
人材マッチングモデル事例集
モデル事例　１

事業所 　Ｙ株式会社 所在地 　豊田市 従業員数 120名（うちパート70名）　 アドバイザー　Ｈ氏
業種 　自動車部品の鈑金プレス・溶接 支援実施時期 　平成16年7月～17年1月

支援テーマ 　溶接工程における新規受注部品の生産・物流スペースの確保
　溶接工程の目で見える管理体制の構築と生産性向上

支援の内容、やり方
☆社内の改革推進グループをアシストする形で以下の事項を実施。

①出荷、受入ヤードのレイアウト変更 （ねらい）　製品のスムーズな流れ

②完成品の多回引きシステムと小刻み （ねらい）　生産状況が目で見て
　 な生産指示システムの導入と定着            　分かるように

③上記のねらいを含めた溶接工程全体 （ねらい）　スペースつくり
 　のレイアウト変更

☆実施上の工夫

①新規システム導入に当たって効果予測、問題点摘出、関係者への理解活動を
　ねらった部分的な試行の実施。

②レイアウト変更、システム導入後の細部問題点の徹底解決による定着化

支援による成果
①スペース２１５㎡の確保
②生産状況が目で見て分かり易いラインに変貌
③工場のすっきり感と製品の流れのスムーズ化

モデル事例　２

事業所 　合資会社Ｎ 所在地 　豊田市 従業員数  ６名　うちパート２名  アドバイザー　Ｓ氏

業種 　部品の工作機械加工 支援実施時期 　平成１６年７月～１７年８月

　（途中アドバイザーの交通事故と疾病

　　で約半年中断）

支援テーマ 　就業規則の新規作成

支援の内容、やり方

１．支援事業所の実情を把握し、労働基準法、その他の法規並びに労働基準監督署の

　　各種見解や解釈との適合性を照合した「就業規則」を作成した。

２．やり方

　１）支援事業所で実情の聞き取り調査。

　２）実情をベースに法と照合しながら原案作成（自宅を中心に一部図書館）

　３）原案の作成が実情と合っているか、また、問題点を感じないかを支援事業所に

　　　チェックして頂く。

　４）チェック後、労基署での見解、解釈との照合・調査の上、最終修正を行う。

　　以上を数項目ごとに繰り返し、実施した。

支援による成果

当所の作成計画時期からは遅れたが作成完了した。



モデル事例　３

事業所 　Ｔ株式会社 所在地 　豊田市 従業員数 　９０名  アドバイザー　Ｚ氏

業種 　化学製品製造業 支援実施時期 　平成１７年１１月～１８年６月

支援テーマ 　仕込み工程から出荷までの在庫削減と製品リードタイムの短縮
支援の内容、やり方

　☆トヨタ生産方式に基づいた改善方法で製造工程の改善実践指導
　☆製造製品の「かんばん」運用による生産計画・部材発注方法の仕組みづくり

（具体方法）
　１．トヨタ生産方式の考え方、進め方のスタッフ教育の実施
　２．製造工程のムダを徹底的に排除する改善の実施
　３．「かんばん」運用のための実施内容をステップを追って計画的に推進
　４．新生産管理システム実施のための全工程作業要領書作成
　　※ドラム缶全製品については新生産管理システムによる生産実施。１斗缶製品については容器
　　　置き場スペース問題のため同時実施出来ず、１ヶ月後に水平展開実施。

（取り組み方法）
　１．改善プロジェクトを（営業、技術、品保部署含めて）設置し、経過後に改善活動を推進。
　２．考え方、実践、フォローアップ指導を徹底的に実施。

支援による成果
ドラム缶製品 目標 結果 　１斗缶は２８．３％（５００万円）の低減
在庫 ５０％削減53．3％削減
製品リードタイム１／２短縮７日→３日

モデル事例　４

事業所 　株式会社　Ｔ 所在地 　豊田市 従業員数 　２５名 　アドバイザー　Ｔ氏

業種 　コンクリート２次製品 支援実施時期 　平成１８年５月～２０年８月

支援テーマ 　方針管理と小集団活動の展開
支援の内容、やり方

１．ヒアリングと現状調査の実施　：　社長ヒアリング１１項目、現状調査の問題点　１３項目

２．指摘項目の対応策の展開　：　
　　（主に現場改善事項）対応策の推進　８項目、　改善項目　４２項目提示、未実施・検討項目２０点
　　（工場外改善）決算・収支調査と対応策立案、事務所業務の改善実施、危機管理・規則の制定
　　　以上改善項目　：５７項目　（１８年９月時点）

