
今月号のトップ面は、常務取締役 元田工場長より記事を頂きました。

短い桜の時期もあっという間に過ぎ去り、さわやかな風が吹き渡る季節となりました。

元号も平成から令和へと移り変わり、我社も新たな気持ちで社員一同、チェンジ・チャレンジを

モットーに生産活動に努めて行きましょう。 ※社長による提唱

昨年・一昨年と日本国内においては高操業度が続いた中、生産活動にご協力頂きました、

協力企業各社、全社員の皆様方には、感謝申し上げます。

先を見越した設備投資、改善活動を通して、お客様、地域の皆様より、評価を頂いたことも

あれば、まだまだ改善する必要があることに気付かされたこともございました。

昨年の実績を基に今年の活動に活かして行きましょう。

今年度は対前年度比マイナス計画が見込まれています。年間を通しての平均操業度は落ち着い

ていますが、働き方改革、36協定遵守を徹底し、操業度を意識した生産能力の確保、生産性向上、

OVC・ムダ取り活動を行ない、生産基盤準備に努めて行かなければなりません。

また新機種の立上げ計画、季節変動機種による量変動を十分に考慮した対応が必要です。

社内工程、生産品目により操業度差が生じていることから、生産計画の最適化を立案するとともに、

海外工場(タイ・中国)を活用したクロスソース調達を軸にグループ全体での対応を企画、

実施して行きたいと思います。

企業を取りまく環境においては、中期計画に織り込み対応して行きます。

①生産労働人口の減少 ※労働力不足

②働き方改革 ※36協定、有休消化、安全・環境

③生産のグローバル化へのパワーシフト ※アジア市場、調達クロスソース拠点化

④国内企業の生産能力 ※人材、設備等

世界のモノづくりは激変しており、破壊的変化(AI、IoT)への対応は不可欠であり、我社においても

革新的な生産モデルを構築し、環境変化や戦略に合わせ、機動的に事業を再編しすることで、

新たなビジネスにつなげて行きたいと思います。

全社員の皆さん、今年度も社長方針に基づき目標を立て、自己の言葉に責任をもって遂行下さい。

2019年度 社長方針

社長方針

1.安全、環境、コンプライアンスの遵守・徹底 ・新技術への挑戦と既存技術の磨き上げ!

