コラム・商い見せます ¦ 大阪府中小企業家同友会
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コラム・商い見せます
『商い見せます」は、大阪同友会会員企業の商売をご紹介するコーナーです。
会員向けの月刊 誌「OSAKA 中小企業家」で紹介した記事を掲載しています。
2017年バックナンバー

1月号 | 2月号 | 3月号 | 最新号

2016年バックナンバー

7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号

2016年バックナンバー

1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号

縮小する市場の中で、まじめに仕事を続けていたら同業他社が少しずつ業界からフェード
アウトしていた。その中で、業績が改善しているのは同友会での「出会い」「学び」からで
はないだろうか。（2016年6月号）
多品種、小量加工、短納期。さらに縮小を続ける市場。厳しい
経営環境の中で生き残り、売上を伸ばすため、M&Aや集約化、
ものづくり補助金の活用など「必要と思われる手段は講じてい
る」。そこには同友会での「出会い」「学び」が生かされていま
す。ステンレス研磨という限られた世界の中で、「会社を良くし
たい、社員のライフワークバランスを少しでも良くしたい」と懸
命に努力、工夫を続ける松田社長。今回は、堺市美原区にある本
社工場に多忙な松田さんを“やりじまい”の第二土曜の夕方に訪問

松田ステンレス研磨（株）
代表取締役
松田 英一郎 氏
（EAST さかい支部）

して経営に関するお話をゆっくり伺いました。

●歴史と業態
現在の松田ステンレス研磨(株)は、1969年にお祖父さんが設立。松田氏は３代目の社長。も
ともとは、練炭や豆炭を扱う炭屋でしたが、お祖父さんが弟さん二人を研磨屋さんに修業に行
かせ、その後、開業したのが始まりです。研磨の仕事は、当時は加工機械が安く参入が比較的
に容易だったそうです。松田社長は、お父様が亡くなられ9年前に社長を引き継ぎました。
お客様はほぼ100％問屋さんですが、１件のお客様に売上の大多数を依存しており、その比
重を下げることが課題。現在、板類の研磨を専業でしているのは、大阪で8社と狭い業界で営
業をかけるとすぐに苦情がくるそうです。
●ステンレス研磨とは
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ステンレス板は支給で、問屋さんから多種多様な物を預かっており、材質は主
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にSUS304と430。薄板では厚さは0.3ｍｍ～6ｍｍまで。板の大きさ
も4×8、5×10（尺）、1×2、1×3（ｍ）など多種にわたります。片面か両面か、どのような
研磨をするのか。朝に「何枚加工してほしい」の依頼が来て、夕方に届ける。もっと厳しい納

TEL：06-6944-1251

FAX：06-6941-8352

期の場合もあるそうです。キズがあれば返品になる、工賃は決まっているのに、まったく生産
計画の立たない仕事でもあるとのことです。
訪問当日工場では、ちょうど1×2ｍの研磨済の板に保護のテープを貼る作業中で、これも種
類がポリ、エンビ、膜の厚み、接着材の種類や強度が多様にあり、指定のものを貼って出荷し
ます。保護テープ貼りは松田ステンレス研磨の材工持ちになり、種類により利幅がかわるそう
です。

●現状と展望
現在稼働している同業者でも、仕事量の減少や後継者の問題で廃業の可能性があると噂され
ているところが何社かあります。そうした経営環境の中で仕事を続け、少しずつですが仕事を
増やせているのは「松田ステンレス研磨の技術に対する信頼」からとのことでした。
この２、３年は、非常に忙しく、ぎりぎりの人員で稼働させているため残業が多くなってい
ます。皆で話し合い、とりあえず人を増やすより残業で乗り切ろうと決めたそうです。
社員さんは遅刻もなく毎日一生懸命働いています。それは、松田社長も以前は現場で一緒に
作業をしており、一緒に働いていた社員さんたちの「社長も一緒に苦労してきた」という連帯
感に負うところが多いためでした。「しかし、それに甘えていてはいけない。長時間勤務がな
いように改善したい」と常に考えていました。幸い工場長に工場の仕事を完全にまかせられ
る、それなら経営状態のよい今のうちに新工場をつくり、新しい機械を導入し、雇用を増や
し、労働環境の改善ができると答えを出しました。
●M&A
古くからの同業者から“Ｍ＆Ａ”の話が持ち込まれてきました。生野区でパイプやバーの研磨
を3人で行っていた工場が1人になり廃業寸前になっている。先々を考えると必要な技術を持っ
ている。今までの外注先でもあり廃業されると困ること、重複しない得意先もあることなどか
ら買い取る決断をされて、今年１月から社員さんとして働いてもらっているそうです。
生野工場を閉鎖して、お好み焼きの鉄板を磨いている平野工場を整備し、新たに機械を設置
し稼働させる予定でしたが、買い取ってから生野区で地場の顧客があることに気がつきまし
た。「機械化されておらず効率が悪いのですが、お客さんに迷惑がかからないように考えて、
今は生野工場をそのまま稼働させている状態です」とのことで、集約化が急がれる状態にある
そうです。
●設備投資
新たな挑戦として高度な加工ができる機械を“ものづくり補助金”を活用して購入、加工品に
対する付加価値や不良品（材料の不良に起因することが多く原則、問屋さんの負担）の減少を
考慮したものだが、それ以外にも本体を補助する機械の導入、クレーンや受電設備の能力アッ
プなど稼働体制を整えることが、平野工場の整備集約とともに急務です。補助金の機械は、こ
の６月までに完成しないといけないが、メーカーが１社という特殊事情以外に、松田社長の
日々の仕事量があまりに多く本来の社長として動くに動けない状況が続いていて「とにかく急
がなあかん」状態にあるとのことですが…。
●同友会と経営
「経営指針のときも勉強になりましたが、今回“M&A”のときも同友会で知り合った社労士さ
んに、中に入ってもらいました。“ものづくり補助金”のときも同友会のコンサルタントの方に
お世話になりました。一人では踏み出せないことも同友会の人脈のおかげで先に進むことがで
きました。そういった意味で同友会はありがたい存在でした」松田社長の言葉です。
取材の中で「研磨という仕事は、規模が縮小してもなくならない。時間が他の業種より時間
がゆっくり経過していると感じている」と話されました。そのため
設備投資などのタイミングが難しいとも言えるのではないのでしょうか。自社をよく分析し、
業態や経営について勉強されていますが、勇気をもって前進できるのは同友会の「出会い」
「学び」が裏付けになっているのではないかと感じました。

