中小企業・小規模事業者の
人手不足への対応事例

◆本事例集の見方・活用ガイド◆
(2)取組の分類
 時間外労働の削減、有給休暇取得、同一労働同一賃金、
設備等の見直し、多様な人材活用、賃上げのうち、該
当する取組のアイコンをハイライトしています

(1)企業名

(3)企業情報
 企業の所在地、創業年、資本金、従業員数、
事業概要をまとめています

(4)取組概要
 簡潔に当該取組
のポイント、効
果等を記載して
います

(5)取組前
 当該取組を行う
きっかけ、抱えて
いた経営課題を記
載しています

(7)取組後

(6)取組内容
や仕組み
 当該取組や導入した
制度・仕掛けなどの
具体的な内容につい
て記載しています

 当該取組により得
られた効果、気づ
き、社内外への影
響を記載していま
す
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目次のご案内
様々な角度から事例を検索いただけるよう、以下の目次をご用意しました。
○ 業種別、企業規模別、地域別、創業期間別（P3～6）
業種（P3）

企業規模（P4）

地域（P5）

創業からの期間（P6）

製造業（機械/食品/その他）

５～２０人未満

北海道

１０年未満

建設業

２０～５０人未満

東北地方

１０～２０年未満

卸売業

５０～１００人未満

関東地方

２０～５０年未満

宿泊業・飲食サービス業

１００～３００人未満

中部地方

５０年以上

医療・福祉サービス業

３００人以上

近畿地方

教育支援業

中国地方

人材サービス業

四国地方

専門サービス業

九州地方

情報通信業

沖縄

運輸業
その他

○ 各社の経営課題（P7～10）
各社の経営課題と主な取組内容から検索いただけます。
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◆業種別◆

目次

3

◆企業規模別◆

目次

4

◆地域別◆

目次

5

◆創業からの期間別◆

目次
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◆各社の経営課題◆（1/4）
主な取組
企業名

経営課題

業務の

見直し

働き方の
見直し

人事制度・
賃金制度

求人

（魅力発信）

多様な人材
の活用

コミュニケー
ション活性化

掲載
ページ

株式会社英田エンジニアリング

働き方改革への対応が急務、利益率の低い業務に携わる社員のモチベーション維持

11

株式会社アカデミー

優秀な人材を確保し、長く勤務してもらうために、ワーク・ライフ・バランスを大切にした働き方を推進

12

株式会社アクアテック

意欲も能力もある経験豊かなシニア人材の能力を活かして働ける場の整備が課題

13

アップコン株式会社

人手不足が慢性化している建設業において、 既存社員の継続雇用と健康で働きやすい環境の整備が課題

14

株式会社荒木組

建設業界の若者離れ、ベテラン技術者の高齢化による離職による人手不足が課題

15

出雲土建株式会社

非効率な原価管理手法とシステムの刷新を担う人員とスキル不足が課題

16

株式会社一ノ蔵

2000年問題以降続く長時間労働、有給休暇の取得率の底上げ

17

伊藤電子工業株式会社

従業員の慢性的な長時間労働や休暇を取得しにくい雰囲気、それに伴うモチベーションの低下が課題

18

株式会社EVENTOS

長時間の立ち仕事など過酷な職場であるが、個々の事情に合わせ、安心して産休・育休、復職までの流れをつくることが課題

19

インターフェイス株式会社

女性の多い職場のため家庭との両立ができるような環境整備と人材の定着が課題

20

有限会社WILLPLANT

業務時間が不規則な業種で休みがとりにくい、社員が働き続けたいと思える会社づくり

21

馬野建設株式会社

建設業界での採用難・人手不足新卒社員の定着にも課題

22

株式会社エスケイワード

需要が縮小し、売上が低迷するなかで、新規事業開拓とそのための働き方改革が必要

23

エフシー・サービス株式会社

受注増加に対応できる技術者が不足しており、受注に応じた人員体制が整っておらず深刻な人手不足

24

オーエヌ工業株式会社

若手社員の増加に伴い、結婚や子育て世代の生活を応援しつつ定着をさせることが課題

25

株式会社オーザック

経営難を乗り越え、社員が幸せになれる会社づくりを開始

26

岡田パッケージ株式会社

女性が働きやすい職場づくり、活用しにくい休暇制度

27

岡谷熱処理工業株式会社

早朝作業や夜間勤務に対応できる特定の社員に業務が集中するなど、業務効率化が課題

28

株式会社オキス

地域で深刻な人手不足に直面する中、EC事業や海外事業への展開に必要な人材が不足

29

株式会社オフィスエフエイ・コム

経営環境の変化による受注増に対して、国内での優秀な人材確保・育成が困難な状況

30

川嶋印刷株式会社

多様化する顧客のニーズに対応できるようなITスキルを持った営業社員が少なく、営業力強化と若手の採用・育成が課題

31

株式会社カワトT.P.C.

女性社員を積極的に活用していたが、定着が進まなかったため、働き続けやすい職場整備が課題

32

KIGURUMI.BIZ株式会社

長時間勤務、取得しにくい休暇による社員の離職を防ぐための職場環境の改善が課題

33

株式会社キャットアイ

健康志向の高まりや環境保護の意識から事業計画全般や予算組成、将来への事業戦略の立案・推進が課題であった

34

QLデンタルメーカー株式会社

資格取得者の採用が困難であり、製品製作のための効率的な情報共有や人材育成に課題
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◆各社の経営課題◆（2/4）
主な取組
企業名

