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はじめに
　滋賀県産業支援プラザでは、2015年度から滋賀ものづくり経営改善センターの事業をスター
トし、滋賀県の製造業の現場力向上による経営改善を支援させていただきました。2019年度から
は第3次産業にも展開する目的で、しが産業生産性向上経営改善センターと改称して、より幅広く
支援させていただいております。
　本事業も本年度で通算7年目となり、たくさんの事業所様で成果を上げていただいております。
事業所の皆様におかれましては、現場力向上による経営改善を進める際にご一読いただき、競争
力を高め、事業の継続はもちろん更なる成長につながる一助となれば幸いです。
　本冊の制作に当たりご協力をいただきました企業の皆様を始め、関係各位にも厚く御礼を
申し上げます。

しが産業生産性向上経営改善センター
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令和３年度　生産性向上支援インストラクター派遣事業

事業実施の成果

支援実施内容

事業実施理由

1 安曇川電子工業 株式会社

　主要な売上を占めるネジセンサ製造工程は、製造に人的要素が多いため、生産性向上(労働時
間２５％短縮)を目標にレイアウトおよび製造技術の工程改善を行った。

①各種教育実施
　「改善活動の進め方」…「ＬＶ(Ｌead…Ｔime–Ｖalue)分析」「ものの見方を学ぶ＜Watch＆Think＞」…
「５Ｓ活動の再確認」…「現場の異常･正常がわかる＜見える化＞」など、改善活動に必要な教育を実施

②ＬＶ分析(付加価値工程の見える化)
　現状工程の付加価値を創造する工程を特定し、生産性向上の方向性を指導

③レイアウト改善実施
　動線のスムーズ化に向けての工程設計の考え方とムダ・ムリ・ムラ作業抽出・原因究明に
より自動化工程を検討・計画

④チームワーク・リーダーシップの醸成
　毎回のＹＷＴＭ（やったこと、わかったこと、次やること、メリット）シートなどでチームメンバー
で進捗共有し、ＰＤＣＡ（Plan、Do、Check、Act）を確実に推進していく仕掛けの人材教育実施

①現工程の付加価値工程の特定、および非生産性工程の原因抽出に対する対策(案)策定
②製造工程を新工場から本館への移動に従い、Ｕ字動線の新レイアウト(案)を策定
③人手作業が困難な反射板取り付け、および外観検査の自動機導入を実施中
④改善活動に於ける基本的な組織的活動を再確認

(1)省人化改善の計画と実践指導 
(2)効率の良い生産ラインづくりの指導 
(3)生産計画のつくり方(ライン能力とマッチした) 

改
善
活
動
の

成
果
事
例

改善前のレイアウト 改善レイアウト(案)

動線

BEFORE AFTER

– 2 –



会 社
情 報

企業様評価

インストラクター所感

経営者様感想

●所在地　　高島市安曇川町田中2668
●設立　　　昭和43年…11月… …
●事業内容　電気機器製造

●代表者　代表取締役　岸田…定道
●資本金　4,200万円

　会社の売上比率が高く、非効率な人手作業が多い対象製品への既改善活動を加速する工程分析や

原因究明などを元に工程改善の取組みを行いました。本活動により、コロナ禍での活動になり制約があ

りましたが、改善成果の他に①事業性の検討に対し、多面的な思考力が高まった。②各部署の結束力に

より、技術継承に期待が持てる。③個々人の意識改革に一定の成果が得られた。④問題から真因究明力

の能力が高まった。などの組織能力が向上したように思います。最後に「レイアウト(案)の策定」と「人手

作業の自動化」で残った検討に携われなかったのは残念な思いでした。（宮村）

　ご指導有り難う御座いました。弊社都合により、目標設定が二転三転してしまい、難しい状況にも関わ
らず、真摯にご教示頂き大変勉強になりました。ご教示頂いた内容をしっかり展開し、今後の課題に向き
合い協力しながら問題解決し、目標達成して行き全社展開していきたいと思います。
　また、生産改善するうえで基本的な分析や制約事項の確認などを教えていただきながら進めること
により、客観的な発想のもと改善を考えることができ、レベルアップできたことが良かったです。

●支援内容に対する対応状況又は、今後の対応予定
　・ネジセンサを１Ｆへ工程移動、並びに理想レイアウト構築
　・自動機導入後の他工程持ち
　・必要時間削減(削減目標時間…約20h)、320台を6名で定時間で完成させる
　・出荷品の搬出を何処から出荷させるかを決定させる
　・フロアーがかなり離れる為、どのように管理していくかを決定

●支援内容についての感想
　(1)…目的は達せられましたか
　　　Ａ　十分達せられた… Ｂ　ほぼ達せられた… Ｃ　満足できなかった
　(2)…指導内容は理解出来ましたか
　　　Ａ　十分出来た… Ｂ　ほぼ出来た… Ｃ　理解できなかった
　(3)…親切な指導でしたか
　　　Ａ　大変親切だった… Ｂ　まず親切だった… Ｃ　親切でなかった
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事業実施理由

