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福岡県中小企業生産性向上
支援センターについて
＜第３回＞支援事例の紹介


福岡県中小企業生産性向上支援センター
センター長 安松 智

県内雇用の78％を占め、県経済の原動力であ

作りや作業工数の削減など、既に成果を得るに

る中小企業が将来に渡り直面する生産性課題に

至っています。（３～７ページの支援事例をご

対応するために、福岡県は、企業診断から業務

参照ください。）

プロセスの改善、設備導入まで一貫した支援を

また、併設する「福岡県中小企業生産性向上支

行なう全国初の取組みとして令和元年９月「福

援補助金」を効果的に活用し、これまで約70の

岡県中小企業生産性向上支援センター」を福岡

企業が生産性向上に大きな成果を上げています。

県吉塚合同庁舎内に開設し活動しています。

支援企業の規模や業種はさまざまです。
小規模な企業では「納期遅れを何とかしたい」

１．生産性向上支援センターの概要
対象は、県内に現場があり生産性に課題をお持
ちの第２次、
３次産業の中小企業または団体です。

「属人的なノウハウをチーム内で共有したい」
など単一課題の支援の要望も多く、その希望に
沿って支援しています。
さらに、デジタル技術を活用し、画期的な生

当センターには、多様な企業で実務＆指導経験

産性向上、生産能力の向上を実現した企業も多

を持つ専門家が集結しています。これら生産性ア

くあります。

ドバイザーが、現地現物で伴走して改善・改革

そして、生産性が向上したことで、生産余力、

を進め、成果の実現とその定着まで支援します。

要員余力が生まれ、その先に、さらなる売上げ

センター利用料は無料で、回数に制約を設け

の拡大や新商品開発へのシフトなど事業の発展

ず、定着するまで支援します。

を目指している企業も出てきています。

また、資金面で支援するために、補助金制度
と融資制度を併設しています。
※補助金の公募状況については、福岡県商工部
中小企業技術振興課のホームページをご参照
ください。

３．問い合わせ・申込み
生産性向上に係る課題を抱えている企業は、
まずは気軽にご相談下さい。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/

ＨＰ https://www.f-seisanseikojo.jp

soshiki/9101223/

Ｅ-mail info@f-seisanseikojo.jp
☎０９２－２９２－８８９０

２．現在の活動状況

お求めに応じ、出向いてご説明します。
是 非 、声 を お 掛 け く だ さ い 。

センター開設から約２年６ヶ月が経過した現
在、これまで230を超える企業･協同組合から
申し込み頂き、活動しています。

４．本センター事業の宣伝・周知

診断スタッフの企業診断ののち、生産性アド

県内の中小企業の生産性向上への支援を広く

バイザーの訪問支援を月に１回程度行い、約１

進めるため、生産性向上に関心をお持ちの企業

年の長期間に渡り支援し、成果に結びつけます。

に当センターを是非ご紹介ください。

その結果、約70の企業では、安全な職場環境
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支援事例

蓄積したノウハウとまごころでお客様の思いを形に

有限会社

日高印刷所

特

1

1913年創業。伝票や封筒、名刺などの帳票印刷から
始まり、現在は地元の中間市をはじめ企業や病院まで
幅広いお客様に向け、冊子やチラシ、ポスターを製作。
ヒアリングを基に企画、デザイン、印刷まで一貫生産。
ネットビジネスの開業応援プロジェクトも立ち上げた。

集

改善成果の
ポイント

●経年印刷機の予防保全技術をスタッフが習得し、可動率向上
●無線綴じ機を導入し、製本の生産能力を向上、外注委託を軽減

訪問支援回数 10回
（支援期間 12ヶ月）

どんな困りごとがありましたか？

地元密着のスタイルで長年営業してきて社内原価は大まかに掴んでいたもの
の、現場の作業時間や機械時間の定量的な分析までには至っていませんでした。
以前から生産性を向上したいと考えていて、どのようにしたらいいか頭を悩
ませつつも、日々の仕事に追われてそのままになっていました。
印刷工程は大量印刷向きの４色刷り機と、少量向きのオンデマンド印刷機の
２台体制で印刷を行っています。４色刷り機は高性能ですが一方でオペレー
ションにコツが必要で、熟練オペレーターの退職時、経験の浅いオペレーター
に引き継いでもらいましたが、それでも扱いが分からず、機械が止まることが
多く、つい、オンデマンド機に頼っていました。
また、製本工程は生産が追い付かないことが多く一部を外注委託しており、
採算を悪化させていました。

