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　診断スタッフによる企業診断ののち生産性アド
バイザーの訪問支援を月に数回行い、約１年～１
年半の長期間に亘り支援し、成果に結びつけます。

　これまで約20の企業は既に成果を得るに
至ってます。
　また、約30の企業には、併設する「福岡県中小
企業生産性向上設備導入支援補助金」を効果的に
活用頂き、大きな成果につなげています。

　支援企業の規模や業種はさまざまです。（図１）

　小規模な企業は、「納期遅れを何とかしたい」
「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が多いので、それに
沿って支援しています。

　多くの企業が、支援を通じ生産性を向上し、
収益力を高めて頂いています。
　また、生産余力、要員余力が生まれたその先に、
売上げの拡大や新商品開発へのシフトなど事業
の発展を目指している企業もいらっしゃいます。

　図２に支援内容を示しています。

　企業の課題と求めに応じ、足元の作業改善か
ら高度な自動化、ＩＴ活用に至るまで、幅広い支
援を行っています。

　成功のカギは、企業のトップから現場作業者に至
るまで、共通の方向性を持っている事、支援を受け
るに際し社内体制を整えている事と感じています。

　Ｐ４、５に具体的な支援事例を示します。

３．支援内容・事例

　（初報はNEWSふくおか令和２年２月号参照）

　県内雇用の78％を占め、県経済の原動力であ
る中小企業が将来に亘り直面する生産性課題に
対応するために、福岡県は、企業診断及び業務
プロセスの改善から設備導入まで一貫した支援
を行う全国初の取組みとして令和元年９月「福
岡県中小企業生産性向上支援センター」を福岡
県吉塚合同庁舎内に開設し活動しています。

　加えてコロナ禍、県勢を支える皆さんが大き
な影響を受け大変なご苦労をされていることに
心よりお見舞い申し上げます。
　それでも前を向いて体質改善強化・事業発展
を目指す企業を支援します。

　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次の中小企業または団体です。

　当センターには、多様な企業で実務＆指導経
験を持つ専門家が集結しています。これら生産性
アドバイザーが、現地現物で伴走して改善・改革
を進め、成果の実現とその定着まで支援します。
　センター利用料は無料で、回数も制限せず、
定着するまで支援します。

　また、資金面で支援するために、設備導入補
助金と融資制度を併設しています。

　センター開設から約１年６ヶ月が経過した現
在、これまで150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。

１．生産性向上支援センターの概要

２．現在の活動状況

福岡県中小企業生産性向上
支援センターについて
＜第２回＞活動状況の紹介

福岡県委託事業

� 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
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図１��支援企業の地域、規模、業種
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⑤自動化･ＩｏＴ ◆ＡＩ/ロボット/センサー/ビジョンカメラなどを活用しシステム化
◆ＩｏＴなど情報ネットワーク技術を活用し、リアルタイム化

④ＩＴ･スタッフ業務改革 ◆事務オフィスやバックオフィス、バックヤードのオペレーション改革
◆ＰＯＳ、ＲＰＡ、クラウドなどＩＴによる画期的効率化、リードタイム短縮

③プロセス改革 ◆ヒト・モノ・情報の流れを把握＆分析、減らす/止める/共通化など工程改革
◆作業原単位/在庫量/仕掛けを明らかにし、レイアウト/稼働/物流を改革

②改善職場づくり ◆ムリ/ムダ/ムラ、やりにくい作業/守りにくいルールの改善
◆「現地現物」「チームワーク」「改善マインド」で職場を改善する文化作り

①作業環境の整備・改善 ◆５Ｓ（３Ｓ）文化。必要なものはより近く、不要なものは思い切って整理
◆労働災害・疾病のリスクのない、安心、安全に働ける作業環境づくり

図２　支援内容（課題のありか）

先進・高度

土壌・基盤
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支援事例①　オートシステム（株）

製作コスト低減とリードタイム短縮を実現　改善文化を醸成

［企業］オートシステム（株）志摩工場
・ＦＡ装置・医療機器をＯＥＭ設計・製造
・これまで経営や販売で外部活用し、
　効果を上げてきた。
・今回、製造現場の見える化と効率化
　を進めたい。

［現状分析と取組み］
１）作業環境改善
　・３Ｓ（整理･整頓･清掃）
２）加工工程の生産状況の見える化
　・マシン毎に計画/実績をリアルタイムに把握、改善
３）改善文化・職場づくり
　・現場管理者の育成、現場の声を生かした改善ＰＤＣＡ

［成果］
１）３Ｓ、段取り時間短縮、加工計画改善
　　→製品製作リードタイムを２週間短縮
　　→月あたり総作業時間を50時間低減
２）改善職場の醸成
　　→改善リーダーの成長
　　→全員参加、現地現物、日々改善の定着

トップの声
「プロの指導により、全社共通の方向性を持って
現場一丸の自発的改善が進むようになった！」

現場リーダーの声
「現場を整理する事で問題が見えるようになり、
改善意識が芽生え、楽しく取り組んでいます」

①作業環境の改善
②改善職場づくり

支援事例②　美容薬理（株）

構えを大きく変えずに生産能力向上→売上げ増加につなげた

［企業］美容薬理（株）（芦屋町）
・天然由来成分にこだわり、
　数々の美容液や食品を生産・商品化
　（栽培、乾燥、抽出、加工、梱包）
・首都圏、関西に根強いファン
・生産が追い付かない。
　構えを大きくせず、増産したい。