支援実施内容

事業実施の成果

令和３年度　生産性向上支援インストラクター派遣事業

①各種教育実施
　トヨタ生産方式の概要など改善活動の進め方の概論および各テーマに関する教育。

②成形機の可動率向上
　稼働率から可動率へ管理方法を変更。自責ロスに集中した改善活動（保全計画の改善や
段取り時間の削減など）を支援。

③出荷準備作業工数の削減
　モノと情報の流れ図、プロセスフローチャート、動線図などを用いて課題を見える化・数値
化しながら、改善案の導出と実行を支援。

④５Sレベルの向上
　初回の教育で５S活動の重要性を共有したのち、毎回の現場巡視を通じて具体的な改善の
方向性を見出し活動することを支援。

①生産キャパが限られているので、現状の作業がベストなのか見直し検討したい。
②出荷準備工数がボトルネックで出荷が上がらないので、現状の作業がベストなのか見直し検討したい。
③現状の作業分析および改善による当社の現場に合った生産性向上策を検討したい。

①成形機の可動率向上：目標とする数値はほぼ達成の見通し。さらなる改善策も計上。
②出荷準備作業工数の削減：需要変化により最終確認は未完なるも、必達の自信が横溢。
③５Sレベルの向上：全員活動で着実に前進する風土の醸成ができた。
　上記３テーマに対して活動計画表を用いてPDCAを循環する仕組みの定着が、
　今後の成功の鍵となる。

2 サンテクノス 株式会社

５
Ｓ
改
善
活
動
の

成
果
事
例

台車の物品保管の乱れ 台車の定品・定置管理

BEFORE AFTER
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企業様評価

経営者様感想

インストラクター所感

会 社
情 報 精密プラスチック部品の製造、精密プラスチック部品の印刷と組立

●支援内容に対する対応状況又は、今後の対応予定
　　支援期間中に活動してきた内容（可動率向上に向けた取組、出荷準備作業工数の削減、
　生産計画方法の検討）を今後も継続することを第１目標とし、改善活動を継続していく。

●支援内容についての感想
　(1) 目的は達せられましたか
　　　Ａ　十分達せられた Ｂ　ほぼ達せられた Ｃ　満足できなかった
　(2) 指導内容は理解出来ましたか
　　　Ａ　十分出来た Ｂ　ほぼ出来た Ｃ　理解できなかった
　(3) 親切な指導でしたか
　　　Ａ　大変親切だった Ｂ　まず親切だった Ｃ　親切でなかった

　生産性向上支援インストラクター派遣事業を受けた背景は、現場を実際見て頂き実態に合わせた改
善をお願いしたく依頼させて頂きました。各現場で問題点が異なりますが臨機応変に対応頂き改善の
兆しが見えてきました。派遣事業当日だけの支援でなくメールでのやり取りでの進捗確認もして頂いた
ことで常に改善をするという意識を持つこともできました。改善のやり方・方法を身につける事を教え
て頂いた事で今後も継続して活動できるようになりました。そして今後は、私が先頭に立って他のテー
マでも同様に活動できるように維持・継続していこうと思っております。

●所在地　　彦根市甲田町11
●設立　　　昭和62年4月  
●事業内容　

●代表者　代表取締役　右川 善道
●資本金　1,000万円

①可動率管理に切り替えることで、ロス削減へのこだわりが強くなり、設備や金型管理の精緻化・高度化

や外段取り化が進み、段取り台車の創意工夫が加速した。

②見える化手法で停滞回数や時間を浮き彫りにし数値化したことで、ロスの大きさに気づき、自らの発

意で対策案を導出し、改善への自信を深めていただいた。

③現場メンバーを巻き込んだ全員参加での５Ｓ巡視活動が、「今までの自分たちの視点が甘かった」との

気付きを生み、活動の活性化を生んだ。

これらの活動をトヨタ生産方式の考え方と改善手法を基本にし、課題の見える化から絞り込み、改善施

策の考案から実践を支援したことで、各種手法を習得され、経営トップの参加で全社の改善意欲が高ま

り、今後の継続的な活動と成果の創出が大いに期待できる。（竹田）
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事業実施理由

支援実施内容

事業実施の成果

令和３年度　生産性向上支援インストラクター派遣事業

同
期
化・平
準
化
に

よ
る
中
間
在
庫
削
減

BEFORE AFTER

①実施計画並びに管理のサイクルの概念や運用を習得し、継続した改善が出来る管理基盤が構築できた。

②中間在庫削減活動は、同期化による生産計画の改善や段取り改善等の継続活動により、当初設定
目標レベルの削減、棟間搬送廃止の目標達成の見通しとなった。

③5Sの進め方を実践レベルで習得出来た。また清掃ルールや現場巡回等、5S自走の仕組みが構築できた。

①各種教育実施
　現状分析の為、「物と情報の流れ図」、「動線レイアウト図」、「プロセスフローチャート」について実践教
育を実施。課題対応として…「整流化と同期化生産について」、「在庫設定の考え方と進め方」、「段
取り替え改善のステップ」等、改善の考え方や進め方を教育。管理ツールとして「実施計画とPDCA
サイクル」を実践教育。

②テーマ：中間在庫の削減
　在庫が滞留する要因を調査、分析を行った。また在庫設定方法の教育を行い、必要となる回転在庫や
安全在庫を認識出来た。削減策となる「整流化」、「同期化」、「平準化」を教育し、流れ化や生産計画へ
展開が出来る体制が整った。

③テーマ：５Sレベルの向上
　活動ステップ毎に5S診断会を実施。診断表と評価項目と評価ポイントの表を作成・活用し、全員で
診断を行った。指摘課題を認識しスピード感を持った改善が進められた。自走の為の仕組み作りと
ルール化を支援。

