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第81回

TOCOM活動発表会

統一テーマ

「 顧客満足、不満足 」

サークル本部

2021年5月14日
（金）各地区の指定会場に於いて、第81回TOCOM活動発表会
が開催されました。統一テーマは「顧客満足、不満足」
とし、各部署で現状、分析、
予防対策について発表しました。
発表者には入社2年目の品質保証室・倉田しおんさんをはじめフレッシュな社
員が何名か選出され、上司や先輩の協力を得て発表に臨み、
プレゼンテーション
スキル向上の良い機会となりました。
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40年以上続いている改善活動の成果発表会が５会場において統
一テーマを意識した全18テーマの報告が行われました。今回も初め
て発表に臨んだ方や解り易い資料、話し方にも工夫が見られました。
特に今回は品質目標達成後の予防の観点からの改善活動の事例も
多くあり、生産品目や市場要求の変化に対し改善活動の継続と発表
会の主旨の重要性を改めて感じました。

2020 年度下期 提案表彰
2020年度下期の提案表彰が、TOCOM活動発表会の各会場にて行われました。

今期より新提案制度に基づき、役員賞、事例紹介賞、ノミネート賞、提案件数賞に16名が受賞されました。
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㈱ジュコー

金城

政明さん

「運搬台車改善について」

渡邉
至さん 「6751波面収差評価のミス防止と工数削減」
金脇 美佳さん 「受入検査率入力の効率化」
武田 孝幸さん 「監視カメラの活用」
藍原 宏明さん 「工程の物流改善」
大橋 明浩さん 「図面検討用紙の改善」
その他の受賞提案については、
ノーツの「お知らせ／提案委員会」に掲載しています。

光学設計に関わるエンジニアに向けて！！

光学設計・レンズ設計 / 選定 技術オンラインセミナー開催
2021年4月23日(金)、26日(月)、5月12日(水)の3日間にかけ
て、第１回光学設計・レンズ設計／選定 技術セミナーがオンラ
インにて無料で開催されました。第1回目の講師は開発設計グ
ループ・渡邉至さんが担当し、光学設計・レンズ設計の基礎知
識について講義を行いました。講義に加え、ウェビナー運営事
務局担当の営業部・岡本慧さんからは当社の会社概要の説明が
あり、また、講義の休憩時間中にRDLレンズのプロモーションを
オンラインセミナーで参加者が見る画面。
右下に渡邉さんの話している様子が写っています。

行うなど、デジタル営業の一環としても効果が期待できる企画と
なりました。

今後の開催予定

若手社員が大活躍！！

動画撮影の様子

第2回（6月）
第3回（8月）
第4回（10月）
第5回（12月）

入社5年目の渡邉さんと、入社3年目の
岡本さん。資料作成や動画撮影・編集
など、新しい事にチャレンジする姿勢
は素晴らしかったです！！

※開催月は変更になる可能性があります。

講師：渡邉 至さん
講師：小林 一博さん
講師：渡邉 至さん
講師：岡本 慧さん

2021 年度経営協議会メンバー紹介
本年度の司会者・書記・各地区の職場代表委員が承認されましたので、ご紹介します。
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品質保証室
品質保証体制の改革〝仕組み・仕掛け〟〝人づくり〟
私たち品質保証室メンバーは、ISO、品質マネジメントの原則 ( 顧客重視、リーダーシッ
プ、プロセスアプローチ、改善、客観的事実に基づく意思決定など ) を念頭におき、『品質
保証 (QA)・品質管理 (QC) 体制の更なる強化 ( 人・モノ・仕組み )』に向け、施策を考え
取り組んでいます。
品質保証室

大岩

室長

重裕

これまでの取組みにおいて所感・痛感している事は、現行継続の仕組み・仕掛け、新た
な仕組み・仕掛けをつくりあげて行く事も重要ですが、これ等の仕組みをコントロール（回
す・動かす・守る）して行くのは〝人〟であり、
〝人の能力（理解力・思考力・コミュニケー
ション力・まとめ / 発表力・応答力など）も不可欠ではないかと捉えています。
この為に、品質教育の導入，品質保証の証＝仕組み・仕掛けであるＩＳＯ品質文書体系
図（規定 - 要領 - 管理記録）の整備と現場巡視チェック（定められている規定 - 要領 - 管
理記録と現場運用状態とのギャップ）等を現場側の方々の協力・支援のもとで、品質保証
体制の改革に向けて鋭意取り組んでいます。

