一人ひとりが輝くために

平成 25 年度版

中部地域における多様な人材活用事例集

■

は じ め に
我が国がデフレ経済から「価値創造」経済へと転換を図っていくためには、女性、外国人、高齢者、
障がい者を含め、一人ひとりが能力を最大限発揮して価値創造に参画していくことが必要です。
しかしながら、一部の先進的な企業を除き、多くの日本企業では、多様な人材の積極的活用に
向けての動きが鈍いのが現状です。
このような現状を踏まえると、ダイバーシティ経営の推進に向けた各社の自発的な取組を後押
しし、加速化させることが必要です。
こうした観点から、この度、中部経済産業局では、これからダイバーシティ経営（＊１）や人
材育成に取り組まれる企業の皆さまにロールモデルとして活用していただくことを目的として、
中部地域（愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県）において、積極的に多様な人材の活用や
人材育成に取り組んでいる企業 12 社にご協力いただき、その取組を事例集としてとりまとめま
した。
事例集掲載企業の特徴は、いずれも人材を財産として捉えるとともに、経営者が人材活用と人
材育成を経営戦略として捉え、社員が能力を最大限に発揮できるように環境整備や機会の提供を
行って成果を上げているという点です。
本事例集を通じ、ダイバーシティ経営や人材育成の機運が中部地域に浸透し、性別、年齢、国籍、
ハンディキャップの有無に関わらず、人材一人ひとりが活躍するダイバーシティ経営に企業が戦
略的に取り組む一助となれば幸いです。
最後となりましたが、事例集作成にあたりご協力いただきました皆さまに深く感謝を申し上げ
ます。

平成 25 年 11 月
中部経済産業局 地域経済部 産業技術・人材・情報政策課

（*１）ダイバーシティ経営とは
多様な人材が持つ能力を最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげてい
る経営のことです。

（*２）「ダイバーシティ経営企業 100 選」とは
経済産業省では、女性、外国人、高齢者、障がい者等を含め、多様な人材を活用して、イノベーションの創出、生産性
向上等の成果を上げている企業を、優れた「ダイバーシティ経営企業」として選定・表彰する「ダイバーシティ経営企業
100 選」事業を実施しています。平成２４年度から事業を開始し、数年かけて累計 100 社程度を表彰する予定で、昨年
度は 43 社を選定しました。
また、表彰企業の取組内容をベストプラクティス集としてとりまとめ情報発信しています。
〈詳しくはこちら〉

http://www.diversity100sen.go.jp

｠

（*３）「なでしこ銘柄とは」
経済産業省は、東京証券取引所と共同で、平成 25 年２月 26 日に、女性活躍推進に優れた上場企業「なでしこ銘柄」
を選定し、発表しました。
なでしこ銘柄は、東証一部上場企業から、業種ごとに、女性が働き続けるための環境整備を含め、女性人材の活用を
積極的に進めている企業を選び、その中から財務面でのパフォーマンスも良好な企業 17 社を選定しました。 本取組は、
女性活躍を推進する企業のすそ野を広げるという点で、経済産業省が進めている「ダイバーシティ経営企業 100 選」との
相乗効果が期待されています。
〈詳しくはこちら〉

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/nadeshiko.html
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障がい者
の活躍

平成 24 年度ダイバーシティ経営企業 100 選受賞企業

知的障がい者の高い集中力を活かし、生産品の高付加価値化と障がい者の自立を実現

木村メタル産業株式会社

〈人材活用・育成とは〉
障がい者一人ひとりの適性を見極めた作
業配置と個々の能力が発揮できる仕組み
の構築

代表取締役

ダイバーシティ
経営の背景

木村氏

障がい者が自立的生活を送るための雇用創出を目指し、障がい者の強みを活かせる
事業として同社のマテリアルリサイクル事業に着目、一度に 13 名の障がい者を採
用した。
10 年ほど前、地域の障がい者雇用を拡大するということをトップ自ら決断した。知的障がい者を
見てきた経験から、 障がい者は細かな作業に集中して取り組むのに適している との確信があった
ため、同社で実施していた OA 機器等の破砕・解体事業に携わる作業員として障がい者を雇用する
ことを思い至った。
社長の信念は「障がい者が自立できる雇用環境の整備」であり、障がい者であっても正社員とし
て 8 時間就労でき、給料を受け取る、「正社員雇用」にこだわっている。そこで、障がい者がその能
力を発揮し、活躍できる事業を創出するべく、実績のないところからフルタイムの障がい者を十数
名雇用することを決めた。
リクルーティングのために特別支援学校や授産施設等を多数往訪し「障がい者を自立させる」と
いう理念やサポート体制を整備することなどを含め、丁寧に説明し理解を得ていった。結果として、
障がい者 13 名、加えてジョブコーチ 4 名を正社員として採用し、同社の障がい者雇用がスタートし
た。

取組内容

障がい者 4 人に 1 人程度の割合でジョブコーチを採用、身近に寄り添って働く。ジョ
ブコーチが適性の見極め、個別の目標を設定し、作業能力の向上を目指す。また、
関係機関と密な連携を保つことで障がいを持つ社員が負担なく就労し、生産性を上
げることに成功している。
パソコンや通信機器を障がい者が手解体を行い、選別すること
で、貴金属・ベースメタル等の回収率を高め、障がい者の特性を
活かしながら素材の高品位化が図れた。
身体障がい者は、破砕した資材を運搬する機材のオペレータを
務めている。特に知的障がい者は一つのことに集中して作業する
能力が非常に優れ、健常者に勝るスピードで熱心に作業に取り組
んでおり、例えばパソコンの解体では、健常者より 20% 程度生
産性が高いという結果も出ている。作業工程では、作業者と解体
品が 1 対１の「屋台方式」と 1 対多の「自動解体ライン」の２つ
のパターンを取り入れ、各人のスキルに応じて作業分担を決める
ことで、高い生産性を維持している。また、手解体できめ細かな 解体作業の様子
選別作業を行うことで、貴金属・ベースメタル等の高回収率を実
現できるため、障がい者の特性を活かしながら素材の高付加価値
化を図ることができた。
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事業内容：非鉄金属類の回収、加工、販売、産業機器・情報機器の解体処理及びリサイクル・リユース
所

在

電

話

URL
代表者

愛知県小牧市大字舟津字柏瀬 116- １
0568-71-9236
http://kmetal.co.jp
代表取締役 木村 光彦 氏

創

業

資本金
従業員

昭和 57 年
３千万円
126 名

福祉施設出身者や福祉大学卒業者を ジョブコーチ として採用し、
障がい者と一緒に並んで作業の指導や安全管理等、手助けを行う。仕事
以外にも生活面などについて相談に乗ることも多い。事業のスタートと
同時に生まれた新たな職種であり、現役のジョブコーチ（新卒採用）は「こ
れまでにないチャレンジングな仕事で不安はあったが、障がい者の可能
性を広げるやりがいのある仕事と感じたので就職」、「障がい者から教え
られることは多い」と熱心に仕事にあたっている。現在では 52 名の障
がい者に対して 15 名のジョブコーチを配置し、障がい者本人だけでな
く家族も交えてサポートを行っている。ジョブコーチを中心に、各従業
員について「生活日誌」と「業務日誌」を記載し、作業内容・スキルのチェッ
クを行う。なお評価に関しては、社員個人の技能習得状況や生活態度な
どを対象に、14 の作業項目と 16 の着眼点から構成された評価体系を基
ジョブコーチ指導中の様子
に定期考課に繫げている。
就労経験がある障がい者でも、8 時間働くことがまず大きなハードルとなる。同社では実際に入社する前に 2 週間の実習
期間を設け、ジョブコーチの支援のもと、最初は半日ぐらいから徐々に就労時間を延長し、長時間働くことに慣れてもらっ
ている。実習期間中には、保護者に見学に来てもらい、勤務先や業務内容について保護者・家族の理解、納得を得ている。
また、保護者だけでなく、学校や障害者就業・生活支援センターなどの関係機関と密な連携をとることで、障がい者が安定
的に働くことができている。
また、ジョブコーチが適性を見極め、特性を活かした作業に配置をすることにより、解体能力の向上を図っている。
作業にとまどう障がい者をみて、ジョブコーチだけではなく、先輩が指導し、お互い助け合う場面が見られる。徹底して
安全のためのルールを守る、挨拶をするといった障がい者の姿勢に、健常者が刺激を受けることも多い。社員同士が理解し
助け合い、一体感のある職場となっている。