①前後の工程が同期していないことにより発生する、中間在庫の滞留（スペース/入替作業のムダ）が多い。
②継手成形の人作業要領のバラツキ、同工程および製品梱包の作業者負担が大きい。
③定置・定量・直角・平行の意識が低く、現場が整然としていない。

3 大東電材 株式会社 彦根事業所

2月度パレット数
推移予測

同期化
基準在庫設定
平準化

平均パレット数：15パレット 平均パレット数：10パレット

・平均パレット数：15→10に減少　・ピークのパレット数減少（20→18）
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会 社
情 報

企業様評価

経営者様感想

インストラクター所感

●所在地　　彦根市野口町1
●設立　　　昭和23年…
●事業内容　

●代表者　事業所長　山口…卓弥
●資本金　10,000万円

　5か月間の６回に渡る活動であったが、毎回全ての時間帯に大枠フルメンバーで参画され、非常に熱

心且つ真摯な対応であった。また、提示した課題や宿題は自社で大いに議論され、次回までにはほぼ対

応して頂いた。課題抽出や解決に向け、新しい考え方や進め方を教育・展開した際は戸惑いや理解度不

足が有ったが、これに対して、トップ自らフォロー頂き、メンバーとのインターフェース役として対応頂い

た。今後、導かれた対策手段の実行スピードを上げ、大きな成果に繋げて貰いたい。（竹本）

　準備の事前調査／打合せも含めて、約半年間、熱意のあるご指導を賜り、心より感謝を申し上げま
す。受講当初は、TPSに基づいた概念が全く無く、受講メンバー全員が不安な表情をしていましたが、粘
り強いご指導のお陰で、講義は次第に活気付き、講義後も彼らが中心となり、製造現場全体へ改善内容
を展開してくれるようになりました。本期間中に目指すべき生産性向上／5Sの目標は未達でしたが、メ
ンバーの顔には自信が溢れ、製造現場に活気が出て来ました。又、学んだPDCAサイクルの運用方法や
「考える」ことが定着し、残された課題にも引続き挑戦しております。今回の経験をより習熟させ、当初
の目標達成を目指した現場改善を今後も継続して参ります。

●支援内容に対する対応状況又は、今後の対応予定
　引き続き「中間在庫の削減」、「５Ｓレベルの向上」のテーマについて、目標達成に向けて、活動
を継続中です。他の製造現場にも、上記テーマを展開し、今回の受講メンバーを推進チームと
して指導する側に回らせて、水平展開だけで無く、習熟度のアップを目指します。

●支援内容についての感想
　(1)…目的は達せられましたか
　　　Ａ　十分達せられた… Ｂ　ほぼ達せられた… Ｃ　満足できなかった
　(2)…指導内容は理解出来ましたか
　　　Ａ　十分出来た… Ｂ　ほぼ出来た… Ｃ　理解できなかった
　(3)…親切な指導でしたか
　　　Ａ　大変親切だった… Ｂ　まず親切だった… Ｃ　親切でなかった

電力･通信･ガス･水道事業およびその関連業界向け設備用資機材、安全標識、
安全防具、安全保護具、工具類、防食･配管機材、環境機材等の製造･販売
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事業実施理由

支援実施内容

事業実施の成果

令和３年度　生産性向上支援インストラクター派遣事業

①５Ｓの進め方を実践レベルで習得出来た。また清掃ルールや現場巡回等、５Ｓ自走の仕組みが構築できた。
②実施計画並びに管理のサイクルの概念や運用を習得し、継続した改善が出来る基盤が構築できた。
③日々の可動日報が作成出来、可動ロス時間とロス原因の見える化ができた。また、段取り替え
　改善や標準化の進め方も習得した為、継続的な改善が期待出来る。

５
Ｓ
改
善
活
動
の

成
果
事
例

物品保管の乱れ 定品・定置管理

BEFORE AFTER

①各種教育実施
　「５Ｓとその進め方について」、「改善実施計画作成とPDCAサイクル」、「可動率とデータ採取」、
「段取り替え改善のステップ」、「標準化と進め方、事例紹介」、「流れ化について」等、改善の
考え方や進め方を教育。

②５Ｓレベルの改善
　活動ステップ毎に５Ｓ診断会を実施。診断表と評価項目と評価ポイントの表を作成・活用し
全員で診断を行った。
　指摘内容を中心に毎回改善が進められた。特に「赤札作戦」で整理が進められた。

③加工機の可動率向上
　可動日報の作り方や可動ロスの捉え方を教育し、可動率の「見える化」を支援。可動ロスと
なる段取り替え改善の進め方、加工条件については、加工における刃具や作業等の標準化を
教育し、展開を図った。

①５S、整理・整頓の実施ができていない。また機械の稼働状況が非常に悪い。
②段取り（材料搬入・工具選定・プログラム作成・段取り）加工するまでの時間がかかる。
③材料の搬入から完成までの一連の工程が悪い。