製本に使う綴じ機の処理能力が低かった

改善の取り組み内容を教えて下さい

日報から４色刷り機の可動状況を確認すると、度重なる停止による非可動時
間が約10％もあることが判りました。メーカー定期点検があまりできていな
かったので、安定可動のために年２回定期点検をするようにし、更に、経験の
浅いオペレーターが点検に立ち会い、機械動作の知識を得るようにしました。
直近のデータから受注状況や売上げ、外注比率、製造原価を出し、現在の収
支状況を確認し、更に印刷と製本工程の作業時間や生産能力を分析したとこ
ろ、製本工程の綴じ作業に時間がかかっており、外注依存が高まっていること
が分かったので、前段取りがほぼ不要な無線綴じ機を新たに導入しました。
また、工場内レイアウトと物の流れ、人の動きを変更し、効率化しました。

前段取りがほぼ不要な無線綴じ機を導入

取組んで良くなった点を教えてください

作業動線に合わせた配置で効率を向上

＜副次効果＞これまではお客様に合わせ少しでも早く納品するために残業し
てましたが、自社のペースで計画を立てて効率よく生産を進め、
極力残業をしない働き方にシフトしています。
＜今後は？＞新型コロナウイルス影響下、今回の支援により、自社のあり方を
見直したうえで将来の展開まで考えられるようになりました。
オンデマンド印刷機をもう１台導入。ウェブを活用した半自動シ
ステムを構築中。ネットビジネスのサポートも始めました。

機械トラブルをノートに書き留めている

支援企業の声
お客様との交渉や製造工程の管理など、感覚で進めていた部分が多かった
のですが、今回、製造原価管理の基本的な考え方などをしっかり学べました。
製造原価を意識し、設備４Ｍ管理を徹底することで機械の安定稼働が実現
し、新しい機械の導入で生産能力の向上を実現することができました。
更に効率化を進め、付加価値の高い仕事にもチャレンジしていきたいです。
（有限会社日高印刷所 代表取締役 日高慶太郎様）

オンデマンド印刷機を２台体制にした
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Feature articles

＜主な成果＞４色刷り機の定期点検と、機械の特性に合った清掃、点検、操作
により可動が安定し、約10％あった停止時間がほぼ０に、１日
の印刷枚数が2.5倍以上に増えました。
機械のトラブルが起きた場合はオペレーターがトラブルノート
に状況と対処法を書き留め、使い方のノウハウを貯めています。
また、新しい無線綴じ機の導入により処理能力が３～５倍アップ
し、外注への依存が減り収益が大きく改善しました。
社内コスト管理が進んだだけでなく、製造原価を基に、お客様に
対して適正な価格で見積ができるようになりました。

支援事例

おいしさに品質と安心を添えてお客様のもとへ

2

改善成果の
ポイント

兼貞物産

株式会社

1952年に久留米市で創業。国内一大産地である大分と
熊本の椎茸を主に扱い、国内産乾椎茸の取扱量で日本
一を誇る。
乾椎茸や農産乾物を仕入れ、検査、仕分け、袋詰め、
まで一貫生産、家庭用から業務用まで多様な品ぞろえ。