成

果

ジョブコーチの配置等、充実した支援体制のもと、障がい者が高い集中力を持ってフルタ
イムで働くことで安定的、継続的な就労と収益性確保を両立している。
一つのことに集中して取り組める障がい者の特性を見出し、事業化したことによって、障がい者
の継続的な就労と持続可能なビジネスとの両立を実現させた。特に、手解体できめ細かな選別作業
を行い、一人ひとりの障がいの軽重や適性を見極めながら作業配置をしたことによって、個々人の
能力が発揮される仕組みを構築した。
手選別ラインで、プラスチック等とベースメタルを丁寧かつ手早く選別する作業によって、有価
性の高い商品を作り出すことに成功、収益性の向上に貢献している。
また、ジョブコーチの配置や事前研修といった細やかな支援体制に加え、家族と会社、関係機関
との信頼関係を深める取組等により、障がい者が安定して長く働くことで、生活・経済も安定し、
心身ともにゆとりのある自立支援につながっている。その結果、安心して就労し、やりがいを持っ
て業務に取り組むことができるようになった。離職率は低く、業務に習熟した障がい者が活躍しな
がら高い収益性の維持に貢献している。

ライン解体作業の様子

関工場

バリアフリー玄関

（「平成 24 年度ダイバーシティ経営企業 100 選ベストプラクティス集（経済産業省編）」より文章を引用）
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高齢者
の活躍

平成 24 年度ダイバーシティ経営企業 100 選受賞企業

トヨタの DNA で異業種の現場を劇的に改善、ベテラン達の新たなソリューションビジネス

株式会社オージェイティー・ソリューションズ

〈人材活用・育成とは〉
「日本の産業基盤の再構築に貢献する」という企
業理念に共感し、これまで培った高度な現場改
善スキルを活かして社会貢献したいと願う、熱
意溢れるベテランたち。
彼らが健康でイキイキと長きにわたって働ける
環境を整備し、やりがいのある仕事の場を準備
することが、弊社の最も重要な人材活用策。
専務取締役

ダイバーシティ
経営の背景

海稲氏

2002 年、トヨタ自動車とリクルートグループの合弁会社として設立された。トヨタ
の管理職経験者をトレーナーとして雇用、企業に派遣してノウハウやスキルを活かし
て活躍する場を提供しながら、コンサルティングビジネスを創出する取組である。
トヨタ自動車は、高技能者の活躍機会の拡大を狙い、1990 年代より定年退職者に対する再雇用制
度の充実を図ってきたが、その一環として 2002 年に、リクルートグループと合弁で、トヨタ生産
方式に基づく職場改善や技術指導を業務とする同社を設立した。製造現場で上級管理職に就いていた
OB を雇用し、それまで現場で蓄積したノウハウやスキルを活かしながら、トレーナーとして企業等
に派遣し人材育成を行うコンサルティング事業を展開している。
トヨタとリクルートという、まったくの異業種の組み合わせから、お互いを補完し合って良い関係
を築けている。現場が一番大事という認識は共通であり、トヨタの重視する「育成」
「チーム」、リクルー
トの重視する「成長」「個人」といった価値観の違いが、有効なビジネス展開や顧客へのサービス提
供の際に有効に機能している。

取組内容

業務改善のノウハウを有する人材で適性を見ながら採用している。平均年齢は 64
歳であり、定年は設定していない。それぞれに異なるスキルを有する人材でチーム
構成を行い、複数の視点からのソリューションを提供している。
トレーナーの専門は、機械、組立、生産技術、生産管理、設備、保全等、あらゆる職種にわたる。
その管理職経験者の中から、顧客と同じ目線で、我慢強く忍耐強く、顧客の気づきを引き出せる素質
を持つ人材を選抜し育成している。トレーナーの年齢は 58 〜 69 歳であり、平均年齢は 64 歳。定年
は設定しておらず、本人の気力・知力次第で何年でも働くことができる仕組みである。
リクルートの出身者（主に 40 代）が営業とプロジェクトコーディネータを担当し、2 人 1 組のト
レーナーと合わせて 3 人体制（同社では「親父と息子のタッグマッチ」と表現）を組み、1 つのプロ
ジェクトに従事している。トレーナーは比較的高齢であるため、万が一、一人が体調を崩した場合で
も、もう一人が状況を把握できるようにしている。また、特定のプロジェクトを担当せずに、プロジェ
クトの支援を専門に行うトレーナーも配置している。
1 つのプロジェクトに対して、2 人 1 組のトレーナーをどのように割り当てるかが重要なポイント
である。毎月、フォーメーション会議を開催しており、各トレーナーの強み・弱み、トレーナー同士
の相性等を検討・考慮して決める。トレーナーによって専門分野や性格はまったく異なり、２人の間
で価値観の相違が大きく目立つこともある。トレーナー間で意見の食い違いが生じる場合や、顧客経
営層に対しては 40 代のプロジェクトコーディネータが間に入り調整を行うことで、プロジェクトが
円滑に進められている。
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事業内容：改善指導、人材育成
所

在

電

話

URL

愛知県名古屋市中区錦２- ３- ４
名古屋錦フロントタワー 13 階
052-218-5530
http://www.ojt-s.jp

代表者
創

業

資本金
従業員

代表取締役 宮﨑 直樹 氏
( 専務取締役 海稲良光氏・酒井崇倫氏 )
平成 14 年
2 億５千万円
87 名

一般的にリタイアする年齢のトレーナーに意欲を持って働き続けてもらうため、業務
期間に応じた長期休暇の制度や在宅勤務制度などを導入し、無理なく活躍してもらう
ための環境を構築している。
在宅勤務（週に１度）や、フルタイム勤務もしくは 3/4 勤務（１日を在宅勤務とし
て残り 4 日のうち 3 日通勤）の選択を可能にしている。
また、例えば、老老介護で長時間家を空けられないといった理由による本人の希望
によって、パート勤務に切り替えることができる。一時的にパート勤務としておき、
時間ができたら以前と全く同じ条件で、フルタイム勤務に戻ることもできる。これま
でに 3 〜 4 名、そういったケースがある。
一つのプロジェクトは約 6 か月間で、終了時にはインターバル休暇を取得できる（5
日間の有休を支給）。また、2 年に 1 回（4 プロジェクトごと）、リフレッシュ休暇を
取得できる（10 日間の有休を支給）。家族との旅行や心身にゆとりをもち、モチベーショ
ンを高く維持しながら継続的に就労できる環境、制度を構築している。
入社後しばらくはメンターを付けて、業務内容や生活支援等全般の指導を行う。毎
週火曜日と木曜日にトレーナー同士のコミュニケーションの場を設けており、困って
いること等、情報を共有する場としている。トレーナーはいずれか一方には出席し、
ノウハウやスキルを共有しあう仕組みとしている。

成

果

※ 2013 年 10 月からは「JOB
登録制度」を開始。退職トレー
ナーのうち希望者が事前に登録
しておくことで、単発での業務
が発生した場合に、一時的に仕
事が可能。継続的に就業するこ
とは難しい場合でも、短期間で
あれば就業したいというニーズ
を受けての制度。

トヨタの DNA ともいえるノウハウが製造業のみならず、医療現場や事務業務など
業種を超えて展開され、新たなソリューションが生み出されている。専門知識と現
場を動かすマネジメントノウハウを有するトレーナーの働きに対して顧客満足度も
高く、着実な受注拡大につながっている。
顧客企業には工業品だけでなく食料品メーカーも多い。食料品といっても味・品質・作り方等、プ
ロジェクトのテーマは多岐にわたるものである。例えばコンビニエンスストアの増加に伴い、小さな
棚に合うように、多品種少量、リードタイムの短い製造プロセスが求められるようになった。そこで、
あるプロジェクトでは製造ラインのベルトコンベアに一定の印をつけ、作業時間の短縮・平準化を図
るなどの現場改善を実施している。
また、非製造業として、病院の内視鏡室を患者の動線に沿ったレイアウトに変更したり、保険会社
の事務作業プロセスの見える化を図る取組を支援している。
こうした多様な顧客に対し、人材育成・改善指導の新たなソリューションを提供する「伝道師」と
して、顧客側に自律的な改善プロセスを構築している。チームメンバーの多様なスキルや経験を駆使
したソリューションに対し顧客満足度は高く、リピート、新規ともに受注を拡大している。

