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　当社は、顧客がスーパーであり、納期優先で生産体制に重みを置く必要から、製品廃棄物（不良品・仕損
品）が非常に多く、多量の生ゴミを廃棄している。さらに、和生菓子であるため季節要因も大きく従業員の
雇用も大きな波がある。社内で「戦う集団プロジェクト」を立ち上げたが、改善経験がほとんど無いため中
小機構の支援を受けることになった。
　「5S」を中心に「見える化」「現場改善」を進めた結果、生ゴミの半減が達成、さらに、「生産性向上を
図るために新規設備と人の配置と最適化」をテーマに支援を行い、顕著な成果を得た。
　また、従来から活用してきた経営指標「人時生産性」で、生ゴミ削減の改善効果が見えないことがわかっ
たため、原価計算の基礎を理解し原価計算のやり方を導入する支援を行った。
　当社は顧客や社員、パートを大切にする社風ではあったが、経営上の大きな課題も社長の問題意識として
あり、今回の改革の遂行を通じて現場の主体的な問題意識と行動が定着し、生産性・収益性の改善に貢献し
ている事例である。

企業名　株式会社富田屋
業　種　�食品製造業
本社所在地　�大阪府富田林市若松町東3丁目1番36号
資本金　86百万円
設　立　昭和41年
売上高　1,850百万円（平成28年8月期）
従業員　160名（正社員40名）

　当社は、創業昭和3年（設立昭和41年）、春は桜饅
頭や柏餅、夏はひまわりをモチーフにした葛餅、秋
はサツマイモや栗を使った和菓子、冬は雪だるまを
モチーフにした蒸し饅頭など、春夏秋冬、節分・節
句等それぞれの季節・行事の特色を生かした和菓子
を製造し、関西一円・中部地区の食品スーパーに販
売している企業である。

　当社は、社内で「戦う集団プロジェクト」を立ち
上げ「製品廃棄物（生ゴミ）低減」に取組んでいる
が、会社の重要課題でありながら何から手をつけて
よいかわからない状態であった。
　そのような状況の中、当社は金融機関の紹介で中
小機構の存在を知ることになった。まず中小機構の
経営相談を活用し、会社の実情と問題意識を整理し
ている中で、従業員の待遇改善や会社の成長・経営
の高度化のためにも、その場の表面的な対応の繰り
返しでなく、抜本的な生産性や収益性の基盤からつ
くり直す必要を認識し、中小機構のハンズオン支援
事業を活用することになった。

本社外観

企業概要

中小機構との出会い

経営基盤強化型

非効率体質から可視化、数値管理による
生産性・収益体質を目指す
―従業員主体の改革遂行の支援を通じ、

自力で展開できる人材集団へ―
近畿本部　プロジェクトマネージャー　植田　和憲

株式会社富田屋
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　当社は、独自の経営指標「人時生
産性」や独自の「原価計算」を行い、
経営管理を行っている。「戦う集団
プロジェクト」を立ち上げ改善活動
を行おうという姿勢は素晴らしい
が、自分達で考えて改善する状態に
なっていないと感じた。
　食品機械（包あん機等）は、高速
で多品種に対応するため、メンキ（仕
掛品を収納する容器）に仕掛品を保
管する必要がある。工場を見せてい
ただくと、メンキが高く積まれてお
り、先が見えず通路の確保さえ難し
い状態になっていた。生ゴミを削減
するには、「5S」を中心に「見える
化」、「現場改善」の課題解決を優先
させることが必要であると判断した。

　支援に当たって、企業側のプロジ
ェクトメンバーは、中堅クラスの育
成を兼ねて若い人を中心に「戦う集
団プロジェクト」のリーダーと4名
の係長がメンバーとなって活動し
た。工場長、副工場長はサポート役
に回ってもらった。
　中小機構側は、生産現場（ものづ
くり現場）を熟知したアドバイザー
で、徹底した現場主義でアドバイス
できるアドバイザーを選定した。

第1期〈経営相談事業〉
（平成28年8月）
　工場は、3交代制、朝・昼・晩の3シフトで操業し
ており、従業員はパートを含め160名程度が勤務し
ている。人手不足等もあり賃金を上げる等社員・パ
ートの待遇も改善したいが、時給が25円上がると年
間800万円の人件費増加になる。その原資を生み出
す対策も含めて、工場の無駄をなくして効率化を図
るべく社内で改善チームを立ち上げたが、抜本的な
改革のためにはどこから手をつけていいか、といっ
た相談があり、アドバイスを行った。

第2期〈専門家継続派遣事業①〉
（平成29年2月〜平成29年9月）
　社内で「戦う集団プロジェクト」を立ち上げ、製

品廃棄物（生ゴミ）が数10t/月も発生している現状
から、生ゴミ削減をテーマに活動しようとしている
が、改善経験が無く自分たちだけでは難しい状態で
あったため、下記のような支援テーマを実施するこ
とにした。