経営課題

業務の

見直し

働き方の
見直し

人事制度・
賃金制度

求人

（魅力発信）

多様な人材
の活用

コミュニケー

ション活性化

掲載
ページ

株式会社釧路製作所

既存事業から転換し、新規事業に参入するために、新たな人材確保と育成が喫緊の課題

36

株式会社クララオンライン

エンジニアの採用・定着が非常に厳しく、多様な働き方ニーズへの対応が課題

37

株式会社グランドデザイン

若い人材の高い離職率、顧客への責任あるサービス提供ができなくなる危機感

38

株式会社Groony

先行投資型の開発体制ゆえ、常に財務基盤の強化が経営課題であり、マーケット開拓のため攻めの体制整備が急務

39

株式会社弘新機工

オーバーワークの状態が慢性的で仕事量の削減を検討したが、売上を上げる方策がなかったため、抜本的な改善が必要

40

株式会社コープライフサービス

親会社からの出向者と社員の間に処遇の違い、不公平感による離職を防ぐことが課題

41

株式会社コスモジャパン

慢性的な人手不足が続き、HACCP導入に向け生産体制の改善が不可欠

42

株式会社米五

繁忙期に一部の社員に業務が偏り長時間残業が発生、低い有給取得率

43

株式会社コヤマ・システム

多様な社員の働きやすさや定着のため、待遇の格差是正が課題

44

有限会社栄工業

女性社員が大半な中で、様々な局面で辞めていく女性が多く、定着に課題

45

株式会社サカタ製作所

慢性的な残業による負担の増加、スキルの伝承や業務効率化が進まない職場環境が課題

46

株式会社サニックス

自動車整備工場に対するマイナスイメージから若手の採用に苦戦

47

株式会社三本杉ジオテック

既存社員を大切にし、技術力を維持向上させるための職場環境の整備が課題

48

山陽環境開発株式会社

新入社員を恒常的に採用できず、人材不足と社員教育の機会減による人材育成力の低下が課題

49

株式会社三和ドック

団塊世代の退職により人手不足が深刻化、熟練技能継承のため若手の確保と育成が課題

50

自然免疫応用技研株式会社

裁量労働制のもとで労働時間管理意識の向上、人材確保のため時代に応じた制度へ変更

51

株式会社下部ホテル

不規則勤務による社員満足度の低下への対応が課題

52

聖徳ゼロテック株式会社

従業員の高齢化や慢性的な人手不足、人材確保に向けた環境整備

53

白鷺電気工業株式会社

若年層の人材確保、休みにくい実態・職場風土が大きな経営課題

54

株式会社ズコーシャ

基幹部門での担い手不足や女性技術者の離職、企業の継続的な維持・発展の取組が必要

55

有限会社スタプランニング

繁忙期の長時間労働、中核社員の相次ぐ退職など高い離職率

56

株式会社スリーハイ

働き方改革を見据え、残業時間の抜本的な削減方法を模索

57

株式会社世古工務店

技能工の高齢化、長時間労働、社員同士のコミュニケーションも不十分

58

セムコ株式会社

事業展開していく上で必要となる優秀な女性や理系人材の確保が課題

59

株式会社セラビ

長期的にみて社員が働きやすく魅力のある職場が会社の利益になると考え、残業ゼロの時短経営を目指した
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◆各社の経営課題◆（3/4）
主な取組
企業名

経営課題

業務の
見直し

働き方の
見直し

人事制度・
賃金制度

求人

（魅力発信）

多様な人材
の活用

コミュニケー

ション活性化

掲載
ページ

ソウ・エクスペリエンス株式会社

多様な働き方ができる環境を整備し、中核となる人材を確保することが中長期的な課題

61

太洋住研ホーロー株式会社

人手不足による時間外労働の増加や有給休暇の未消化等、人材が定着しにくい就労環境

62

高木綱業株式会社

高い技術を有し将来の幹部候補となるような中核人材が不足

63

株式会社高橋ふとん店

短期間で辞めてしまう新卒社員が多く、定着率の向上が恒常的な経営課題

64

有限会社田中製作所

技術者の高齢化、若手社員への技術の伝承

65

田部井建設株式会社

技術者の不足による弊害（社員の負担増、新卒採用難・定着に課題、有資格者の不足）

66

チューイチョーク株式会社

人材の採用や定着がうまくいかず、リーダー層の人材不足とスキル不足が深刻化

67

株式会社 テイクシステムズ

時間に不規則な仕事のため体調不良による離職が多く、人材の定着が課題

68

テクノス三原株式会社

個人よりチームで成果を出せる仕組みに変更し、生産性を上げる

69

株式会社天理時報社

残業時間の多さから、従業員の離職が多く、社内教育の整備が不十分

70

株式会社東京堂

女性従業員が多い職場で、継続的に戦力を維持できる働き方に改善する必要

71

医療法人東浩会

女性の多い勤務環境で継続して働き続けられる環境の整備と、取組の情報発信が課題

72

株式会社東知

生産性向上のため、非効率な業務の見直し、製品製造のルール整備が必要

73

東洋ソーラー株式会社

将来を見据えた労働力の確保が課題

74

東洋電装株式会社

売上が急成長による従業員への負担の集中や人手不足による長時間労働に対する社内制度や環境整備が課題

75

株式会社トーリツ

介護・看護の女性中心の職場で、家庭との両立、ベテラン職員の就業の継続が課題

76

トキトレーディング株式会社

営業部門できめ細かな対応ができ、コミュニケーション能力の高い人材確保が課題

77

株式会社ときわ

仕事と子育ての両立が困難で、人材の定着や残業の削減が課題

78

株式会社トリパス

事業の拡大に対して管理部門の人材が不足し、全社的な改革を推進する人材が必要

79

株式会社中一陸運

生き残りと発展を目指し事業拡大を図ったが、運営や営業活動のノウハウが不足

80

株式会社長島製作所

不良品発生率が高く、その対応に追われ残業時間が増加

81

株式会社中山鉄工所

社員の能力に応じた人事制度の仕組みづくりと技術のレベルアップが必要

82

株式会社nanamusic

収益拡大に必要な人材に係る高いスキルとコストの兼ね合いが課題

83

株式会社ナレッジソサエティ

大手との人材獲得競争が激化し、安定的に優秀な人材を確保することが経営課題

84

株式会社日本エー・エム・シー

一部の部署や従業員に負担が集中、女性や外国人等多様な人材が活躍できる職場づくり
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◆各社の経営課題◆（4/4）
主な取組
企業名

