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　当社は精密切削加工技術を有する「未来牽引企業」であり、次の段階の成長と競争力構築を目指し、2期
にわたる中小機構の支援を受けながら収益体質の強化、さらにその基盤の上に中期経営計画策定を行った事
例である。
　若い管理者が率先して生産性向上に取り組み、生産の基本である5Sを完全に定着させ、全員参加型の改
善を進めることができた。
　中期計画においては企業を取り巻く環境を把握するため、顧客の動向、競合他社のレベルとその動きを徹
底的に調査し、対応すべき施策を考えた。また、市場の拡大に備えるため、設備投資、サプライヤーチェー
ンの強化、生産技術部門を含めた人員の確保等、企業におけるマネジメント力向上を目指した。まさに「地
域未来牽引企業」に相応しく、経営幹部・若手の主体的活動が核となる支援事例である。

企業名　株式会社金子製作所
業　種　�製造業、医療機器部品・航空機部品の精密

切削加工
本社所在地　埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場1-3-13
資本金　16.8百万円
設　立　昭和30年3月
売上高　1,468百万円（平成29年12月期）
従業員　118人（正社員115人）

　当社は、昭和30年に光学機器部品の製造を開始し
て以来、精密加工技術を武器に医療機器産業、航空
機部品加工と発展してきたメーカーである。
　医療機器については内視鏡部品の精密切削加工を
行っている。一方、航空機部品においては2004年航
空宇宙品質規格：JISQ9100を取得しジェットエン
ジン、機体構造部品の高度精密加工を手掛けている。
　経済産業省「元気なものづくり企業」、「ダイバー
シティ経営企業100選」、「さいたま『テクニカルブ
ランド企業』」に選定されるほか、女子学生の知識・
技能を習得する海外体験活動を応援する奨学金制度
を設けるなど、雇用や社会貢献の視点も有する企業
である。

　自社の今後の展開について、部分的な手直しレベ
ルでなく、経営・現場水準の高度化に裏打ちされた
成長への問題意識を有していた社長が、日本医師
会・関東経済産業局主催のセミナーにて、中小機構
のハンズオン支援の方法論に興味を示し、ご相談い
ただいたもの。社長は中小機構のいわき四倉中核団
地への立地や中小企業大学校東京校の研修受講等、
以前から経営課題や成長段階に応じて中小機構の支

いわき工場外観
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中小機構との出会い

経営基盤強化型

戦略経営による成長を目指す
経営基盤強化と中期経営計画の策定
―航空部門の収益性向上と医療機器部門の

増産対応に向けた生産体制の整備―
関東本部　統括プロジェクトマネージャー　塩山　知之
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援事業を活用されており、評価いた
だいている。

1）外部環境の特徴
　国の政策として、2020年までに医
療・介護・健康関連サービスの需要
に見合った産業育成と雇用の創出と
ともに、医療機器産業の国際競争力
強化が期待されている。金子製作所
においても国内外の医療機器分野へ
参入しており、特に内視鏡市場にお
いては、某医療機器メーカーを中心
に自社の設備と技能を活かし、部品
の加工を行っている。
　航空機部門においては試作等が中
心であり、次期型モデルの量産まで
には期間を要すため、採算を確保す
る課題を抱えている。
2）外部環境の変化
　近年では国内だけでなく、当社の
精密加工技術は海外からも評価さ
れ、引き合いも増加している。一方、
競合企業の台頭もあり、市場拡大に
伴うコスト競争力への対応など、取
り巻く環境も厳しさを増している。
3）内部資源
　設備投資に関しては、年度ごとに
予算化している。2015年以前はリー
ス料や返済額が大きく、設備投資を
控えていたが、近年は補助金も活用
しながら投資を行っている。将来的には人材の確保
が難しい時代になることを想定し、さらに自動化設
備の導入を進めていく考えである。
4）企業が課題だと認識していた内容
　精密加工に特化した加工技術で航空機事業と医療
機器分野へ参入し、評価を受けてきたが、現状、生
産に見合った収益となっておらず、今後の課題は収
益体質の確立にある。
　外部環境の特徴として、航空機においては、加工
精度が高く、部品の価格も高いことから、ダミーと
称して安全率を見て、1アイテムに対して製品を2セ
ット製造しており、収益性を悪くしている。このダ
ミー生産を減らすことで原価への影響も下げること
ができ、収益性及び競争力の向上にもつながる。
　医療機器事業については注文が年々増加している
が、内部で消化できないほどの注文を抱え、納入率
の低下につながっている。よって顧客においても、

