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　当社は創業後52年間ステンレス研磨一筋に技術研鑽を重ね、平成20年経済産業省『明日の日本を支える
元気なものづくり中小企業300社』、平成26年『第5回ものづくり日本大賞　優秀賞』など数々の受賞を受けて
いる専門技術集団の企業である。近年お客様のニーズが高品質はもとより、圧倒的な短納期を求めてきてお
り、受注から出荷までの納期は二日以内が7割、当日受注の当日出荷も1割弱など短納期対応に苦慮していた。
　そのような中短納期に対応できる効率的なものづくりを目指し、工場変革に取り組んだ事例である。新し
い生産方式が確立できたことに加え、この活動を通して次世代を担う若い方々の改善力が向上したことで強
い現場力が実現でき、今後の成長への基盤が出来上がったものである。

企業名　東洋ステンレス研磨工業株式会社
業　種　�金属表面処理業
事 業 内 容　ステンレス研磨加工及び表面処理加工
本社所在地　�福岡県太宰府市水城6-31-1
資本金　35百万円
設　立　昭和43年1月
売上高　539百万円（平成30年5月期）
従業員　38人

　当社は高度成長期の昭和41年に創業し、ステンレ
ス研磨加工の専門メーカーとして52年の歴史を持つ
企業である。ステンレスの鏡面加工、ヘアライン加
工、エンボス加工、イオンプレーティングコートな
ど多種多様な表面処理を手掛けており、2016年度の
九州の“キラリ”輝く企業として九州経済産業局の
動画チャンネルにも掲載されるなど専門技術に強み
を持つ企業である。受注の大部分は地元商社で材料
支給のもと表面処理加工を委託される。

　金属業界は平成20年のリーマンショックの影響か
ら自動車向け、住宅建材向けなどの分野で落ち込み
が見られたが、その後徐々に回復基調にある。当社
は岡山県から沖縄県までの市場を中心に加工受託を
しており、地元九州では約60％のシェアーを持つ。
現在、他社との差別化を図るため高意匠のステンレ

本社外観

企業概要

経営基盤強化型

工場が変わる、人が変わる！
大胆なレイアウト変更を伴う変革により
強い現場力を実現
九州本部　プロジェクトマネージャー　加藤　正行
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ス加工メーカーとしてブランドづく
りを進めており、将来は海外へ販路
開拓も目指している。

　当社は既に平成23年と平成24年に中小機構の経営
実務支援事業を受けている。平成23年には『企業ブ
ランドの確立』をテーマに高意匠製品の開発に取組
み、翌年に『WEBサイトの立ち上げ』をテーマに
会社情報と新製品情報の情報発信体制を構築してい
る。これらの取り組みにより新商品の開発が進み、
WEBを使った情報発信も独自でページデザインを
行うまでに至っている。
　その後、平成28年に先代から現社長に事業承継が
なされたことをきっかけに新社長として新たな経営
の方向性を模索していた。そのような折り、福岡県
よろず支援拠点のアドバイスのもと『経営力向上計
画』の認定手続きを進める中で、ものづくり力向上
の課題を抱えていたことから、福岡県よろず支援拠
点からの紹介で当機構の相談に至ったものである。

　当時生産工場は原料と加工設備でぎっしりと埋ま
っており、適切な通路が確保できていない状況にあ
った。そのような中で多品種少量生産と厳しい納期
に対応すべく度重なる段取り変えと材料供給とで現
場はバタバタとした状態にあった。このような中、
設備稼働率は低い状況にあり、全体として効率的な
生産とは言えない状況にあった。また当日出荷品や
特殊生産品などに対応するため一日の生産計画が立
たず、都度対応に終始し、その結果、納期遵守の点
でも課題を抱えていた。門谷社長もこの状況を打破
すべく大幅なレイアウト替えも含め工場内再編が必
要という認識にあった。
　そこでかなり大がかりな再編を視野に効率的で安
心して納期が守れる生産方式に変革するよう進める
こととした。

　具体的には
・�機種ごとの稼働率を整理し、必要設備の再設定と
併せ、前段取りの改善に向けたレイアウトの見直し

・材料保管方法の見直し
・加工工程の集約化による生産の効率化
・�生産計画立案システムの構築と進捗管理の見える
化

　門谷社長を総責任者に、営業・管理部門、開発部
門、製造部門からなるプロジェクトチームを編成し、
全社課題として総力を挙げて取り組む体制で臨ん
だ。また社長からの提案もあり、プロジェクトメン
バーには次世代のリーダーを担う若手を起用するこ
とで過去にとらわれない視点で新しいものづくりに
挑戦する環境を整えた。これにより変革に対する機
運が高まり営業〜製造まで一丸となって全社視点で
考える一体感のある活動となった。
　活動を進める上では経営陣もメンバーの自主性を