●ＡＩ自動選別機を導入し、熟練仕分け作業を大きく省人化
●得た余力を袋詰め工程にシフトし、繁忙期の外部依存を低減

訪問支援回数 ７回
（支援中）

どんな困りごとがありましたか？

国内産乾椎茸の取扱量は国内トップ。年間約80トン。
多様なニーズに応え、約30種類に仕分け、袋詰めをして出荷しています。
仕分け工程では、色、形、大きさ、肉厚などの種類を数秒で判別する技能が
必要で、技能の習得に最低３年、一人前になるには10年ほどかかります。
最近はスタッフが高齢化しており、技能の継承が難しくなっていました。
また、袋詰め工程では、商品種類や梱包方法ごとに作業量が異なることや、
繁閑差、つまり需要が増えるお歳暮の時期に備えて秋口から大量に作りだめし、
１月には極端な閑散期になるというように、月ごと、種類ごとに作業量にバラ
ツキがあるため、作業配置が難しく、また、慢性的に人員が不足していること
から、特に繁忙期は袋詰め作業の多くを外注に頼らざるを得ませんでした。

熟練スタッフによる目視で仕分けしていた

改善の取り組み内容を教えて下さい

まず、仕分け工程にＡＩシステムを導入して省人化し、次にそのスタッフを
袋詰めの工程に増員することで、生産能力を高めながら作業を平準化すること
とにしました。
仕分け工程では従来、ベルトコンベアの左右に10名の熟練スタッフが並び、
目視確認によって約30種に仕分けしボックスに入れていました。自動ＡＩ選
別システム導入後は、乾椎茸の色、形、大きさ、肉厚を撮影し、画像処理によっ
て特徴量を捉え、その種別データに基づき、ベルトコンベアの左右に並んだ指
定のボックスにエア噴射で振り分けるシステムとしました。
県外のシステムメーカーに設計製作してもらう際、種別した乾椎茸の試供品
を多量に提供し、判別ＡＩを熟成させ、判別合格率を目標の95％以上に高める
ことができました。
そうして得た余力を袋詰め工程にシフトし、繁忙期の袋詰め作業の外注依存
を大きく減らすことができ、製造コスト低減につなげました。

黒い画像処理装置で約30種を識別

取組んで良くなった点を教えてください

＜主な成果＞仕分け工程のスタッフを10名から４名に削減できました。４名
が担当するのはコンベアへの乾椎茸の投入と、AIが判定しやすい
ように画像処理装置を通過する前に乾椎茸の軸を上にする役割
で特別な技能は必要ありません。AIによる自動選別によって、熟
練度による選別精度のバラつきもなくなりました。
袋 詰めの工程では計量・充填・シール・箱詰めにかかる時間を
把握し、基準時間を設けることでアンバランスだったところを解
消。更に仕分け担当だった６名が加わったため、作業がスムーズ
かつスピーディになりました。繁忙期でも外注に頼まずに社内で
全て対応でき、残業もなくなる見込みです。

識別後、エアーで指定のボックスへ

＜副次効果＞社内で生産性向上への意識が高まりました。人がやらなければな
らないところと機械化できるところをしっかり見極めて、これか
らも改善を進めていきます。
＜今後は？＞今回得た生産能力余力と、更なる改善を生かし、魅力ある商品を
より多くのお客様に提供したいと思います。
例えば、椎茸で日本初となる機能性表示食品「すぐもどる椎茸プ
ラス」を今年開発しました。高めの血圧を下げる効果のあるアミ
ノ酸の含有量を高めています。

ライン脇の装置で識別の様子をチェック

支援企業の声
今回ご支援を受けたことで、細かいところまで現状把握と分析、改善策
を検討することができました。
数年前から取り組んでいた生産性向上と選別技術の継承という２つの課
題をクリアできて、会社を継続していく基盤が整い、安心しました。
これからも生産性アップを追い求めつつ、付加価値のある乾椎茸の商品
開発にも力を入れていきたいと思っています。
（兼貞物産株式会社 取締役副社長 平木慎太郎様）

4

NEWS FUKUOKA 2022.2

ＡＩ画像識別により30種に仕分け

支援事例

日本の未来を支えるソリューションカンパニーへ

有限会社

丸憲製作所

特

3

1972年に創業。自動車・ロボット向け半導体、有機
ＥＬ、液晶製造＆検査装置の部品加工。
高品質な金属加工と高精度な品質検査でお客様の期
待を超える品質を追求するプロフェッショナル。