取材／廣岡・菱田
M&A：『Mergers（合併）and Acquisitions（買収）』の略。今回の場合は買収。
ものづくり補助金：国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するた
め、認定支援機関と連携して、革新的な設備投資やサービス開発・試作品の開発を行う中小企
業を支援するもの。
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企業名： 松田ステンレス研磨株式会社
所

在：堺市美原区今井
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資 本 金：5,000 万円
社 員 数：9 名（正8 名、パート1 名）
事業内容: ステンレス板を主とした
研磨及び保護テープ貼
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鉄は冷たい間に鍛て！！ 幸福な生活の実現のための企業作り。（2016年5月号）
福地金属(株)は冷間鍛造によって自動車部品の加工前素材を作
る会社です。父親が昭和36年に住まいの横の6坪のスペースで創
業。冷間鍛造の技術で創業55年を迎えます。鉄を加工する場
合、熱して柔らかくしてプレスするのが通常ですが、常温でプレ
スするのが冷間鍛造です。熱くして加工したものは冷却後の収縮
が生じますが、常温で加工するため、収縮がなく精度の高い部品

福地金属（株）
代表取締役
福地 守 氏
（平野支部）

を作ることができます。専務として、社長として汗まみれになり
ながら鉄を鍛ってきた福地社長に福地金属(株)の魅力と幸福な生
活の実現のために社員とどのように向き合ってきたのか。
バブル崩壊から、今までをインタビューしました。