4 ハグロエンジニアリング 株式会社

– 8 –



会 社
情 報

経営者様感想

企業様評価

インストラクター所感

●所在地　　蒲生郡日野町松尾353-15
●設立　　　平成20年10月… …
●事業内容　

●代表者　代表取締役　歯黒…清司
●資本金　500万円

　５Ｓを中心として自社で改善が進められた。我々が訪問する毎に現場の景色が様変わりしており、驚か

された。また、社長を中心としてチームメンバーからは常にフランクな意見が交わされ、前向きな良い

雰囲気の中で活動が進んだ。これまでは投資を伴う改善が中心であったが、手法や考え方の運営管理

を中心とした投資レスの改善に手応えを感じて頂いた感が有る。今回の活動は入口の段階で終了して

いる為、今後、継続した活動を展開する事で大きな成果に繋がると考える。（竹本）

　製造会社にとって生産管理の重要性は認識しています。受注から納品まで、原価を抑えて、良品質な
ものを出来るだけ安く、短納期で納められる事が、中小企業として重要と考えています。今回ものづくり
改善インストラクター様に５ケ月間指導を受け成果がありました。現在も５Ｓ・赤札・３定・ルールの確認・
月１回５Ｓ巡回パトロールを行い朝礼で報告しています。可動率も少しですが上がっています。今回の
ミッションで従業員の５Ｓに対しての意欲が感じられる、また、今回レベル3でしたが今後レベル4を目指
し資材・消耗品・床面の清掃・切削工具の管理など完全な状態になるように繋げたい。今は、生産管理の
入り口に入った所であり、従業員が決められた事が当たり前に出来るようになってほしい。今回は弊社
に取って意義のある生産性向上支援インストラクター派遣事業でした。

●支援内容に対する対応状況又は、今後の対応予定
　１．５Ｓ巡回パトロールを月毎実施。… ２．改善・５Ｓ確認点検シートを作成。
　３．危険物倉庫を12月に完成。……… ４．安全通路の全面塗装を12月に完成。
　５．標準化（作業・切削においてより明確にする）。
　６．床面の清掃実施。　　　　　　　… ７．レベル３からレベル５を目指す。

●支援内容についての感想
　(1)…目的は達せられましたか
　　　Ａ　十分達せられた… Ｂ　ほぼ達せられた… Ｃ　満足できなかった
　(2)…指導内容は理解出来ましたか
　　　Ａ　十分出来た… Ｂ　ほぼ出来た… Ｃ　理解できなかった
　(3)…親切な指導でしたか
　　　Ａ　大変親切だった… Ｂ　まず親切だった… Ｃ　親切でなかった

建築用部材の金属製造（切削加工、溶接加工）
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令和３年度　生産性向上支援インストラクター派遣事業

事業実施の成果

支援実施内容

事業実施理由

①「ビジョンとミッション」の作成と決定、及び経営者・部門長のマインドセットが出来た。
②本質的な課題を共通認識として共有し、継続的に改善を推進していく体制を確立し、本質的
　な課題の解決の為に、他工場との共同推進、及び他部門の協力の合意形成ができた。
③改善案の具体的な取り組み・進捗管理・事後評価等は出来ていない。次年度に実施予定。

①経営トップと改善目的の合意形成
　経営幹部の問題意識の確認・現場改善との関係性の明確化。
　→その現場の「何をどうするのか」の合意形成はまだ不十分であった。

②現場観察で（改善必要な）問題点を把握
　具体的な改善項目とその中で何をするのかを議論。→多くの方から沢山出して頂いた。

③改善項目の目標数字（KPI)を決定
　…「ビジョンとミッション」の作成と決定。経営者・部門長のマインドセット。

④現場観察、現状の聞き取り、測定の実施（現状分析）
…　「モノと情報の流れ図（VSM)」の作成と問題点の貼り付け。材料仕入れ〜加工工場〜販売
営業所・宅配までの流れの明確化、問題点・課題の明確化。

⑤ 現場改善の提案…　→改善案の具体的な取り組み・進捗管理・事後評価等は出来ていない。

①製造面で、現状の作業を見直し、マンパワーに依存した工程からの脱却を検討したい。
②生産管理面で、形骸化した管理体制を見直し、検討したい。

5 株式会社 ベジカフーズ

第1ステップ
流し時間
6:30～9:30

第2ステップ
流し時間
7:00～9:30

第3ステップ
流し時間
7:00～9:00

生産性の
測定尺度

産地表のウェブ配信

当日作業の削減方法（Method）

人（Man)

マニュアル

教育
外国人

作業の標準化

IT化

材料（Material）

納品時間

組み物

野菜品質

単品(冷凍)の
事前製造

冷凍庫大型化

採用

機械（Machine）
冷蔵庫大型化

アシストスーツ

RFID

第2レーン設置

AGV導入
場所・トラック前

第1ステップとして流し開始時間と出発時間を30分遅らせるところからスタートし、改善を進め、最終的に
7:00〜9:00とするアプローチ。流しを切り口にして、今までの仕組み・工程を大きく見直す事が必要。

