
54 新たな企業文化・風土への変革―全員参加による改善活動を支援―

　当社は、機能性や高質感を追求した高付加価値合繊製品により顧客の支持を集め、グローバルに成長して
きた織物製造業。しかし、現場はトップダウン型方針管理によるTPM活動の徹底から成果偏重主義に陥り
つつあり、社員には言われた事だけやれば良いという停滞感が蔓延していた。一方で社長をはじめとする経
営陣サイドでも、社員の自主性や行動力の弱さに強い危機感を抱いていた。
　本支援は、当社のこれまでの成果偏重の弊害を打破し、成果実現のためのプロセスを重視したボトムアッ
プ型の改善活動を推進することにより、社員全員が自主的に、闊達なコミュニケーションのもとに活動に参
画するような“新たな企業文化・風土”への変革を目指し、取組んでいる事例である。

企業名　丸井織物株式会社
業　種　�合繊織物及び合繊産業資材織物製造
本社所在地　�石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15番

地
資本金　57百万円
設　立　昭和31年4月（創業：昭和12年）
売上高　9,556百万円（平成29年12月期）
従業員　268名

　当社は、衣料用織物および自動車・食品関連・炭
素繊維など産業資材向け織物の生産を行っている。
昭和12年(1937年)に中能登町で麻布・人絹生産を開
始し、昭和31年（1956年）に株式会社化した。その
後は業容を拡大し、現在は石川県内に2ヵ所の工場、
東京と福井2ヵ所の営業所、中国江蘇省の生産拠点
を含む5社のグループ会社を持つ丸井グループとし
てグローバルな生産体制を構築している。
　繊維業界は新興国への生産移転、技術移転で企業
数は減少、規模も縮小するなど厳しい事業環境にさ
らされている。そのような環境下で当社は、国内の
合成繊維の主要産地である北陸地方に拠点を置き、
糸加工〜織・染までを一貫生産するという新たなビ
ジネスモデルを構築している。スポーツやファッシ
ョン向けアパレル、さらには産業資材向け織物にお
いて、機能性や高質感を追求した高付加価値合繊製
品の製造に経営資源を集約することで、他社との差
別化及び競争力強化を図っている。そのような独自
の企業戦略を推進し、売上及び収益とも右肩上がり
の好業績を継続しているまさに地域に根ざした中堅
企業であり、平成29年12月に経済産業省より『地域
未来牽引企業』として選定されている。

　当社は社員教育の一環として、各部署のリーダー

本社外観

企業概要

中小機構との出会い

経営基盤強化型

新たな企業文化・風土への変革
―全員参加による改善活動を支援―

北陸本部　プロジェクトマネージャー　大村　啓
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クラスの職員を中小企業大学校三条
校の研修に継続的に派遣していた。
しかし研修での知識習得はできるも
のの、それを活かした自主的な改善
活動が社内で根付かないことに課題
意識を持っており、当社から直接現
場での支援を受けたいと中小企業大
学校三条校を通じ、中小機構北陸本
部に対して訪問の要請を受けたのが
きっかけである。

　当社の工場を見学したところ、職
場に掲示されている生産関係の資料
には目標と結果の数値は表示されて
いるものの結果に至るプロセスは全
く表現されていなかった。また現場
は生産に追われ活況を呈している
が、働く社員には今一つ元気さが欠
け自由な雰囲気も感じられないとい
うのが率直な感想であった。その後
の調査でTPM活動は限られた管理
者とリーダーでしか行われておらず
成果偏重になっており、研修で獲得
した知識を発現する機会も場も与え
られていないことがわかった。
　このような状況を解決し社員の自
主的な活動が展開できるようにする
には、従来から推進してきたトップ
ダウン型の方針展開による成果追及
のみではなく、社員の自主性を尊重
した全員参加によるボトムアップ型
改善活動が展開できる企業風土づく
りが不可欠であると考え、経営陣とも協議し『全員
参加による改善活動―新たな企業文化・風土づくり
―』を支援テーマとして設定した。
※�当社は、活動自立化のためには3年程度の期間を
使って取り組むべき課題であるとの認識を示して
おり、テーマの重要性と目標達成のための必要時
間を考慮し、当初より複数年のプロジェクトとし
て実施。

　プロジェクトは社長直轄とし、プロジェクトオー
ナーは社長、専務が補佐する体制とした。プロジェ
クトメンバーの選定は社長の意向もあり、当社が推
薦した社員を機構側のメンバーが面接し、問題意識