●経営者の勉強の場
冷間鍛造の技術に支えられ、福地金属は右肩上がりの成長を遂げました。福地社長は来る日
も来る日も鉄を鍛ち、仕事をこなし、一人で会社を背負っている思いでいました。社員は自分
の指示に従ってくれさえすればミスもなくうまくいくと思い込んでいました。仕事は「まだす
るの」というくらいどんどん受注がありました。
ところが、バブル崩壊で仕事が激減。「いい時に廃業するか」という父親の考えもありまし
たが「俺にできることは冷間鍛造しかない」と飛び込み営業に駆け回りました。しかし結果は
伴いません。そんな先行き不安の中で、異業種交流会のファックスを見ました。早速、異業種
交流会に参加しましたが、仕事にはつながりません。その異業種交流会で偶然同友会会員の方
と出会い、例会にゲストとして参加しました。参加してみると「経営者が経営の勉強をする」
ということを知りました。福地社長は日常業務が経営なのだから、毎日経営をしている。経営
を勉強というのは「経営学」を学ぶことであり、それは大学生の勉強だと考えていました。
●セミナー受講
同友会に入会して3年目。指針セミナーに参加したのですが「何で経営しているの？」と聞
かれて、その質問の意味がわからず、「単に家が商売していたからじゃないの？生きている人
に『何で息をしているの？』と聞くのと同じだ」と感じました。ただ「何で」の問いかけの繰
り返しが、初めて自分のこと、会社のことに目を向けるきっかけになりました。父は自分の家
族を養うために会社を始めたのだろう。それなら私は自分の家族や社員の家族までを養うため
に頑張ろう。そうすると会社も成長するし、自分たちの存在価値も上がると気づきました。
セミナー後、会社に戻るとさっそく社員に慰安旅行を取りやめ、社員研修をすることを宣言
しました。そうすると皆に反発され、父親にも「機嫌よく慰安旅行連れて行ったら」と、言わ
れて寂しい思いをしました。ある日、焦りの中「このままじゃあかん。成長しないとあかん」
と社員に言うと「この会社、このままではあかんなら、ほか行きます」とやめられてしまいま
した。私はせっかくのセミナーの学びを、どのように会社に持ち込んでいいのだろうか悩むば
かりでした。
経営指針の作成や社員教育を同友会で学んだことを、そのまま取り入れても明日から会社が
よくなったり、社員が自主的に動いたりしません。その学びは自社で実践してアレンジしてい
かなければなりません。福地金属でいえば、単純作業の中に「やりがい」を見つけて、社員と
一緒に考え前に進める社風を作ることが大事だと気づくのに10年かかりました。
●儲けの秘訣教えてください
昨年、慰安旅行が復活しました。何が大きく変わったかと考えると、自分自身が社員を育て
る覚悟ができたということです。専務という立場で現場を任されていたころは、私のやり方を
何も考えずそのまま真似てほしい。そうすると失敗するリスクが極めて少なく効率がいいと考
えていました。しかし、社員が30才になった時に、会社がなくなるとなれば申し訳ない。じ
ゃ、どんな会社にならなければならないか？社員たちが自ら考える組織を作らなければ生き残
れないと考えました。そう考えて、まじめに頑張ればうちの会社がなくなるはずはないと。私
たちは大企業のように大量生産による低価格化はできないけれども、小ロット、短納期の市場
なら強みを発揮できます。また、お客さんの手間を省くために冷間鍛造以外の加工も受けて外
部に協力してもらい納品することも可能です。展示会とホームページでアピールすることにも
力を注いでいます。「以前の展示会でお見かけしました。こんな加工できますか」と声がかか
ることもしばしばあります。社員全員が誰にでも気持ちよく接することができるように心がけ
ていたら、売上向上につながっていくはずです。そう信じて日々の労働に励んでいます。
今ではお客さんとの打ち合わせに社員も参加してもらい、お客さんの相談に対して一緒に考
えてもらうようにしています。そうすると、失敗もしますが、社員が自分の考えで創意工夫す
ると、今までよりいい商品の提案ができたり、作業効率のよい方法も見つけることができるよ
うになりました。
●自社の存在価値を持つために
仕事がいつなくなるかもしれない、他社がもっと高品質、安価な仕事をすることによってそ
の仕事がなくなる可能性もある、いい社員が入った、よっしゃ、仕事増やそうと思った矢先に
その社員が辞めることもある、そう考えると不安で仕方がありませんでした。自分の中での計
画では経営がよくなると思っていても、なかなか計画通りには進まない、いつになったら安定
的な経営ができるのか、どうしたら社員が絶対にやめないのだろう、どうしたらお客さんがな
くならないのだろうと考えると、そこに明確な答えがないことに気づきました。つまりお客さ
んや、社員の要望の変化に常に応えていかなければ、安定的な経営はできません。これは大企
業でも、中小企業でも同じだと悟りました。おそらく、ここまでやったら経営は終わりなんて
ことはなく、ずっと、変化に対応しながら努力し続けないといけないのだろうということ。社
員一人ひとりが問題意識を持って商品作りに取り組まなくてはいけないと思います。そうすれ
ば、10年後も30年後もこの会社の存在価値が生まれると信じています。

●取材を終えて
福地さんは同友会の学びを実践する中で失敗を繰り返し、結果を出してきました。失敗して
もあきらめず、前を向いてきたのには、社員さんたちやその家族のために会社を存続させる覚
悟があったからだと思います。
今回、初めて「冷間鍛造」という言葉の意味を知りましたが、日本の高度成長とともに成長
した技術が現役で活躍しているのに感心しました。そして、この大切な技術を福地金属は社員
さんと守って次の時代に継承するのだろうということを確信しました。町工場の魂に触れる取
材でした。ありがとうございます。
取材／情報化・広報部

荒田・大山

Profile
企業名： 福地金属株式会社
所

在：大阪市平野区加美北

設

立：昭和42年4月

資 本 金：1,000万円
社 員 数：15名
事業内容: 金属の冷間鍛造
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「真心込めた」時間を大切に、和の心から伝える残したい食文化と風景（2016年4月号）

新たな食文化の表現と地域の人々がつながり大切なものはなに
か…これからも伝えていきたいものはなにか？
新たなお茶のブランド『和美茶美』（わびさび）は茶源郷・和束
町のお茶畑が作りだす美しい景観と、和束茶が持つ茶葉本来のお
いしさを表現するために生まれました。
お茶はその茶葉の品質や淹れ方も重要ですが、お茶を淹れる人
の心、つまり「おもてなしをする気持ち」が大切です。そして
『和美茶美』は『おもてなし煎茶師』を通じ、そのおもてなしの

（株）リバーフィールド
代表取締役
山岡 和美 氏
（東大阪西支部）

日本の心を世界中の方々に伝えようとしています。
和束町は京都の南山城地区にあり、滋賀県、三重県、奈良県との県境に位置する町で国
道163号線を木津川沿い東に走り、笠置山手前を北へ、険しい山並みを抜けると緑あふれる茶
畑の風景が目に飛び込んできます。急斜面に広がる和束の茶畑の風景は日本遺産にも選ばれて
います。しかしこの十数年間で茶葉の消費量は半分近く減ってきており毎年７％程度、減少し
ています。このままでは和束の美しい景観がなくなってしまう…。
今回の「商い見せます」は、パンの製造とオリジナルな企画を通じて地域活性化に取り組ん
でいる『リバーフィールド』の山岡社長とその取り組みの一環である和束町を訪ねてきまし
た。