多様な職場出身のトレーナーたちは、幅広い知見をもつ

トレーナーによる現場改善指導の様子

（「平成 24 年度ダイバーシティ経営企業 100 選ベストプラクティス集（経済産業省編）」より文章を引用）
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女性の 「なでしこ銘柄」選定企業
豊田通商株式会社
活躍
〈人材育成とは〉
「豊田通商グループウェイ」を実践できる人材を育
成しています
豊田通商は、「商魂」「現地・現物・現実」「チーム
パワー」をキーワードとする「豊田通商グループウェ
イ」を実践できる人材を育成することを目的に、さ
まざまな教育・研修を展開し、社員の能力向上に取
り組んでいます。また、社内で情報を共有し、全体
最適を考慮して同僚と協調できる人材の育成に注力
しています。

女性活躍推進の
取組を始めた
経緯

仕事と家庭の
両立支援制度の
充実と利用でき
る風土の醸成

事業内容：総合商社
所

在

名古屋市中村区名駅４−９−８

電

話

052-584-5000

URL

http://www.toyota-tsusho.com

代表者

代表取締役社長
加留部

創

立

淳

氏

昭和 23 年

資本金

649 億３千６百万万円

従業員

3,607 名（出向者を含み、

受入出向者を除く )

「いきキャリ研修」研修風景

平成 11 年の男女雇用機会均等法改正と同時期の平成 12 年前後は当社の業績が低迷。当時は総合職
と一般職の業務区分が明確で、女性従業員は一般職として定型業務を中心に行っていました。業績回
復のための施策の一つとして人材育成に注力し、その中で一般職に焦点を当て女性活躍に向けた取組
を開始。総合職（現 担当職）に、より高度な業務に対応できる能力を育成するとともに、一般職（現
業務職）には能力開発と合わせて総合職が行っていた業務の一部を担当する等、活躍の職域を広げまし
た。平成 18 年には ( 株 ) トーメンとの合併を契機に、ダイバーシティ推進室を設置。「性別や年齢に
関わらず、誰もが力を発揮できる組織となり、新たな価値創造を目指す」をコンセプトに、多様な人材
が活躍できる職場づくりを進め、女性活躍の取組を仕事と育児の両立支援やキャリア開発支援等へと拡
大し、積極的に推進しています。
女性を含めた社員全員が働きやすい環境を整備するために、全社員を対象としたフレックスタイム制
度（コアタイム 10 〜 15 時に勤務すれば遅出及び早退が可能）と残業の事前申請制を導入し、フレキ
シブルな働き方を可能にするとともに不要な残業を防止しています。
また、子が満 2 歳になるまで利用可能な育児休業、子が小学 1 年生の年度末まで利用可能な育児短
時間勤務制度、子の就学前まで年 10 日利用可能な子の看護休暇など、仕事と育児の両立支援制度を整
備するとともに、育児休業前面談（本人向けに各種制度の概要や留意点を説明）、育児休業復帰面談（本
人に対する復帰に向けたアドバイスや両立支援施策の説明、上司向けに復帰時の注意点や両立支援施策
の概要を説明）等を実施し、制度利用について本人と周囲の理解を促進するとともに、職場へのスムー
ズな復帰の環境を整備することにより、女性のキャリア継続を支援しています。
外部講師を迎えて社員向けにワーク
ライフバランスやダイバーシティに関
多様性の促進に する講演会を開催したり、理解促進の
向けた様々な パンフレットを発行。また、男性社員
限定で「パパ座談会」を開催する等、
アプローチ
様々な形で多様性の促進に取り組んで
います。
そのほか、社員家族の会社見学イベ
ント「ようこそ豊通」を名古屋、東京、大阪の各拠点にて
毎年順番に開催。社内見学や仕事紹介、社員食堂での食事
等を行い、家族と会社の距離を近づけ、ワークライフバラ
ンスの理解の促進を図っています。

業務職のキャリア意識の醸成、能
力開発、貢献領域の拡大とともに上
女性の
司の業務職育成の意識醸成を狙いと
キャリア開発支 した、業務職を対象とする「いきキャ
リ研修」を実施しています。
「いきキャ
援の取組
リ研修」では、約４ヶ月間でビジネ
ススキル学習とともに自部署の組織
レベルの課題をテーマに設定し課題
解決に挑戦。上司との合同セッションも行っています。３ヶ
月の実践後、修了レポートにより実践の振返りを行ってい
ます。
また、仕事を通した成長の意義の理解、より高度な業務
にチャレンジﾞする意欲の醸成、業務職視点での貢献領域
の提案を狙いとした、業務職の中堅リーダー候補者を育成
するキャリア開発・能力開発研修「TRY １ウィメンズ・プ
ログラム」を実施しています。約６ヶ月間で、時間軸・空
間軸を広げて物事を捉えるトレーニングや外部講演者によ
る仕事の経験や面白さに関する講演を実施。合わせて業務
職の強みを活かした新たな貢献領域をチーム単位で提案し
経営陣と討議しています。
キャリア開発研修の実施による人材育成に取り組むとと
もに、能力と意欲の高い人材に更なる活躍の場を提供する
ために、業務職から担当職への職種転換制度も導入してい
ます。

「ようこそ豊通」風景

7

有限会社ワッツビジョン

事業内容：建築用タイル製造・販売

代表者

代表取締役
横井

暢彦

所

在

愛知県尾張旭市狩宿町４丁目 107 番

創

立

平成７年

電

話

0561-52-1216

資本金

6 百万円

http://www.clays.co.jp

従業員

15 名

URL

氏

女性の
活用

〈人材活用・育成とは〉
まずは自社の社会的責任や社会課題を考え、会社の
理念を掲げたうえで従業員と常に対話することが大
切に思います。
利益優先主義でなく、働く意味を考え、持続可能な
社会をめざし、新しい価値を共に創造していくこと
がもっとも有用な人材活用になると考えています。
代表取締役

事業内容と人材
の活用の背景

人材活用、多様
な働き方の具体
的な仕組み

人材活用の課題

横井氏

手づくりのタイルを受注先ごとに製造・販売しています。手づくりなので設備投資に費用がかから
ない分、人材にお金を投入することが可能となり、支給単価も高くすることができます。大量生産を
否定しませんが、新しい発想や商品の多くは手づくりの原点から生まれ、こうした手づくりの素晴ら
しさを瀬戸のまちから発信していきたいと考えています。
また、心を込めてつくれば、顧客に価値を認めていただけ、つくった社員にも感動があり、きつい
仕事であっても、楽しく誇りを持って働くことができると思います。
また、常に社員とのコミュニケーションを図り、目的意識を持って、楽しく働いてもらうことが重
要です。
会社としてもっとも大事なミッションは子育てや教育であり、ものづくり、人づくり、まちづくり
という理念のもと、当社では子連れ出勤を推奨しています。親が働く姿を見て子どもは育ち、お金だ
けをかけて学校任せで教育するのではなく、家庭はもちろん、地域全体で自然に生きる力を育むキャ
リア教育を行えば、たとえ子どもたちが一時、まちを離れても、将来、必ず、故郷に帰ってきてくれ
るので、地域づくりに繋がります。
社員は男性３名、女性 12 名の計 15 名で、当社は年中無休です。社員が自由に時間を使えるよう
にという社長の考えで、創業当時から、「子連れ出勤を推奨」、「就業日程や時間は自分で決める自由
出勤」、
「短時間でも効率よく働ける完全能率給」を実施しており、お母さんたちの子育て支援や地域
教育が会社の方針です。
完全能率給の方法は、全体の出来高に対して、一人ずつ、その日の作業時間を割り込んで算出して
います。これによって、一人ひとりが自由な時間で作業することもでき、中には自分の都合に合わせ
て夜間や早朝に一人で勤務する作業者もいます。こうした仕組みをつくることによって、特に主婦は
時間をうまく活用できるようになり、一人ひとりが自主的に行動するようになって生産性も向上し、
フルタイム労働者の半分の時間であってもフルタイム同等の賃金を得ることが可能となり、子育てし
ながら安心して働くことができます。また、こうした仕組みをつくることによって、社員から会社へ
の信頼を得ることもできます。
新入社員の場合、はじめは不慣れな面もあり、効率よく作業をこなすことができませんが、お互い
の信頼関係のもとに、必然的に経験のある者が優しく指導にあたるので、意外と早く作業に慣れて効
率よく作業をこなすことができるようになります。仕事は技術面だけでなく、こうした社内のコミュ
ニケーションによって、品質も向上し、人材も作業環境によって自然に育ちます。働く意味を理解し、
誇りを持って仕事に打ち込んでいただけるので、経営者は助かります。経営者として地域社会での役
割を担いながら働く意味を深く考え、会社の理念をしっかりと社員に伝えていくことが大きな役割と
なります。

