
春のカイゼン事例発表大会 
発表大会から学ぼう【問題解決の進め方・発表の仕方･･･etc】 

     ・と き ： 平成２７年４月２２日（水） 
           ９：４０～１６：２０（受付 ９：２０～） 

     ・ところ ： 宇都宮市東市民活動センター 
           宇都宮市中今泉３丁目５番１号 

           TEL 028-638-5782 
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    本大会では、製造･技術・品証などのＳＧＨ部門とサービス業などのＪＨＳ部門による 

 創意工夫の改善事例と、サークルがレベルアップしてきた過程を紹介する運営事例が 

 発表されます。 
  改善事例・運営事例が発表されるこの大会は、改善活動のステップやサークル活動 
  の運営など、参考になる内容を聴く事が出来ます。 

  サークルリーダー、メンバーの方々だけではなく、管理者およびスタッフの方々など 

  多数の聴講参加をお待ちしております。 

第５６８２回ＱＣサークル関東支部栃木地区 

矢部 輝夫 氏 

☆講演テーマ   
 「働く誇り －限りなくあなたと共に新幹線劇場－」 

【春季研修会・・・QC基礎研修】 

  期日：平成２７年５月２２日（金） 

  場所：日産自動車㈱栃木工場 栃の木研修センター 

  参加費：会員５,０００円 会員外６,０００円 (1人・税込) 

  問い合わせ先：JUKI㈱大田原工場 品質保証課  菊池高弘   

            TEL ０２８７－２３－５１１１ 

募集人員：１２０名 

参  加  費：賛助会員  ４,０００円   賛助会員外  ４,５００円（消費税込み） 

申込方法：別紙の参加申込用紙に必要事項を記入の上 

       Email、又はFAXにてお申し込み下さ い。 

申込締切：平成２７年４月１０日（金） 

       ジェイ・バス(株)宇都宮工場  総務部宇都宮安全グループ  

       木部  和彦（きべ かずひこ）  

       ＴＥＬ：０２８－６７３－６７２０   ＦＡＸ：０２８－６７３－０１８１   

             Email：k-kibe@jbus.co.jp  

 参加費振込先：銀行名 足利銀行 新栃木支店     

           口座番号 (普通) ２７１９９１１    

             口座名義 ＱＣサークル栃木地区 代表  木部和彦 

    

参加のおすすめ 

開催のご案内 

事例発表 

特別企画 

参加のご案内 

会場案内図 

次回行事案内 

 元)株式会社JR東日本 テクノハートTESSEI  

 おもてなし創造部長 

 

    

●ICIスポーツ

●トヨタ

●タカラ

スタンダード 宇都宮市東署●

〒

かんてい局●

藍屋 びっくり
●ヤマダデンキ ● ドンキー●

ココス●

洋服の青山●

●マツダ

●ドコモ 栃木銀行●

●ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ

Ｊ

Ｒ

宇

都

宮

駅

宇都宮市

体育館

宇都宮

駅東公園

白楊高校

マロニエ

プラザ

峰町

泉が丘

東署南

東宿郷

４

東市民活動センター

東生涯学習センター

質を鍛える新時代 原点回帰で新たな創造 

 たゆまぬ前進  栃木地区 

・日本を訪れた外国の方々が 

 感動して撮影した動画も多く 

 ネット(youtubeなど）に上げ 

 られています 

 

    

・国内外の多くの雑誌・新聞 

 テレビなどに紹介された 

 TESSEI 

 