納入遵守率の点ではワーストの評価となっている。
特に組立工程の生産能力は低く、とりわけ内視鏡の
ズーム工程は生産性の低さを抱えている。
　今まで、5S活動などを進めてはきたが、思うよ
うに定着できなかった。再度、生産の基本である
5Sから取り組み、改善を進め、一人ひとりの意識
を変えるところからスタートした。5S改善を進め
ることでムダが見えるようになり、自然にムダ取り
が行われ、生産性向上へとつながっていくと推測し
た。
　航空部品においても、製造の技能レベルの問題か
らダミー品加工を行っていたが、現場力を向上させ
ること事で、ダミー品の廃止が可能と考えた。
　切削刃物等の製造経費の低減についても、5Sを
実施することでムダが見えるようになり、低減につ
ながる。
　このように現場力向上や製造経費を下げること

プロジェクトマネージャーの視点と
経営課題の設定

支援メニュー H25 H26 H27 H28 H29 支援内容（支援テーマ等）
改性益収、上向性産生・Ｓ５期１遣派続継家門専 善
備整制体産生・定策画計期中期２遣派続継家門専

日本医師会・関東経済局セミナー 中小機構事業紹介
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売上高（左軸）

経常利益（右軸）

左軸 単位：百万円

売上高と経常利益

支　援　前 支　援　後

戦 略 ・経営戦略なし
・営業戦略なし

・�中期経営計画に基づく経営戦略の策
定
・�医療機器の市場拡大に伴う、競業他
社を睨んだ戦略の策定

計 画
・�中期計画なし
・�会社方針に基づく事業計画を立て
実施している

・中期計画策定
・事業部別事業計画策定
・�増産体制確立の為、新工場計画立案

管理・仕組

・�生産の管理は稼ぎ高管理であり、
時間管理がされていない
・�刃物の管理は製造に任せており、
発注・在庫管理に問題あり

・�製造の生産性に付いては、160時間
管理を実施し生産の見える化を図る
・�刃物に関しては共通化を図り、種類
を集約し在庫管理を簡素化した

組織・人材

・�管理者の育成が不充分であり、管
理業務が滞っている
・�人材育成に関してはキャリアプラ
ンなどに取り組んでいるが、充分
で無い

・�5S活動を通し改善を管理者が率先し
て行うことで、自部署内での活動を
活性化させることが出来た

そ の 他

・�5Sが無手勝流であり定着しない問
題があった
・�納期遵守率など客先の管理指数に
対する関心が薄く、客先の信頼を
落としていた

・�5S活動をも当初、管理者中心に進め
部下への展開を図れた
・�組立の生産性を向上させ納期を遅れ
をなくし、納期遵守率を向上させた

【質的変化】

【量的変化】
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で、収益性改善へとつなげる。

　支援に先立ち、企業側の体制を事業部制としたこ
ともあり、企業側のプロジェクトメンバーも航空機
事業部と医療機器事業部に分け、それぞれの事業部
長を責任者に配置し、メンバーは若手中心の推進体
制を取った。
　中小機構側は、高次元の経営への転換のためには、
複数の事業部門、事業所及び課題の統合が重要であ
ること及び企業側にも同様の問題意識と潜在力を有
していることから、支援活動の管理者は統括プロジ
ェクトマネージャーが務め、アドバイザーには試作
や製造現場の豊富な管理経験と儲かる5Sや生産性
改善、経費の削減を遂行できる幅広い実践的知識を
持った専門家を選定した。