社内的に従業員も満足され特に課題はありませんが、
当社のような仕組みをより多くの企業に取り込んでもら
えれば、大企業や、異業種であっても、お母さんたちの
働く場はもっと広がると思います。
また、行政で是非、こうした仕組みを広く PR してい
ただき、法整備を進めていただきたい。
作業所風景。取材の際、瀬戸市のキャリア教育の
中学生実習生３名が職場実習を行っていました。
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女性の
活用

株式会社大垣共立銀行

事業内容：金融業

代表者

取締役頭取

所

在

岐阜県大垣市郭町３− 98

創

明治 29 年

電

話

0584-74-2111（代表）

資本金

361 億円

http://www.okb.co.jp/

従業員

2,761 名

URL

立

土屋

嶢

〈人材活用・育成とは〉
女性をはじめ意欲と能力のある人材が活躍できる
環境づくりは、当行が目標とする「お客さま満足
度の最大化」に必要不可欠！

多様な人材が
活躍する
企業風土

女性活躍の
ための取組

女性による女性
向け商品の開発

課

題

「銀行はサービス業」、「徹底したお客さま目線
の追求」との考え方が経営の根幹にあります。Ａ
ＴＭの年中無休化をはじめ、女性向け商品の開発
等、既存の銀行のビジネスモデルの枠に捉われな
い、全国初のサービスは、こうした考え方の元で
生み出されました。新しい発想や商品を生み出す
源泉は、役職や性別などに捉われず、良い提案で
あれば積極的に取り入れる企業風土にあり、女性
の活躍推進を中心に多様な人材を活かし、その能
力が最大限発揮できる機会の拡大や環境整備に取
り組んでいます。

L

女性応援プロジェクト

s プロジェクト

メンバー

次世代の女性リーダーの養成のために、平成 18 年から女性管理職候補者を対象に ビジネススキル
やリーダーシップ、マネジメント等の研修を行う「21 世紀なでしこ College」を実施。平成 19 年
には女性による女性のための「なでしこ事務局」を設置し、なでしこ College の運営・企画のほか
女性活躍のための取組を行っています。また、平成 21 年より、営業現場で中心的な役割を果たして
いる女性行員が新入行員向けの研修のインストラクター「さくらなでしこ」として新人育成を担う取
組を始め、現在は、なでしこ College 受講者が「さくらなでしこ」として教える側としても活躍し、リー
ダーとして果たすべき役割を学ぶ仕組みが構築されています。
上記のような取組の結果、管理職と主任（役席補佐として管理職を目指す地位）への女性の登用は
進み、平成 19 年女性管理職 49 名・主任 115 名から平成 25 年女性管理職 112 名・主任 171 名へ
と増加しました。
女性の継続勤務とキャリア志向を促進するための環境整備として、一般職と総合職の双方向に転換
が可能な制度や、育児が中心となる期間にはパートとして時間給の働き方を選択し後日行員（正社員）
として退職時と同一の資格に復帰できるキャリア転換制度を設け、
積極的な制度運用を行っています。
また、平成 20 年より育児休業の取得期間を子が 3 歳になる年度末まで拡大、育児休業開始時には
他の正規行員を異動により補充し、育児休業者を人事部所属とする等、フォロー体制を充実しました。
また、復帰時には 1 ヶ月間の復帰研修に加え、居住地や保育所を踏まえた配属とし通勤に配慮する等、
積極的な両立支援を行っており、育児休業の取得者は平成 19 年 15 名から平成 25 年 119 名と大幅
に増加しています。
女性の目線で女性のニーズにあった商品開発を行うため、平成 20 年に「女性応援プロジェクト（L ｓ
プロジェクト）」を女性行員のみで創設し、不妊治療関連ローンを全国の金融機関で初めて提供したの
をはじめ、エステや美容整形のためのローン、自己啓発や生涯学習のためのローン、女性専用住宅ロー
ン等の商品を開発。
不妊治療など資金使途を言い出しにくい案件について、その目的に特化してローン商品を開発する
ことで、女性のローン相談への精神的なハードルを下げるという対応は、プロジェクトを通じて女性
ならではの目線・発想で実現したものです。
女性管理職候補者を集めた研修、キャリア転換制度の積極的な
運用、育児休業からの復帰支援等の取組により、管理職と主任（役
席補佐として管理職を目指す地位）への女性登用は進んできてい
ます。
今後は、主任・係長から所長・支店長への登用を更に推進すべく、
キャリア支援に努めていく必要があると考えています。
L
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s プロジェクト

シンボルマーク

氏

株式会社 光機械製作所

専用研削盤の製造販売
事業内容：工作機械レトロフィット
太陽光追尾装置製造

代表者

慶子

所

在

三重県津市一身田中野８−１

創

電

話

059-227-5511

資本金

4 千万円

http://www.hikarikikai.co.jp/

従業員

105 名

URL

立

女性の
活用

代表取締役社長
西岡

氏

昭和 34 年

〈人材活用・育成とは〉
「ものづくりはひとづくり」の考え方に基づき、論理的
で且つ正しい「ものの見方・考え方」を養い、社員ひ
とり一人がプロフェッショナルとして成長していくこ
とを目指して人材教育に取り組んでいます。
代表取締役社長

基本理念と目指
すべき企業像

女性躍進・スキ
ルアップ形成の
ための取組

地域の人材育成
と社員のモチ
ベーション向上
への取組

企業の
将来的展望

西岡氏

当社は創業より 67 年、
「研削」をテーマに顧客ニーズを満たす品質の高い製品づくりに取り組んで
きました。当初は汎用の研削盤からスタートしましたが、汎用機の需要は景気に大きく左右されるこ
とから、昭和 60 年頃技術の研鑽を重ねることで、一台ごとに仕様の異なる専用機の製造へと転化を
果たしました。
基本理念は Be Professional ！（プロ意識に徹する）「 プロ意識とは常に積極果敢に自らの仕事
を極めようと努力するものであり、それは自己完成への道である。」であり、目指すべき企業像を「
「な
るほど！」と言われるアイデアと技術と感性で生産技術とサービスを世界の工場に向け提供する。そ
れを通じて１．社員の幸せ、２．お客様の喜び、３．社会への貢献を実現する。」と掲げています。
工作機械メーカーでありながら、全社員の約３割が女性です。適材適所
を念頭に女性が働きやすい職場環境を整備する一方で、職域も拡大し、間
接分野はもちろんのこと、設計開発や生産分野においても女性が活躍して
います。「企業は人がすべて。人が成長しなければ企業も発展しない」と
の確信の下、工場長が若手技術者に個別指導するほか、全社員を対象に
「ものづくり道場」を定期的に開催し、ノミのような道具を使って手作業
で金属の表面を削り出す「キサゲ」といった伝統技能も教えています。ま
た、中堅リーダーを対象に社長が主宰する「経営塾」では、マーケティン
グや会計など、ビジネスの基本について勉強し続けています。「経営塾」
では社長が講師を務める他、外部から講師を招き、課題解決力を磨いてい
ますが、受講者の１／３が女性です。機械器具製造という、これまでは男
性の職場と考えられていた分野で女性が積極的にキャリアアップしていけ
る環境づくりに取り組んでおり、知識や経験を得た社員は仕事に対する自
信が生まれ、人間的にも成長できています。現在、３G ！（gender free,
generation free, global) をスローガンにしています。