●パン工場「リバーフィールド」
摂津市にあるリバーフィールド社は普通のパン屋さんとは違い、工場で作ったパンをホテル
やレストラン等に納品している会社です。目指しているのは、見て楽しく、食べておいしい、
笑顔になれるパン、食べて健康になれるパン作りです。
取引先がホテルであったためプロデュース事業も手掛けており、得意先のオリジナル商品の開
発や販売、ブランド品のプロモーションを行い、ジャムやジュースなどパンにまつわる商品を
ホテルやレストランのオリジナル商品として企画・開発・販売しています。
また、リールのカンパーニュ専門販売サイト『デ・リール』にて、一部のおすすめパンをネ
ット販売しています。
●パンから学んだ食文化の違い
山岡さんは社長に就任して10年目。前職はヨーロッパのツアーを作る会社で自社ツアーのコ
ンダクターとして度々ヨーロッパへ同行することがあり、さまざまな国の歴史や文化に触れ、
お客様に説明する機会に恵まれ多くの学びを得ました。特に食文化については、ごはん党であ
った山岡さんですが、現地でパンを食べてみると、チーズやワイン、そして濃厚なソースに合
う主食として、ヨーロッパの食事に合うように作られているとわかりました。その実体験から
会社でのパン作りは、料理長が求める洋食に合うパン、特にフランス料理に合うパン作りを通
じてヨーロッパの食文化を継承するパン作りで新たにホテルやレストランに提供し続けていま
す。それと同時に、失われていく伝統和食材をパンに取り入れて和の食シーンにも合う和食文
化を継承するパン作りをして食べて健康になるパンを切り口に新たな販路拡大につなごうとし
ています。
●茶源郷・和束町との出合い
グリーンツーリズムに興味のあった山岡さんが、知人から「グリーンツーリズムに食でかか
わりませんか？」と誘われ出合ったのが和束町でした。和束町は800年以上前の鎌倉時代から
お茶の生産で成り立っている町で茶畑の美しい景観が日本遺産にも選ばれています。茶畑の中
に民家が点在しており、人々の営みが見える茶畑の景観が見られます。急斜面でつくられる茶
畑には大きな重機が持ち込めず人の手によって丁寧に摘み取られます。だからこそ力強くおい
しい茶葉が育ちます。ですが、いつかこの景観がなくなるかもしれない。この和束の美しい景
観を守りたい、世界に和束茶を知ってほしい、その活動に参加したことがきっかけとなり、パ
ン事業とお茶=食とツーリズムでなにか事業化していこうという活動の足掛かりとなりまし
た。
●和束茶のブランディング
和束町のお茶は高品質でシェアが高く、煎茶としては日本一高い価格で取引されています。
しかし、宇治茶の一部として知られているため、和束茶という名前は全く知られていません。
リバーフィールドのパンも高級ホテルに納品していますが和束茶同様にリバーフィールドの工
場でつくられているとは一般的には知られていません。似たような状況の中、どうすれば和束
茶のブランドが作れるのか?
山岡さんはクライアントでもある高級ホテルに和束茶のプレゼンをし、新たなお茶の魅力を
表現しようとお茶をワインのように提供したり、一種類の茶葉で淹れ方の違いによるおいしさ
の違いを体験してもらったり、茶師によるおいしいお茶の淹れ方のデモンストレーションを企
画したりなど、茶葉の楽しみ方を発信しました。そしてホテルのロビーラウンジにて、いつで
も美味しい和束茶をお楽しみいただけるようになりました。
これらのプロジェクトは、和束町のお茶農家・上嶋さんとの出会いから始まりました。煎茶
の魅力・和束町のことを知ってもらうためにいろんな取り組みをしてきました。社員さんが開
発した和束のお茶とパンのコラボによる「和風レーズンパン」はカリフォルニアレーズン協会
のコンテストで大賞を受賞しました。また学生向けに和束町へ茶師に会いに行くツアーなどの
企画も評判となりました。そして昨年夏には、外務省主催（一般社団法人女性と地域活性推進
機構）の『ＷAＷ！２０１５・女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム』においては、煎茶
が来賓の方々のおもてなしのツールとして活用され、安倍首相夫妻、リベリア大統領やケネデ
ィ駐日大使に、煎茶をふるまう機会を得て「とてもおいしい」との好評を得ました。こうした
一つひとつの取り組みによって和束茶の魅力を伝えることによってブランド力を確実に高めて
いくことに繋がっています。
●おもてなし煎茶師
今回の取材では、『おもてなし煎茶師』制度を体験しました。和束茶の茶葉本来の力の味と
香りを体験し、自分にとって美味しいお茶を淹れることの楽しさを知って少しでも美味しく淹
れられるようになる。そんなおもてなし煎茶師セミナーでは、小さな器に少しずつ低い温度で
和束茶を淹れる、本当においしい煎茶の淹れ方を習得しました。煎茶を淹れながらの会話、
味・香りをゆっくりと手をかけて楽しむ。そこに時間の豊かさがあり、便利さを追求してばか
りで忘れかけていた「てまひま」をかけ、「真心」をこめる「おもてなし」の精神に通じるも
のを感じました。我々の会社内においても社員や得意先にお茶のふるまいがコミュニケーショ
ンツールになるかと思いました。山岡さんは次なる仕掛けに、子どもたちや法人様向け、おも
てなし煎茶師企画も考えているとか…。
●取材を終えて
山岡さんの日本の食文化の未来を考える思いが、守っていかなければならない地域活動に繋
がってきています。リバーフィールド社の企業理念「真心こめた商品作りで世界の人に幸せ
を」の実現へ、心身ともに豊かで健全であるということ、その土地々々が育んできた力に先人
たちが培ってきた『おもてなしの心』その土地で生まれた食材、そして景観。
本当の意味での地産地消に気づいた取材となりました。