が強く改善意欲が高いと思われる人物を対象に社
長・専務を交えてディスカッションを行い最終決定
するという形で行われた。
　その結果プロジェクトリーダーはメンバーの中で
互選された職場のリーダークラスの若手が選定され
た。対するアドバイザーは、大手企業で改善活動を
含め経営にも関与した経験がある人物を充てた。プ
ロジェクトの進捗状況については四半期単位の報告
会で経営陣に報告し、情報共有と課題認識を図ると
同時に、プロジェクトの節目で社員全員に対しアン
ケート調査を行い有意義な意見をプロジェクトに反
映するという形で進められている。

プロジェクトマネージャーの視点と
経営課題の設定

プロジェクト推進体制

支援内容と支援成果

支援メニュー H28 H29 H30 支援内容（支援テーマ等）

専門家継続派遣事業①

専門家継続派遣事業②

ものづくり改善活動の推進

ものづくり改善活動の全社展開
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売上高と経常利益

支　援　前 支　援　後

戦 略

モノづくりとITを融合させ3つの“カ
クシン”で、イノベ−ティヴテキス
タイルカンパニーになる。
①業態革新　ITとの融合で新業態へ
②技術革進　技術の進化高度化へ
③製品革信　常に信頼される存在へ

3つの“カクシン”の推進チ−ム立ち
上げ、2020年に向けて社員全員に浸
透・推進中

計 画 中期経営計画”革新200”を策定し
それに沿って単年度経営計画を推進

中期経営計画に沿った単年度経営計画
及び『全員参加による改善活動−新た
な企業文化・風土づくりプロジェクト』
推進中

管理・仕組

方針管理で各部門別・単年度目標を
設定し四半期毎にトップ診断を実施
しPDCAを回す
目標達成は管理者が主体的に実行

方針管理で各部門別・単年度目標を設
定し四半期毎にトップ診断を実施し
PDCAを回す＋『全員参加の改善活動』
が目標達成に向け推進している

組織・人材
経営者の強いリーダーシップに依存
次期の経営リ−ダ−育成遅れ
中間管理者に目標達成努力が集中

経営マインドを持った中堅が育ちつつ
ある
30〜40代の中堅若手がリーダーシッ
プを発揮
自主的な発想と行動で目標達成を後押
し

そ の 他
策定された目標達成は管理職・リー
ダーに依存
管理者は部下指導力不足

管理職（課長）が改善活動に参加・バ
ックアップ活動を通して現場主義で人
材を育成

【質的変化】

【量的変化】
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支援の全体構想
　「企業風土の変革」というプロジェクト目標の大
きさを考えると、いきなり全社で改善活動をスター
トするのではなく、実施体制の整備や牽引するリー
ダーの育成等、順序だてて中期的・段階的に進めて
いくステップが必要と感じられた。そこで、以下の
とおり支援の全体構想を立案し、経営トップの了解
を得て、プロジェクトがスタートした。

第1段階（第1期）：現場社員から選抜されたプロジ
ェクトメンバー13名が、改善活動のあるべき姿と課
題を徹底的に議論した上で、モデル職場のサークル
改善活動を実践し、自主的な全員参加型活動を展開
するための指針を検討する。
第2段階（第2期）：その上で、サークル改善活動の
全社展開を図る。その際、上記メンバーは各部門の
サークル運営を「推進者」として側面支援し、活動
参加における考え方や推進方法の浸透を図る。

第1期＜専門家継続派遣事業①＞
（平成28年12月〜平成29年11月)
テーマ：“全員参加”によるものづくり改善活動の
推進〜丸井織物の新たな企業文化・風土を創る〜

（1）当社の改善活動の現状把握
　現状において、なぜ自主的で、全員参加型の改善
活動が難しいのかについて、プロジェクトメンバー
内で議論すると共に、全社員にサークル改善活動に
関するアンケート調査を実施し、検証を行った。そ
の結果、活動の妨げと思われる要因は以下3点に集
約された。

①リーダーシップの不在
　サークル改善活動の模範的な進め方等、共有され
た知識が無く、特にリーダーの果たすべき役割、求
められるスキル等が見えていない。
②ボトムアップを促す「仕組み」の不足
　現場の社員の意欲や当事者意識を育み、自主的な
提案をボトムアップで呼び起こすような仕組みや機
会がない。
③時間の不足
　現場の社員も管理職も、日々の目標や管理指標に
追われて多忙な状況にあり、定期的に集まって活動
を行う時間的余裕が無い。