中小機構との出会い

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

支援メニュー H26 H27 H28 H29 H30 支援内容（支援テーマ等）
専門家継続派遣事業 工場の生産効率向上活動

※　経営実務支援事業　H23年度 企業ブランドの確立
※　経営実務支援事業　H24年度 WEBサイトリニューアルと情報発信力の強化
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【例：ステンレス板シート張りの納期】
約70％が納期2日以内。うち約8％は当日受注、当日出荷

【量的変化】
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尊重し、途中で極力口出ししないように配慮したこ
とにより自由闊達な議論がなされた。このことによ
り、メンバーは自主性を高めるとともに責任感を持
つことにも繋がった。
　中小機構としては、民間企業で同種の実践的な改
善、豊富な経験をつんだアドバイザーを選定し、こ
のテーマに臨むこととした。

＜専門家継続派遣事業>
（平成29年6月〜平成30年3月（10か月））
　活動は次のようなステップで、まずは現状把握か
ら解決策立案まで進めて行くこととした。
（1）�受注から納品までの納期の実態を把握する。

併せて特殊品の生産量を把握する。
（2）各設備の稼働状況と生産能力を把握する。
（3）生産計画の立案の現状を把握する。
（4）納期遵守状況を把握する。

　現状をできるだけ数字で掴むことで現場の置かれ
ている実態が明らかになってきた。4ラインの負荷
量、負荷人員、材料の二重置きや横移動の無駄、生
産計画がないことによる問題など課題を整理するこ
とが出来た。
　現状分析で明らかになったのは、
①�材料置き場で2か所置きや横移動などがあるため
非効率となっている。使用頻度や加工機種を考え
た最適な保管方法を見つけきれていない。また材
料置き場の定位置化が出来ていないため探す無
駄、入れ替えの無駄、設備稼働ロスの無駄を生じ
ている。
②�メイン通路として直線で十分な広さの通路を確保
できていないため、材料移動、完成品移動などで
ロスを生じている。安全上も不安がある。
③�正規品のラインの中に厚みのある製品や薄い製品
が入っているため、生産の流れを阻害している。
④�生産計画が粗いため当日の仕事が何時に終えるの
か解らない。そのため現場の従業員は予定の立た
ない中で残業を余儀なくされている。
⑤�生産途中の進捗把握が出来ていない。何時までに
この製品を終えるべきか、それに対し今どこまで
行っているのか明確になっていないため無駄が見
えにくい。作業のペースメイキングもできない。
⑥�生産ラインにタイムリーに材料を供給する仕組み
がなく、それぞれの設備担当者が都度材料確保に
動くため設備稼働率が悪化している。

　これらの課題が整理できたことで課題解決に向け
た取り組みをスタートした。
（1）生産再編成
　量産ラインの生産を安定するため、厚みの異なる
材料など特殊なものはカスタムラインに集約した。
またこれに併せ“水すまし”（トヨタ生産方式：段
取りや材料供給を担当する方）要員を確保し、設備
の稼働率を大幅に向上させた。これによりカスタム
ラインの負荷は5％度増加して11％となったが、量
産ラインはこの品種移動と水すましにより集約生産
が可能となり5％をはるかに超える効果が出てきて
いる。
効果例）
　　・研磨ライン段取り　�29.5分⇒9分
　　・シートライン段取り�24分⇒4.5分
（2）在庫保管方法の見直し
　生産再編成に併せ、一部設備の移動なども進めた
ことで材料置き場の整理整頓が進み、これまでの溢
れる状態から整然とした保管が可能となった。安全
面でも材料供給の効率化の面でも大きな効果を出し
ている。

支援内容と支援成果
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（3）生産計画立案システムの構築
　エクセルベースで一日のラインごとの生産計画を
ガントチャートに表して作成することで当日の予定
が明確になった。これによりライン間の応援や、進
捗管理として活用できることとなる。
（4）進捗管理
　生産計画に対してラインごとに進捗を確認できる

見える化ボードの運用を進めた。これによりリアル
タイムで進捗把握が出来、納期に対しても事前確認
が出来るようになった。
　またこれを作業者自身が運用することでセルフマ
ネジメント（自主管理）の文化が生まれ、各自が責
任感を持ち生産に取り組む姿勢が出来てきた。
　さらに予定と実績を明確にしていく中で日々の生
産の中に潜む問題が炙り出され、これが改善活動に
繋がってきている。