※補足資料として
『おもてなし煎茶師』での茶師とは、ブレンダ―(調合)とはちょっと違います。お茶を生産す
る農家さんで味を見極め、ブレンドし、
一定に保つことができる人。またお茶の魅力を人々に啓蒙できるプロとして知識や技術を持ち
合わせ、後継者を育てている人の
ことと定義しています。
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資 本 金：2,000 万円
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現場を起点とした 経営改革への取り組み（2016年3月号）
～コンベアのものづくり経験を活かして～
大阪市鶴見区の花博記念公園鶴見緑地の南側にある株式会社大
西製作所は、昭和34年設立以来、株式会社椿本チエインの出資
企業として、「ツバキばらものコンベヤ」の設計・製作をしてい
ます。2015年2月には、本社の敷地内に新工場を竣工され、そ
の外観は白と青色に黄色のアクセントが爽やかな建屋です。
大西製作所のものづくりは、営業見積・設計から製作・出荷ま
での一貫生産体制が特徴で、品質・価格・納期を統合された高い
レベルで提供をされています。研究開発室の室長である大西さん

（株）大西製作所
研究開発室 室長
大西 隆裕 氏
（京阪支部）

に、大西製作所の技術力・設備力・生産力を活かした事業展開と
経営改革の取り組みについてお聞きしました。

●ものづくりのノウハウを蓄積
大西製作所は、大西さんの祖父が株式会社椿本チエインからコンベヤ装置の製作を中心とす
る製缶溶接作業の仕事を下請けする子会社として創業しました。現在も、30数社ある関連会社
の1社としてマテハン事業(マテリアルハンドリング)の1分野である粉粒体搬送コンベヤの製作
をしています。そこで培った知識・製造技術を活かし、お客様のニーズに沿ったさまざまな産
業機器の受注生産を行っています。また、創業当初から携わっているコンベヤなどの機械装置
完成品だけでなく、板金部品の製作にも大西製作所の持つものづくりのノウハウが活かされて
います。
大西製作所の現場の強みは、鉄(金属)を、「切る」・「曲げる」・「つなげる(溶接する)」・
「塗る」のコア技術が内製化されていることです。これらの 技術を組み合わせて、さまざまな
金属製の構造物を製作しています。こうして作った箱形などの金属構造物を本体として、モー
ターや歯車、チェーンなどを組み 込み、コンベヤを作っています。セメントなどの窯業や鉄
鋼・非鉄金属などの素材産業プラントを中心に、24時間稼働などで故障により止まることが許
されな い現場の設備を扱うため、簡単に壊れない信頼性の高いものづくりが何よりも大切にさ
れています。また設計も自社でしているので、それぞれの現場に合わせた バリエーション豊か
なものづくりのノウハウを蓄積しています。
●経営危機からの経営改革の取り組み
この10年ほどの経営を遡ると2005年頃に材料である鉄の価格が高騰し売上げが減少しまし
たが、2008年には自動車業界が好調になり、それに伴い仕事が急増し景気が良くなりまし
た。ところが、2009年にリーマンショックの影響で再び荒波が来て、新規の受注が1年ほど止
まってしまうという事態になり ます。耐え忍ぶ中で、さらに2011年3月の東日本大震災があ
りました。
素材産業であるお客様のプラントは、原材料を海外から輸入してきて物をつくり、国内外に
船で出荷するということで、青森から千葉にかけての東日本の太平洋沿岸に数多くあります
が、この震災で大きな被害にあいました。この状況では、新しい仕事の見込みも厳しくなり、
もう耐えるのも限界だということで、工場の土地を売って大阪市外へ移転するという計画も出
ましたが、現在地で変革に取り組み新たな道を開拓することを選ぶのです。30数名の社員の雇
用を守るため にも、経営改革へ本格的に取り組みました。
社長であるお父さんと共に親子で過去のしがらみを捨てて、会社を変えようという決意がな
んとかできたのが、続けていけた理由でした。その中で、大きな人件費であった高齢の幹部社
員にも辞めてもらいました。また社長の給与も大幅ダウンさせ、大西さんと同年代の若い主任
や係長の育成を行い、二人三脚で現場を切り盛りしました。幹部社員を育てる取り組みに並行
して、社員を巻き込んだ経営指針を確立し、親会社に頼らない自立した経営をできる会社にし
ようという方向性です。
今までは親会社の経営計画に従っていましたが、2013年に同友会の経営指針セミナーを受
け、独自の経営戦略に基づく、3カ年の中期経営計画を2014年に作成しました。全社員が、経
営をわかった上で仕事をしていく体制を作らないといけないということで、経営指針書もつく
りました。こうして幹部社員を育てることに注力することで、さまざまな意見もでるようにな
ったので、次回の中期経営計画は幹部社員と一緒につくる予定だそうです。