経営課題

業務の
見直し

働き方の
見直し

人事制度・
賃金制度

求人

（魅力発信）

多様な人材
の活用

コミュニケー
ション活性化

掲載
ページ

株式会社野元牧場

離島のため人材不足、雇用の拡充と作業負担の軽減を図ることが課題

86

株式会社俳優座劇場

体力を要する業務も多い中で、女性や高齢者の活用を推進することが課題

87

株式会社Hacoa

従業員のスキルの偏りに伴い勤務時間に差、全国展開を見据えた人材確保の必要性

88

株式会社浜野製作所

業務の属人化、急な納期への対応による慢性的な残業への対応が課題

89

万協製薬株式会社

受注増加に伴い、社員の残業時間が増加し、業務負担の改善・効率化が課題

90

株式会社Be-fresh

社員の高齢化による生産性の低下や、技術継承が課題

91

株式会社ひろの屋

季節による仕事の繁閑が激しく雇用安定と生産体制・組織力・品質管理といった会社基盤の整備が課題

92

福井紙業株式会社

休暇の取れない生産体制の定常化、性別による非効率な分業体制が課題

93

株式会社福山中央水産

事業革新のため、開発製品強化、納品先の開拓、ＩＴ活用における事業運営が課題

94

フジイコーポレーション株式会社

ユーザー目線から製品開発に活用できる人材や専門的知識を持つ人材の確保が課題

95

株式会社フジワラテクノアート

疲労に起因する事故の防止のための残業時間の削減と女性活躍の推進が課題

96

船橋株式会社

認知度が低く採用応募者数が低迷、採用者の高い離職率・低い定着率が課題

97

株式会社ポーラスタァ

小規模企業のため、採用コストがかけられず、優良な人材確保が課題

98

株式会社松尾青果

知識や経験のある高齢社員の活用と負担軽減、若手社員を育成する仕組みが必要

99

株式会社水清建設

市場の変化への対応、同業者との差別化、魅力ある建設業の実現

100

株式会社三葉製作所

生産管理ノウハウの整備と生産性向上に取り組める人材の確保が喫緊の課題

101

宮田織物株式会社

一気通貫の生産ラインで休暇を取りにくい環境、女性社員の退職による人材の喪失

102

株式会社味莱

従業員の病気を機に、体調に応じて働き続けられるような環境の整備が必要

103

本橋テープ株式会社

B to C事業の展開に向け、老若男女の意見を尊重できる体制整備が課題

104

森興産株式会社

海外展開へ向けた外国人採用のための知識・ノウハウの獲得が喫緊の課題

105

株式会社山十産業

休暇がとりづらい雰囲気があり、従業員をしっかりと休ませる仕組み作りが課題

106

油機エンジニアリング株式会社

業績が好調ななか、新卒人材が確保できず、将来的に管理者が不足することが課題

107

ライオンパワー株式会社

残業時間の上限規制や年次有給休暇取得の義務化への対応

108

株式会社リネイル

人材リソースの効率的な活用と子育て世代を中心とした社員のワークライフバランスの改善が課題

109

株式会社綿善

旅館業ならではの勤務形態により、業務繁閑による残業時間の抑制が課題

110

10

時間外

有給
休暇

同一労働
同一賃金

設備等
の見直し

多様な
人材

賃上げ

あ い だ

株式会社 英田エンジニアリング

所在地：岡山県美作市

設立：1974年

資本金： 6,000万円

従業員数：119人（うち女性32人） 事業概要：製造業

 残業時間削減のために、業務の洗い出し、機械化可能な作業の検証によって、AI・IoTの活用を
徹底的に行ったことにより、社員の作業工数が削減。
 部署別採算表の活用により、自主的な改善提案が生まれるなど、社員の士気が向上。

①取組前

（きっかけ )

働き方改革への対応が急務

②取組内容や仕組み

 時間外労働の上限規制への対応のため、慢性的に発生して
いた残業時間の削減が急務であった。

テクノロジーの活用

 有給休暇の取得が進んでいない社員も多かった。
部署や製品別に利益率に差
 部署や製品別に利益率に差があり、利益率の低い業務に携
わる社員のモチベーションの維持が課題であった。
働き方改革への対応

③取組後 効(果 )

 有給休暇の取得やノー残業デー実施の徹底により、社員は
家族と過ごしたり自己啓発として研修に参加する時間が増
え、社員の業務に対するモチベーションの向上に繋がった。
正確で迅速な顧客対応を作業工数ゼロで実現
 AI、IoTの取組みを徹底的に行った結果、事務部門、現場・
営業とも作業のシステム化が進み、正確で迅速な対応がで
き、残業時間も減少した。例えば、IT を用いて無人駐車機
器の遠隔操作による職員の作業工数の削減やエラーデータ
の収集強化を図ったことにより、スピーディーなトラブル
対応が可能になった。
 部署別採算表の活用により、社員が仕事の成果を実感でき
るようになり、自ら業務改善の提案をするようになった。

 残業時間の削減に向け、社内プロジェクトを立ち上げ、事
務作業と現場作業の工程を検証して機械化可能な作業を洗
い出し、 IT を用いた無人駐車機器の遠隔操作など、AI、
IoTを徹底的に導入することにした。
 Web会議ツールやメールを活用しながら、見込み顧客へ
非対面で営業活動を行う「インサイドセールス」の手法を
取り入れ、内勤型の営業担当を新たに２名採用した。
制度や規程の整備
 全社員に有給休暇の取得を促すため、1ヶ月に1日以上の
取得を厳守するよう、規程を策定した。
 全社員が残業せずに退社する「ノー残業デー」を業務カレ
ンダーへ組み込んで実施した。
部署別採算表の作成
 作業チームごとに利益を追求で
きるよう、部署別の採算表を作
成し、部門単位で売上・コスト
を把握するようにした。

同社よりご提供
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株式会社 アカデミー

所在地：福島県いわき市

設立：2016年

資本金： 1,000万円

従業員数：19人（うち女性16人） 事業概要：教育支援業

 契約社員を正社員に転換する短時間正社員制度を通して、優秀な社員を戦力化。この取組が労働
市場にも評価され、採用応募者数増に貢献。
 柔軟にカバーしあえるスキル形成により、休暇を取得しやすい雰囲気が醸成。