３．役員、職制へ会社全体に関する事項の教育と方針展開指導

４．方針管理実施事項の点検と指導

５．改善の率先垂範指導　６８項目改善　（１８年１１月時点）

６．以後改善と方針管理の点検指導を継続

支援による成果
１．改善を主体に進めたがある程度定着してきたと判断している。
２．方針管理については１回／月の点検をこまめに実施したことによって初期の目的は
　　達成できた。

事業主の評価
　長期間大変お世話になりました。今後は改善活動に力を入れて会社を変えていきたいと
思います。ありがとうございました。



モデル事例　５

事業所 　Ｒ株式会社 所在地 　豊田市 従業員数 　77名 　アドバイザー　Ｕ氏
業種 　クレーン製造据え付け 支援実施時期 １７年３月～１８年７月

支援テーマ 　クレーン製造における品質作り込みの「仕組み（品質マネジメントシステム）の構築
支援の内容、やり方
　　　１．支援内容　：　全社的な「品質管理体制」（仕組み）の構築をねらいとして
　　　　１）各部ごとの「業務の仕組み（品質マネジメントシステム）」を５Ｗ１Ｈを明確にして見える形に
　　　　　　表現した「業務のフォロー図表」を作成。
　　　　２）各部の「業務フォロー図表」の骨子を一つにまとめ総合した「全社業務フォロー図表」を作成。
　　　　３）業務の仕組みを円滑・効果的に運用するための全社ルールとして「職務権限」、職務分掌」、
　　　　　　「文書管理」、「品質記録管理」を作成。
　　　　４）以上の１）、２）、３）を会社の業務規定として発行し、規定に基づいた全社の業務運営を徹底
　　　　　　して行い、今後も規定として維持していく。
２．支援のやり方
　　　　１）技術部長を窓口として日程、進行の調整、その他連絡を行う。
　　　　２）はじめに品質管理・品質マネジメントの基本的解説を職位、部署別に全員対象として８回に
　　　　　　分け実施。
　　　　３）その後、各部ごとに、順に支援内容の指導を行い、各部９回程度、総計５０回実施。
　　　　４）中途、終了時、専務を交え全員ミーティングを行い進度状況と内容・問題点を確認。
支援による成果

１．業務運営の柱となる業務の仕組みが構築でき、運営ルールも必須なものを規定化できた。
２．会社の幹部に仕組みをベースとした思考が浸透し、根本からの業務改善が進むように
　　なった。　（会社の利益も大幅に向上した）
３．最大の要因はトップのリーダーシップ、強力なバックアップがあった事。

事業主のマッチング評価
１．マッチング事業は中小企業にとってはありがたい。中小企業は経験が少なく、
　　又経験が出来ない状況であり、経験者のアドバイスが得られる。
２．アドバイザーの専門分野をもっと増やして欲しい。又、実際の指導では今回のように
　　基本的な考え方、体系を理解させた上で行えば効果が出るのではないか。

モデル事例　６

事業所 　Ｓ有限会社 所在地 　豊田市 従業員数 　２４名 　アドバイザー　Ｏ氏
業種 　自動車部品製造業 支援実施時期 　平成１７年６月～１８年５月

支援テーマ 　ＩＳＯ１４００１認証取得
支援の内容、やり方
　　　　１．ＩＳＯ取得のための推進計画、推進体制策定の支援
　　　　２．ＩＳＯ導入のための管理者、一般従業員教育の実施
　　　　３．環境方針、環境目的の策定のための支援
　　　　４．環境側面の洗い出し、環境影響評価のやり方の指導
　　　　５．環境マネジメントシステムの文書化の支援
　　　　６．システム運用段階の実施状況の確認アドバイス
　　　　７．内部監査員教育の実施、内部監査の計画、実施における支援
　　　　８．マネジメントレビューの方法、レビューのための情報提供、及びフォローについての支援
　　　　９．文書審査事前チェックシートの作成とチェックの支援
　　　　１０．本審査前のリハーサルの実施
　　　　１１．ＩＳＯ認証取得への豊田市援助金の手続き支援
支援による成果

　平成１８年５月　ＩＳＯ１４００１認証登録（ＪＡＲＩーＲＢ）
　社長が先頭に立って非常に熱心だったことが社員全員に伝わりまとまった活動が
　展開され、支援もやり易かった。