1）�現場の不良低減⇒製品廃棄物（生ゴミ）削減
　①現状分析と課題の抽出
　②�真因を追究し生ゴミを低減し、工程改善を具体

的に進める。
　③�製品廃棄物（生ゴミ）の日々の変化を「見える

化（グラフ）」する
2）「5S」「改善活動」の実践による人材育成

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 H28 H29 H30 支援内容（支援テーマ）

経営相談事業

専門課継続派遣事業①

専門課継続派遣事業②

経営実務支援事業

生産性向上

生ごみ削減・原価改善

設備導入・現場改善

原価計算
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戦 略

安心生活大作戦（2017年8月31日）
生産高18億　経常5,000万を達成す
ることで定昇と賞与を確実に出し、
安心して長年勤続できる会社になる。

【経営理念】「従業員の成長を以って会
社の発展と成す」
工場内掲示に「パートさんは、わが社
の宝物です」を掲げ、人を大事にする
する風土が根付いた。

計 画

前年実績による事業計画はあるが、
価格競争力と人件費の高騰により、
より生産性の向上が求められてい
る。独自の「人時生産性」「原価計
算制度」を活用していた。

生ゴミ廃棄量、廃棄率、生産高と生ゴ
ミ対比率等の数字を職場別グラフ等で
見える化し管理できる状態になった。
原価計算も一般的なシンプルなもので
管理できる状態になった。

管理・仕組

不具合が発生してからアクションを起
こす状態であった。多品種少量生産
を人の管理で行っている。時に大きな
声の罵声が飛び交う職場であった。

真因は何かを考え、どんな工夫をすれば
解決できるかを考える状態になってきた。
不具合が出ない状態へ作業者を巻き込
んで考えられるようになってきた。

組織・人材

業務が個人任せになっている状態で
あり、ルールが守れないためにトラ
ブルが発生する職場であった。他の
職場の問題は関心の薄い状態であっ
た。

業務の流れの見える化やルール（教育・
指導）の大切さを理解し、5S活動で職
場がすっきりした状態になった。若い
人が積極的に考え行動する状態になっ
てきた。

そ の 他

既存の仕事を淡 と々こなすだけで、不
具合は廃棄するという行動であった。
マンネリ化した仕事で改善することは
ほとんど無い状態の職場であった。

生ゴミの削減等、自力で問題解決が出
来る状態になった。朝礼やミーティン
グ時全員が情報を共有し、作業中に注
意を払うなど改善意識が高まった。若
い人が勉強するようになった。

【質的変化】

【量的変化】
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　�　自分達で考えて、従業員による改革の風土を醸
成する。支援は「生ゴミの廃棄量の日々＆月次の
推移グラフで悪化要因の特定内容把握⇒本質的な
対策」、「①現場診断⇒改善内容の確認と改善項目
の指摘」、「②まとめ（次回に向けた宿題）」
　�　を毎回繰り返し実践し、改善活動の進め方を体
得・定着させた。

（支援成果）
1）生ごみ削減の成果
　①�生ゴミ削減実績値：約300万円/7ヶ月（3〜9月
実績。前年同期間比）

　②�生ゴミ削減年間見込み値：約500万円/年
2）�「5S」「改善活動」の実践による人材育成の結果
　�　改善は、①生ゴミ削減　②5S　③現場改善　
④意識改革　⑤安全　の内容で約50〜60件取組ん
だ。
　�　自力で問題解決できる力がつき、上記成果に現
れている。
　�　プロジェクトリーダーを筆頭に若手メンバーが
今回の成功体験で、今後の仕事への取組がさらに
レベルアップしていく基礎ができ、人材育成を図
ることが出来た。

第3期〈専門家継続派遣事業②〉
（平成29年11月〜平成30年6月）
　第1期では、不良率低減を中心に現場改善を行い、
現場の意識改革を含め大きな成果をあげた。当社は、
今回、既存設備の老朽化に伴い新設設備を導入し、
工場の再レイアウトを行う予定であるが、ノウハウ
や経験が無いため、第2期支援として行うことが必
要と判断した。
　生産性の向上を図るための新規設備導入による工
場の設備のレイアウトの変更と人員配置の見直し及
び第1期で推進した生産性改善を盛り込んだ工場全
体の最適化を目指した支援活動とした。

　3つの大きな改善必要項目がある。
①�製品廃棄物の削減(生産効率の改善)活動の継続フ
ォロー
②生産ライン効率アップ(ライン構成改善)の検討
③�新規生産設備導入（投資対効果の検討）と工場の
再レイアウト化

　生産性の向上を図るために、新規設備と人の配置
を最適化し、利益率改善を目指す支援を行うことと
した。
　
1）�設備導入とリレイアウト（生産性の向上を図る
ための手段）

