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株式会社ミナミサワ

コロナ禍での

ミナミサワ流ものづくり
（進歩・向上・前進・発展）

株式会社ミナミサワ

代表取締役社長 南澤宏一

2020年2月5日

2020年度 長野県経営品質推進フォーラム
実 践 事 例 報 告

2019年度 長野県経営品質賞【 プログレス賞】受賞

株式会社ミナミサワ

会社概要
 商 号 株式会社ミナミサワ

 創 業 昭和33年8月 現在64期（12月決算）

 所 在 地 本社工場 長野市中越 関東営業所 浦安市

 役 員 代表取締役 南澤 宏一（73才） 在職45年
専務取締役 南澤 俊文

 社 員 28名（正社員・パート含 男11、女17）

 事業内容 自動水栓機器、部品の製造販売
全国主要 管材設備機器扱い商社

2020年度 長野県経営品質賞プログレス受賞報告 1
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株式会社ミナミサワ

自己流ものづくりの歴史（社長歴 47年）

自社製品製造60余年においてほとんどは町工場的発想

時代背景も変遷要因

昭和中期 高度成長期 ➡ 東京五輪、上水道普及… 不凍栓

昭和後期 オイルショック ➡ 創業社長（死去）から交代社長職

平成初期 事業転換意識 ➡ バブル後転換意識 新たな事業分野へ

2020年度 長野県経営品質賞プログレス受賞報告 2

水道部品 不凍栓 自動水栓
ものづくりの歴史も
社内外の要因により
変遷してきました

株式会社ミナミサワ

事業の選択と集中
不凍栓事業の撤退

「後付け自動水栓」に経営資源集中
現状の自社製品ものづくりの限界と時代の流れを直視

願 望

2020年度 長野県経営品質賞プログレス受賞報告 3

メカトロ製品で付加価値を高めたいメカトロ製品で付加価値を高めたい

人（業界）から認められ、評価されたい人（業界）から認められ、評価されたい

大手より差別化となる特長でキラリ優位（特許化）大手より差別化となる特長でキラリ優位（特許化）

1

2

3

2

3



2021/3/11

3

株式会社ミナミサワ

ユーザー取付け可能な自動水栓（電池式）

ユーザー取付け可能な自動水栓（電池式）の完成！

キーワード「３Ｓ」 節水・清潔・障がい者
手動水道器具の自動化普及が始まる

アイディア発想「発明家意識」 過去の特許経験

2020年度 長野県経営品質賞プログレス受賞報告 4

手洗い トイレ

株式会社ミナミサワ

“経営を考えない” 社長になっていた

何でも作り、やり、頑張る社長によりできた社風

 指示待ちで、業務判断不要、計画、経営内容は知らない

 たまたま良かっただけ、昨日の延長で良く なんとかなるだろう

家庭的な町工場の社長と従業員ができあがっていた！

経営を考えない「ものづくり」が ミナミサワ流! ? だった

2020年度 長野県経営品質賞プログレス受賞報告 5
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株式会社ミナミサワ

下降低迷期からの脱却

2020年度 長野県経営品質賞プログレス受賞報告 6

2000年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年

売上高の推移

平成12年

組織改革

令和元年

ヒット商品からの
陥落

再生転換 時代を読む

株式会社ミナミサワ

経営指導と経営品質とのご縁
 後継者（長男）の入社 10年前

 社長の業務事故 実務からの離脱 5年前

 金融機関による経営改善指導 （再起始まる）

2020年度 長野県経営品質賞プログレス受賞報告 7

歴史と先代からの立派な経営資源をもっている！

事業の経営とは 自己流からの転換へ

再生転換
への改革意識
再生転換

への改革意識
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株式会社ミナミサワ

①経営者（トップ）自身の改革活動

製造製造

プロセスプロセス人・風土人・風土

当社の価値？なぜ客様が当社を選ぶ

製品？ サービス？ 人？ 他社との違い？

ものづくりの基本 目指すターゲット

（品質、コスト、スピード）＋（発想）

組織・権限で人は動くか

「任せた」⇒ 任せっきり 機能しない

2020年度 長野県経営品質賞プログレス受賞報告 8

経営資源 ３質改革

お客様視点、社員視点、取引先視点

株式会社ミナミサワ

「切実な商品」「熱望される商品」の深掘り
修復、再生需要と自社ものづくり技術の融合

2020年度 長野県経営品質賞プログレス受賞報告 9

困っている
課題を
解決できる

自社の
資源、
ノウハウで

感謝
される

お客様の求める価値とは
自動？ 便利？ あったらいいな？ かっこいい！
似たものあるね？ 大手の信用？ 安い？
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株式会社ミナミサワ