品質保証体制の改革〝仕組み・仕掛け〟〝人づくり〟に向けた具体的な取り組みを実行して
行く為には、品質保証室メンバー全員への展開・浸透・実行責任の意識付け・役割決めなどが
必要であり、昨今、品質保証室定例会を実施しました。各メンバーにおける方針活動テーマを
決めて、新たな年度 START を進めています。社内資格認定制度，再発防止処理体制（顧客クレー
ム削減）など標準化に向けて取り組んで行く上で皆さんの協力・支援が必要となります。
今後とも、引き続きよろしくお願いいたします。

新たな年度 START ！
一致団結力で行動！！

品質推進グループ
伊東リーダー

ISO推進グループ
今泉リーダー

品質保証室

副部長

品質統括部

三田 明弘

ISO 推進グループ

★ISO認証維持
（QMS・EMS）
現場巡視チェック！
規定-要領-管理記録
準拠-周知徹底開始！

品質推進グループ

定例会の様子

★品質教育、再発防止
（顧客クレーム削減）
標準化に向けて検討開始！

STAFF BLOG 紹介

「 休日はアウトドア遊び 」 大分工場

副工場長

佐藤 真二さん

大分工場の副工場長として活躍している佐藤真二さんは、キャンプや釣りなどアウトドア遊
びを趣味に充実した休日を過ごしています。
＜以下ブログ記事抜粋＞

「 キャンプ 」
友人とのキャンプから始まり、
ファミリーキャンプまで♪
最近は子供達も成長し、家族全員時間を合わせることが難しいので、
ソロキャンプに寂しく？
（楽しく）、時間を見つけて行っています。一人で何をする訳でもなく、焚火をして、
ビールを飲み、
小鳥の鳴く朝にホットサンドとホットコーヒーは絶品です！

「 カヤックフィッシング 」
同工場の清水工場長と一緒に大海原へ…
夢と希望と
（落ちる恐怖も…）抱いて出港しました。
陸からは見る事が出来ない景色を見て、海の上に浮かんでいる
だけで、
ワクワクして楽しんでいます。

I N T E R V I E W 佐 藤 副 工 場 長 っ て ど ん な 人？
「今までとは違った観点からアンテナを張って行きたい」
と仕事に意欲を燃やす佐藤さん。大切にしてい
る事は、分からない事は素直に
「教えてください」
と聞く事と、気になった事は日々勉強する事だそうで
す。佐藤さんのそのモチベーションの高さと行動力は、大分工場スタッフから厚い信頼を得ています。

健康づくり応援特集

ポイ活

PepUpでポイントGET！ 〜毎日楽しみながら健康づくり〜
PepUpとは、簡単なユーザー登録（無料）で使える
健康ポータルサイトで 愛鉄連健康保険組合の被保険
者及び被扶養配偶者であれば利用できます。 PepUp
には、参加するとポイントがもらえる
「健康イベント」が
たくさんあり、獲得したPepポイントはPepUp内でいろ
いろな商品と交換する事ができます。
PepUpのユーザー登録が済んだらぜひ参加して、
ポイントを獲得してください！

★ PepUpにユーザー登録で300ポイントGET！
★日々の記録でポイントGET！
（体重、血圧、睡眠をPepUpで記録すると
1日１ポイントもらえます。）

★健診数値が改善されるとポイントGET！
★健康クイズに全問正解でポイントGET！

新規ユーザー登録はこちら
(URL) https://pepup.life
新規ユーザー登録には
「本人確認用コード」
が必要です。
本人確認用コードをお忘れの方は、人財開発部の櫻井も
しくは漆間までお気軽にお問合せください。

献 血のお知らせ
日 時：2021年6月22日
（火）13:30～16:00
受

付：トヨテック管理棟面談室

献血車：トヨテック管理棟 南側駐車場

全体集会スケジュール
地 区 別 全 体 集 会

6月1日
（火）
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