■海外からの評判がすごい！ 

■TESSEI（てっせい）は新幹線の折り返し清掃や 

 駅ホームの清掃をしています 

◆改善事例<ＳＧＨ部門>

NO 会社名・事業所名 サークル名 テーマ名

1 （株）小松製作所　小山工場 タケチャンマン キット作業効率向上活動

2 （株）アーレスティ栃木 ダークホース 6号機オイルパン オペレーター作業負担軽減

3 ジェイ・バス（株）　宇都宮工場 影武者
アンダーコート 防錆WAXエアレスガン めざせ！

吐出不良ゼロ！

4 日産自動車（株）　栃木工場 一太郎 バケットローダー製品２度あけ処理の撲滅

5 （株）小松製作所　栃木工場 水曜 小型組立ライン同期クレーン設備停止撲滅活動

6 JUKI（株）　大田原工場 ＡＭＳ AMS210EN　完成縫い見本不良の撲滅

◆改善事例<ＪＨＳ部門>

NO 会社名・事業所名 サークル名 テーマ名

1 栃木県済生会宇都宮病院 あんどろめだま
処理後検体の管理方法を見直そう

～５Sにより、徹底した保管とアリバイ管理を目指して～

2 那須赤十字病院 ホッシー君チーム 小児の点滴トラブルを20％減らそう！

◆運営事例

NO 会社名・事業所名 サークル名 テーマ名

1 日産自動車（株）　栃木工場 竹の子
“絶対に”負けられない戦いがある！

～竹の子PRIDE　常勝軍団STORY～



 たゆまぬ前進  栃木地区 
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＜運営事例＞

1

会社・事業所名 サークル名

一太郎 バケットローダー製品２度あけ処理の撲滅

発表サークルの「見どころ・聞きどころ」

株式会社小松製作所　小山工場 タケチャンマン キット作業効率向上活動

　私達の職場は、建設機械の部品の受入れ・管理・出庫までを担当しています。今回の改善では、後工程に部品を供給する為には欠かせな
いキット作業の効率向上活動に取り組みました。経験豊富な組立サークルからQC手法・進め方を学ぶ事で、『全体最適』となる物流の流
れを実現することが出来ました。協力企業（前工程）・組立工程（後工程）の現状を５現主義で把握することで、一つの共通点に気づきそ
れを実現させる為に一つ一つ障害をクリアしました。そして、新たな物流の流れを作り出すことに成功しました。全ての工程でメリットが
生まれ『win-win-win』の改善を成し遂げ、これまでに味わったことのない達成感を得ることが出来ました。

株式会社　アーレスティ栃木 ダークホース 6号機オイルパン オペレーター作業負担軽減

私たちのサークルは、工場の設備保全を担当しているメンバーで構成されています。「常に原点にかえろう」「逆転の発想で考えろ」
「現場、現物、現実を見よ」をサークルスローガンに揚げ日々改善活動を実施しています。今回、組立ラインで多数使用されている同期ク
レーンの設備停止撲滅に取り組みました。故障するとライン停止に直結する設備であり、「ラインを止めない」の信念で活動し、単なる不
具合対策でなく設備の仕様そのものの見直しにまで取り組み成果をあげることができましたので紹介します。

ＪＵＫＩ株式会社　大田原工場 ＡＭＳ AMS210EN　完成縫い見本不良の撲滅

今回の報告は、生産量増加に伴う鋳造現場のムダに着目し、現場作業者の作業負担を細かく分析して失敗を繰り返しながらも目標を達成
した報告です。サークル内で解決出来ない大きな問題については積極的に他部署を巻き込んで活動を行い、妥協すること無く、サークル員
全員が満足の行く効果を得られた事例となってます。「誰が聞いても見やすく、わかりやすい」発表をテーマに、皆さんの心に残る報告を
お届けします。是非、期待してお聴き下さい。

ジェイ・バス株式会社　宇都宮工場 影武者 アンダーコート 防錆WAXエアレスガン めざせ！吐出不良ゼロ！

私達設備課は、工場運営に必要な動力設備の運転、管理や生産設備の保守点検をしている職場です。今回は、アンダーコート塗装設備の
改善です。アンダーコートとは、バスボディーの床下等に防錆、防音、防振などの目的で塗布するコーティングの事です。最近ではスプ
レーガンのトラブルが多発していました。修理作業の間、現場作業が停止してしまうので、これを解決すべく取り組みました。特に検証の
部分に置いては、十分な考察ができた事で皆の設備に対する理解が深まる活動となりました。悪戦苦闘しながらも関係部署と連携を取り、
問題を解決し一回り成長を遂げたサークルの軌跡をどうぞご覧下さい。