集

改善成果の
ポイント

●加工工程の見える化と改善活動で生産性、生産能力向上
●３Ｄデジタル画像診断装置を導入し、工数低減、品質向上

訪問支援回数 10回
（支援期間 ８か月）

どんな困りごとがありましたか？

当社は需要増加に対応し、最新設備を導入し、社員数を増やし、増産と品質
の向上に取り組んできました。おかげ様で近年、売上高は堅調に推移している
ものの、更なる需要増加に応じきれなくなりました。
長年にわたって自己流で事業を進めてきたため、いろいろなムダな部分があ
ると感じていました。今後の増産を見据え、作業全体の流れや方法を見直すと
ともに、社員の働き方も改善してモチベーションアップにつなげたいと考えて
いたものの、具体的にどのようにしたらいいのか分かりませんでした。
また、検査部門では未だ、人が製品を机に並べて１個ずつ手動式の測定機器
で測定しており、かなりの手間と時間がかかり、それでも不良品がなくならな
いことに懸念を感じていました。

製品を机に並べて、測定していた

改善の取り組み内容を教えて下さい

製造部門では、工場長が経験と勘で生産計画を立てていましたが、計画と実
績の差が大きく時間通りにできない、手待ちが多く発生、などのムダがあるこ
とが分かりました。そこでまず、受注の多い品目をサンプルに選び、ビデオ撮
影を行い加工に必要な時間（原単位）を測定し、同時に作業の中に潜むムダを
改善しました。他の製品についても同様に原単位表を作成、それを「生産管理
板作成ソフトウェア」
（今回開発）に入力し、毎日の生産計画を各作業者に指示
できるようになりました。更に、計画と実績の差から問題点を見つけ改善する
という仕組みを取り入れ、作業のムダを徹底的に見直しました。
次に、検査作業ですが、複数の製品を一度並べて測定するムダな作業方法で
あったため、自動で測定できる３Ｄデジタル画像診断装置を導入した機会に、
製品の取り置き、装置とタイミングを合わせた同時作業、など一動作にこだ
わった効率的な標準作業に改善、さらにハンディプローブ式３次元測定器を導
入してチェックすることで、不良品の流出をなくしました。

取組んで良くなった点を教えてください

画像測定器と３次元測定器を導入

＜副次効果＞生産性アドバイザーに改善点を指導してもらう中、徐々に、社員
たちが自らより良い方法を考えて動こうという意識を持つよう
になりました。生産管理板の活用と業務の効率化によって、時間
と気持ちにゆとりが生まれて、以前より早く退社できるようにな
りました。
＜今後は？＞生 産管理板の活用などにより、更に生産性を高めていきたいで
す。会社としては新たな需要を取り込んで確実に売上を伸ばしつ
つ、一方で社員がモチベーションを保って仕事に取り組み、しっ
かり休めるような体制を整えていきたいと考えています。

設備ごとに生産管理版を作成しチェック

支援企業の声
生産性アドバイザーに、さまざまな角度から客観的に改善点を指摘、指
導してもらい、大変勉強になりました。当社が今後発展していくための貴
重な財産となりました。ご支援いただいた内容をもとに、これからも全社
員で生産性向上の取り組みを展開していきます。
（有限会社丸憲製作所 取締役専務 小屋根雄作様）

５Ｓなど、作業環境を改善
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Feature articles

＜主な成果＞生産に関しては、生産管理板ソフトウェアを活用して、設備ごと
に生産計画表を作成。生産管理板を見ながら現場の進捗を管理
し、原単位の見直しや改善点の発見をしています。あわせて動作
のムダを省き、さらなる効率化を図ることができました。
次
 期リーダー候補が進捗を管理するなどの人材育成もできまし
た。検査に関しては、画像診断装置の導入によって測定精度が上
がり、作業者によるバラツキの懸念もなくなりました。装置を使っ
て流れで検査する仕組みを作ったことで、従来の測定工数を大幅
に低減でき、検査に要する時間は３分の１程度になりました。