事業主の評価
　当初の計画通り、認証取得が出来て成果が上がった。今後のフォローも期待する。

　　　　　－４－



人材マッチングモデル事例集
モデル事例　７

事業所 　H株式会社 所在地 　豊田市 従業員数  ２２名  アドバイザー　U氏
業種 　工作機械の加工、組付け 支援実施時期 　平成２１年７月～２１年９月

支援テーマ 　品質管理に関する基礎教育

支援の内容
品質管理の基本的な考え方並びに簡単なQC手法を演習を行ないながら教育

支援のやり方（全従業員を対象に１０回講義）
　１）品質の重要性 　６）その３（特性要因図、ヒストグラム）
　２）QCとは？QCの歴史 　７）その４（ヒストグラムの続編）
　３）事実に基づく判断 　８）その５（散布図）
　４）QC七つ道具とは！　 　９）その６（管理図）
　　　　その１（グラフ、チェックシート） １０）QCすとーりーによる問題解決の手順
　５）その２（パレート図）

支援による成果
従業員各自の業務の中に、学んだ考え方や手法を取り入れ、品質管理（QC）の意識が高揚した

モデル事例　８

事業所 　T株式会社 所在地 　豊田市 従業員数 ４５名（パート含む）　  アドバイザー　Ｈ氏
業種 　無機化学工業製品製造 支援実施時期 　平成２１年９月～２２年９月（支援中）

支援テーマ 　①５S（取組み方策）
　②生産性の向上（作業の効率化）

１．支援のねらいと内容
　　　１）活動のねらい ・改善活動を通じ、人材の育成と明るい職場づくり

・全員参加による５S活動
・作業の効率化、ムダ対策

　　　２）活動の内容 ①５S ・５Sの考え方・取組み方と意味

・作業場内不要品の摘出と処置、区画線表示、モノの置き方と置く量

②生産性向上への取組み

　　　 ・作業改善・・・ムダ取り、効率化、モノの置き場見直し

・工程改善・・・作業や設備の配置、トラブル対策

③その他 ・人材育成、多能工化、環境対策

２．取組みの方策 ①５Sの勉強会（工程別に全員を対象に５回実施）

・床に落下物を放置しない（落ちない方法を考える）

・職場をより広く使う為に不要物の撤去・処分

・モノの置き方の基準づくり（積み高さ、置くスペース）

・区画線の整備（作業区域と搬送通路の明確化）

・床面の色分け

・工程毎５S改善の工夫（取組み状況の報告会実施）

②生産性向上で工程毎全員参加の勉強会（ムダ・ムリな作業、安全、品質）

支援による成果 ①改善活動に全員参加させている為、従業員の連帯感が生まれた

　　（支援途中である） ②生産工場が整理・整頓されてきたので、５Sと安全の意識が高揚した
③モノの置き場を見直した為、設備配置と製品流れが明確化してきた

　　　　　　　－５－



人材マッチングモデル事例集
モデル事例　９

事業所 　S株式会社 所在地 　豊田市 従業員数  ２０名  アドバイザー　T氏
業種 　工作機械の加工、組付け 支援実施時期 　平成２３年５月～２３年１０月

　プレス部品の加工

支援テーマ 　ものづくりの思想（TPSに準拠する）の徹底と定着

１．支援の内容
異業種から転職された後継者を育成することを要望されたため、教育支援項目としては
製造業を理解して頂く労働の基本概念及びトヨタ生産方式を半年間に亘り、順番を決め
教則本と現地現物の両面で支援する

２．教育支援項目 １）労働の基本 ５）トヨタ生産方式
２）就業規則 　　①概論
３）労働基準法 　　②TPSの前提
４）OJTの徹底 　　③５S活動の展開

　　④ムダの摘発
　　⑤かいぜん活動

支援による成果
実作業を中心としたトヨタ生産方式の徹底する事により、４Ｓの重要さを学び、更には何が
ムダ・ムラ・ムリなのかを理解し、問題解決の手法等をマスター出来、後継者としての自覚
と自信が芽生えてきた。

モデル事例　１０

事業所 　Ｈ株式会社 所在地 　豊田市 従業員数 １７０名（パート含む）　  アドバイザー　Ｍ氏
業種 　放送・通信業 支援実施時期 　平成２３年８月～２３年１２月