②ブランディング 会社内外へ発信

 長野県の企業を選んでいただきたい気持ちを表現

 企業理念、選ばれる会社の信用、メッセージを象徴

 信州に生まれ育った「水」「環境」を大切にする

自動水栓ブランド

 「トイレから未来を考える」

（専門家指導で、2013年 信州ブランドアワード特別賞）

2020年度 長野県経営品質賞プログレス受賞報告 10

株式会社ミナミサワ

③組織プロフィールによる課題整理
めざすのは組織（チーム）による経営革新

長年の体質（社長任せ、他のことは分からない）の脱却

 営業力強化……顧客はだれか？ 何を顧客は求めているか

 技術力強化……顧客価値の創造 発想 若手への引継ぎ

 製造力強化……製品完成度の追求 システム化 多能工

「ミナミサワ生産方式」 次工程はお客様 前工程に感謝

 人材育成………組織を通じ主体的な働き 成長 素直さ

2020年度 長野県経営品質賞プログレス受賞報告 11
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株式会社ミナミサワ

「ものづくりは、人づくり、幸せづくり」 ビジョン
全員参加による「めざす姿」を決める

2020年度 長野県経営品質賞プログレス受賞報告 12

ミナミサワ マインド

行動基準制定

夢があり、成長があり、協力し、感謝される

「会社」とは何？ 語り合える場 社会との接点に

これからの
取組み

見える化だ！

株式会社ミナミサワ

2018～2020年 製品・企業評価
長野県「NAGANOものづくりエクセレンス2018」認定
後付け自動水栓シリーズ

中小企業庁・経済産業省
「はばたく中小企業･小規模企業300社2019」

ものづくり部門で選定

中小企業庁・経済産業省
「地域未来牽引企業」 選定2020年

2020年度 長野県経営品質賞プログレス受賞報告 13
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株式会社ミナミサワ

コロナ禍での現状について

「あのときの（やった）先人のおかげで今がある」

これまでやってきたことが、幸いコロナ禍で実を結んでいる。

「未来が早くやってきた！」
経験則が通用しない時代で改革のスピードアップが必要

2020年度 長野県経営品質賞プログレス受賞報告 14

株式会社ミナミサワ

非接触型 新生活様式
マスク、手洗い、３蜜回避・・ 感染予防対策の日常化

自動水栓化は社会からの要請、期待となった

■感染防止 衛生向上、安心感

■入念な手洗いにおいて節水も両立

■安く 簡単に 早く取付け

これまでの弊社取り組みが価値となった！→ 受注急増！
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株式会社ミナミサワ

想定を超えてしまった業界！
自動水栓生産体制への挑戦 ミナミサワ生産方式の模索

自動水栓 生産体制の見直し

・全社総動員で、生産性向上 （TPS 等参考） 意識改革

・部品、資材確保と協力取引先との協働、連携、支援

・各部署組織の判断、取り組みを尊重しバックアップ

人、設備、流れ・・・

これまでの弊社取り組みが成果となって生きる！

2020年度 長野県経営品質賞プログレス受賞報告 16

製品問合せ対応

2020年度 ⻑野県経営品質賞 プログレス受賞報告 17

・病院、医療施設

・小中学校、教育施設

・公共施設等 …

優先的にご案内、「業界のスタンダード」へ
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株式会社ミナミサワ

これからの想いと行動
少数精鋭の集団で、自ら変化を創り、変化に順応しながら進化して
いく。 働き方を変え会社組織をもって社会からの使命に応える！

「多様性」・・・ベテラン、若手、男性、女性、外国人、東京-長野

「柔軟性」・・・働き方改革（在宅、リモート会議）、同業・異業コラボ

「行動力」・・・すぐやる、協力ネットワーク、責任ある仕事

「やりがい、認め合い」・・・人の成功や幸せを喜ぶ集団を目指す。
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株式会社ミナミサワ

次の一手 SDGｓ 事業承継

コロナ禍でで関わった体験、経験からみえてきた 取り組み

「トイレから未来を考える」 会社理念 水とトイレ

「健康 福祉」 人々の強い願望

「環境 気象」・・・ ものづくりの責任 エネルギー

「地域と経済」・・・ 仕事の仲間と共に発展

「やりがい、認め合い」・・・ 人の成長、経済の成長 幸せを喜ぶ

「未来が早くやってきた‼」

2020年度 長野県経営品質賞プログレス受賞報告 19
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株式会社ミナミサワ

ご静聴ありがとうございました。

ワンチーム ミナミサワ withコロナ
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