①取組前

（きっかけ

女性の活躍とワークライフバランスを経営の柱に

②取組内容や仕組み

 優れた能力や経験を持っているものの、育児と仕事の両立
が時間的に難しく、家庭に入ってしまう女性を活かすこと
を人材確保戦略の柱とした。

短時間正社員制度の運用

)

 優秀な人材を確保し、当社で長く勤務してもらうために、
ワーク・ライフ・バランスを大切にした働き方として、有
給休暇の取得も積極的に推進している。
正社員転換制度の取組が採用応募数に寄与

③取組後 効(果

 2015年の正社員転換制度の運用開始以来、有期契約社員か
ら短時間正社員へ５名が転換し、活躍している。
 時間的制約があっても正社員として能力を発揮できる職場
となり、従業員のモチベーションアップとともに定着率が
向上し、雇用の安定を実現している。
 短時間正社員制度の取組が労働市場でも評価され、採用応
募数にも寄与している。

)

有給取得率の向上
 スキルの共有化により休みやすい職場となっており、現在、
有給休暇取得率は70％台後半まで向上している。

 時間の制約があっても能力を活かして働き続けられるよう、
所定労働時間を６時間または６.５時間（休憩含む）とし
た短時間正社員制度を導入し、契約社員の積極的な正社員
転換を実施した。
お互いの業務をカバーし、休みを取りやすい雰囲気に
 風邪やインフルエンザなどが流行する冬季は、急な欠勤も
増えるため、その担保としてお互いの業務を知り、必要に
応じて柔軟にカバーしあえるスキル形成を行っている。属
人化した業務がないため、欠勤のみならず、有給休暇も取
得しやすい雰囲気が醸成できている。
 女性社員の家庭環境を勘案し、
各業務にバランスよく配置する
よう工夫した。社員には、就学
前児童や小・中学生を持つ母親
が多いことから、学校行事が集
中すると人手不足となっていた。
事前にスケジュールを把握する
ことで、業務や人員配置を調整
して対応した。

同社HPよりご提供
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株式会社 アクアテック

所在地：大阪府大東市

設立：1997年

資本金： 1,000万円

従業員数：37人（うち女性6人） 事業概要：製造業

 現役を退いた優秀なシニア人材に、その能力を活かして働ける場を提供したいと、社長が定年後
に起業。
 週３～４日の「頑張り過ぎず、趣味や健康管理にも気を配れる余裕のある勤務」で、ノルマや業
績評価を行わないことで、技術開発に専念できる環境となり、再生医療等の最先端分野で活躍。
①取組前

（きっかけ

意欲も能力もあるシニア人材の活躍
 社長は定年退職後に起業。かつて優秀だった部下たちが、
定年退職後に年金生活のみを送っているような社会に疑問
を持ち、一念発起した。

)

 以前の職場仲間を中心とした意欲も能力もある経験豊かな
シニア人材とともに、技術開発に重点を置いた経営を行い
たいと考えた。
シニア人材のモチベーションの維持と活躍

②取組内容や仕組み
高齢者の勤務を軸とした経営
 働き方の基本姿勢は、現役時代のモーレツな勤務から解放
され頑張り過ぎず、趣味や健康管理にも気を配れる余裕の
ある勤務とし、ノルマや業績評価は行わないこととした。
 起業当時の社員は、早期に年金の受給をしていたことから、
年金を受けながら勤務できるように週３～４日の雇用契約
を基本とした。

③取組後 効(果 )

 週3～4日の雇用契約のため、人件費もあまりかからず、よ
り多くのシニアに働く場を提供できた。

 また、社員の大半がかつての職場仲間中心であったことか
ら、自然と家族的な雰囲気の社風が醸成され、「気兼ねせ
ず楽しく働ける」職場となった。技術開発の細かな調整も、
密に声を掛け合いながら行えるため、風通しの良い職場と
なっている。

 平均年齢は６８歳と高齢だが、ノルマや業績評価に縛られ
ず、これまでの経験を十分に活かし、開発に専念できる環
境となった。
世界最小レベルのポンプの開発や、
再生医療などの最先端技術分野で
の活躍ができている。 同社よりご提供

 シニア人材は、もともと大手企業の技術系、製造系業務を
担当していたため、大企業意識が抜けないことから、顧客
との感情的なトラブルが発生したことがあった。そのため、
営業や管理を行う人材には、あえて中小、中堅企業から人
材を採用した。

 定年後も「ほどほどに」働き、社会との接点を持つスタイ
ルがシニアのやりがいや生きがいにもなり、モチベーショ
ンも維持できている。

大手と中小企業の人材をバランスよく活用
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アップコン 株式会社

所在地：神奈川県川崎市

設立：2003年

資本金： 4,300万円

従業員数：39人（うち女性7人） 事業概要：建設業

 定年制度を設けず、能力とやる気があればいつまでも勤務できる環境を整備。
 健康活動クラブでの運動や活動に応じた“健活ポイント”制導入の健康経営により、喫煙者や遅刻
者の大幅な削減に成功。こうした取組により安全衛生優良企業の認定を受けた結果、知名度も向
上し、新卒採用でも応募者が増加。
①取組前

（きっかけ

既存社員の継続雇用
 人手不足が慢性化している建設業において、既存の人材に
能力とやる気があれば、いつまでも働き続けられる、また
働きやすい環境を提供したいと考えた。
病気による欠勤・遅刻者の増加

)

 急な欠員は工期や業績にも影響を与えてしまう可能性があ
り、社員の心身の健康管理、健康増進、体力の向上が社業
として課題となった。

③取組後 効(果 )

作業効率の向上と継続就労可能な環境
 過去には80歳以上まで働いていた社員がいるなど、能力と
やる気があれば年齢によらず就労できる環境を整備できて
いる。
 施工や調査の際の削孔業務において新技術を用いることに
より生産効率が上昇した。
 日本語検定取得推進の結果、コミュニケーション能力の向
上や報告書作成時間の短縮を実現した。
（作成時間：6.71時間（2014年）⇒2.63時間（2017年））