支援テーマ 　①工程分析による見える化 ③工程時間の削減
　②人員の適正化（増員を含めた再編成） ④業務品質基準の策定

１．支援のねらいと内容
　　　１）活動のねらい

・業務の効率化・ムダ対策等の改善活動を通じ、リーダー層の全員参加による検討会の実施
　並びに人材の育成と明るい職場づくり

　　　２）支援の内容

１） 改善の進め方

　①現状把握 　②現状分析　　③あるべき姿の構築 ④プラン－ドウ　⑤チェック－アクション

２） 改善の考え方

　モノづくりもサービス業務もその質とコスト（時間）を向上させるには、個々の業務の『バラツキ』

　を少なくし、平均値を向上させる事です。その為には、業務フローチャートを作成する事で現状の

　の業務の『バラツキ』を可視化（見える化）し、これを抑える事が業務改善につながる。

支援による成果

①工程分析による見える化

　　投入工数の分布等を可視化し、取り組む方向性を導く情報・グラフ化を付与した。

②人員の適正化（増員を含めた再編成）

　　委託物件と自作物件との工数比率可視化による人員の適正化は出来たが、増員を含

　　めた再編成にまでは、時間切れで至らなかった。

③工程時間の削減

　　工程により工数分布のバラツキが多いにも関わらず、各人の工程時間に関する仕事の

　　進め方が収集出来た為、これをもとにグループで分析させ、標準化に導いた。

④業務品質基準の策定

　　・アンケート、グループ討議、リーダー層による検討会の実施を重ね、業務品質基準の

　　 試行版を作成した。

　　・この基準を使い業務評価したところ、あるべき姿に近い事が立証出来た為、試行版を

　　 更に工夫修正を加え、業務品質基準書とした。

　　　　　　　－６－



人材マッチングモデル事例集
モデル事例 １１

事業所 所在地　 豊川市 従業員数 １１０名  アドバイザー　Ｓ氏
業　種 　金属加工製造業 　　　平成２４年４月～平成２６年３月（継続中）

≪支援のねらいと内容≫
　　　１．活動のねらい 職場力の強化
　　　２．支援の項目・内容

１） 改善の目標
　①良い品質の製品をより安く・タイムリーに市場供給する企業体質を再構築する
　②環境変化に柔軟に対応できる強い体質の職場づくりを推進する
　③現場経営力を強化する

２） 支援の方法
　①現場で、具体的に実践的問題解決と改善活動を行なう
　②人材育成は、技能（仕事）を伝承するため各標準化の必要性がある為、３ステ
　　　ップに分けて支援する

(1)知　識・・・知る（座学）
理解する（机上訓練）

(2)技　能・・・やれる（現場実践）
(3)意　識・・・やる（自律化）

やり続ける（自立化）
≪支援による成果目標≫
　　　１．生産能率を１．０以上に高める活動のねらい（労働生産性の向上）
　　　２．モデル現場の設備生産性、材料生産性、エネルギー生産性などの向上
　　　３．多能工化の実現（生産性を低下させずに環境変化に対応する職場づくり）

１） 作業標準類の整備
２） 定常作業と非定常作業を分離し、ベストミックス化の推進

３） 受注量に合わせて工数の増減できる工程（職場）づくり

モデル事例 １２

事業所 　Ｆ株式会社 所在地 春日井市 従業員数 ７０名 　アドバイザー　Ｚ氏
業種 　自動車鈑金塗装サービス業 平成２５年３月から平成２５年８月まで

支援テーマ 　車両の鈑金塗装修理リードタイムの短縮
≪支援のやり方≫
　　　１．取組み目的、改善内容、目標を明確にし、計画的に改善活動を推進する。
　　　３．改善の考え方、実践、フォローアップ指導を現地現物で徹底的に実施する。
　　　２．「人材育成と継続改善の企業風土」を作る為、従業員を捲き込んだ活動を展開する。

≪支援の内容≫
　　　１．３Ｓ（整理・整頓・清掃）活動と、職場のあらゆるムダを徹底的に削減する取組みを実践する。　
　　　２．修理車両の工程間流れが一目で分かるように、「目で見る管理」システムを作り上げる。
　　　３．修理車両引取りから納車までの業務を流れ化（一気通貫）し、滞留時間の削減を図る。
　　　４．情報の迅速化と、人・物（車両）の動き削減の為、やり方、業務場所、レイアウト改善の実施。
　　　５．修理完了車両の検査方法の改善及び体制強化の実施。
　　　６．修理業者を訪問し実態把握と、管理者を通じて、納期・品質異常改善の依頼実施。