モ
ノ
と
情
報
の
流
れ
図

か
ら
抽
出
し
た
課
題
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会 社
情 報

インストラクター所感

企業様評価

経営者様感想

●所在地　　大津市里5丁目3-2　
●設立　　　昭和56年…12月… …
●事業内容　夕食材料キットの製造　

●代表者　代表取締役　福岡…典子
●資本金　1,000万円

　福岡社長以下の方達は何に危機感を持っているのだろう？売上は伸びているのに、何が大きな課題

なのか？なかなか理解する事が出来なかった。実際の改善支援を進め、回数を重ねる毎に、どこの工程

も日々の改善は進めて有り、作業に無駄はなく、効率の良い作業をされていた。それは逆に言うと、小手

先の改善では現在持っている大きな課題を解決する事が出来ない事を意味し、何かを改善しようとする

と全体が関係する事がだんだん分かって来た。本質的な課題は何かを明確にする事が一番大事である

と思い、社長含めて、本社、３工場のリーダーの方達に集まって頂き、情報とモノの流れ図を作成し、全

工程の問題点を貼り付け、それを整理し、課題を出し、全員が共有する事が出来、マインドセットが出来

た。具体的な改善は4月以降になる。（川端）

　この半年間、現場の話を根気よく聞いてくださり、講師と事務局のお二人には本当に感謝しております。
私自身、社員の頑張りについて疑ったことはありません。しかし環境の変化を感じながらも日々の業務に
追われ、「カイゼン」へのエネルギーを持てない現場に危機感を持っておりました。今回は本当に難産で「現
場は問題を共有していながら、なぜ課題として認識できないのか？」という意識の問題にまで掘り下げるこ
とが必要でした。お陰様で、会社も現場もマインドセットが必要だと気づくことができました。
　時間はかかりましたが、もう迷いはありません。会社も現場も前を向き、これから一つ一つ実践していこ
うと思います。ありがとうございました。

●支援内容に対する対応状況又は、今後の対応予定
　課題化できていない状況を長く続けてきた結果、「何もできない」という思いから抜け出せ
ていない。ようやくマインドセットまでご指導で気付くことができたので、今回の学びを確実に
課題化し、小さなことから取り組むことで大きなカイゼンへの「第一歩」にしたい。

●支援内容についての感想
　(1)…目的は達せられましたか
　　　Ａ　十分達せられた… Ｂ　ほぼ達せられた… Ｃ　満足できなかった
　(2)…指導内容は理解出来ましたか
　　　Ａ　十分出来た… Ｂ　ほぼ出来た… Ｃ　理解できなかった
　(3)…親切な指導でしたか
　　　Ａ　大変親切だった… Ｂ　まず親切だった… Ｃ　親切でなかった

– 11 –



事業実施の成果

令和３年度　生産性向上活動定着支援事業

支援実施内容

事業実施理由
①社内の各職場の整理整頓ができていない。
②備品・予備品の管理が体系的でなく属人的である。
③設備・機械の管理・修繕履歴台帳が確立されていない。
④人材育成の仕組みができていない。

①ワークショップ、YWTMシート作成、５Ｓ・３定、赤札作戦のやり方、コミュニケーションの重要
性をメンバーは理解し、今後の改善活動につなげる。
②赤札作戦を実施した各部屋では不用品廃棄によるスペース確保と備品の在庫管理ができた。
メンバーは５Ｓ・３定を体得し、意識向上と維持管理が可能となった。
③営繕ではゴルフカートの定期点検チェックリストを完成して活用している。

6 株式会社 オーレ

５Ｓ改善活動の成果事例

物品保管の乱れ 物品保管の乱れ定品・定置管理 定品・定置管理

BEFORE BEFOREAFTER AFTER

①人材育成のための教育実施
　「現場改善とワークショップ」、「５Ｓ活動」、「在庫管理」、「赤札作戦の要領」、「コミュニケー
ション」について説明した。

②整理整頓・備品管理及び継続的な実施
　営繕部門ではカート庫、地下倉庫、電球倉庫、コース管理部門では工作室、車両庫、管理棟
において赤札作戦による５Ｓ・３定を徹底して実施した。

③各作業の効率向上、意識向上
　「標準作業とスキルマップ」について説明及びヒアリングを実施、業務への展開を図った。
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企業様評価

経営者様感想

インストラクター所感

会 社
情 報

●支援内容に対する対応状況又は、今後の対応予定
　・営繕課は、職場・バックヤードともほぼ整理整頓が出来た為、５Ｓを継続していく。
　・コース管理課は、引き続き、５Ｓする箇所を洗い出し、実施していく。
　・５Ｓのリーダーが定期的に状態をチェックする。
　・まだ実施出来ていない部署も、対象箇所を定め、実施していく。

●支援内容についての感想
　(1) 目的は達せられましたか
　　　Ａ　十分達せられた Ｂ　ほぼ達せられた Ｃ　満足できなかった
　(2) 指導内容は理解出来ましたか
　　　Ａ　十分出来た Ｂ　ほぼ出来た Ｃ　理解できなかった
　(3) 親切な指導でしたか
　　　Ａ　大変親切だった Ｂ　まず親切だった Ｃ　親切でなかった

　令和３年度に第３次産業支援モデル事業に選定され、インストラクター様を派遣して頂きました。営繕
課にて、５Ｓ・３定・スキルマップ作成等の指導をして頂くことで、職場環境が大幅に改善され、仕事の
効率化促進及び社員の意識改革に大変役立ちました。今年度も、前回やり残した箇所及び新たな部署
への水平展開として、生産性向上活動定着支援事業をお願いし、インストラクター様を派遣して頂きま
した。結果として、昨年度同様に、コース管理課でも大きな成果を得ることが出来ました。今後は、５Ｓ・
３定・スキルマップに基づく社員育成が企業文化となるよう、マネジメント層による定期的なチェック体
制を整え、質の高い仕事の仕組みを構築したいと思っております。

