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創立 61 周年記念式典
2021年11月19日（金）第82回TOCOM活動発表
会終了後、各地区会場にて会社創立61周年記念
式典が開催されました。

2021年 勤続表彰

勤続表彰では、下記の方々が表彰されました。おめでとうございます。

勤続30年
株式会社トヨテック

勤続10年
渥美

佳之さん

株式会社オミクロン
株式会社オミクロン
株式会社ジュコー

田中
恵さん
鎌田 裕人さん
佐藤ひろみさん

※今年度より勤続10年も表彰の対象となりました。

61周年を迎えて

代表取締役社長

小野

喜明

トヨテックが昭和３５年に豊川で創立され６１年が経ちました。私たちの企業グ
ループは社員の信頼関係を中心に、会社の運営をしてきました。今もそれは変わ
りません。近年働き方改革と声高に言われていますが、私たちは昔から行ってきた
わけです。光学技術精密技術が事業の中心であり総合技術力を駆使しなければな
りません。海外にも会社を展開し、コミュニケーションが大切になっています。ま
た技術やビジネスモデル、顧客市場の変化が激しく、予想を超える変化を日々に
感じています。市場の情報を集め、最先端技術を導入していかなければ乗り越え
られません。
６１年目の今年、コロナ感染に打ち勝ちさらなる飛躍の年とするためには、社員
一同の一層の研鑽と、企業としての戦略の優劣が問われます。
みなさんと一緒になり活動して参りたいと存じます。

第 8 2 回 T OCOM 活動発表会
2021 年 11 月 19 日（金）各地区の指定会場に於いて、第 82 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。

発表者に感想を聞きました！
中藤

敬さん

（光学技術部門

開発部）

「発表に対する質問から、自分達が『当たり
前』と思っている事がそうでないという事
に気づかされ、やってきたことをきちんと
伝える事の大切さを改めて感じました。」

芳賀

公哉 さん

（PL技術部

加工技術G）

「スティーブ・ジョブズを見習って発表練
習は積み重ねてきたので、緊張はしました
が自信を持って臨むことが出来ました。」

鎌田

裕人さん

（一宮工場

成形G）

「今回発表した『成形歩留まりカイゼ
ン』は、成形Gだけではなくオミクロン
全体で成し遂げた成果だと思っていま
す。」

発表会で使用された資料は、
NotesDB「おしらせTOCOM事務局」へ掲載します。

2021 年度上期 提案表彰
2021年度上期の提案表彰が、TOCOM活動発表会の各会場にて行われ、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。

社 長 賞 ＜革新性があり会社に変化をもたらす提案＞
該当なし

副社長賞 ＜技術力を評価できる提案＞
該当なし

専 務 賞 ＜実務に直結する独自性のある提案＞
㈱トヨテック

山下

恵里佳さん

「評価機の改善」

㈱ジュコー

請井

邦江

「バリ取り作業」

さん

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。

九州最大級の産業見本市

「モノづくりフェア2021」 に出展
10月13日(水)～15日(金)の3日間、マリンメッセ福岡（福岡県博多

市）において九州最大級の産業見本市「モノづくりフェア2021」が開
催され、株式会社トヨテック大分が初出展しました。

今回の展示会では、約350社・団体が出展。自動化、省力化で製造

業の生産性向上を後押しする最新の技術、製品、サービスが発信さ

れ、来場者数は3日間で13,147名でした。

当社からは営業技術グループの工藤リーダーと、日本営業グルー

プの竹之内さんが参加し、設営とアテンドなどの対応をしました。

～ 工藤リーダー コメント ～
「コロナ禍という事もあり、来場者数を心配していましたが、
トヨテックブースにも多くのお客様がお越しになり、
認知度向上に繋がったと実感しています。」