ものづくり道場

経営塾

「ものづくり道場」には地元の大学生の参加を積極的に受け入れています。例年夏には大学生や高専
生をインターンシップで受け入れている（昨年 6 名、今年 8 名）ほか、今年５月には、三重労働局が
一定の労務管理の体制が整備された企業を対象に募集した「若者応援企業」に応じ、三重県の宣言第
１号企業となる等、地域でも人材育成に積極的に取り組んでいる企業として存在感をあげています。
また、すべての社員について能力を定期的に評価し、能力、業績に応じた給与制度を導入していま
す。パート社員を正社員として登用する等、社員の適性や希望を重視することで、社員のモチベーショ
ンの向上にも取り組んでいます。
切削工具の加工用として使用される研削盤を中心に当社の高精密な研削盤には国内外の多くの顧客
から支持を得ています。また、図面のない機械や高価な輸入機械であってもオリジナルを超える性能
を実現するインテリジェントオーバーホールや機械の制御装置を更新して既存機械の性能を大幅に向
上させる「レトロフィット」にも 2001 年から参入し、現在その事業を「匠のビンテージ工房」とし
て拡充しています。また、技術力を背景に産学官連携による研究・技術開発にも取り組み、2010 年
には砥石メーカーと進めた「ダイヤモンド工具研削盤」が経済産業省の新連携事業に、「刃具刃先の最
適形状の研究」については同省のサポイン事業に認定・採択されました。また、エネルギー・地球環
境問題が世界的に関心を集めていることから、2007 年に三つ目の事業として太陽光・太陽熱発電関
連事業に参入、太陽光追尾装置やヘリオスタットを開発する等、次世代を見据えた事業展開も試みて
います。海外へものづくり拠点が移行していくなか、人にフォーカスした経営を行うことで、日本で
しかできない「ものづくり」を究めています。
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女性の
活用

事業内容：建設業

株式会社丸八土建

機械器具製造販売ほか

所

在

三重県多気郡大台町江馬 668-1

電

話

0598-76-0100

URL

http://www.maru8doken.co.jp/

代表者

代表取締役社長
橋本

創

立

智弥

資本金

6 億 9 千万円

従業員

16 名

〈人材活用・育成とは〉
建設業界が不況に陥っていた平成 20 年、弊社も厳
しい経営環境となり、打開策として副業的に行って
いた法面工事の専業化を打ち出しました。構造転換
後の競争力強化が経営課題となり、その解決策とし
て①県内唯一の特殊工法の習得②職場の環境整備③
女性社員の能力活用を掲げ、推進のためのツールと
して人材育成の推進に最大限注力しました。

特殊工法
の習得

職場環境整備
の推進

女性社員の
能力活用

代表取締役社長

橋本氏

事業転換を図った時点から行っているのが、経営内容の共有化です。会社の経営内容を積極的に示
すことで、社員は会社の実情を理解することができるし、結果に応じた見返りがあればモチベーショ
ンの向上にも繋がります。このようなトップの経営方針の実践のため、社長自らが率先して能力向上
の努力を重ねています。社員は技術分野・会社運営に必要な資格取得や技術研鑽のための研修参加に
積極的な姿勢を示し、こうした取組について会社は全面的にバックアップしています。技術系職員の
様々な専門的資格取得の他、緑化、吹付、鉄筋挿入、アンカーに関係する４つの法面特殊工法の技術
を習得した県内唯一の企業として、施工環境に伴う様々なニーズに対応が可能となったことから採用
実績が徐々に増えてきており、自社の競争力強化に効果を上げています。
女性幹部社員が、社会保険労務士と産業カウンセラーの資格を取得し、職場の環境整備に貢献して
います。職場環境の整備内容としては、看護休暇や介護休暇の規定を法定以上に整えた他、有給休暇
の計画的付与や時間単位での取得を可能とするなど、働きやすい職場環境作りを推進。次世代育成支
援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し実施したことで、今年になって三重労働局より子
育てサポート企業として くるみんマーク認定 を受けました。また、メンタルヘルスケアの体制を
整える中で、第一次予防の重要性を認識し、今年度から有給休暇消化時に費用面でサポートするセル
フケア休暇を創設しました。社員の家族との懇親を深める場として年１回会社が行っている家族交流
会では、食事しながら家族に看護休暇や介護休暇等の社内制度を周知し、家族からも意見を聞くなど
貴重な情報交換の場となっています。毎年７月には給料改定の個別面談を行うことで、労使間の意思
の疎通を図っています。このような取組によって社員の意識高揚や定着率の向上に効果をもたらして
おり、個人の能力向上と会社の成長が一体となって表れています。
建設業とは全く関係のない分野への挑戦という形となって成果を出しています。事業転換が功を奏
し安定した経営状況となってから、新たな事業展開を模索していた中で、女性の視点と発想から「何
か新しい取組を」というトップの一言により、半ば自主的に４名の女性社員による本業と兼務する形
での活動を開始。自らやりたいことを企画して、自由にチャレンジできる環境を作るために、 失敗
しても良い、多少の予算は見る、好きなことをやる、 という３つの条件でスタートしたのが あし
たば事業部 であり、地元の名産を活用した商品開発に取り組みました。取組開始から約２年、試行
錯誤の後、完成したのが「奥伊勢小町」という地元特産の緑茶をブレンドした美容フェイスパックで
す。女性社員の異業種参入による新製品開発ということでマスコミにも取り上げられました。販売を
開始して１年が経過、リピーターが多いことや専門のエステサロンでも取り扱って頂いており、継続
的な事業として更に発展させるために、今後の販路拡大と新たな化粧品アイテムの開発を模索してい
ます。また、こうした女性職員の異業種参入による製品開
発が男性社員のモチベーションが向上し、センサー式工事
用信号機や獣害防止ネット等の販売分野への参入に繋がっ
ています。