支援事例

4

改善成果の
ポイント

魅力ある博多の味を独自レシピで提供

株式会社

博多の味本舗

2014年に創業。天然だしや明太子などの地元特産品
を、百貨店、ふるさと納税品、独自の通信販売で提供。
魅力ある博多の味をお客様に少しでも早く届けられ
るよう、在庫を持たず、集荷したその日のうちに梱包、
発送することを強みにしている。

●受発注、請求に用いている複数のソフトをデータ連携
●手入力と目視確認、帳票作成作業などを大幅に効率化

訪問支援回数 ６回
（支援期間 10か月）

どんな困りごとがありましたか？

これまで売上の大半をふるさと納税に頼ってきましたが、今後の市場の変化
を踏まえ、ＢtoＣの通販事業を拡大し、１日あたり約10件の受注から人員を
増やさずに１日100件に対応できる体制を目指しています。
しかしながら、電話、FAX、メールなど受注形態が多様なこと、受注ソフト・
配送ソフト・出荷ファイル・会計ソフトなど複数のソフトを別々に使用して
いるためデータの再打ち込みやチェック作業に時間が掛かっていること、ピッ
キングリストがなく送り状や納品書などもバラバラに存在して仕分けに時間
が掛かるなどの課題があり、現状では１日100件の受注に対応できません。
また、配送状況の問い合せ対応やリピート注文に即座に対応できない事も問
題となっていました。

現状の問題点

改善の取り組み内容を教えて下さい

まず、受発注や発送など全ての作業を書き出し、工程数や工程に掛かってい
る時間を明らかにしたうえで念入りに分析を行いました。その結果、顧客や商
品情報の手入力や、印刷した情報の目視チェックに時間が掛かっていること、
受注ソフト・配送ソフト・出荷ファイル・会計ソフトなど複数のソフトをバ
ラバラに使用する中、ソフト間の手作業による再入力や細かなチェックに時間
が掛かっていることが大きな要因だということが定量的に分析できました。
これらの課題に対し、バラバラに存在しているソフト間でデータを連携さ
せ、手入力や目視チェックを廃止できる連携システム仕様を考案しました。そ
の際、既存のソフトをできるだけそのまま流用し、ソフト間の連携部のみ新規
開発することで、開発コストを抑える工夫をしました。

現状作業の分類と内訳

取組んで良くなった点を教えてください

＜主な成果＞連携システムを導入し、ソフト間をデータで授受できるようにな
り、必要な情報が各ソフト間で自動的に割り付けられるように
なったため、手作業によるデータの再入力や目視チェックが不要
となりました。更に、送り状とピッキングリストおよびその他の
仕分け情報を一つのシートに統合することにより、これまで複数
の用紙を見ながら行っていた仕分け作業が効率化しました。
その結果、10件/日の受注の場合、工程数、工数を50％以上削減
できました。
受注件数が増えてもデータの処理時間はそれほど増えないため、
100件/日の受注でもその日のうちに処理することができます。
また、人為的ミスの低減や配送追跡情報の提供など、サービス品
質向上にもつながりました。

既存ソフトのデータを連携

＜副次効果＞今後は一元化されたデータを蓄積することで、顧客のリピート注
文に対するスピードアップや顧客の嗜好分析などマーケティン
グに活用することもできると考えています。
＜今後は？＞今回は通販事業の事務作業に重点を置いて効率化に取り組みま
したが、今後は受注の拡大に伴い取り扱う物量も増えてきますの
で、レイアウト、モノの流れ、人の動きなど作業改善にも取り組
み、更なる効率化を図っていきたいと考えています。

改善前後での工程比較

支援企業の声
これまで工程分析、工数分析の手法について知識がなかったので、支援
を通じてその手法を学ぶことができました。現状を数値化し見える化する
ことで悪さ加減や改善の効果がよくつかめました。
また、今回の改善で得られた余力を新規ブランド商品や新規構想中のパ
ン事業に展開し、更に事業を発展させていきたいと思います。
（株式会社 博多の味本舗 代表取締役社長 中村謙一様）
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改善後の作業風景