採用活動への効果
 一連の健康経営体制を継続したことで、遅刻者・喫煙率が
大幅削減でき、安全衛生優良企業の認定がなされた。その
結果、新卒者の採用活動の際には、応募者が増加するなど
の効果があった。

②取組内容や仕組み
勤務環境の整備
 定年退職制度を設けず、年齢による処遇変更をしないこと
とした。
 従来２名体制で行っていた施工や調査の際の削孔業務につ
いて、実用新案を取得した集塵アタッチメントを使用する
ことで、 １名で実施可能とした。
 資格取得推進の一環として日本語検定３級（日本語を使う
者を対象とした検定）を全社員が入社して１年以内に取る
ことを必須とした。
健康活動クラブを発足
 社長直轄のプロジェクトとして健康活動クラブを発足させ
た。楽しみながら健康増進に取り組めるように、健康活動
にポイントを付与し、ギフト等と交換できる制度を導入し
た。
 病欠や遅刻、喫煙率の削減にも積極
的に取り組んだ。
 2018年からは、褒賞制度を導入。
社員を誕生月ごとにグループ化し、
1年間無遅刻であったグループ全員
にコミュニケーション費を付与する。

同社よりご提供

14

時間外

有給
休暇
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あ ら き ぐ み

株式会社 荒木組

所在地：岡山県岡山市

設立：1921年

資本金： 20,000万円

従業員数：205人（うち女性20人） 事業概要：総合建設業

 世界一働きやすい会社を目標に、残業が少なく働きやすい職場・明確な評価や多様な功績の表彰
で社員が成長できる職場を整備。
 ドローンやロボット等のICTへ投資を行い、業務を効率化。
①取組前

（きっかけ )

世界一働きやすい会社が目標
 建設業界の若者離れが顕著な中、ベテラン技術者の高齢化
による離職が相次いでおり、大きな課題と感じていた。今
いる従業員が働き続けたい、若者が就職先として選びたい、
と思うような企業となるべく働きやすさを追求した。
ICTへの投資
 IT活用への投資を積極的に行い、業務効率化と生産性向上
を目指した。

③取組後 効(果
)

従業員のモチベーション向上
 求めるスキルの可視化や表彰制度の導入により、従業員の
モチベーションが向上、スキルアップへの意欲も向上した。
ICT導入の効果や労働環境の改善
 測量ドローンや受付電話ロボットの導入による業務の代替
や、定点カメラや共通サーバーの設置による拠点間のコ
ミュニケーションの円滑化によって、業務が効率化した。
 アラキ・アカデミーにより、協力会社の職長にも健康・安
全意識を共有することで、荒木組社員の管理負担の軽減及
び労働時間の削減ができるようになった。
 ワークボードを使った休暇等の見える化によって、プライ
ベートとの区切りもつけやすくなっている。
 これらの取組により年間の１人当たり時間外労働は減少し、
有給休暇取得率も上昇した。
時間外労働 308.5時間/人（2015年）→258.2時間/人（16％減）（2018年）
有給休暇 9.6日/人（2017年）→11.8日/人（23％増）（2018年）

②取組内容や仕組み
人材育成・教育の事例
 職位ごとに求めるスキルと評価の基準を明確にし、定期的
に社員の評価を実施している。求めるスキルの可視化によ
り、社員のスキルの取得・向上につながっている。
 業績のみではなく多方面から従業員の功績を表彰し、褒め
てやる気を引き出す仕組みとした。
 人材育成をする余裕がない協力会社の代わりに『アラキ・
アカデミー』と称し職長向けの健康・安全意識に関する勉
強会を実施している。
労務環境の改善
 退社時間のPC強制終了で残業を抑制した。上司や管理部
門の声かけよりも効率的であった。
 事務所内に有給休暇取得日数を掲示したり、1日の行動や
退社時間をワークボードで明示するようにし、可視化した。
ICT活用
 業務効率化のため、土木現場に測量ドローンや操作のセミ
オート化を実現したバックホウなどを導入し、事務所受付
には電話ロボットを導入した。
 各拠点の様子が見える定点カメラの導入により、コミュニ
ケーションが希薄になりがちな拠点間でお互いの雰囲気を
感じつつ業務にあたることができている。また、拠点間で
共通サーバを設置し、書類のやり取りを効率化した。

15

時間外

有給
休暇

設備等
の見直し

多様な
人材

同一労働
同一賃金

賃上げ

い ず も ど け ん

出雲土建 株式会社

所在地：島根県出雲市

設立：1980年

従業員数：73人（うち女性7人）

資本金：8,450万円

事業概要：建設業

 土木・建築部門の事業基盤となる原価管理手法のIT活用を実施。シニア専門家を顧問として採用
し、原価管理システムの見直しを行い、利益管理が改善。
 現場と管理部門の情報共有を紙媒体からクラウド活用に変更するなどIT活用を推進し、非効率な
作業を見直し。
非効率な原価管理手法とシステム

 現場と管理部門との情報媒体が紙であり、紛失のリスクや
印刷の手間といった無駄な作業も多く、情報共有の手法を
見直す必要があった。

 原価管理システムの更新に
向けて、高度な観点でのア
ドバイスや運用支援を期待
して、即戦力として、外部
のシニア人材と１年間、月
１～２回勤務の顧問契約を
締結した。

シニア専門家
データベースか
ら、課題にマッチ
した人材を選出

シニア専門家と
ともに、課題解決
を支援

仲介事業者
（ コーディネーター）
コーディ
ネート

)

現場と管理部門の情報共有の無駄を排除

シニア専門家（OB人材）を活用したシステム更新

中核人材

①取組前

（きっかけ

 基盤となる土木・建築部門の事業では、経営層への提出書
類が情報共有されないなど、非効率な原価管理手法が課題
だった。さらに、原価管理システムが古く、入替時期を迎
えていたが、人員とスキル不足によりなかなか進まなかっ
た。

②取組内容や仕組み

中小企業等

顧問契約し、IT活用に
おける生産性を向上

同社よりご提供

③取組後 効(果 )