（2）�モデル職場（改善サークル）における現場改
善活動の実践

　そこで、社内の計5部門から8つの改善サークルを
「モデル職場」に選定し、プロジェクトメンバーが
アドバイザーの助言を受けつつ当該サークルの活動

に参画することで、活動の実践と、その円滑な推進
方法の検証を行った。なお、各サークルの活動支援
は、（1）の結果から以下2点を推進上の重点テーマ
として位置付け、実施された。

①�「言える化」の仕組みづくり〜『改善デー』と『不
具合メモ』

　各サークルでは管理職了承のもと週1回の『改善
デー』を設定し、定期的な活動の場を確保した。そ
れにより、従来一握りの参加者に限られていた場に、
ほぼ全員が自主的に参加するようになった。
　また、現場の社員が気付いた改善テーマを、小さ
なものでも提案し、サークル会合で話し合う『不具
合メモ』制度を考案。社員の意見を吸い上げ、良い
提案は現場の裁量ですぐ実践できる仕組みを整えた。
②「真のリーダー」の育成
　『改善デー』を軸として、改善テーマを自らのサ
ークルで設定し、アドバイザーは活動を牽引するリ
ーダーへのアドバイスに重点を置く。
　アドバイザーからのQC手法の基礎的な考え方お
よび活用法の指導を踏まえ、『不具合メモ』で挙が
ったテーマを掘り下げ、真因追求〜課題設定〜実行
へと導いていく実践的スキルやリーダーシップのあ
り方について、OJT形式でのアドバイスを継続実施
した。
　なお、サークルリーダー以外にも改善テーマ別に
「テーマ・リーダー」をメンバーから選び、リーダ
ーとして活動をリードする経験、成功体験を積む試
みも行われた。

（3）支援の経過・成果
　活動の結果、各サークルでは『不具合メモ』から
さまざまな改善テーマが提起され、新たな冶具によ
る作業効率アップ、5S活動を通じた消耗品のムダ
低減等、具体的な成果を確認できたサークルもあっ
た。また、成功体験を得て、新たなテーマを自主的
に探索、提案していこうとの闊達さがメンバーから
伺えるようになった。
　各サークルのリーダーも、回を重ねるごとに場や
仕組みに基づく推進手法を理解し、職場内のコミュ
ニケーションをリードする姿勢、「人を責める」の
ではなく「仕組みを攻める」姿勢への変化が顕著に
感じられるようになった。
　また、サークル改善活動へのOJT指導の場を、若
手主体のプロジェクトメンバーが共に経験し、今後
の活動をリードできる人材として成長した点が大き
い。

　第1期プロジェクトの終了前、再び改善活動に関
するアンケートを実施したところ、限定的なサーク
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ル改善活動ながらも、参加割合やサークルに対する
自主性の認識等、その数値からも大幅な改善を読み
とることができた。
　終了報告会では経営トップから、プロジェクトメ
ンバーの成長と、サークル活動を基点に社員が自由
に意見を言い合えるような職場環境への変化を実感
している旨のコメントと共に、引続き改善活動の全
社展開を推進して欲しいとの要請を受けた。

第2期＜専門家継続派遣事業②＞
（平成30年1月〜12月終了予定（現在進捗中））
テーマ：�“全員参加”によるものづくり改善活動の

全社展開

　第2期プロジェクトは、『自主的かつ全員参加によ
る改善活動』の生産部全体への展開を図るべくスタ
ートした。生産部全体で計16サークル、約160名が
参加する活動となる。
　全サークルのリーダーが自職場の活動を円滑にリ
ード出来るよう、第1期プロジェクトメンバーは「推
進員」に任命された。推進員は各サークルに2名ず
つ配置され、「改善デー」や「不具合メモ」等の仕
組みの運営サポート等を通じてリーダーおよびメン
バーをリードし、『自主的かつ全員参加』の活動を
浸透させる狙いである。