Profile
工藤 壽信

今回の展示では、RDL( 超低歪 120°広角レンズユニット ) を
ドローンに搭載し、田んぼの圃場計測を再現。

Toshinobu Kudo

勤続 14 年

営業職以外にも生産管理や品質管理とキャリアを積み重
ね、現在に至る。いつも明るく親しみやすい人柄であり、
「大分工場の縁の下の力持ち」
と頼られる存在です。
好きな食べ物：王将の天津炒飯
休日の過ごし方：フットサル＋家族サービス

＼ 東三河若者人材確保支援事業 ／

東三河の魅力企業スタディープログラムに参画
2021年11月4日
（木）、愛知県主催の「東三河の魅力企業スタディープログラム」が愛知県立御津高等学校で開催され、
小野社長と営業部の沖根さんが登壇しトヨテックの会社紹介や、地元で働く魅力を伝えました。
当日は2年生101名が参加。小野社長は、語学力に力を注いでいる同校に合わせて英語で語りかけ、
「社会で大切なの
は、専門的な知識や技術の前に、互いに信頼を築く事」
と話し、
「高校は、
そのための学びの場。色々な事にチャレンジして」
と期待しました。
営業部の沖根さんは、
「語学力を活かせるトヨテックに就職した」
と自己紹介。自分と家族の時間も大切にしながら活躍
できる企業の魅力を語りました。寺田校長からは、
「グローバルな視野と国際感覚を生かせる企業が地元にもたくさんある
ことを知った。生徒にも大きな刺激になる。」
との感想を頂きました。 (東日新聞掲載内容より抜粋)

11 月 6 日発行 東日新聞

定期健康診断・体力測定
2021 年度の定期健康診断が豊川地区にて 10 月 4 日 ( 月 )、12 日 ( 火 )、29 日 ( 金 ) に行われました。
今年度から７つのオプション項目が追加となりました。多くの方が希望され、健康意識の
高まりを感じる健康診断となりました。
また昨年に引き続き、体力測定が実施されました。

握力測定ランキング
順位

握力（男性・左）（kg）

順位

握力（男性・右）（kg）

1

後藤 剛さん

58

1

大橋 明浩さん

63

1

坂田 拓哉さん

58

2

後藤 剛さん

58

3

山本 哲也さん

53

2

坂田 拓哉さん

58

順位

握力（女性・左）（kg）

1

林 あゆみさん

34

2

鳥居 澄代さん

32

2

小島 有希さん

32

2

中川 光代さん

32

順位

握力（女性・右 ）（kg）

1

林 あゆみさん

38

2

鳥居 澄代さん

35

3

小島 有希さん

34

3

中川 光代さん

34

インフルエンザ予防接種
10月29日（金）午後2時よりト

ヨテック管理棟にてインフルエ
ンザ予防接種を実 施し、約80
名の方が接種しました。

11 月 14 日（日）午前 10 時よりトヨテック本社にて「あ

いちたてもの博覧会」、通称「あいたて博」が開催されま

した。「あいたて博」の対象となるのは、国登録有形文化

財の貴重な建物であり、本社社屋の魅力を専門家の成田
靖司氏が丁寧にガイドし見どころを紹介してくれました。

昨年は新型コロナウイルスの影響から、ネット配信で開

マイナンバーカード
出張申請のお知らせ

催しましたが、今年は動画配信に加え、感染拡大に十分
配慮した上で実際の建物見
学も開催されました。

豊川市役所の方にトヨテックへ来て頂き、マイナン

バーカードを作る為の写真撮影や申請手続きを一括し

て行う「マイナンバーカード出張申請」を実施する予

定です。通知カードと本人確認書類（免許証等）を

大羽専務が会社の歴史を説明。

お持ち頂くだけで、無料ですぐに手続きができます。

まだ通知カードから切り替えていない方は、是非こ

の機会をご利用下さい。詳細は後日、人財開発部より

ご案内します。

高校生のための地元企業情報誌

「SOURCE」豊川地区社員へ配布
トヨテックが紹介されています！
ぜひ、ご家族の皆さんと
一緒にご覧下さい。
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