日産自動車株式会社　栃木工場

　竹の子サークルには『連続社長賞』という世代間を超えた共通のキーワードが存在します。社長賞とは、日頃の運営活動や改善事例、社
内発表等で、年間を通し優秀な実績を残したサークルに贈られる最高位の賞であり、14年間途切らせる事なく継続してきました。その過程
には、過酷な職場環境の変化、周囲からの期待やプレッシャーとの戦い、そして３人のリーダーが秘めた『負けられない想い』を意欲に代
えて、活動にも改善を加えながら幾多の逆境を乗り越えてきた道のりがありました。その活動の一端を紹介させて頂きます。

那須赤十字病院 ホッシー君チーム 小児の点滴トラブルを20％減らそう！

　小児病棟に入院中の子供たちのほとんどは、治療のために点滴を行っている。効果的な治療が行えるよう、点滴トラブルによるリスクを
回避し、安全な入院生活を提供するために、看護師の観察や管理が重要であり、その業務負担は大きくなっているのが現状である。点滴中
の子供たちの肉体的・精神的苦痛を最小限にすること、看護師の業務削減、コスト削減を目指し、安全・快適な病院環境を作るため、那須
赤十字病院QCサークルは率先して活動をしています。

日産自動車株式会社　栃木工場 竹の子
“絶対に”負けられない戦いがある！
～竹の子PRIDE　常勝軍団STORY～

テーマ

　今回はミシンの完成品に取り付ける、縫い見本の作り方がテーマとなっています。見本の作製を失敗すると、何回もやり直しが発生しま
す。失敗した見本は廃棄となりますが、布は反物で購入するため、決して安価な物ではないのです。コストのムダを無くすため、サークル
全員でアイディアを出し合い改善に繋がったことは大きな喜びです。また、今テーマを通しサークル員のレベルが向上しました。QCサー
クル活動により、少しずつではありますが、確実に成長して行きたいと思っています。

栃木県済生会宇都宮病院 あんどろめだま
処理後検体の管理方法を見直そう

～５Sにより、徹底した保管とアリバイ管理を目指して～

　患者さまから採取した検体の情報をすべて病理診断に反映するために、臨床検査技師は常に検体の取り扱いに注意を払っています。検体
を処理した後の「カラ瓶」には患者情報が記載されており、病理診断にあたって大切なものになります。今回、「カラ瓶」の保管方法につ
いてＱＣ活動（５Ｓ）を行ないました。受付回りの整理整頓を行ない、ルールの見直しをすることで、「カラ瓶」の保管場所のアリバイ管
理もできるようになり、仕事の効率も上がりました。個々の判断ではなく、ルールの徹底を行なう事の大切さをメンバー全員で実感しまし
た。ＱＣ活動によって職場の環境が大きく改善できたところを発表します！

ベテラン勢が多い私たちのサークルですが、新米QCリーダーの栗原が先頭に立ち、全員で成長をするとともに、慢性化していた問題を
解決することができました。徹底した現状把握での小さな気づきを基に、解析では仮説を立てて、発生する仕組みの検証を行いました。対
策では失敗にもめげず、“絶対解決させる！”という強い思いを持ちながら、他部署とのベンチマーク（情報共有化）を実施することによ
り、今まで自分たちだけでは得られなかった知識も得ることができ、解決へ導くことができました。若手層のレベルアップも図れた事例で
す。