あしたば事業部
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氏

昭和 36 年

加賀種食品工業株式会社

事業内容：菓子種製造販売
所

在

石川県金沢市春日町８−８

電

話

076-252-2221

URL

http://www.kagadane.co.jp/

代表者

代表取締役社長
日根野

創

立

幸子

氏

明治 10 年

資本金

4 千 8 百万円

従業員

204 名

女性の
活用

〈人材活用・育成とは〉
社員が「安心」
「やりがい」「成長」
を実感できる職場環境と社内風土を
創る

代表取締役社長

事業内容と
女性の活用

女性活用の
ための取組
「多能工」制度
導入の経緯と
仕組みと効能

計画生産と
派遣助っ人と
「多能工」化に
より残業時間減
を実現

人材育成の取組

日根野氏

最中の皮等の菓子種を製造・販売するとともに、和菓子以外への営業と商品企画にも取り組んでい
ます。
全社員約 200 名中、女性は約 150 名で 30 〜 40 代が中心です。定年は６５歳ですが、その後も２
〜３年間は嘱託として働いてもらっています。華やかではない製造業で、定年まで長く働いてもらえ
る２０代後半から４０代の家庭をもって落ち着いている女性を戦略的に採用しています。母は強くて
真面目。伝統的な手作り製法を守っており、例えば、最中の皮の焼き方をマスターするには簡単なも
のでも３〜４ヶ月、難しいものだと２年かかるため、人を替えるより長く働き続けてもらうことが重
要です。
女性が多いため働きやすい職場をつくらないと人材確保できないと考えていたところに、石川県か
らワークライフバランスコンサルティングモデル企業公募の案内を受け、女性社員が子育てと仕事を
両立するための示唆が得られるかもと応募しました。選定されてコンサルタントから「多能工」の事
例の提示を受けて、製造工程の中で「多能工」を導入しました。製造は最中、せんべい等、商品によっ
て課が異なりますが、一つの課の中の仕事は、その課の全員ができるようにするという方法です。部
門間の人事異動も若手を中心に行い、男性社員は 30 〜 40 代を中心に全員が「多能工」化しています。
以前は休暇を取る場合は周りに迷惑がかかるからと取りづらかったのですが 、「多能工」の導入によ
り自分が抜けても大丈夫だという体制となるだけでなく、会社にとっても人材が効率化して強い組織
になることができました。お歳暮、お年賀の進物用の需要のため年末が生産のピークとなります。注
文は少ロットが多いため、「多能工」化することにより部門間で人を行き来させることができるように
なり生産調整に役立ちました。
働きやすさを追求すれば残業しないということになります。就業時間は 17 時までで、総務の電話も
17 時に留守電になります。年末は 18 時まで残業しますが、残業できない人には申し出てもらい調整
します。以前は在庫を持たずに受注生産して年末は長時間残業していましたが、適正在庫を持って年
末の受注に期限を設けて計画生産するようにし、年末に 10 〜 15 人の派遣を入れ、派遣に簡単な仕事
を任せて、「多能工」化した社員が基幹業務に回ることにより、年末に長時間残業しなくても対応でき
るようになりました。試行錯誤して、長い時間をかけてライフワークバランスを実現しました。
また、その人のライフスタイルに合わせて勤務できるように、例えば、介護休暇を取得したいが期
間がどれだけになるか分からない社員をパートに身分変更して、出社できるようになったら正社員に
戻す等、できる範囲で対応しています。
社長になる前に、役職者を全員集めて月１回日曜日に３年間研修を
しました。１年目は仕事・リーダーとは何か等、精神的な話や仕事の
仕方の話を教わりました。その後は、数字の見方、一般知識、生産管
理等、また、グループディスカッションも行いました。教えてもらっ
たことはもとより、自分達がこの会社を担っていかなくてはいけない
という意識変革に繋がったことが良かったです。思考が社員側から会
社側になったことが一番の収穫でした。
工場での作業の様子
また、社員教育の一環として、経営指針、経営ビジョンを年に１回、
全社員の前で社長が発表し、会社が今年やることを伝えています。「最中種をあらゆる食材の一つとし
て認めてもらう」こと、
「やりがい、安心、成長を目指しましょう」ということ、
「そのために施策を打つ」
ということを、社員に毎年繰り返し伝えています。

12

障がい者
の活用

事業内容：自動車用ワイヤーハーネス製造

株式会社レグルス

所

在

三重県鈴鹿市若松中１-20- ６

創

電

話

059-385-0247

資本金

１千万円

従業員

123 名

代表者

代表取締役社長 伊藤

良一

氏

立

昭和 37 年

〈人材活用・育成とは〉
活気ある職場作りの原点。魅力ある人材が
企業の財産であり、企業の存続・発展のエ
ネルギーとなる。

代表取締役社長

多様な人材の
活用の取り組み
を始めた経緯

障がい者の
活用のための
取り組み

女性の就業環
境整備の推進

高齢者の活用の
ための取り組み

伊藤氏

平成７年に中途障がい者となった社長が、障がい者雇用の推進をライフワークにすることを宣言し、
平成 12 年に就労継続支援 A 型事業所（当時は福祉工場）を設立。当社より仕事を切り出し、ジョブコー
チを派遣し、18 名の障がい者を迎えて自動車部品製造の工場運営を開始。その後、自社でも障がい者
雇用を開始しました。
社長が重度障がい害者であるため、障がい者の視点に立ってリーダーシップを発揮し、障がい者が
自立して企業経営を担うことができる環境づくりを行うとともに、障がい者・健常者の区分けのない
ノーマライゼーションの実現という理念を実践してきました。
同時に、女性や高齢者の就業環境も整備し、会社自体が多文化共生の小さなコミュニティであり、
そこに暮らす全ての従業員が安心して働くことができる会社づくりを目指してきました。
支援している就労継続支援 A 型事業所（アクティブﾞ鈴鹿）には、障がい者に適したオーダーを切り
出し優先的に発注。残ったオーダーから、当社の障がい者の得意分野の作業を切り出し、障がい者用
の作業工程を作り出しています。
また、障がい者が作った製品の信頼を得るため QCDES の向上に注力しています。障がい者の生
産品の品質や能率・能力向上のため、作業をなるべく単純化するとともに、ミスが起きないようにペ
イントの色により視覚に訴える等分かりやすく工夫した治工具づくりや手順書の作成を行いました。
また、障がいのある従業員の中にはうまく作業工程を覚えられない方もいるため、作業工程の説明を
DVD 化し、毎日見て確認してもらっています。障がい者のために考えた手順書や治工具は、健常者の
能率・品質向上にも繋がり従業員全体のスキルアップになりました。
平成 18 年にはバリアフリーの新工場を建設し、どんな障害にも対応できる職場環境が整い、10 名
の障がい者を新規採用しました。
平成 25 年からは障がい者の在宅就労制度も実施。身体障がい者（歩行困難等）を在宅雇用し、会社
が電子メールで送信した図面から、設計データや原寸図データを作成し、データを返信するという就
労方法により設計部門で活躍しています。
10 年程前より育児・介護休暇を取りやすくするため、社長が「育児・介護休暇は自由に取っていい」
宣言をし、主婦が働きやすい職場環境の確立を目指しました。ハローワークの従業員募集要項にもそ
の旨を記載し、遠慮なく育児・介護休暇が取得できる会社風土を作りました。病気・育児・介護なら、
当日朝の連絡にて有給適用可能とし、１時間単位での有給休暇取得も可能にしました。
また、病気・障害・育児・介護等の事情による勤務時間の変更や、正社員とパートの身分変更も可
能としました。新規採用時においても個々の事情に応じて勤務時間や休日を設定しています。
加えて、結婚・出産にて休暇又は退職しても、いつでも元の職場へ復帰できることとし、休暇又は
退職前に本人に説明しています。

経験と能力がある他社の定年退職者を 20 年程前から中
途採用し、現場改善指導をしてもらっています。また、自
社定年は５年前に 65 歳に変更するとともに、定年後もパー
ト制度を設けて、
経験と能力を発揮できるようにしました。

仕事風景：車いすにて作業 ( 自動車部品製造）
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北陸コカ・コーラボトリング株式会社
事業内容：清涼飲料の販売

創

立

昭和 37 年

所

在

富山県高岡市内島 3550 番地

URL

http://www.hokuriku.ccbc.co.jp/

資本金

7 億 3 千万円

電

話

0766-31-1115

代表者

代表取締役社長

従業員

451 名

稲垣

晴彦

氏

障がい者
の活用

〈人材活用・育成とは〉
我々が提供するリフレッシュメントの質と量を高め、
お客さまに楽しんでいただきたい。喜んでいただきた
い。そして、コカ ･ コーラ製品に携わるすべての仲間
と切磋琢磨しながら仕事を充実させ中身のあるものに
していって欲しい。仕事が充実し中身のあるものにな
ると人生も充実し中身のあるものになっていく。この
ように考え、共に成長していけるような人材の活用と
育成をしていきたい。