　主な支援内容は、
（1）�活動推進体制の明確化（リーダー・メンバー・

推進者）/活動テーマ設定
（2）�各サークルにおける現場改善活動の実践・

PDCA
（3）�サークル間の交流、情報交換による活性化・

レベルアップ
　の3つである。

　本稿執筆時点はプロジェクトの途上にあるが、中
間時点にて行った全社アンケート調査からは、推進
員およびリーダーを中心とした取り組みの成果とし
て「活動の進め方が分かり改善の成果が実感でき
た」、「問題が見えるようになり全員で共有できるよ
うになった」等の前向きな意見が多く出されている。
　一方で、「サークル毎の進め方にバラつきが大き
い」、「他のサークルの活動状況・内容を知りたい」
等の課題、要望も提起されている。今後のプロジェ
クトでは、リーダーによる推進方法のレベルアップ
と標準化、サークル間交流による活性化等が必要で
あり、当社と支援チームが一丸となり取り組んで参
りたい。

　以上のようにプロジェクトの全体計画の途上段階
ではあるが、プロジェクトメンバー及び経営陣は、
プロジェクトで狙いとした『自主的』『全員参加』
の改善活動が着実に根付きつつあると感じている。
社員の意識にも確実に変化がみられ、トップも“以
前は社員からはああしてほしいこうしてほしいとい
う要望を聞く事が多かったが、最近では自分たちの
アイデア・提案でこうしたいという意見が多く聞け
るようになった”と手ごたえを感じている。
　一方で、プロジェクトで進める自主的な改善活動
がトップダウンで求められる方針とどう関連してい
るのか、成果にどのように寄与しているかを、トッ
プとボトムの双方で共通認識を持てるようにするこ

今後の課題

主力製品①スポーツアパレル 主力製品②ファッションアパレル
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とが今後の大きな課題である。その実現の為にはト
ップの指示とボトムの提案とをすり合わせる立場に

ある中間管理職の果たすべき役割は大きく、この層
の意識改革と能力開発が不可欠かつ急務である。

プロジェクトイメージ（掲示）

プロジェクトマネージャーの総括
　厳しい事業環境下、当社は生き残りをかけ高い事業目標の達成と成果重視の方針管理を
徹底し好業績につなげてきた。その間、管理者は目標数値達成に追われ、社員は潜在的な
向上意欲があったものの時間的な余裕がなく、結果的にはプロセスを軽視する風土を生み
出しやる気や活力を低下させたきらいがある。
　このような課題認識に立って、ものづくりを支える従業員がもつ人財力を最大限に引き
出し更に活力ある企業へと変革すべく『企業風土を変える』という大きな目標に向かって
プロジェクトを推進しているところである。目標の実現に向け当社の将来を担う若い人財
にかけるトップの英断の下、改革意欲旺盛なプロジェクトメンバーと熱心なアドバイザー
がしっかりとスクラムを組んで取り組んでおり、大変革の達成に大きな期待が寄せられる。

大村　啓　北陸本部
プロジェクトマネージャー

経営者のことば
　当社は創業80年を迎えようとしていますが、その間生産活動として1984年QC活動導
入、1991年にはTPM活動、方針管理導入へと進めてきました。
　現在、中長期ビジョン「革新200」（注）を策定し市場のグローバル化及び顧客ニーズ
への対応を図り更なる成長を目指しているところです。しかしながらその間、事業目標
達成のための諸活動が管理職やリ−ダ−の使命感に頼るあまり彼らには部下を育てる余
裕もなく、一方、社員は言われた事だけをやれば良いとの意識で自主性も求められずや
らされ感が蔓延し、総体的には職場の活力は失われ次代の人材育成もなおざりになって
いるのに気づかされました。
　将来の更なる成長と競争力強化のためにはハード面での“設備投資”だけではなく、
無限の力を秘めたソフト面での強化、即ち“人財への投資”が不可欠との思いを強くし
ていたところ、中小機構様からの提案と符合する形で2016年12月『より強い製造業を目指す　全員参加によるも
のづくり改善活動』をテーマとしたプロジェクトがキックオフすることになりました。
　プロジェクトメンバ−は我々だけで決めるのではなく中小機構のアドバイザー様に我々が選んだ若手社員と面
談を行って頂き最終選考しました。これが大正解でした。プロジェクトチームを経験の少ない若手中心で編成し
たため当初はかなり心配していましたが、スタートして約1年半経過しメンバ−個々の積極的かつ前向きな発言
に成長が感じられ、全員参加の改善活動が職場全体に浸透し自らの提案が取り上げられ成果につながることで達
成感を得ると同時に参画意識も高まり、狙いとした活力ある企業風土が着実に醸成されつつあります。
　“継続は力なり”プロジェクトのスタート時に想定した3年間でしっかり新たな企業文化を定着させたいと思
っております。� （注）「革新200」；中期経営計画としてグループ連結売上200億円企業を目指す
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