支援事例

有限会社

ファインライフ

2006年に創業。お客様にしっかり向き合いイメージを
形にすることをモットーに、自由度の高い木造注文住
宅の設計と丁寧な施工を行っている。
次世代の換気システム「sumika」
（澄家）を導入。
人にも環境にも優しいシステムとして注目されている。

特

5

「ずっと家にいたくなる家」 イメージを形に

集

改善成果の
ポイント

●法規計算ソフトの導入で住宅設計評価プロセスを効率化
●リモート管理ツールで現場とリアルタイムにコミュニケーション

訪問支援回数 ９回
（支援期間 ９か月）

どんな困りごとがありましたか？

「（大手にあるような）規格型設計にしばられない家づくりをしたい」という
思いから、当社では、営業・受注・設計・現場管理、お客様対応の全てを私ひ
とりで行ない、その思いに共感する設計士や大工、左官、電気工事士、管工事
士などとチームを作り、お客様に寄り添った家づくりに取り組んでいます。
創業から15年、口コミやメディアを通じてお客様が増え続け、もはや、私ひ
とりで全てに対応することが難しくなってきました。
創業の思いを大切にし、全ての案件にできるだけ目を届かせながらも、安易
に人を増やさず、受注の拡大に応えていくにはどうすべきか悩んでいました。

改善の取り組み内容を教えて下さい

現在抱えている問題点を工程ごとに全て書き出し、整理したうえで、取組み
課題を２つ選びました。
設計工程では、法規に関する計算（法規LVS、木造壁量計算、シックハウス換
気計算、外皮性能計算など）を外注に委託していますが、やり取りに時間がか
かることから外注コストが高くなっていることが分かりました。そこで設計を
しながら自動的に法規計算できるソフトを導入、設計工程を効率化しました。
施工管理においては、１棟で３～４か月の施工期間中、およそ２日に１回
のペースで県内外の各現場を直接訪ね、施工のチェック、困りごと相談、進捗
管理を行っていますが、日々車で移動するだけでも多くの時間を費やしている
ことが自覚できました。そこでリモートで現場の状況を把握でき、双方向のコ
ミュニケーションや情報共有ができるツールを導入し、施工管理の効率化に取
り組むことにしました。

建築施工現場

頻繫に現場を訪れ、打ち合わせ、確認

取組んで良くなった点を教えてください

自動で法規計算できるソフトを導入

＜副次効果＞現場のカメラを通してコミュニケーションを取れるので、現場作
業者も大変助かっていると言ってもらえるようになりました。
偶然現場を通りかかって家に興味を持たれた人とリモートでや
り取りをし、商談につながったこともあります。
＜今後は？＞リモート管理を他の現場にも水平展開して、受注件数やエリアを
拡大していきたいです。
お
 客様に向き合い、イメージを形にする、という思いを大切に、今
回得られた余力を生かし、より多くのお客様に応えていきます。

カメラを通じて現場の様子を確認できる

支援企業の声
当社のような小さな会社でも福岡県に支援してもらうことができて、あ
りがたく思っています。アドバイザーが親身になって何でも話を聞いてく
れ、設計工程と施工管理の２つに的を絞って改善策を検討し実行したこと
で、確実かつ大幅に生産性が向上しました。
今回の経験を生かして、これからも自社で生産性向上の取り組みを展開
していきます。
（有限会社 ファインライフ 代表取締役社長 長野喜裕様）

テレビCMやラジオ出演などメディア活用
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Feature articles

＜主な成果＞設計工程では法規計算ソフトの導入により、外注との打ち合わせ
時間がなくなり、外注への委託費用を削減することができまし
た。法規計算は、現在使っている設計ソフトのオプション機能で、
設計と同時に裏でチェックしてくれるため、自社の工数が増える
こともありませんでした。
施工管理では現場にカメラを設置したことで、どこにいてもパソ
コンやタブレットで作業進捗をリアルタイムに確認でき、通話機
能で作業の指示などもできるようになりました。また、現場作業
者も、カメラに併設したモニターで工事計画や部材の発注・納期
などの情報をペーパーレスで見られるようになりました。その結
果、現場に行くのは１～２週間に１回のペースで済み、時間と移
動経費を大幅に削減できました。