事業内容と障が
い者雇用の経緯

障がい者雇用の
概要

障がい者活用の
取組内容

障がい者雇用の
進展

総務人事部 人材開発グループ グループリーダー 堀井氏（左）
シニアプランニングマネージャー 宮崎氏（右）

コカ・コーラ社製品を、富山県、石川県、福井県、長野県において販売しており、製造、物流、シ
ステム関連、自動販売機器メンテナンス、リサイクル事業等のグループ会社 11 社で、北陸コカ・コー
ラグループを形成しています。
分社化等により一時的に障がい者雇用率が低下したこともありましたが、障がい者雇用の専任者を
配置し推進し、北陸コカ・コーラボトリング株式会社の「リフレッシュメントの提供を通じて社会に
大きな価値を提供し続けます」との経営理念に基づき、地域の障がい者雇用をトップダウンで、グルー
プ全体で推進しています。
当初は、社員の業務から障がい者が代替できる業務を洗い出しました。障がいの特性を考慮しマッ
チする作業をどれだけ多く見つけることができるかが成功の秘訣です。今では、各部門の所属長から、
このような業務があるので障がい者雇用の検討ができないかと、担当者に相談が入ります。また、採
用の際には障がい者が働ける場であれば、まずは障がい者雇用を優先的に検討しています。
障がい者の従業員の具体的な業務内容は、空容器の分別・回収、敷地内の清掃が中心ですが、中に
は営業の第一線で活躍している方もいます。企業グループ算定特例の認定を受け、グループ 11 社で、
身体障がい者 15 名、知的障がい者８名、精神障がい者４名の計 27 名を雇用し、本社・支店・営業
所等に配置しています。身体障がい者の方はフルタイム勤務の方が多く、知的障がい者の方は概ね６
時間勤務で働いています。
障がい者雇用にあたっては、障がいの特性に配慮し、各人ごとに、始業から終業までの全ての作業
に係る作業開始・終了時刻、作業場所、作業方法、段取り方法、作業用具等を定めた「作業標準」を
作成し、体得するまで訓練を行っていますが、これにより作業の効率アップも実現することができま
した。
なお、知的障がい者は、仕事を理解するのに時間を要しますが、訓練することにより繰り返し作業
を根気よく続けることができる一方で、違った仕事に対する適応が難しいため、きっちり作業標準を
つくり、チェック表で確認していくことが重要です。
また、
職業生活相談員が在籍する部署に障がい者を数名ずつ配置し、
障がい者のケアを行っています。
その他、作業機械等を導入したり、トイレ改修や手すりの取付け等を随時実施し環境整備を行いま
した。
障がい者の就業体験は以前から受け入れてい
ましたが、平成 23 年度に高岡支援学校から研
修生を１名受け入れ、３ヶ月間のトライアル雇
用を経て、平成 24 年４月に採用となりました。
今までは、知的障がい者の方は職歴がないと就
業が難しいため、職安の障がい者雇用窓口で紹
介してもらっていましたが、ジョブコーチや生
活支援センター相談員、学校等と連携して支援
し、採用となりました。
今後も、障がい者雇用を引き続き推進して参
ります。
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障がい者が指導を受け作業する様子

高齢者
の活用

事業内容：

株式会社加藤製作所

家庭電気器具部品、自動車部品、
航空機部品の製造等

所

在

岐阜県中津川市駒場 447 −５

電

話

0573-65-4175

URL

http://www.katog.co.jp/index.html

代表者

代表取締役社長
加藤

創

立

景司

明治 21 年

資本金

2 千万円

従業員

105 名

〈人材活用・育成とは〉
企業繁栄の条件は言うまでもなく「人」
。
社員教育の目的は人間性を高めることにあ
ります。良い習慣を身につけ、正しい見方・
考え方を学び、価値観を共有できる強い集
団作りを目指しています。

代表取締役会長
代表取締役社長

高齢者活用の取
り組みを始めた
経緯

六十の手習いの
実践と現場の
バリアフリー化

高齢者雇用の
第２ステージへ

加藤幸平氏 ( 右 )
加藤景司氏 ( 左 )

2001 年、取引先からの低コストと短納期の要求に応えながら利益を上げるために、工場の稼働率
のアップという課題を抱えていたところ、働く意欲があっても働く場のない高齢者が中津川市内に多
数いることを高齢者の意識調査結果から知った当時の専務（現 代表取締役社長）が、土・日・祝日
に 60 歳以上のシルバー世代に働き手となってもらい工場を稼働することを発案し、新聞の折り込み
チラシで「土曜・日曜はわしらのウィークディ」と「意欲のある人もとめます。ただし、年齢制限あり。
60 歳以上の方」というキャッチコピーで、地元の高齢者を募集しました。最終的には 100 名ほどの
応募があり、当初は経験者を希望していましたが、スキルではなくやる気と人柄重視で１５名の高齢
者を採用しました。
シルバー社員の雇用にともない、現役社員も 60 歳を迎えたら希望者全員を引き続きパート社員と
して雇用する就業規則に変更し、特に定年を設けず、心身共に元気でいれば雇用期間としました。
シルバー社員として働くことになった全員が工場での作業経験がなく、仕事を一から覚えてもらう
ことになり、まず、工場での作業前と後の清掃、使った道具を元の位置に戻す、けがを防ぐための防
護具の着用の仕方や安全確認のためのマニュアルの説明といった基本を教えた上で、作業という本番
に入りました。最初はシルバー社員２名を正社員１名がサポートする体制をとり、まずは定型業務の
中でも、部品の箱詰め、ナット溶接等のあまり技術のいらない簡単な作業から入り、それができるよ
うになったらもう少し難易度の高い作業へと、徐々にステップアップしていきました。また、シルバー
社員に仕事を身体で覚えてもらうために、現役社員がシルバー社員の手をとって感覚をつかませると
ともに、できるだけ数の多い製品をプレス加工する作業を任せる等、一日中切り替えなく生産できる
ような計画をたてました。そして、シルバー社員が土曜日にすぐに生産にかかれるよう、金曜日まで
に正社員が重量物の鋼板を機械の側にセットしたり、作業指導表や生産記録表、品質チェックのため
のモデル品を揃える等、目で見て解る工夫をしました。結果、数ヶ月でシルバー社員 15 名に正社員
１名のサポートで足るようになりました。
シルバー社員に活躍してもらうために、掲示物や作業指示書等の文字を大きくしたり写真を増して
分かりやすくするとともに、冷暖房の整備や半自動の箱詰め機やナットの自動供給装置、漏れ検査装
置等の機械を導入する等、階段やトイレに手すりをつけるだけでなく、現場の作業に必要なバリアフ
リー化を行ったことにより、より安全によりスムーズに作業をできる環境を整えることになり、シル
バー社員のみならず、全社員にとっても働きやすい職場環境づくりに繋がりました。
新規のシルバー社員の技量については、どうしても現場作業だけでは向上が難しいため、社員教育
の場として設けている「かじや学校」にも参加してもらい、「60 歳からの熟練工」を目指してもらっ
ています。「かじや学校」では製造の分野毎にコース、カリキュラムを作成し、技量レベルを５段階
に分け、座学と実技の指導を行っています。
リーマンショック後の景気後退により、日曜日の工場稼働は休
止となっていますが、シルバー社員に週３、４日の勤務や１日あ
たり４〜６時間の短時間勤務といった柔軟な働き方を取り入れる
とともに、人件費を変動費化することで仕事量の変化に対応しま
した。
当社での高齢者雇用の開始後、年金の減額や再雇用制度の導入
等、高齢者を取り巻く環境が変わり、今までやりがいのために働
く場を求めていた高齢者が、生活のためにフルタイムで働かざる
工場での作業の様子
を得ない状況に変化しました。現在、こうした変化に対応すべく、
シルバー社員の新たな人材管理と就労能力評価、また、健康確保対策や適応能力アップ等、高齢者
雇用の第２ステージへの準備を行っています。
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氏

太陽化学株式会社

事業内容：食材・工業用途向素材の製造販売
所

在

三重県四日市市山田町 800 番

電

話

059-340-0800

URL

http://www.taiyokagaku.com

代表者

代表取締役社長
山崎

創

立

長宏

氏

昭和 21 年

資本金

77 億 3 千万円

従業員

1,133 名（連結）

外国人
の活用

〈人材活用・育成とは〉
特定分野の専門性を追求する「専門家」も必要ですが、
当社は、幅広い経験を通して視野を拡げることを目的
に定期的なジョブローテーションを実施し、「専門家」
よりも複数分野における専門性を身につけた「プロ
フェッショナル」になることを社員に期待しています。
それが一人ひとりのスキルアップになり、会社の成長
に繋がると考えるからです。