　�　現時点のスケジュール及び課題を整理しながら

スムーズな設備導入とリレイアウトの完成を支援
する。同時に生産性改善活動とのリンクを図る。

2）�人材育成（生産性の向上を維持管理できる人事
材育成）

　�　今回の設備導入、リレイアウトを推進していく
中で、プロジェクトメンバーの育成を目的とした
支援も行う。

（支援成果）
　食品機械は、直接生産性・効率化に関連するため、
機械の性能・大きさを中心にしたリレイアウトや投
資対効果、導入スケジュール調整等のアドバイスを
行い、ノウハウを構築することが出来た。新レイア
ウトが完了し、当初の効果が出ていることを確認で
きた。
　今回、第1期支援とは別の若手リーダーが担当し
たが、見違えるような成長が出来た。

第4期〈経営実務支援事業〉
（平成30年3月〜平成30年7月）
　第1期支援で、生ゴミの削減が出来たが、従来活
用している経営指標「人時生産性」で具体的な利益
向上が実感できないとの相談を細谷社長から受けた。
　これは、独自概念と財務会計による管理のため、
リアルタイムでの集計が出来ていないばかりか、真
の状況管理ができていないことが原因であることか
ら、管理会計概念の導入を図ることとした。
　経営管理に役立つ管理会計を理解し、検討するこ
とにより、企業活動を円滑に進めるために必要とな
る会計を整理しルール化することを目指すこととし
た。
　専門家継続派遣事業で大きな成果を上げてきた
が、その成果を利益に置き換え数値化することが出
来ていない。その原因が独自の原価管理方法にあり、
リアルタイムでのフィードバックが出来る状態には
なく、せっかくの改善が経営判断に直接結びついて
いない状態を改善する必要があると判断した。
　今回、第2期の専門家継続派遣事業で、新規設備
導入を図り大きなステップアップを目指している中
で、経営実務支援事業で管理会計概念を導入するこ
とで、経営の見える化が図れるばかりではなく、従
業員の改善効果を数値で押さえることによる経営の
効率化を目指した支援活動とした。
　当社は、月次決算を以前から行っており、管理会
計をベースにした考え方ではなく、独自の指標（売
上と人件費をベースにした生産指標）を使って運用
しているが、改善の効果が現れない等の問題を抱え
ており、原価の把握も独自で行っているため現実と
乖離していた。当社社員は、管理会計・原価計算の
一般的な考え方を学んだことがないため、具体的な
代表的な製品を例に取り、原価を担当している若者
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がリーダーとなり、プロジェクトを進めた。
（支援成果）
　主要製品を対象に原価の考え方を理解することが
出来た。管理会計の基礎の損益分岐点や限界利益を
理解し自社に活用できる状態になった。従来、我流
でやっていたため応用が難しかったが、考え方を整
理できたため今後応用が出来る状態になった。
　若い人がやる気を出し意欲が高まったなど、質的
な面でも多くの成果を得た。

　「生ゴミの削減」（すなわち不良率の削減、生産性、
収益体質）は、今後も改善を積み重ね継続していく
ことが望まれる。
　原価計算は、時間的に主力機種しか対応できなか
ったため、今後システム化を含め拡大される必要が
ある。
　せっかく芽生えた若い人の力を継続できるように
工夫していただきたい。

今後の課題

富田屋「春の訪れパック」

経営者のことば
　会社が重要な課題として取り上げている問題を社員が緊張感を持って取り組み、現場
が大きく変わったことを実感している。意識が変わり、チーム全員で取組めるようになった。
　活動が進むにつれ、現場が徐々に変わり、その中でも若手リーダが目に見えて変わる
姿を目の当たりにすることができた。
　振り返れば、第1期支援では、若手リーダが職場の職人気質の上長にアドバイスを求
めるというコミュニケーションで協力を取り付けたことは大変驚かされた。
　さらに第2期支援では、責任感はあるもののコミュニケーションが苦手な若手リーダ
が、いつの間にか周りのみんなを引き込み社員アンケートを利用して、職場の問題を見
えるようにしてくれたなど想定以上に成長してくれた。原価管理の担当者も営業や製造
を巻き込んで、原価のどこに問題があり改善が必要等を言えるまでに成長した。若いリ
ーダーがお互いにコンビを組んで社内の風通しが非常に良くなったと実感している。
　ご支援に対して感謝申し上げたい。

代表取締役社長
細谷　雄二 氏

プロジェクトマネージャーの総括
　当初、メンキ（仕掛品を入れる容器）が山済み
になっており、作業場が狭く、先が見通せない状
態であった。終了報告会で現場を確認すると、ラ
インが引かれ、メンキの高さ制限等の工夫により
整然とした状態になっていた。5Sが浸透し、いた
るところで現場改善されていた。声を掛け合い問

題解決する職場に変わって
いた。大きな成果である。
現場主義に徹底したアドバ
イザーの指摘が、現場のや
る気に火をつけ、一つ一つ
の改善が自信へと変わり、
成果が成功体験になり、十
分な改善活動につながった
支援であった。植田　和憲　近畿本部

プロジェクトマネージャー

［改善前］
仕掛商品と物品台と同じメンキを使用している。

幅もとるし、衛生的にも良くない。

[改善後]
専用台を購入しスペースも獲れ、衛生面も考慮された。