●一貫生産の体制を強化
中期経営計画に沿った経営改革として、既存事業のテコ入れと新事業への取り組みが大きな
柱となっています。大西製作所でのものづくりの仕事は、これまでは プラント設備などの完成
品を受注生産にて作ることが中心でした。そのため、会社組織や設備もそれを念頭に置いた構
えです。しかし最近の仕事は、短納期の仕 事も多く含まれるために現場の工程に隙間ができや
すくなっていました。そこを補うべく、完成品より一歩手前のプラント設備の半完成品や、さ
らに細かく分け た部品づくりなどの仕事の受注に取引先を巻き込んだ自社営業で力を入れてい
ます。
自社の強みである複数工程の作業を内製する体制を強化すべく、金属板の切断や曲げ加工の
生産ラインを新設備の導入や新工場の竣工と共に一新しています。 各工程が離ればなれになっ
ていた現場を、ものの製作順序に沿った一連の流れに再構築し、一貫生産の体制を強化してい
ます。それに伴って今まで取り扱ってい なかった分野の仕事を受注し、これまでのコンベヤを
中心としたものづくりの経験を活かした新しい仕事に取り組んでいます。
●技術継承の取り組み
大西製作所のものづくりの現場は、職種別に大きく分けて5つのグループです。その中で技
術継承をそれぞれ進める必要があるので、基本的には2人1組での 作業体制を組み、若手がベ
テランから直接学ぶスタイルをとっています。外部経営環境の厳しさから10年近く現場の新卒
採用を控えていましたが、昨年より再 開し、来春も1名が入社予定です。同友会でもよく話題
になりますが、受け入れ体制の整備を通じて既存の社員の日常業務のさまざまな見直しにつな
がっている とのことです。
大西さんが自社へ入社する際、父である社長からこのままでは安定した経営と将来に対する
希望は持てないので、第2創業をするように言われたそうです。大 西さんが取り組んでいる環
境関連機器の自社製品開発も、もう少しで日の目を見そうだとのことです。これからの大西製
作所は、さまざまな取り組みが相乗効果を発揮し、安定した経営が実現することで、将来に希
望が持てる会社になっていくと感じさせられました。
取材／情報化・広報部

今井
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企業名： 株式会社 大西製作所
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在：大阪市鶴見区横堤
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資 本 金：4,600 万円
社 員 数：30 名
事業内容: 搬送機器( チェーンコンベヤ)・各種産業機器の設計製作、鋼板加工
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一生メンテナンスしますよ（2016年2月号）
～お客様に永く使っていただける、よい家具をつくる会社であり続けるために～
株式会社中村木工所は、時代とともに扱う木製品を少しずつ変化
させながら、80年以上の歴史を重ねてきました。3代目社長の中
村和秀さんは、仕事に対してこだわりを持ちながらも、他の経営
者さんから学ぶべきことは柔軟に取り入れています。大量生産で
は実現不可能な、お客様に合ったよい家具を提供する会社であり
続けるために、現状に甘んじることのないよう自分を奮い立たせ

（株）中村木工所
代表取締役
中村 和秀 氏

るのだという中村さんにお話をお聞きしました。

切削作業場
●時代とともに取扱い製品を変えながら
中村さんのお祖父様が昭和２年に三国で創業し、80周年を超えました。基本的には木製品な
ので、極端に変わってはいませんが、扱う製品は時代とともに変 化してきています。
創業のころには、近くにアルミサッシ の工場があって、機械や材料を運ぶためのパレット
や、ほかに下足箱や押し入れの棚板などをつくったり、建設業者に入り込んで、大工仕事や左
官仕事などもしていたようです。
経営手腕があったというお祖母様のときに現在の場所に移転しました。当時、家賃収入用に
建てた文化住宅は現在、食堂と休憩所として利用しています。
その後、ホテルや大型商業施設の店舗関係の受注が多かった時期のあと、震災があり、耐震
補強工事関連が入り始めました。耐震補強工事によって壁の厚みが増すため、既存の家具が邪
魔になり撤去されます。その撤去した部分の新設工事や、鉄骨ブレスを隠したり囲ってしまう
工事であり、オーダーでしか対応できません。それらが一段落した後、病院、学校、幼稚園、
老人ホームの建設が増えたことに伴って、幼児用ロッカーや居室の収納家具、受付カウンタ
ー、下足箱などのオーダーを受けています。

