場  作業長　石川  和輝

制約に集中した ”全体最適マネジメント” 改革
～全員主役の職場づくり～
TOTOアクアテクノ株式会社  小倉工場  製造部  製品課   組長　久野  理恵

若手リーダーによる若手保全マンの人材育成

262の法則を身をもって体験
「部下が変わるその瞬間に至福を得た、本では教われなかった人材育成」

ダイキン工業株式会社  空調生産本部  堺製造部  リーダー　三好  剛史

品質保証部 品質保証１グループ １係 係長　戸崎   徹
　　　　　　     小グループ活動のリーダー　門脇   潤

株式会社デンソー九州  
                       第2製造部 北九州2工場 生産3課 生産1係 2班  班長　新田  靖彦

4月よりコストを担う改善チームを担当することになった。しかし､一人ひとり
高いスキルを持ったチームには一体感が欠け､監督者OB､職人気質な先輩や
部下を抱えるチームを束ねる為に足りないものは何か？新たなチームを任された
工長に突き付けられた現実を「部下とのコミュニケーション」を通じてチーム改革
に取り組んだ活動を紹介します。

マレーシア新工場の生産準備、ローカルメンバーの作業教育を通じ、予想以上
の難局・刺激の中で自己の現場マネジメント力が向上、言葉の通じない環境で
の苦労・葛藤を乗り越え、ローカルメンバーとの価値観等を共有する事で人対人
のコミュニケーションの大切さを改めて痛感、この経験から帰国後、自職場をよ
り元気で明るくするべく只今邁進中。

職場の監督者である作業長就任時、職場内には先輩も多く、何となくぎこちない
環境にあった。先輩への遠慮もあり、曖昧な作業指示や判断の甘さによって、
重大トラブルに繋がるような事例を発生させてしまった。こうした失敗を監督者
として反省し、再発防止の為の人材育成や小集団改善活動の活性化に取組ん
だ内容を紹介する。

私のやる気が上がるほど、メンバーのやる気が下がっていく。幅広い年代の
職場をマネジメントする中で、メンバーとの温度差を感じて、悩んでいた時に
出会った問題解決方法。私の考動が変わると、メンバーの意識が変わる！
諦めずに愚直に取り組んだからこそ改革に成功した、職場と私自身の成長を
紹介します。

団塊世代の退職や、グローバル化に伴う海外の設備保全ニーズの高まりに
より、中堅保全マンが海外へ進出している為、私達の職場は若返りました。設
備保全で重要な知識・経験が浅いメンバーで構成されている現在、設備の内
製を通して、設備の維持管理・保守・改良保全を行える若手保全マンの育成取
組を紹介します。

私の職場は、FAシステムを基本とした全自動ラインとカンコツを有する手作業
ラインがあります。このカンコツ作業の習得期間は、半年を有する為、頭の痛い
問題でした。今回、デンソーグループ初の試みである、ワンタッチ防炭機に着手
し、QCサークルをフル活用して、自分たちの使いやすい設備に仕上げました。

株式会社日立メタルプレシジョン　

日産自動車九州株式会社  製造部  第一組立課  工長　　口  英樹樋

※プログラム内容は今後変更される場合もあります。最新情報は公式HPをご覧ください。
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受付No.

参加日

受付No.

参加日

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

電   車

バ   ス

2015 第一線監督者の集い：九州

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

派遣責任者

参加者氏名

参加者氏名

参加者氏名

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

参加証・請求書はこの方あてにお送りいたします。それ以外をご希望の場合は、連絡・希望事項欄へご記入ください。

□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）

会員制度のご案内

資料請求：生産・購買セミナー担当　 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）は含まれております。昼食はお弁当をご用意しております。

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

〒105-8522  東京都港区芝公園3-1-22
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：九州」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

□ 7日
□ 8日

□ 7日
□ 8日

□ 7日
□ 8日

受付No.

　