経営革新・生産性の向上

 シニア人材のアドバイスにより、原価管理システムのクラ
ウド化や収益管理発注システム構築など、IT化を推進した。

 これまで部門長は他部門の原価管理報告（月次報告書）が
確認できず、流れが不透明であったが、原価管理システム
の改善により、目標を明確にし進捗状況を把握できるよう
になった。

 顧問の活用に際しては、その能力を最大限発揮してもらう
ため関連する部署の幹部を集め、顧問の支援方針に関する
会議を行い、目的・成果目標などを共有するように心がけ
た。

 原価管理システムの運用後、現場単位で管理可能な収益管
理発注システムの構築により、コスト意識が向上し、利益
率が改善された。
 作業フローの見直しにより、非効率な作業がなくなった。
部門間でのコミュニケーションもスムーズになった。

部門間の非効率を改善
 現場でのみ把握していた図面、仕様書、工事記録等は、管
理部門との情報共有のため、紙媒体からクラウド化するな
ど、IT活用による効率化を進め、時間・作業のスリム化を
実施した。
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株式会社 一ノ蔵

所在地：宮城県大崎市

設立：1973年

資本金： 9,000万円

従業員数：140人（うち女性63人） 事業概要：清酒製造業

 残業しない風土作りとして、管理職による業務や体制の見直し等に取り組むことで残業時間の削
減に成功。
 有給休暇を取得しやすい環境を作るため、生産現場社員の多能工化、事務職のジョブローテー
ションを推進し、周囲がサポートできる体制を構築したことにより、有給休暇取得率が向上。

①取組前

（きっかけ )

2000年問題以降続く長時間労働

②取組内容や仕組み

 2000年問題の対応時に勤務時間が増加したことをきっかけ
として、そのまま長時間労働が恒常的になってしまった。

残業しない風土づくり
 先に退勤することを後ろめたく感じる社員がいたため、先
に帰ることは失礼ではないと伝え、退勤時の挨拶を「お先
に失礼します」から「お疲れ様です」に変更した。
 管理職や経営陣に、「特定の個人に業務が集中しないよう
に業務や人員体制の見直しを行い、残業時間を削減するこ
とは責務」であることを伝え、改めて意思統一を図った。
 残業の際は、管理職に業務の必要性の確認を受ける事前申
告制とし、また、毎週水曜日はノー残業デーに設定した。
有給休暇取得にむけた環境整備
 年次有給休暇取得に抵抗感のある社員も休みやすいよう
「アニバーサリー休暇」を推奨。有給休暇を年間で計画的
に取得し、リフレッシュできるようにした。
 経営会議において部門別の有給休暇取得率を管理職に開示
し、取得率の低い部門には改善を呼びかけた。
 有給休暇を取得しやすい環境づくりのため、生産現場社員
の多能工化や、事務職の定期的なジョブローテーションを
実施。各部門の業務内容や業務量・ピークなどを洗い出す
とともに、各社員のスキルマップを整理し、繁忙者の業務
や休暇取得者の業務を周囲がサポートしあえる体制とした。

有給休暇の取得率の底上げが課題
 有給休暇の取得率に部門、個人ごとに大きな差があった。
 日々の業務の多さから有給休暇を取得することにためらい
を感じる社員もおり、全社的な取得率の底上げを図る際に
ネックとなっていた。
長時間労働・有給休暇取得率ともに改善

③取組後 効(果

 2016年の残業時間の月平均は1.4時間、有給休暇取得率は
60％といずれも県平均を大きく上回る結果に改善している。

)

 残業しないことへの後ろめたさが払拭され、「５時を過ぎ
たら帰るのが当たり前である」の認識が社内に浸透した。
有給休暇取得へのためらいも
なくなり、働きやすい職場づ
くりに会社全体で取り組める
風土となった。
同社HPより
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い と う で ん し こ う ぎ ょ う

伊藤電子工業 株式会社

所在地：山形県寒河江市

設立：1971年

資本金： 5,000万円

従業員数：230人（うち女性130人）
事業概要：製造業（電子機器・電子部品、半導体）

 福利厚生の充実化と賃上げの実施により、従業員のモチベーション向上を喚起。
 ベテラン従業員による指導や組立て手順書の整備等による若手従業員のスキルアップで多能工化
を推進し、取引先の増産ニーズに柔軟に対応するとともに、残業時間の削減を実現。

①取組前

（きっかけ )

取引先からの増産ニーズへの対応が課題
 取引先の業績は好況で、増産の要請を受けてはいるが、対
応できる人手に限りがあり人材不足が顕著。採用には力を
入れており、ハローワークにも求人を出しているが、採用
は困難な状況である。
 近年は、増産による業務を派遣スタッフでまかなっている
面もあり、従業員の慢性的な長時間労働や休暇を取得しに
くい雰囲気、それに伴うモチベーションの低下が課題で
あった。
福利厚生の充実と賃上げの実施

③取組後 効(果

 福利厚生の充実と賃上げの実施により、従業員のモチベー
ションが向上した。
多能工化により残業時間を削減
 従業員の多能工化を進めたことで、増産要請により人手が
必要な生産ラインに柔軟に人を集められるようになり、残
業時間の削減を実現できた。

)

有給休暇の取得率が向上
 組立て手順書の整備で、若手従業員でも対応できる業務内
容が増加し、従来より休みが取りやすくなっている。

②取組内容や仕組み
福利厚生を充実化
 財形貯蓄などを提供し、福利厚生の充実化に努めている。
モチベーション向上のために賃上げを実施
 従業員のモチベーション向上を目的に、業績が良いときの
利益はなるべく従業員に還元する方針で、平成30年度に
正社員の賃上げ（ベースアップ）を実施した。
 賃金テーブルは、A～Ｄの職階と、１～10段階の職能評価
で併せて40段階の階層に分かれており、その賃金テーブ
ルのベースアップを実施した。
人材育成を進め増産ニーズに対応
 これまで増産要請には残業でしのいできたが、残業時間抑
制に向け、部門内の多能工化を推進。若手従業員には、ベ
テラン従業員とともに業務についてもらい、スキルアップ、
人材育成を進めている。
 組立ての手順書を整備し、
マニュアル化できる部分を
切り分け、業務の標準化・
見える化を進めている。