第1期＜専門家継続派遣事業＞
（平成28年12月〜平成29年5月（6ヶ月））
　当社の課題は、収益体質の改善であるため、以下
のような支援テーマを実施することにした。
1）内視鏡ラインの生産性向上（いわき工場）
　①加工ラインの生産性把握
　②生産性の課題抽出・改善目標設定
　③加工ラインの生産性向上に向けた活動推進
2）儲かる5S（本社・いわき工場）
　①刃物・工具の現状把握（整理）
　②刃物・工具の整頓
　③製造経費全般の低減
3）航空機部門の収益性改善
　①予算原価と実績原価の差異分析
　②部門別原価の低減

　これらの取組みにより、次のような成果をあげる
ことができた。
1）内視鏡ラインの生産性向上（いわき工場）�
　・�医療機器事業部では生産性改善に取り組んだ結
果、工程内不良の低減並びに設備の稼働率向上
や加工プログラム改善等の成果につながった。

　　�（設備稼働改善、プログラム、段取改善により
年間557時間の効果）

2）儲かる5S（本社・いわき工場）
　・�航空機事業部においては、儲かる5Sを実施し
たことで使用切削刃物の遊休品が多くあること
がわかり、整理・整頓の重要性を認識した。

　・�加工刃物共通化46％
　・儲かる5S実施件数20件（本社）

3）航空機部門の収益性改善
　航空機事業部においては、現場の技能レベルを向
上させ、1つの製品を集中して生産することで、全
てのダミー製品を基本的に廃止することができた。
　・改善時間260時間　　　経費改善173万円
　・航空関係の売上原価率の推移　
� 2017年度上期（1月〜6月）� 80.84%
� 2017年度下期（7月〜12月）� 70.35%�
� 2018年度上期（1月〜6月）� 73.89%

　ものづくりの基本は5Sであり、ここをしっかり
と定着することが大切であった。また、新たな課題
として、医療機器メーカーによる内視鏡の大幅な増
産が計画されており、現状の納期遵守率を上げると
ともに増産に向けた対応が課題となった。

第2期＜専門家継続派遣事業＞
（平成29年8月〜平成30年7月（12ヶ月））
　第1期の支援を終え、当社は、内視鏡加工ライン
の生産性改善と航空機部門の収益性改善に取組み成
果を上げた。次なる課題は中期を見据えた企業力強
化を進める必要がある。
1）�医療機器・航空機事業の中期計画策定（2018
年〜2020年）

　①立ち上げ製品の情報管理と企業環境調査
　②設備工程能力の調査と対応
　③�中期を見据えた生産計画にもとづく工程、設備、

人員計画の立案
2）医療機器組み立て工程の生産性改善
　①組立工程の現状把握と改善
　②改善項目の立案と計画の作成
　③改善計画にもとづく改善実施
　④組立工程のレイアウト見直し改善
3）医療機器部品の増産に向けた工場計画
　①機種別増産計画情報整理
　②ライン能力の調査と必要人員把握
　③工場レイアウト検討と工場拡張計画立案
　④増産に向けた工場・設備・レイアウト計画

　プロジェクトメンバーは、基本的には第1期支援
のメンバーとし、中期計画策定については両事業部
長を中心に据え、経営企画部長を新たに参加させた。
支援成果は以下のとおり。

1）�医療機器・航空機事業の中期計画策定（2018
年〜2020年）�

　・�中期計画策定においては、特定分野専門家に加
え、当社の潜在力を活かした中長期の計画を策
定するため、アドバイザー1名を追加し、専門
家2名体制で取り組んだ。

プロジェクト推進体制

支援内容と支援成果
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　・�各事業部を取り巻く環境から、それらに対応す
る内部資源と力量を調査し、対策案を考えた上
で各事業部の行動計画へと反映した。

　・�中期計画の大枠は2020年医療機器事業部の合計
売上14％増、経常利益率は15％を確保する計画
を立て、増産対応に対しても新工場の建設を国
内外で行う。

2）医療機器組み立て工程の生産性改善
　・�組立工程の生産性向上に付いては一人当たりの
生産高『160h換算評価の管理表』で把握する。
2018年上期において、1人当たりの生産量は、
2017年上期より15%UPし、加工高も2017年上
期より9％ UP（583時間／年）を達成した。