≪支援による成果≫
　　　１．車両引取りから納車までのリードタイム３日（約２０％）短縮。
　　　２．再修理件数（品質クレーム）約５０％削減。
　　　３．代車車両数の減少による管理費用の約１０％削減。

　　　　　　　－７－

支援テーマ

　 支援実施時期

人材育成による現場経営力向上

　Ｍ製作所

支援実施時期



人材マッチングモデル事例集
モデル事例１３

事業所 ブルーバード 所在地 豊田市 従業員数 １３名  アドバイザー　Ｓ氏

業種 支援実施時期 平成２５年５月１日～平成２６年３月（継続中）

支援テーマ 　 ブルーバードのＮＰＯ法人化への立ち上げと「ワーク・ライフ・バランス」の普及・啓蒙

≪支援の内容・やり方≫
・ブルーバードの方針・目標設定
・ブルーバードの活動内容
・ブルーバードのＰＲ活動

≪具体方法≫
・ブルーバードの活動方針の明確化 ⇒　リーダーの考えをしっかり打ち出す
・ブルーバードの目指すところの明確化 ⇒　ワークライフバランス（仕事と生活の調和）

⇒　男女共同参画（性別に制限されず能力を発揮
　　　　　　　　　 　　　し、豊かな社会を築く）

・活動内容の明確の検討 ⇒　会社訪問し普及啓蒙、セミナー活動、相談会
・ブルーバードのＰＲ活動　 ⇒　とよた広報、とよたホームニュース、チラシ等
・ＦａｃｅｂｏｏｋによるＰＲ活動　 ⇒　ブルーバードのホームページ作成
・事業に対する社会的ニーズの把握と企業の現状情報提供
・グループでの客先訪問活動

≪取り組み方法≫
・毎月の定例会 ⇒　メンバー同士で活発的意見が出やすい雰囲気をつくる　⇒　意見尊重
・良いと思った内容（項目）は計画に盛り込む

支援による成果
・平成２６年３月７日　特定非営利法人 ブルーバードの設立総会開催
・会社訪問による普及啓蒙、各種セミナー活動、相談会等が軌道に載ってきた
・代表者（女性）が素晴らしいリーダーシップを発揮し、活動が活発化してきた

モデル事例１４
事業所 T株式会社 所在地 豊田市 従業員数 約　７０名  アドバイザー　K氏
業種 自動車、同付属品製造業 支援実施時期 平成25年4月～平成26年3月（継続中）

支援テーマ 衛生管理者（労働安全法）育成支援

≪支援の内容・やり方≫
１） 労働安全衛生規則　第七条二項に準じ衛生管理者として従事する（事業場の専任を置く）
２） 労働安全衛生規則　第十一条に基づく業務を行う（毎週定期巡視と権限）
３） 労働安全衛生規則　第十二条に基づき衛生管理者の業務を行う（衛生に関する管理）

≪具体方法≫
１） 労働完全衛生法に基づく、第一種衛生管理者免許の有資格者が欠員の為、これらの

業務を行う
　◇安全衛生委員会に出席し衛生管理者としての業務を遂行、指導する
　◇毎週一回職場を巡視し労働安全衛生規則第十一条準じた業務を実施する

≪取り組み方法≫
　◇上記の内容は其の都度記録に残し、総括安全衛生管理者に報告書を提出する
　◇年度全社安全衛生計画書を作成しこれを基本に活動を展開する
　　　・安全衛生委員会組織の作成 　⇒　組織体制の確立
　　　・避難経路の作成と役割の明確化 　⇒　避難訓練の実施
　　　・リスクアセスメントの展開 　⇒　危険領域に人を介在させない
　　　・ヒヤリハットの職場展開 　⇒　全社でヒヤリハットの提出運動展開
　　　・安全委員会で職場巡回実施 　⇒　問題点・課題の改善

支援による成果
・１回／月、安全委員会で各職場の問題点を出し、自分達で出来る改善は実行し、大きな課題・
　問題点は、生産技術等で改善できるようになって来た。
・安全意識が少しずつではあるが向上してきたと思われる。２６年度は、計画書の作成から具体
　的活動項目まで自分達の考え方を入れ展開する準備をしている。

　　　－８－

　 ワーク・ライフ・バランスの普及啓発