2.品質不具合の撲滅 ⇒積極投資、既存設備の定期更新

3.生産性・競争力の向上 ・工場再編に向けた生産能力見直し

4.海外事業戦略の強化 ⇒生産能力1.5倍

5.工場再編準備の推進 ⇒作業環境の見直し

6.人材育成とスキルアップ

最後に安全と品質においては、遵守事項を守って、安全職場、信頼できる製品づくりに努めて

ください。

『ルールを守っていますか?』※コマツ調達本部様より

常務取締役 工場長 元田 昌紀



新元号“令和”を迎え新たなスタートが切られましたが、皆さんはこの時代の変わり目に

何を感じたでしょうか？今回はお祝いムードの中、10連休にも及ぶさながら国民のお祭りの

様で、国内外に大きな経済効果をもたらしたのではないかと感じています。連休中に設備

メンテナンスや清掃のために出勤下さいました皆さんには深く感謝し、お礼申し上げます。

我社は昭和に誕生し、平成に成長し、この令和でまた新たな挑戦をしていく中で、

そういった皆さん一人ひとりの思いや行動が、挑戦するための礎になると改めて感じています。

新入社員の皆さんは本日から配属先も決まり、また新たなスタートとなりますが、この

1ヶ月で教わった事を生かし精一杯輝いてください。これからは手取り足取りといった具合に

教えを請う事はあまり出来ないかもしれませんが、分からない事は分からないままにせず、

周りの先輩に聴きながら積極的に好奇心をもって取り組んで欲しいと思います。

休み前の26日には『第20回 グローバル経営会議』を開催し、海外拠点からも社長、

総経理がそれぞれ集まり、熱のこもった報告を聞く事が出来ました。

翌27日には『第6回改善事例発表会及びミニQC大会』を開催しました。

改善事例14テーマ、ミニQC8テーマと盛り沢山の内容に、忙しさ故にここ2年程

開催できずにいた事を深く反省しました。

今後はどのような状況でも計画をしっかり立て、定期開催に努めていこうと思います。

休み気分が抜けきらない方もいるかと思いますが、今一度、品質問題をクリアしながら

“安全第一”に仕事に取り組んで下さい。

代表取締役社長 二宮 吉男

常務取締役 工場長 元田 昌紀

4月26（金） 午前より2019年度の方向性を決める第20回グローバル経営会議が開催されました。

今回のグローバル経営会議ではDKTからは北村社長、DMSからは松尾総経理が一時帰国し、

DKTからは2018年度実績及び2019年度の増産対応や設備導入プラン、

DMSからは環境活動報告、生産活動、各種改善報告など、DKJからはビジネスプランの読み合わせを兼ねた

各課からの2019年度に対する報告がなされ、大変活発な意見交換の場となりました。

総評で、二宮社長より 「2019年度は数字が落ちるのは目に見えているが、やり方によってはもっと効率、利益を

あげられるはずである」 とのコメントを頂き、改めて各自が数字に対し責任を持たなければならないことを

実感しました。

その晩は恒例となった大京G グローバル懇親会が行われ、グローバル経営会議出席者、ミニQC大会の為に

来日したDKT、DMSのスタッフと共に2019年度の更なる飛躍を誓い合った熱い夜となりました。

2019年度も大京GROUP全体で一致団結し頑張っていきましょう！！



大京Gの皆様お疲れ様です。DKT 東です。

4月からDKT2nd factoryが本格的に稼働を始めました。

新たなレイアウトに新設備の導入、現場稼働とスムーズに立ち上げる事が出来ました。

DKTﾒﾝﾊﾞｰ駐在員が事前に多くの事を検討、調査出来た事が結果に繋がったと思っています。

この新たな工場を10年・20年経っても綺麗な工場だと言える・言われるように、全員で日々清掃を

心掛け維持継続していきたいと思います。

また私自身は初めてですが今年のソンクランはここ7,8年で一番暑かったようです。（日中43℃-夜33℃）

板金新工場 KFL稼働開始 水掛け祭り

5/13(月)にコマツ粟津工場で行われました創立記念式典にて、岡本工場長より感謝状の表彰を受けました。

この賞は、2018年度の増産に際し、カチオンラインの生産性改善・最適化および新規上塗設備導入による

北陸地区全体の塗装能力を向上させ、粟津工場の売上達成に貢献した功績を称えられたものです。

今後もさらに知識や技術に磨きをかけ、社員一丸になって業務に取り組んでいきましょう！

感謝状表彰式

また、石本さんが帰任し新たに渡邊さんが赴任されました。

石本さん5年半お疲れ様でした。DKJでも頑張って下さい。

メンバーが代わった事により新たな風が現場に吹く様に

DKTメンバーと共に何事にも積極的に取り組んで行きます。

現在CMOのCABが立ち上がり20台/日の計画から25台/日と

編成に苦慮しながら生産を行っている状況です。

7月生産からは30台/日となる為、再度必要準備事項を整理し

増産時にも迅速に対応出来る体制作り、維持に努めて行きます。

DKJの皆さん今後もご支援、ご協力の程宜しくお願い致します。

2019年度も大京GROUP全体で一致団結し頑張っていきましょう！！
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国家検定 一級 油圧装置調整技能士 （油圧装置調整作業）

生産部 組立課 西出 幸央

国家検定 一級 工場板金技能士 （機械板金作業）

生産部 板金課 中井 健一

生産部 板金課 林 佑樹

国家資格である技能検定に8名が合格し、5月度全体朝礼にて表彰されました。

合格者を模範として各職場、会社全体の技能向上に努めていきましょう！！

国家検定 二級 工場板金技能士 （機械板金作業）

生産部 板金課 石橋 誠司

生産部 板金課 奥 友佑

生産部 生産技術課 越野 正紀

生産部 生産技術課 鈴木 信輔

国家検定 二級 機械検査技能士 （機械検査作業）

品質保証部 検査課 松田 倫彦

4月27日に、小松市公会堂にて社内改善事例発表会＆ミニQC大会が開催されました。

改善事例発表では、合計14テーマの各職場の改善活動を発表しました。

ミニQC大会では、生産部門と管理部門、DMS・DKTより、合わせて8サークルがミニQC活動の成果を報告しました。

みなさん、発表お疲れ様でした！！

≪改善事例発表会≫
【生産部門】

金 賞 仁大 『作業台車の改善』
銀 賞 生産部塗装課 『水切り作業廃止 / 小物ライン安全装置改善』
銅 賞 生産部組立課 『ライト角度治具変更 / スタータ作業改善 / 品番シール活用による改善』

【管理部門】
金 賞 企画部企画課 『B23 RAD部品組立性向上』
銀 賞 業務部生産管理課 『初物連絡書作成作業の効率化』
銅 賞 生産部生産技術課 『WA HOOD ドアスキマ調整治具製作の件』

≪ミニQC大会≫
金 賞 DMS 飛越夢想サークル 『PC CAB水漏れ撲滅活動』
銀 賞 品質保証課 QASCサークル 『異品、欠品を検出しやすいチェックシートの改善活動』
銅 賞 生産部板金課 CABサークル 『溶接不良撲滅活動～ロボット溶接精度向上～』

受賞者の皆さんと 会場の様子