3）医療機器部品の増産に向けた工場計画
　・�増産計画に対応したライン計画：いわき新工場
の増設に向け、面積生産性重視の工場計画、ラ
イン作りを目指した。いわき新工場ライン構成
を前提に、本社の組立ラインのレイアウト変更
を実施した。

　以上のような2期間の支援を終え、当社の経営状
況は著しく好転、増収増益に転換し経営基盤も強固
になった。医療機器の納入率も向上し、顧客の信頼
も回復してきた。組織体制はいわき工場が事業部格
に昇格し、新工場の増設計画も軌道に乗ってきた。
　また、医療機器も大幅な増産が計画され、新工場
を含めた増産体制が整い、競合他社が追随できない
体制を整えるべく、海外進出も踏まえた中期計画を
基に展開を図っていく。
　当社の将来的な展望は、以上の状況から、当社の
今後の課題としては、工場の増設や海外工場の立ち
上げなど市場拡大に向けた取り組みが進められ、
IoTやAIの導入などが進められていく中、人材の育
成が重要となる。特に生産技術者の育成は必須と考
える。
　製造現場に於いては、改善活動を継続していく為
に、現場の管理者がムダを見抜く力を付けることと、
全員参加型の小集団活動を活発化する必要がある。
地道な活動ではあるが重要であり期待する。

今後の課題

刃物置き場表示

ウエス使用5S

従業員のための食堂とカフェ
（働き方改革の一環）

改善事例の表示（意識付け）

改善事例集

はんだ付け作業

測定具の5S
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冶具類の整理・整頓

仕上げ工程

NC加工工程

プロジェクトマネージャーの総括
　今回の2期に渡った支援は、ものづくりの基本である「5S 〜生産性向上」に取組み、継続できる体質へと変革し、
中期計画へとつなげ、「地域未来牽引企業」の成長を後押し出来たことは大きな喜びである。2018年上期では、
2017年上期と比較して売上額が30％向上し、経常利益も17％を確保でき、3ポイント向上することとなった。

　企業を成長させるためには先ず人の成長が重要である。特に管理者の成長は部下の成長
につながる。5Sにおいても管理者が率先して改善を進めることで、作業者にも影響を与え、
徐々にではあるが着実に全社に浸透させ、自然に5Sが習慣化、継続できるようになった。
これが現場のムダ取りへとつながり、生産性向上へと寄与できた。
　次に企業を成長させるためには中期計画を立て企業として道筋を立てることにある。今
回も中期計画を作り上げたことで全社一丸となり目標に向かうことができ、各部の行動計
画に落とすことでバランスの取れた経営へとつなげる事ことができるようになった。その
ことより戦略的経営を目指す体制が整った。今後は「地域未来牽引企業」から、日本を代
表する航空と医療機器部品メーカーとして世界へ向けた企業になることを期待している。

塩山　知之　関東本部
統括プロジェクトマネージャー

経営者のことば
　今回御支援をお受けするに当たって、弊社の弱みである無手勝流的な現場業務（5S
等々）を�何とか標準に基づき改善したいと思っておりました。�
　その点で、産業経験の豊富な専門家の先生方にスタンダードな基礎の改善を基に、弊
社に合わせた改善の御指導をいただけた事こと、そしてその成果が現れた事ことに心か
ら感謝しております。
　当初1期のみの指導の予定でしたが、1年目の成果が出始めた結果、更なる改善を期待
して2期目の支援の検討もお願いいたしました。�
　その結果、1期目にも増して現場改善が目に見える形で進められました。指導いただ
きました改善は今後も維持継続させたいと思っております。�
　また、2期目の指導は、現場改善チームの指導に加えて、経営幹部チーム（事業部長2名、
経営企画部長1名）に対する�中期経営計画策定の指導もいただき、今後の経営方針がより具体的になり、計画的
な経営が目指せるようになりました。�
　経営幹部が積極的に経営に関わるようになった事ことにより、会社のパワーが一段上がったように感じられま
した。

代表取締役社長
金子　晴房�氏

ROBOTによるワーク脱着