●所在地　　高島市朽木宮前坊１番地2
●設立　　　平成30年  
●事業内容　ゴルフ場経営

●代表者　代表取締役　島尻 千洋
●資本金　200万円

　今回は第３次産業であるゴルフ場の生産性向上定着支援活動であり、前回支援の営繕部門での更な

る５Ｓ徹底とコース管理部門への展開が狙いであった。メンバーが１度に集まれず、３つのグループに分

け、各グループ２人、回数は２回で完結させることにした。参加メンバーは全員が主体的に動くことが求め

られ、密度の高い改善活動ができたと考える。またメンバーの改善知識が少なく毎回教育プレゼンを実

施し、活動は次にやることを中心に多くを宿題とした。各グループ2回でも各々それなりの成果が出たの

は、メンバーが真面目に課題、宿題に取り組み、責任者もフォローしてくれたおかげである。今回の活動で

メンバーは改善の面白さを実感し、基本的なやり方を習得したので今後の展開が期待できる。（西村）
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事業実施理由

支援実施内容

事業実施の成果

令和３年度　生産性向上活動定着支援事業

7 長和産業 株式会社

仕掛かりの置き方に
ルールがなく、数日分の
材料が混載しており、
次工程の探す時間の
ムダを発生させていた。

仕掛かりの置くスペー
スに限りがあり、生産
量が多いと台車に載り
きらない。置き方に
ルールがなく、探すム
ダが見られた。

生産日ごとに仕掛かり
台車を分けて、部材の
置き方および仕掛かり
の流し方を改善した。

3台のカゴ台車に変更
し、十分なスペースを
確保。次工程における
探す時間のムダも削減
できた。

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER

①５Sの実施方法および継続的な取り組み方法を実践し、５Sの重要性を学ぶことができた。
②工程における作業および動線を分析することによって、作業におけるムダを顕在化し、
　どの部分を改善すればよいかがはっきりと分かった。
③仕掛かり管理、台車改善、流し方のルールを決めたことにより、探すムダを削減できた。

５Ｓ改善活動の成果事例

①５S・３定の定着に向けた取り組み
５S・３定の指導会と定期的（毎週月曜日）５S実施→定着支援指導日の５S定期監査の実施

②作業改善の進め方について
１作業分析の実施、２無駄な作業の明確化、３総移動距離の分析→３項目について改善実施

③前工程の仕掛かり管理、仕掛かりの流れ改善
仕掛かりのルール化と実施→流れの同期化と探すムダの排除

①5S活動が定着した魅せる工場にしたい。
②新製品開発のための、より効率的な生産体制の確立。
③スマートファクトリー化への準備として。
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会 社
情 報

企業様評価

経営者様感想

インストラクター所感

●所在地　　長浜市新庄中町158番地
●設立　　　昭和45年5月… …
●事業内容　

●代表者　代表取締役社長　藤本…経次
●資本金　8,000万円

　前回の改善支援にて「情報とモノの流れ図の作成」と各工程の問題点の明確化をし、あるべき姿（目

指す姿）も明確にした。定着支援ではそれが実現できるよう、更に改善を進めることで合意し、①５Ｓ・３

定の定着化、②現場改善を中心に進め、５Ｓ・３定、作業分析と作業のムダ取りを中心に改善した。特に

探すムダの削減と間締めに力点をおき、３０％の削減ができたことは大きな成果であった。個送り生産と

生産の平準化はまだ道半ばの取り組みになった。今後も継続した取り組みをしないと、定着していかな

いと判断する。（川端）

　今回で2回目の定着支援となりましたが、前回よりも踏み込んだ改善ができたと思います。昨年より4
人少ない中で、現場の一人一人がより生産性を上げていかなければならないという意識が芽生え、より
ムダのない作業をするために改善をしようという思いがあったように感じました。今回の取り組みの中
で末端の作業者まで５Sが定着したとは言えませんが、リーダーの取り組み方を見て大事な仕事の一部
なんだという認識が出てきているように思いました。目指している姿にはまだまだ及びませんが、何を
改善しなければいけないかというところが明確にできたかと思います。せっかく芽生えた改善の意識が
失われてしまわないよう、今後も継続的な取り組みを続けたいと思います。

●支援内容に対する対応状況又は、今後の対応予定
　・５S定着に向けた継続的取り組み
　・全工程間の仕掛かり材料の流し方改善で探すムダの排除
　・全工程の標準作業の確立
　・生産負荷量の平準化の取組み

●支援内容についての感想
　(1)…目的は達せられましたか
　　　Ａ　十分達せられた… Ｂ　ほぼ達せられた… Ｃ　満足できなかった
　(2)…指導内容は理解出来ましたか
　　　Ａ　十分出来た… Ｂ　ほぼ出来た… Ｃ　理解できなかった
　(3)…親切な指導でしたか
　　　Ａ　大変親切だった… Ｂ　まず親切だった… Ｃ　親切でなかった

金属製建具製造販売、リフォーム業、不動産業
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事業実施理由

支援実施内容

事業実施の成果

令和３年度　生産性向上ミニスクール事業

３つの講座実施
①「現場の改善活動はなぜマンネリ化するのか」
　・正しい５Ｓ活動の進め方　・５Ｓ活動は何のためにするのか
　・改善活動をマンネリ化させないためには　

②「みんなで行う５Ｓ活動の楽しさ」
　・製造現場の「見える化」の基本　・改善に必要な品質手法の概要と使い方
　・モデル現場の３Ｓ（整理、整頓、清掃）の実践と考え方　