（5）5S取組
　この活動と併せて5S活動を進めたことで職場に
一体感が生まれた。これにより在庫管理や原材料の
在庫など正確な把握ができ安定した材料発注体制に
役立っている。
　また通路や設備をペンキで塗り明るく整然とした
職場を確保できたことで安全な職場作りに寄与して
いる。5S自主改善を通し自分たちで職場を変える
ことの自信に繋がり改善に対して前向きな風土が醸
成されてきている。

　これらの活動に加え作業者のモチベーションUP
の仕組みにも着手した。
・�門谷社長の似顔絵を入れた表彰カード“GOOD�
JOBカード”

・人材育成を目的とした多能工マップ
・チームで取り組む小集団活動
　など人に注目した仕組みも出来ている。
　特に改善グラフやToDoリストを掲示し見える化
をすることで社内に改善ムードが出てきている。

　この活動を通して生産性向上の基盤が出来たこと
に加え、プロジェクトメンバーを中心に若い方々が
大きく成長したことも成果である。次世代を担う層
が改善力を身につけたことは当社の今後の成長に何
よりも大きな財産と言える。
　今後も新たなテーマに挑戦しさらなる成長を歩ま
れることを期待したい。

レイアウト変更前 レイアウト変更後
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　今回、現有設備の中で現場力強化を進めてきたが、
将来を考えると人手不足対応やさらなるコスト競争
力向上のためには、段階を踏みながら自動化やIT
化も検討する必要がある。現場力を高める部分と先
進技術を上手に使いこなすところの両面でものづく
りに取り組むことが肝要と考える。いずれにしても
現場を動かすのは人。人を育て人に注目することの
大事さは不変である。これまでの活動を継続してい
き将来は当社独自の文化にまで昇華することを期待
したい。

今後の課題
プロジェクトマネージャーの総括
　今回10か月の支援期間の中で盛り沢山のテーマ
（工場再編、生産管理システム、進捗管理、人材

育成と動機づけ、5S）に挑
戦頂き素晴らしい成果を出
しました。PJメンバーの頑
張りに敬服いたします。強
い現場力の基盤が出来まし
た。これを着実に継続し発
展させて行けば必ずエクセ
レントカンパニーになれる
と信じています。今後の進
化を期待しています。

加藤　正行　九州本部
プロジェクトマネージャー

経営者のことば
　弊社は創業以来、九州市場を中心に意匠性の高い研磨商品や機能性に優れた機能性研
磨商品を提供させていただきました。弊社のミッションは“金属素材に意匠性と機能性
を与えることで社会に貢献する”ことにあります。それ故に提供させていただいている
業界は幅広く、様々な用途へ九州の流通各社様のお力で隅々まで対応させていただいて
おります。
　このような事業形態であるため、製造する商品は汎用品でありながら仕様が個別にカ
スタマイズされた“お客様独自仕様”というものが大多数であり、その製造仕様構成は
非常に多岐にわたります。それ故に、受注ごとの生産ロットは非常に小さくなり、少量
多品種カスタマイズといった生産を行うことが必須となっております。このような環境
の中で新たに創出した新規カテゴリーの生産が加わり、ますます混迷を極めてくる状況
となってきたところ中小機構様の支援プログラムを聴き、これはぜひチャレンジしたいという思いでお願いに参
りました。なぜならば、ちょうど新しい組織体系を構築中で、当社創業以来の悩みである全工場の統一化（意識
や人材交流）を成し遂げるために改革中であった時期であり、若手中心の次世代幹部たちの育成と実績構築のた
めにも非常に期待の持てるプロジェクトであったことです。常日頃からトップダウン的な指示の多い弊社であっ
たのですが、このプロジェクト中は経営者の口出しは最小限度ということで社員の自主性と積極性を伸ばすため
に見守ってまいりました。結果、参画したプロジェクトメンバーや協力を惜しまず対応してくれた社員たちの成
長は著しく、大変頼もしい人材へ進化しつつあります。
　労働生産性などの意味を正しく理解してくれて、生産性の向上のため、製造部門だけでなく販売部門や財務部
門、開発部門も意識を一つとして活動してくれました。おかげさまで前期の決算でその数字の片鱗が見えてまい
りました。今期決算はさらに期待が持てる結果となりそうです。この革新的な企業成長文化を持続的発展させる
ために、現在は本プロジェクトの継続に力を入れ、さらに多方面（財務からの採算性や人事評価制度等）からの
新プロジェクトを導入して、今回のプロジェクトが風化することなく発展していくように進めているところです。
　大変貴重なご指導をいただき感謝いたしております。特に、熱心・熱血なご指導には心と魂の通った熱い思い
がプロジェクトメンバーに伝わり、苦しくも前向きに進んでいく姿に感動した次第です。この度の御指導心より
御礼申し上げます。

代表取締役社長
門谷　豊 氏