［現状分析と取組み］
１）ボトルネック工程の把握と対策
　・液注入装置の仕様と効果を検討
２）作業効率の向上
　・レイアウトの改善
　・軽労化など、やりにくい作業の改善

［成果］
１）生産開始時の段取り作業短縮と
　　液注入装置導入（県設備補助金）　　
　　→生産能力20％向上を実現
２）現場係長をリーダーに作業改善
　　→軽労化と効率化を実現
　　→職場改善文化を醸成

トップの声
「これまでは手順が決まってなく、自己流だった
プロに正しいやり方を学び現場が変わった！」

現場リーダーの声
「改善アイデアと道具の活用で作業が楽になり、
全体の生産性向上につなげることができた」

①作業環境の改善
③プロセス改革

支援事例③　自動車部品製造企業　Ａ社

コロナ禍の減産をチャンスに捉え、プロセス改革を実現

［企業］Ａ社　〇〇工場
・自動車・住宅向け部品製造
　自動車産業の県内地場化の推進役
・金属部品が縮小傾向。
・今後化成部品（ヘッドレストなど）に注力した
　いが収益力が弱いので生産性を向上させたい。

［現状分析と取組み］
１）自動搬送ユニットによる省人化
　　→企業からの提案も、費用対効果が
　　　見込まれず断念
２）物流、補助作業を含め作業分析と改善
　　→ビデオカメラ撮影し、秒単位の作業時間分析
　　→分析結果をもとに改善アイテム洗い出し
　　→レイアウト／物流／作業分担／手順を大幅に改善

［成果］
１）作業工数５％低減
２）作業動線の交差がなくなる
　　などスムーズな作業を実現
３）レイアウトを大きく変え、
　　製品流し方向を逆転→搬送
　　距離を大幅に短縮した。

トップの声
「コロナ禍の減産をチャンスと捉え、
レイアウト変更など大きなプロセス
改革を実現できた！」

現場リーダーの声
「安全で働きやすい職場になった」
「改善が進むチームになった」

③プロセス改革
②改善職場づくり
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支援事例⑤　プラスチック部品企業　Ｃ社

ロボット・カメラ画像検査の導入で無人ラインを実現

［企業］Ｃ社　九州工場
・主力は電気工事関連プラスチック部品製造
　近年、自動車産業への参入を推進、車両機能部品を受注
・複合射出成形（２色成形）技術を手の内化
　製造コスト低減を狙い、当該成形ラインの自動化を計画
　（ロボット、カメラ画像認識技術の導入）

［従来成形ライン］

有人ライン
・取り出し、検査、
　整列収納を全て
　作業者が実施

［成果］
１）完全無人ラインを実現し
作業者１人省人化

２）深夜稼働が可能となり
生産能力２倍

３）県設備補助金を利用
・部品取り出しハンド
・カメラ画像処理装置

トップの声
「本社工場からは実現困難と評されていたが、九州工場の現場技術
により、省人化を実現できた！」「この技術を他ラインに展開し、
省人化を更に進めたい」

⑤自動化・IoT

支援事例④　建設工事評価受託サービス企業　Ｂ社

作業を徹底的に分析、プロセス、データベースを共通化、単純化

［企業］Ｂ社
・建設会社の工事評価受託サービス
・紙資料や多様なデータ情報を
　ハンドで加工集計している
　ため、作業量膨大、長納期

［現状分析と取組み］（実施中）
・情報収集、参照、加工、集約作業全て
　をプロセスフローチャートに書き出し、
　共通化、標準化
・更に、自動化
　（RPA）に向け
　リンクを整理

［成果］（見通し）
１）作業工数低減�1/13
２）納期短縮�1/2
３）手順が共通化でき、誰でも
できるようになった。

４）紙量が大幅に減少し、
オフィスがすっきりした。

トップの声
「ＩＴシステムありきではなく、作業の内容、方法、手順をスタッ
フ全員で整理、ベストプラクティスすることが重要だと分かっ
た！成果を実現し他業務に展開していく」

③プロセス改革
④IT・スタッフ業務改革

　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ください。
　ＨＰ  https://www.f-seisanseikojo.jp
　Ｅ-mail　info@f-seisanseikojo.jp
　☎０９２－２９２－８８９０
　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。

４．問い合わせ・申込み

　福岡県工業技術センターや各地域の福岡県中
小企業振興事務所を始め、各種金融機関、各市
町商工会議所・商工会など、県内で企業に寄り
添う各機関からのお力添え頂き、生産性に課題
をお持ちの企業に当センターを紹介頂くなどし
て申込み、支援に至っていますが、まだまだ知
られていないのが実情です。
　皆様方におかれましては、生産性に課題をお
持ちの企業に当センターを是非ご紹介頂くよう
お願い申し上げます。

５．本センター事業の宣伝・周知