③「モデル現場の３Ｓ（整理、整頓、清掃）評価と振り返り」
　・３Ｓ評価基準の作成　・モデル現場の評価　・５Ｓ活動の継続的な進め方と振り返り　

①原料や製品がばらばらに置いてあり、ムダが多い。
②整理、整頓をして、ムダを無くしたい。

①生産現場における品質や生産性の向上を目指す上で必要な基礎知識を習得できた。
②改善手法の実践を通して、学んだ知識の活用を訓練することができた。
③改善活動に対しては、従業員が自ら考え改善する意欲を向上することができた。

8 株式会社 ケレスたなか

講義 グループ演習

ミニスクール実施風景
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企業様評価

経営者様感想

インストラクター所感

会社
情報

●支援内容に対する対応状況又は、今後の対応予定
　５S活動の必要性が理解できた。社員全員で正しい５Sが学べた。
　今後は５Sリーダーの下、月一回５S活動を実施するように心がけてもらいます。
　製造現場の見える化を基本に、先ずは３Sを徹底していければと考えています。

●支援内容についての感想
　(1) 目的は達せられましたか
　　　Ａ　十分達せられた　　Ｂ　ほぼ達せられた Ｃ　満足できなかった
　(2) 講義内容は理解出来ましたか
　　　Ａ　十分出来た　　　　Ｂ　ほぼ出来た　　　Ｃ　理解できなかった

　今回当社製造に携わる企業として、製造現場の見える化を基本にまずは３Sを徹底していければと
考えております。
　また、研修中ですが従業員の意識が少しずつ変わってきたように感じられ、働きやすい環境とお客様
によい評価を頂けるようになるよい機会となり、今回のミニスクールをやってよかったと思います。

●所在地　　彦根市出町73 
●設立　　　昭和50年4月  
●事業内容　テーブルの天板などの木工業

●代表者　代表取締役　田中 和彦
●資本金　300万円

　現場の見学では、５S活動について進められていた様子は伺えたが、残念なことに継続的な改善活動

に繋がっていないことがわかった。そこで、正しい５S活動の進め方や改善活動の基礎知識を学んで頂

き、業務に即した実践的な改善活動に役立つような内容で進めることとした。グループ内で業務改善に

ついて話す機会がなかったようで、初回の講義では発言が少なかった。スクールの回数を重ねるごとに

自分たちの業務への課題抽出から対策案まで真剣に取り組んでくれて、全員の改善意識を向上するこ

とができた。今後、継続的に活動を進めて行くには、各グループリーダーがメンバーをまとめ引っ張って

行くように、今回学んだことを活かせるように自ら考え活動できる環境づくりをして頂きたい。（野口）
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事業実施理由

支援実施内容

事業実施の成果

令和３年度　生産性向上ミニスクール事業

グループ演習/発表講義

ミニスクール実施風景

①生産現場における品質や生産性の向上を目指す上で必要な基礎知識を習得できた。
②改善手法の実践を通して、学んだ知識の活用を訓練することができた。
③改善活動に対しては、リーダー中心に一人ひとりが自ら考え改善する意欲を向上する
　ことができた。

①探す、聞くムダが多く、生産性向上の妨げとなっている。
②根本原因への対策にならずルールが乱立するため、そのルールを守れず同じ失敗を繰り返す。
③３S活動を徹底し、問題抽出の考え方とその方法の訓練、ルールを守れるようにしたい。

9 東海電工 株式会社

５つの講座実施
①「現場の改善活動はなぜマンネリ化するのか」
　・５S活動の必要性　・正しい５Ｓ活動の進め方 

②「改善活動を進めるためのステップ」
　・製造現場やオフィスの「見える化」の基本　・問題解決の改善ステップの進め方　

③「みんなで行う５Ｓ活動の楽しさ」
　・現場のムダな作業の出し方　・改善に必要な品質手法の使い方

④「問題の要因分析」
　・品質手法による対策案の絞り方　・３Ｓ（整理、整頓、清掃）評価基準の作成

⑤「モデル現場の３Ｓ評価と振り返り」
　・３Ｓ評価基準の再作成　・モデル現場の３Ｓ改善の実践　・改善活動を進めるための着眼点
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企業様評価

インストラクター所感

会社
情報

経営者様感想

プラスチック部品製造（熱成形・板加工・切削加工）

●所在地　　野洲市野洲1518-1
●設立　　　昭和28年7月… …
●事業内容　

●代表者　代表取締役社長　飯島…直人
●資本金　2,490万円

　５S活動に関しては、以前コンサルの方と進めていたらしいが、一時的な活動に留まり、浸透せず、現

在は活動できていなかった。現場の改善活動を自主的な活動として欲しいとの要望があり、「改善」の考

え方や問題解決の品質手法を学んでもらう中で、従業員1人ひとりが自ら考え、その考えをグループ内

で議論しながら学べるように進めた。従業員の方々は、もともと仕事への改善意識が高い方ばかりなの

で、今回学んだことを基本に、リーダーが中心となり実践しやすい環境づくりを進め、活動推進していく

ことで品質面、生産性面、安全面への向上へ繋がるものと思う。（野口）

　２０２１年１１月から１２月にかけ、全５回の５Ｓミニスクールを受講させていただき、ありがとうございま
した。全社員（パート社員含む）が出席し、５Ｓの基本および問題抽出から解決の仕方までを、グループ
ワークを交えながら、わかりやすくご指導いただきました。問題解決の手法については、社員が自発的に
５Ｓ以外でも活用しており、コミュニケーションがとりやすくなってきたと感じております。今回のス
クールで学んだことを全社員が大切にし、改善が進んでゆく社風をつくりたいと考えております。