同社HPより
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株式会社 EVENTOS

所在地：広島県広島市

設立：1988年

資本金： 4,000万円

従業員数：47人（うち女性28人） 事業概要：飲食・サービス業

 女性が安心して産休・育休を取得し復職できるような仕組みを整備したことにより、離職の多
かった女性社員が定着。
 若手社員のコミュニケーションの場として「新鮮組」を発足し、業務や人間関係などの不安や不
満の解消に繋げるとともに、スキルアップの場としても活用。

①取組前

（きっかけ )

勤務継続が困難な職場
 飲食業界は長時間の立ち仕事で、妊娠したスタッフにとっ
ては、料理の匂いも含め過酷な職場であった。個々の事情
に合わせ、安心して産休・育休、復職までの流れをつくる
ことが課題であった。
 繁忙期には、有給休暇を取得しづらいだけでなく、公休日
も休みづらい雰囲気が蔓延していた。
コミュニケーション不足による不安・不満
 スタッフ間のパイプ役になれる中間層（30代～40代）のス
タッフがおらず、ジェネレーションギャップや、不安や不
満を言えずに悩むという若手スタッフが多かった。

②取組内容や仕組み

女性の働き方がロールモデルとして確立

休日制度の整備

③取組後 効(果 )

 時間短縮社員制度の確立により、女性に向けて働き方の提
案が可能となり、定着を促進。
スキルアップにも活用
 2019年の「チャレンジ休日」取得率は70％となっており、
長期休暇取得を可能にしたことで、料理を学ぶために海外
旅行に行くなどスキルアップや心身のリフレッシュ、家族
と関わる時間として活用されている。
 「新鮮組」がコミュニケーションを活性化させ、若手社員
の不安や不満の解消に繋がっている。また、話題のレスト
ランへ行き、料理やサービスを学ぶといったスキルアップ
の機会として有意義に利用されている。

女性社員定着への工夫
 時間短縮社員制度を導入した。
 産休・育休を取得する社員に対して、休業前、休業中、復
職のタイミングで、社長と総務部門と本人の三者面談を実
施し、休業中の不安を取り除けるようにサポートした。
 ロールモデルがいなかったので、周囲の社員に妊婦や育児
中の社員と共に働く事に理解を求めた。まずは女性社員へ
説明会を開催し、様々な事情を持った社員に柔軟に対応で
きるよう、少しずつ理解と周知を浸透させていった。
 11日間の「チャレンジ休日」を導入した。連続取得もで
きるため、有給休暇と合わせて最大1か月連休を可能にし
た。取得促進のために「チャレンジ休日運用手引き」を用
意し、総務部門からの周知や半期ごとの取得促進活動も実
施している。
若手社員のコミュニケーション
 26歳以下の若手社員によって「新鮮組」
というコミュニケーションの場が発足し
た。会社が費用を一部補助し、他部署の
従業員と情報共有や相談を行う場となっ
ている。

同社よりご提供
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インターフェイス 株式会社

所在地：秋田県秋田市

設立：2006年

従業員数：25人（うち女性23人）

資本金：300万円

事業概要：臨床試験受託機関

 大手企業で人事経験を有する人材を新たに採用し、外部の目線で社内環境の見直しを行うととも
に、人事評価制度設計に挑戦中。
 女性従業員が多い中で、多様な働き方を選択できる体制を整備することでワークライフバランス
を確保し、モチベーション・生産性・人材の確保・定着が向上。
①取組前

（きっかけ

女性の多い職場

②取組内容や仕組み

 日用品や化粧品の臨床試験を行っており、女性の多い職場
であったが、残業も多く家庭との両立が難しく、人材の定
着が進まなかった。

人事評価制度設計着手とシステム化の促進

制度設計を立案できる人材の不足

)

 スタッフの能力、オペレーションの効率等を最大限に発揮
できるような仕組みを構築したかったが、立案・構築でき
るような人材がいないことが課題であった。
目標管理シートとフィードバック面談で自己の課題を可視化

③取組後 効(果

 他責にせず当事者意識を持って業務に取り組む姿勢を醸成。
ライフステージに応じた働き方の選択肢を提示

 東北経済産業局事業のイベントで人材の情報を収集した。
人事評価制度の構築のため人事経験者をマネージャーとし
て採用した。
 また、ICTを活用して効率化を促進するため、システム分
野の経験者を新たに採用した。
 人事・IT分野といった、それぞれの分野の経験者を活用す
ることにより、今まで滞っていた社内環境の整備やデータ
ベースを用いた作業の効率化を推進していった。

 子連れ出勤、時短勤務や国内外での在宅勤務を認めること
で、既存スタッフの雇用の継続を実現した。また、欧米や
首都圏在住者に業務委託を行うなど、秋田県内にとどまる
ことなく広く優秀な人材を確保できた。
多方面へのシステム導入で業務効率化を促進

)

 予定共有ツールや勤怠管理システムの導入、被験者のデー
タベースをアップグレードするなどシステム化・効率化を
積極的に進め、業務時間の短縮と労働時間の不均衡是正が
可能になった。

同社よりご提供
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有限会社 WILLPLANT

所在地：北海道札幌市

設立：2005年

資本金： 300万円

従業員数：9人（うち女性4人） 事業概要：情報通信業（映像制作業）

 小規模な会社ながら、社員自らが一定ルールの中で自由に勤務時間と休日を設定できるようにし、
柔軟な働き方と有給休暇の取得を促進。
 社員の副業を認めることにより、副業先で新しい発見をする可能性が高まり、自然とスキルアッ
プができている。
②取組内容や仕組み

不規則な業務時間の業種

①取組前

（きっかけ

 映像制作業は時間が不規則な業務であり、計画的な休みが
取りにくい。また、勤務時間を固定すると、業務が発生し
ない時間も多く、非効率であった。
社員が働き続けたいと思える会社づくり

)

 業務で身につけるノウハウは他の仕事などでも活用できる
のではないかと考えていた。社員が働き続けたいと思える
会社にするため、副業や扶養範囲内での勤務など社員の要
望に応え、柔軟な働き方ができる仕組みづくりが必要と考
えていた。
柔軟な働き方により採用・定着が促進