●別注家具屋としてのこだわり
従業員の方たちは以前、建築現場で家具工事をしていたため、別注家具として納めにいくと
きのことを皆で試行錯誤しながら考えてきました。工事の際には、 エレベーターから通路まで
全て養生します。たとえテレビボードを一台付けるだけでも、部屋にはマットを敷きつめ壁に
はビニールを貼って、道具や商品を持ち込みます。お客様がマンションを購入されたのなら、
新品です。絶対に傷をつけてはいけません。完璧な養生が必要です。なかなかそこまでやって
くれる業者さんは少ないということで、ご指名があるそうです。
建築家具工事を中村木工所に頼みたいと思ってくれているところはあっても、海外でつくっ
ているような他の業者さんに比べたら高くなります。建築の仕事は予算ありきなので、値切ら
れて受けることもあるそうですが、そんなときでも、決して手を抜かずにやっていこうという
のは、皆で決めています。
例えば幼稚園のロッカーなどは、先生方のご意見では角を丸めてもらわないと子どもたちが
怪我をするという心配があるそうです。建築会社の決めている予算の範囲ではそれは不可能で
すが、実際に使う現場におられる先生方のご意見は100パーセント聞きいれられるように、何
とか工夫しています。「最終的に納めたときによかったと言っていただけることが我々の喜び
です」と中村さんは言います。
●「あのメンバーが来てくれるんか」
利潤追求からは遠ざかってしまうのですが、こうしたこだわりをもって仕事をしていること
で、ようやく大手ゼネコンや街の建築会社の上層部の方から「中村に頼め」と言われるように
なってきました。
一番若い社員が35歳で、中学を卒業して20年。そのほかは皆、社歴20年以上の選手。中に
は40年を超えている社員もいて、その５人でやっています。どの現場にも同じメンバーで行く
ため、先方とも顔なじみになり、安心につながります。
中村さんのお父様が社長のころは平均年齢50、60歳くらいでしたが、技術を引き継ぎ、少
し若返っています。
●今の一番の悩みは、技術の継承事業継承
「何名か採用はしていますが、なかなか長続きしないです」という中村さん。入社してく
る20歳そこそこの新人は、一番若い30代の社員と年齢的には10 歳くらいの差ですが、技術的
には全く違い、その差を埋めるには間が開き過ぎてしまっているそうです。新人を入れるのな
ら、いついつに入れると決めておい て、皆で受け入れ体制をつくって迎え入れるということを
していかないといけないと思っています。
２、3年前に苦い経験があります。５年間ほど勤めた女性が辞めてしまうことになりまし
た。彼女は、大学卒業後ものづくりがしたいと自作のものを持参して 入社を希望してきまし
た。センスもよく、女性らしい面のつくりがやわらかい仕上がりの家具をつくれる、一人前の
職人さんになっていました。しかし、徐々に 工場のほかのメンバーとの間でいろいろな問題が
起きていて、そのことに中村さん自身が早く気付いてあげることができませんでした。彼女が
長く活躍できるようにもっと考えてあげるべきだったと悔やんでいます。
中村さんは、70少しくらいで息子さんにバトンタッチするとして、工場のほうは現在の一番
若手の人が60歳前くらい、そのころほかに３人４人くらいが技 術継承できている状態にする
としたら、逆算してここ４、５年で、新人を迎え入れる体制をつくらなければいけないと考え
ています。
●同友会では、人のつながりができる
同友会はいろいろなことをしていますから、それぞれに評価はありますが、総合的にみて、
人のつながりができるということが大きなことです。ネットワーク というものではなく、人の
つながりです。それによっていろいろな知識も入ってくるようになります。中村さんは最近そ
のことがわかってきたそうです。
また、同友会会員の中には、自分が悩んでいることを、簡単にやってのけている人がいたり
します。そういう人の話は聞きたいと思いますし、失礼な言い方ですが、ずっと注視してその
後どうなっていくのか、観察させてもらうことができると、中村さんは言います。
一人でつっぱしる親方タイプの経営者は多いでしょうが、それではうまくいきません。しく
みづくりが大切です。
●自分たちのよさをきちんと伝えられるように
リフォーム関連のテレビ番組などは、専門知識があるだけに気になることが多くて、見るの
は好きではないけれど、番組のつくり方から学ばなければいけないなと思うところはあるそう
です。
使う人が求めていることに対して、自分たちならもっと素晴らしいものをつくれる技術があ
るのだということを、きちんと伝えていけるようにしなければと思っています。
北摂エリアは富裕層の方が多く、お住まいの戸建はやがてリフォームの時期がやってきま
す。地域の皆さまに我々のよさをきちんと伝えて、一生使っていただけるよい家具を提供して
いきたいと語る中村さんの姿からは、つくりあげる木製品への自信が感じられました。

取材／西岡・荒田（写真）・北川（文） Profile
企業名： 株式会社 中村木工所
所

在：大阪府豊中市曽根南町

創

業：昭和2年2月

資本金：1,000万円
社員数：7 名
ページトップ ▲
計器による可視化で安全・安心を見守る（2016年1月号）
～社会で果たしてきた役割を見つめなおし、さらなる挑戦をし続ける～
歴史と関係の深い大正区で、創業１０７年目を迎える木幡計器製
作所の製品の中心は、機械式で圧力を測るブルドン管圧力計。中
身の構造は非常にシンプルである。金属の丸いパイプを扁平させ
てＣのかたちに曲げ、片側の先端を塞ぎ、もう片側をとりつけて
そこに圧力をかけるとＣの先端がぴゅっと伸びる、そのわずか２
～３ミリの伸びを歯車で拡大させて表示させるというもの。縁日
の子どものおもちゃ「吹き戻し」と全く同じ原理である。