株式会社小松製作所　栃木工場 水曜 小型組立ライン同期クレーン設備停止撲滅活動



「働く誇り －限りなくあなたと共に新幹線劇場－」 

  【 講       師 】 
  
 元)株式会社JR東日本 
 テクノハートTESSEI  
 おもてなし創造部長 
 
  矢部 輝夫 氏  

◆講師プロフィール ＜経歴＞ 

   「お掃除の人」と見られ、そう思い込んでいたスタッフは、「おもてなしを創造する人」

として大きく変化してきました。私が変えたのではなく、もともと持ち合わせていた自分の

思いを語り、実践し始めました。マネージメントを「管理」という一面だけではとらえず、

お客さまに提供する様々な価値を生み出すのは第一線のスタッフであるということの大切さ

にテッセイは気づいたのです。ハーバード大学ビジネススクールで私たちの変革へのケース

スタディが始まりました。テッセイのケースを通じ、彼らは、「どんな仕事であっても、ビ

ジョンを持ち、活き活きと誇りを持って働く」ことの大切さ、企業組織を支える一人ひとり

の存在の大切さを世界の人々に発信し始めたのです。 

テッセイが繰り広げる「新幹線劇場」。「どんな仕事でも、どんな人生でも誇りと生きがい

を持った瞬間から幕が開く」さあ、ご一緒に新しいステージを開演しませんか。 

【講演テーマ】 

1966年 日本国有鉄道入社。以後、電車や乗客の安全対策を専門として40年勤務し、 

               安全対策部課長代理、輸送課長、立川駅長、運輸部長、指令部長を歴任。 

2005年 鉄道整備株式会社 

     （2012年に、株式会社JR東日本テクノハートTESSEIに社名変更） 

       取締役経営企画部長に就任。従業員の定着率も低く、事故やクレームも 

               多かった新幹線の清掃会社に「トータルサービス」考えを定着させ、 

               日本国内のみならず海外からも取材が殺到するおもてなし集団へと変革。 

2011年 専務取締役に就任。 

2013年 専務取締役を退任。 

     おもてなし創造部長（嘱託）を経て顧問となり現在に至る。 

2015年   ハーバード大学ビジネススクールがこれら取組みに注目、 

     必修科目となることが決定 

◆講演内容 



申込日 月 日 （ ）

　フ リ ガ ナ

〒
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0 　）人 ）円

振込
予定日

月 日　　振込予定

（領収書は振り込み受領書をもって替えさせて頂きます）

※必要の場合 ①電子データの請求書は

（ ）

通信欄

※お願い！
・振込み手数料は、貴社にてご負担願います。
・参加費は、開催日前日までにお振込み下さい。
・当日欠席の場合、参加費の返却は致しかねますのでご承知おき下さい。
・お申し込みはE-mail 又は FAX でお願い致します。(出来るだけ E-mail でのお申込をお願いいたします)

　【個人情報の取扱について】

　　本申込書による個人情報は、ＱＣサークル栃木地区主催の当該行事の運営管理のみ利用させていただきます。

会員外企業様
へのアンケート

【会員外企業様へ】
この度はQCサークル春のカイゼン事例発表大会へのお申込みありがとうございます。地区では、会員外企業様へのPRを
積極的に行っていきたいと考えておりますが、今後効率的にPR活動を行うため、会員外企業様が大会開催をどのようにお
知りになったのかをお聞かせ願えれば幸いです。以下の余白に開催を知った媒体、或いは経緯をお書きください。

参加者　合計数　　（ 参加費合計：（ 0

平成　２７　年

参加費
請求書

②社名以外の場合の宛名：

賛助会員特典
招待参加

　
平成27年度は賛助会員会社様に「40周年記念」特典といたしまして、「春のカイゼン事例発表大会」と

　　　「40周年記念大会」に各１名招待参加することができます。本大会の「春のカイゼン事例発表大会」で
　　　ご利用される場合は　"利用する"へ、利用されない場合は"利用しない"へチェックをお願いいたします。

参加者数
および
参加費

賛助会員
ご招待　　　　×　（

４,０００円／人　×　（

賛助会員外 ４,５００円／人　×　（

Ｅ－ｍａｉｌ

Ｔ　Ｅ　Ｌ

　Ｆ　Ａ　Ｘ

会社
所在地

連絡窓口

所　　属
フ　リ　ガ　ナ

氏　　名

　ＱＣサークル関東支部栃木地区

第5682回　春のカイゼン事例発表大会　参加申込書

平成　２７　年 申込み締切り ： 平成２７年４月１０日(金）

会社名
事業所名

ジェイ・バス(株)宇都宮工場

総務部　宇都宮安全グループ　木部 和彦　行き

必要 不要

可 不可

利用する 利用しない

Ｔ  Ｅ  Ｌ ： 028-673-6720 

Ｆ Ａ Ｘ  ： 028-673-0181 
Ｅ-ｍａｉｌ ： k-kibe@jbus.co.jp 

Ｔ  Ｅ  Ｌ ： 028-673-6720 

Ｆ Ａ Ｘ  ： 028-673-0181 
Ｅ-ｍａｉｌ ： k-kibe@jbus.co.jp 