事業内容と
外国人の活用の
経緯

外国人の
人材確保・人材
育成の仕組み

代表取締役副社長 ジュネジャ レカ ラジュ氏

当社は界面制御技術を活用した乳化剤・安定剤、緑茶カテキン等の機能性食品素材、農産加工品、
など様々な食品原料を開発・製造・販売しているＢ to Ｂの会社です。中国とインドに生産拠点、ア
メリカ、ドイツ、中国、韓国等に販売拠点があります。
外国人採用は、当社技術の海外展開を見据えた当時のトップが、日本の大学院で博士号を取得した
インド人科学者（現副社長）をスカウトし、研究開発部門に迎えたことが始まりで、現在は、国内従
業員 700 名のうち中国、インド、アメリカ、カナダ、ミャンマーなど２１名の外国人が活躍してい
ます。なかでも修士号・博士号を取得した技術系高度人材は、国際部や技術営業マネージャーとして
当社の重要なポジションに就いています。
外国人高度人材との出会いの多くは、共同研究している大学などの研究機関からの紹介です。博士
研究者の場合、最初はポスドクとして２年契約をします。その後、担当業務の進捗や本人の希望・適
性により、年俸制のエキスパート契約社員として契約更新をする場合があります。更に国際営業や海
外生産拠点の責任者など幅広く活躍が期待される場合は、本人の希望も踏まえ正社員に転換してもら
います。一方、特定業務に専念することが適している場合は、職群転換せずエキスパートとしての契
約更新を行います。正社員に登用された場合は、日本人社員と同様にジョブローテーションにより、
研究開発だけでなく生産・営業など様々な職務を経験させています。
外国人が働き続けるためには、周りの日本人社員のダイバーシティに対する理解が大切で、それに
はコミュニケーションが非常に重要です。当社では縦だけでなく横の（組織を超えた）繋がりが持て
るよう、部・次長職を除く全社員を 10 名未満のグループに分け、就業時間内外で集まりコミュニケー
ションを取る活動を行っています。外国人もいずれかのグループに属し、日本人は仲間意識を、外国
人は帰属意識を培っています。
また、言葉も重要です。インド人の副社長は邦人と間違えるくらい日本語が堪能で、三重県四日市
の方言（四日市弁）のネイティブスピーカーでもあります。

外国人人材の活
躍状況

博士研究者のうち国際部に所属している外国人は、技術系営業として世界各国の大手食品メーカー
を飛び回っています。海外ではドクター（博士号取得者）の社会的地位が日本よりも高く、現地の
Ｒ＆Ｄ（研究開発）部門の研究者に技術的な提案を行うにあたり、ドクターの肩書きが重要になり
ます。グローバルな有識者として一目置かれる副社長のような人材像を目標に、外国人高度人材の
活躍をサポートしたいと思います。

今後の課題

海外生産比率が上昇していることもあり、海外でのローカルマネジメントを強化する必要があり
ます。現在は日本への外国人留学生を本社採用することが主となっていますが、今後は現地で採用
し、日本で研修後、再び現地へ戻すという雇用モデルも検討します。但し、各国で異なる人事制度、
特に給与体系にどうやって統一性を持たせるか、また、当社企業理念を如何に海外グループ企業に
浸透させるか、などが今後の課題です。

女性の活用

当社では食品や化粧品などの原材料を開発しており、女性の感性は重要です。現在、出産を機に
退職する女性はなく、育児休業取得率は 100％です。更に復職者の半数以上が短時間勤務制度を利
用し、仕事と育児の両立に活用しています。また、短期間ですが男性の育休取得者も少しずつ増え
てきました。男性も女性同様に育児に関わる風土を築いていくことで、男女共に働きやすい職場づ
くりを進めていきたいと考えています。
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産 業 人 材 施 策 メ ニ ュ ー
１．多様な人材の活用事例について知りたい
ダイバーシティ経営企業 100 選（経済産業省）
経済産業省では、女性、外国人、高齢者、障がい者等を含め、多様な人材を活用して、イノベーショ
ンの創出、生産性向上等の成果を上げている企業を、優れた「ダイバーシティ経営企業」とし
て選定・表彰する「ダイバーシティ経営企業 100 選」事業を実施しています。平成 24 年度か
ら事業を開始し、数年度かけて累計 100 社程度を表彰する予定です。
また、表彰企業の取組内容をベストプラクティス集としてとりまとめ情報発信しています。
詳細はこちら：http://www.diversity100sen.go.jp
お問い合わせ先：中部経済産業局

産業技術・人材・情報政策課

℡：052-951-2774

２．人材育成を行いたい
平成 25 年度版 中部地域の次世代を担う人材育成講座集（中部経済産業局）
中部経済産業局では、中部地域において平成 25 年度に開講する人材育成講座一覧や講座の受
講生の声を掲載した『ヒトは競争力の源「中部地域の次世代を担う人材育成講座集（平成 25
年度版）」』をとりまとめました。
詳細はこちら： http://www.chubu.meti.go.jp/technology/jinzai/2508koza.pdf

中小企業大学校

瀬戸校（独立行政法人中小企業基盤整備機構）

中小企業大学校瀬戸校（愛知県瀬戸市）は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が設置・運
営する中小企業のための専門的研修機関です。
中小企業の経営者、後継者、管理者等を対象にした研修をはじめ、中小企業の発展を支援し
うる人材の育成のための研修を実施しています。
詳細はこちら：http://www.smrj.go.jp/inst/seto/index.html
お問い合わせ先： 中小企業大学校

瀬戸校

℡：0561-48-3401

キャリア形成促進助成金（厚生労働省）
雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等の実施等を行う事業主
に対して、訓練経費や訓練中の賃金を助成します。
詳細はこちら：http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d01-1.html
お問い合わせ先：厚生労働省の各都道府県労働局
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３．人材を確保したい

～インターンシップ生の受け入れ企業を募集中～ （※下記事業のインターンシップ期間は
平成 26 年 1 月末で終了します）
新卒者就職応援プロジェクト（中小企業庁）
未就職の新卒者等に対し、中小企業・小規模事業者で実施する職場実習（インターンシップ）
を支援します。実習生の受け入れをご希望の事業者は下記登録受付機関へお申し込みください。
※支援内容：職場実習生には、実習時間（４～８時間）に応じて、日額最大７千円の技能習得支援助成金が支給されます。

登録受付機関

中部ブロック

北信越ブロック

( 愛知県､岐阜県､三重県､静岡県 )

( 富山県､石川県､福井県､
新潟県､長野県 )

( 株 ) パソナ

℡：052-561-1424

( 株 ) マイナビ

℡：0120-017-366

ヒューマンリソシア ( 株 )

℡：052-561-4110

( 株 ) パソナ

℡：076-262-3113

( 株 ) 学情

℡：052-265-8121

ヒューマンリソシア ( 株 )

℡：025-227-5777

新卒者（留学生）向け事業もございます。登録はこちらへ

中部地域 ( 愛知県､岐阜県､三重県､富山県､石川県､福井県 ) ( 株 ) マイナビ

℡：0120-017366

中小企業新戦力発掘プロジェクト（中小企業庁）
育児等で一度退職し、再就職を希望する女性等（新戦力）に対し、中小企業・小規模事業者で
実施する職場実習（インターンシップ）を支援します。実習生の受け入れをご希望の事業者は
下記登録受付機関へお申し込みください。

※支援内容：職場実習生には、実習時間（４～８時間）に応じて、日額最大７千円の技能習得支援助成金が支給されます。

登録受付機関

中部ブロック
( 株 ) パソナ

北信越ブロック

( 愛知県､岐阜県､三重県､静岡県 )

( 富山県､石川県､福井県､
新潟県､長野県 )

( 株 ) パソナ

℡：052-561-1424

℡：076-262-3113

～学生とのマッチング事業及び合同研修への参加企業を募集中～
（※下記事業の事業実施期間は平成 26 年 2 月 15 日で終了します）

地域中小企業の人材確保・定着支援事業（中小企業庁）
地域の中小企業・小規模事業者の支援機関が大学、ハローワーク等と連携して、中小企業・小
規模事業者と学生の日常的に顔が見える関係づくり（「経営者による出前講座」、「若手従業員と

の交流会」等）から両者のマッチング（「合同企業説明会」、「学内企業説明会」等）
、人材育成・

定着（「新入社員合同研修」、
「人材担当者向け研修」等）までの事業を一体的に実施しています。
中部地域の事業実施機関 （各種イベントへの出展や研修への参加等をご希望の事業者はこちらへお問い合わせください。）
愛知県中小企業団体中央会 ℡：052-485-6811

( 株 ) ジオコス

℡：052-221-1024

岐阜県中小企業団体中央会 ℡：058-277-1103

三重県中小企業団体中央会

℡：059-228-5195

富山県中小企業団体中央会 ℡：076-424-3686

石川県中小企業団体中央会

℡：076-267-7711

地域中小企業の海外人材確保・定着支援事業のお問い合わせはこちらへ
中部地域 ( 愛知県､岐阜県､三重県､富山県､石川県､福井県 ) の事業実施機関

一般社団法人中部産業連盟

℡：052-931-3189
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