（株）木幡計器製作所
代表取締役
木幡 巌 氏

国内では年間約１千万個が生産されており、うち６割は小さな圧力計である。また全体の半分
以上のシェアを大手一社が占め、他は中小企業という構造の中、同社では、船に積むボイラー
やポンプなど船舶用機器の製造メーカーに納めるものが４割近くを占めるなど、特殊なものを
受注生産でつくっている。
厳しい環境の中、新たな価値創造に向けて挑戦し続ける木幡社長にお話を伺った。
●創業時からずっと同じものを
金物商を営んでいた曽祖父が、やかんなどの金物鍛冶の技術を活かして、当時舶来品が多か
った計器類を、自分たちでもつくれるのではないかと見よう見真似でつくったのがはじまり。
明治４２年、西区靱にて創業。ようやく製作に成功したブルドン管圧力計は、戦時中は日本海
軍の軍艦に採用されるほどだった。戦後、現在の大正区南恩加島に移転し、１００年以上ずっ
と同じ機械式ブルドン管圧力計をつくり続けている。

●自社でできひんかな
工業製品製造とはいえ部品を組み込んで調整する組み立て工場であり、自社のブランドを持
ちながらも自分たちの技術とは何だろうというのをずっと考えていた。
電子式圧力計の製品化の話で台湾のメーカーからオファーをもらったこともあるが、機械式と
電子式とでは性質が随分違う。金属材料は長年置いておいても腐るものではないが、電子基板
は劣化するし、数も細かいロットでの発注ができない。少量多品種の製造をしている自社に
は、海外企業に対応してもらうのは難しく、解決策がなかった。
そんなとき、大阪商工会議所のキャリア人材支援事業で、大手企業で活躍してきた技術者を二
人迎え入れることができたのがきっかけで、自社内での回路設計が可能となった。自社で開発
してやっていこうという動きができ、これがある意味大きな転機になった。
●ひょっとしたら何か意味があるんかも
ものづくり補助金や地域創造ファンドなど、ここ３年で５つくらいが採択されて、変化のき
っかけになったと感じている。
最初のものは、呼吸測定器。楽器店からのオーダーで開発した、ブレストレーニング時に圧力
を測る製品をホームページに載せたところ、今度は医療関係者からも問い合わせをいただくよ
うになった。医療分野でのニーズがあるのかなと思っていたときに、これも偶然に紹介された
医療関係の人が実験の手伝いを申し出てくださり、この春の製品化に向けて取り組んでいる。
計器というものは機械に装着して使うもので、現場で測定する人が手持ちで使うものが少な
い。少し違うジャンルにしようと、補助金申請書類に「呼吸測定」と書いてみた。当初は医療
機器など真面目に考えてはいなかったが、いろいろ調べていくうちに、最近は呼吸器系の病気
がすごく増えていて、初期の自覚症状がなく見つかったときには末期であることなどがわかっ
てきた。よく考えてみたら、先代社長だった母親の状態がまさにそれで、健康がとりえで自覚
症状もなかったのに、健康診断で肺がんが見つかり余命３ヵ月から半年と言われていた。これ
はひょっとしたら何か意味があるのかなと思い始めた。
圧力計は基本的には圧力を測るためのものだが、もう一段階さかのぼって言えば、機械が安全
に動いているかをみるためのものであり、人の呼吸の測定も同じなのであった。
●役割を果たせるようにしてやりたい
もう一つ力を入れてやっているのが、計器の設備や点検の管理システム。２年目のものづく
り補助金は、設備管理システムの企業さんとの連携でいただいた。
新しい設備には皆どんどん投資するが、維持メンテナンスは予算化されにくい。他社の工場
で、針がとんでもない方向に向いていたり、ガラスが割れていたりする計器を多く目にし、自
社の製品でなくとも悲しいと感じていた。本来、安全・安心を見守るためのものであるのに、
その役割を果たしてないことが気になっていた。
この取り組みの中で、何かよそさんと違うことをやりたいと考えているうちに、計器の色に
目がいった。計器はほどんどがJISの規格製品なので形状寸法も似ているし外観もそっくりだ
が、赤や黄色のものがあってもいいのではないかと社内で話をしたところ、配管などは配管識
別色にもとづいて色分けされていることがわかり、形状なども工夫して意匠登録もした。
●知ってもらって、つながって、自社の強みがいきてくる
自社の強みや特徴はどこにあるのか、どうやっていったらいいのかと、ずっと悶々としてい
た。これまでは「木幡さんとこ何してはるの」と聞かれると「圧力計ですねん」と答えていた
が、最近は、安全・安心を見えるようにするというのが自分たちの使命だと捉えている。
大正区が地域活性化のために、企業を巻き込んでのイベントに取り組み始めて、３年にな
る。自社製品は一般の人の目にはほとんど触れないものだが、社会の中で安全を裏支えしてる
ことを知ってもらいたかったし、社員たちにはそういうものを一生懸命つくっているのだとい
う気持ちを持ってもらいたかった。それは今後の人材のことを考えたときにすごく大事なこと
だと思っていて、大正区の取り組みには最初から積極的に関わってきた。
こうした活動により、また新たな連携が生まれつつある。もともと持っている固有のもの
が、視点を変えることによって輝きを増す。新たな提案ができる可能性がそこにある。

取材／松永・荒田・北川（文） Profile
企業名：株式会社木幡計器製作所
所在地：（本社）大阪府大阪市南恩加島５－８－６
創業：明治４２年１月１０日
資本金：２,０００万円
社員数：１５名
ページトップ ▲
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