


審査結果 第1会場（スインクホール）
製造部門

⾦賞 銀賞県知事賞 銅賞



№105 ONE ALL
岐阜車体工業株式会社

№104 鳩吹
カヤバ株式会社

№101 LSグランドスラム
トヨタ紡織株式会社

№102 小さな事からコツコツと
イビデン株式会社

№103 金型キレイにし隊
株式会社メニコン



№110 ピカピカ
イビデン株式会社

№109 SPEC
トヨタ紡織株式会社

№106 デロリアン
株式会社イビデンキャリア・テクノ

№107 梅
カヤバ株式会社

№108 QCやるぞ！
株式会社デンソーテン



No. 発表テーマ 会社名 サークル名 結果

改
善
事
例

201 M班全体の業務状況の⾒える化
航空自衛隊
第２補給処

ＱＣクリーナー

202
パワーステアリング（PS)生産部小集団活性化活動

〜部全体で学ぼうQCストーリー〜
カヤバ株式会社 たんぽぽ

203 顧客図⾯番号検索システムによる作業時間短縮 株式会社TYK EMサークル

204 ロックネルコンテナ載積率アップ メイラ株式会社 こじろう

205
高卒求人を増やそう

〜オーツカにたくさん来てもらおう〜
株式会社オーツカ Souzai

206 運搬に係る作業者省⼈による⽣産性向上活動 カヤバ株式会社 バタツキ

207
検査付随時間短縮への挑戦︕

〜⼥性⽬線でのYKI事務作業解消〜
トヨタ紡織株式会社 ツインカム

審査結果 第2会場（セミナー室）
JHS 事務・販売・サービス部門

⾦賞 銀賞県知事賞 銅賞



№204 こじろう
メイラ株式会社

№203 EMサークル
株式会社TYK

№201 ＱＣクリーナー
航空自衛隊岐阜基地

№202 たんぽぽ
カヤバ株式会社



№207 ツインカム
トヨタ紡織株式会社

№205 Souzai+
株式会社オーツカ

№206 バタツキ
カヤバ株式会社



ツインカム トヨタ紡織株式会社ONE ALL 岐阜車体工業株式会社





1 三英電子株式会社 安八郡 2 29 上田石灰製造株式会社 大垣市 3

2 イビデングラファイト株式会社
愛知県
高浜市

1 30 ＫＹＢモーターサイクルサスペンション株式会社 可児市 8

3 森岡産業株式会社
三重県
三重郡

1 31 ユニオン電子工業株式会社 安八郡 1

4 メイラ株式会社 関市 5 32 株式会社前田精工 大垣市 3

5 株式会社デンソーテン 中津川 10 33 株式会社イビデンキャリア・テクノ 大垣市 9

6 株式会社オーツカ 不破郡 4 34 矢橋大理石株式会社 大垣市 1

7 アイビー電子工業株式会社 揖斐郡 1 35 イビデン株式会社 大垣市 88

8 太平洋工業株式会社 大垣市 4 36 株式会社TYK情報サービス 多治見市 1

9
学校法人真徳寺学園 ながさわこども
園

大垣市 2 37 カヤバ株式会社 岐阜北工場 可児市 35

10 株式会社ＯＫＢビジネス 大垣市 2 38 岐阜県立国際たくみアカデミー
美濃

加茂市
1

11 株式会社デンソー
愛知県
刈谷市

1 39 株式会社ＴＹＫ 多治見市 4

12 株式会社メニコン 関市 4 40 航空自衛隊 第２補給処 各務原市 8

13 カヤバ株式会社 岐阜南工場 可児市 10 41 イビデン産業株式会社 大垣市 1

14 日本特殊陶業株式会社
愛知県
小牧市

3 42 レシップ株式会社 本巣市 1

15 未来工業株式会社 安八郡 1 43 ナブテスコ株式会社垂井工場 不破郡 4

16 岐阜車体工業株式会社 各務原市 6 44 三菱電機株式会社 中津川製作所 中津川市 1

17 イビデン物産株式会社 本巣市 2 45 株式会社アイシン
愛知県
西尾市

1

18 ファロスネオ株式会社 羽島郡 2 46 株式会社名古屋オイルレス
愛知県
小牧市

1

19 株式会社ウノウ電子 安八郡 1 47 イビデン樹脂株式会社 揖斐郡 1

20 フジ精密株式会社 大垣市 1 48 小島プレス工業株式会社
愛知県
豊田市

1

21 トヨタ紡織株式会社 大口岐阜工場 岐阜市 16 49 株式会社十六銀行 岐阜市 2

22 サイトー電子株式会社 大垣市 1 50 株式会社大垣共立銀行 大垣市 1

23 イビデングリーンテック株式会社 大垣市 1 51 サンメッセ株式会社 大垣市 1

24 タック株式会社 大垣市 2 52 揖斐川工業株式会社 大垣市 2

25 株式会社Ｕーセラミック 恵那市 2 53 西濃運輸株式会社 大垣市 1

26 新和工業株式会社 中津川市 3 54 岐阜ダイハツ販売株式会社 岐阜市 1

27 トヨタ車体株式会社
愛知県
刈谷市

3 55 株式会社水明館 下呂市 2

28 明智セラミックス株式会社 恵那市 3

第16回 小集団改善活動 若鮎大会参加企業一覧表

ご参加ありがとうございました （順不同）

No. 会社(団体)名 所在地
参加
者数

No. 会社(団体)名 所在地
参加
者数

参加者総数 ２７７名