●支援内容に対する対応状況又は、今後の対応予定
定例活動日を決め、問題の抽出から改善活動まで全社活動を行っている。

●支援内容についての感想
　(1)…目的は達せられましたか
　　　Ａ　十分達せられた　Ｂ　ほぼ達せられた　Ｃ　満足できなかった
　(2)…講義内容は理解出来ましたか
　　　Ａ　十分出来た　　　Ｂ　ほぼ出来た　　　Ｃ　理解できなかった
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事業実施理由

支援実施内容

事業実施の成果

令和３年度　生産性向上ミニスクール事業

3つの講座実施
①「現場の改善活動はなぜマンネリ化するのか」
　・正しい５Ｓ活動の進め方　・５Ｓ活動は何のためにするのか
　・改善活動をマンネリ化させないためには　…

②「みんなで行う５Ｓ活動の楽しさ」
　・製造現場の「見える化」の基本　・改善に必要な品質手法の概要と使い方
　・モデル現場の３Ｓ(整理、整頓、清掃)の実践と考え方　

③「モデル現場の３Ｓ（整理、整頓、清掃）評価と振り返り」
　・３Ｓ評価基準の作成　・モデル現場の評価　・５Ｓ活動の継続的な進め方と振り返り　

グループ演習講義

ミニスクール実施風景

①生産現場における品質や生産性の向上を目指す上で必要な基礎知識を習得できた。
②改善手法の実践を通して、学んだ知識の活用を訓練することができた。
③改善活動に対しては、リーダー中心に自ら考え改善する意欲を向上することができた。

①管更生に使用するFRP材料のガラス繊維や樹脂が飛散し、きれいとは言えない状況。
②治具や工具などはある程度整理されているが、あるべき場所に物が無いなど散見される。
③５S活動は推進する働きかけをするものの、忙しさに甘えて中途半端になっている。

　 MARUGO 株式会社10
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企業様評価

インストラクター所感

会社
情報

経営者様感想

下水道管更生材の製造、トラック輸送

●所在地　　甲賀市土山町市場1035-4
●設立　　　昭和6年3月…
●事業内容　

●代表者　代表取締役　松岡…繁利
●資本金　3,000万円

　従業員が自主的に改善活動を進められるようにして欲しいとの要望があり、改善の楽しさを学んでも

らうように構成して進めた。みんなが考えやすい実践的な事例を取り上げ、改善の考え方、問題解決の

手法などの知識教育と自ら考えるような実践的な内容とした。みんなで考え、対策案を出し合い改善す

ることをされたことが無いようで、初回は発言も少なかった。しかし、3回の講義の終盤には、グループ

内で積極的に話し合い、自ら考えて発言できる者も増え、改善の楽しさをわかって頂けた。今後、3回の

ミニスクールで学んだ内容を従業員の方々がリーダーの指導の元、現場で実践できていけば、品質面、

生産性面、安全面などの業務改善が図られると思う。（野口）

　整理・整頓・清掃・清潔・しつけ、あたかも見た目のきれいさを追求することのように見えるが、５Ｓ
活動の目的は、全員が考え知恵を出し改善へつなげる。このことをうまく理解させてくれるセミナーで
あったのではないでしょうか。
　今回、このいい機会を得ることができ、学んだことを次は実際の現場へとつなげていかねばなり
ません。小さいことからでも自分たちで変えていく、それが形として残り達成感と自信につながればと
思っております。

●支援内容に対する対応状況又は、今後の対応予定
　ミニスクールでの宿題で一部改善を実施した。
　今年度中に５Ｓ活動で各グループ３カ所程度改善を挙げ、報告会を実施する予定である。

●支援内容についての感想
　(1)…目的は達せられましたか
　　　Ａ　十分達せられた　Ｂ　ほぼ達せられた　Ｃ　満足できなかった
　(2)…講義内容は理解出来ましたか
　　　Ａ　十分出来た　　　Ｂ　ほぼ出来た　　　Ｃ　理解できなかった
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しが産業生産性向上経営改善センター事業紹介

■県内の企業等を対象に、改善を通じて現場の人材を育成し、『顧客に向かう
　良い流れ』づくりを支援

■利益率・生産性が伸びる強い企業に変革し、人手不足への対応や中小企業の
　競争力を強化

■地域GDPを増大することによる雇用の増大（地域創生）

　ものづくりについて実務経験を持ち、…「生産性向上支援インストラクター養成
スクール」で体系的な現場改善理論・手法を習得し、滋賀県知事が選任した『生産
性向上支援インストラクター』を派遣し、現場改善と人材育成をサポートします。

インスト
ラクター

派遣

改善活動の
周知・展開
・人材育成

①生産性向上支援インストラクター
　派遣事業の活用により改善を図る

③企業ニーズに応じたミニスクール
　の開催により現場人材を育成する

⑤生産性向上web配信スクール/セミナー
　/交流会事業により周知・展開を図る

②生産性向上活動定着支援事業※の活用に
　より複数年かけて改善の定着を図る

④生産性向上実践塾（6日間コース）
　により展開する人材を育てる

現
場
改
善
・
人
材
育
成

（
生
産
性
・
納
期
・
品
質
等
）

web配信スクール（ホームページに掲載）

①ものづくり組織能力を高める ②5S3定から始める生産性向上 ③品質管理手法 不良ゼロの
仕組みづくり

２．支援メニュー

１．目指すもの

（※令和4年度は別事業に移行する予定）
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