③取組後 効(果 )

 柔軟な働き方ができるようになり、この会社で働きたいと
いう人材が増え定着するようになった。
 就業時間がバラバラであっても、チャットツールによって
全員が情報を共有し、意見交換もできるようになった。
副業による新発見や自信の深まり
 副業によって、通常業務では
得られない経験がもたらされ、
自然とスキルアップするととも
に、自信も深まるようになった。

自由度の高い勤務時間、休日設定
 自由度の高い勤務ができるようにするため、11-19時の
7時間勤務を基本とし、朝型勤務を希望している社員は
9-17時とした。また、個々の都合により、始業と終業時
刻を繰り下げたり、その日の予定の仕事が終わったら終業
時間前でも退社を推奨することとした。
 定休日とは別に、月極の休み、偶数月の特別休暇１日を設
定している。
 月極休みは、第１〇曜日など個人で決め、年間設定する。
特別休暇は、月初めに設定する。
 これら有給休暇を組み合わせて連休にするなど、休日を設
定できる。
チャットツール等、ITアプリケーションの活用
 休みやシフトがバラバラなため、情報共有が困難となって
いたが、若手社員からの提案により、情報共有には全社員
でチャットツールを利用し、業務効率化を図っている。
副業を認め、ノウハウを活用

同社ＨＰより

 副業についても認めており、業務で身につけた技能やノウ
ハウを活用して、専門学校でトレーナーとしても働く社員
がいる。
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馬野建設 株式会社

所在地：鳥取県東伯郡琴浦町

設立：1922年

資本金： 8,800万円

従業員数：74人（うち女性13人） 事業概要：建設業

 社風や制度を見直し、トップダウンで働き方改革や福利厚生改革を推進。
 社員の残業計画に基づく人員の再配置等による業務の平準化で、残業時間を３割削減。家族旅行
への補助等で、有給休暇取得率を前年比２割向上。離職率は低下し、新卒採用は増加。
①取組前

（きっかけ )

新卒の採用難からスタートした改革
 建設業界での採用難・人手不足は当社においても例外では
なかった。特に建築や土木の技術職種における採用が困難
を極めており、新卒社員の定着にも課題があった。
 社員の健康を守り、若者が入社したいと思える魅力ある職
場を目指して、トップダウンで働き方・福利厚生改革の立
案、推進を実施した。
残業時間の削減

③取組後 効(果

 残業計画表提出などの社内ルールを徹底することで、残業
時間を、前年度比で3割削減できた。
休暇取得率の向上
 積極的に有給休暇取得を推奨する雰囲気を醸成したことで、
有給休暇取得率を前年比で2割向上させることに成功。
人材採用・定着への波及効果

)

 魅力ある職場への取組を継続した結果、新卒社員の離職率
も低下していった。
 この数年間、毎年1～2名を新卒採用できており、2020年
度は4名の新卒社員が入社予定。

②取組内容や仕組み
残業時間抑制の社内ルール構築
 残業計画表の提出を義務付けた。残業時間が月に60時間
を超える場合には、追加人員を投入したり、上司が作業
効率の助言を行うことで業務を平準化した。
 残業に対する社員の意識改革がなかなか進まないことも
あったが、外部講師を招いた勉強会や、社内の評価基準
の変更によって、残業抑制の意識を高める工夫を行った。
有給休暇を取得しやすい環境の整備
 社員の健康を守り、有給休暇の取得を促すため、健康診
断で再検査や要治療となった際の通院に有給休暇を活用
した場合に、補助を支給。また、家族旅行のために有給
休暇を取得した場合にも人数に応じて補助を支給。
 トップが有給休暇の取得を奨励する宣言を行い、部署長
向けに研修を行うなど、有給休暇を取得しやすい雰囲気
を醸成している。
新卒採用者向けの教育プログラムの確立
 1か月間の新入社員教育プログラムの
実施に加えて、メンター制度を導入し、
新卒社員のサポート体制を構築した。

同社よりご提供
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株式会社 エスケイワード

所在地：愛知県名古屋市

設立：1963年

資本金： 1,000万円

従業員数：60人（うち女性40人） 事業概要：情報通信業

 多様な人材が働きやすい職場とし、新規事業開拓など売上回復を図るため、２S（整理・整頓）
の推進やスキルの見える化、柔軟な働き方の制度等を導入。
 時間外労働の減少や、雇用形態によらず人材が活躍できる環境の実現により、多様な人材を採用
でき、事業が拡大。社員の定着率も向上。

①取組前

（きっかけ
)

印刷業界におけるDTP事業の低迷
 印刷業界の需要が縮小する時代の流れの中で、売上の低迷
は免れず、将来性を考えた場合、新規事業を開拓し売上回
復を図らなければいけない状況だった。
業界の慣習である長時間労働
 多様な人材の視点が重要であると感じて
いたが、現場は旧態依然とした長時間労
働が残っており、仕事も属人化しやすく、
同社よりご提供
働きやすい職場とは言えなかった。

③取組後 効(果
)

新規事業の創出・事業拡大
 新たな働き方の制度の創設により、多様な人材が採用でき、
事業拡大につながっている。例えば、業務内容に精通した
中途入社の社員と新卒社員が企画した、２S活動から着想を
得た新サービスが急成長しているほか、Web部門では、外
国人や女性の視点が重要となる事業も増えるなど、今まで
未開拓の業界を新規クライアントとして獲得している。
時間外労働の削減
 時間外労働時間は記録を始めた2014年と比較し約12.4時
間削減され、一人当たり月平均20.2時間となった。
 スキルの見える化とともに、働き方を柔軟にしたことで、
女性や外国人の活躍、社員の定着率の向上などの効果や将
来的な収益拡大も見えてきている。

②取組内容や仕組み
スキルの見える化と、働き方の多様な選択
 2005年から取り組んでいた「2S活動（整理・整頓）」の
徹底によって、職場環境において、必要書類の明確化（資
料や情報の要不要の判断）ができるようになった。
 クラウド上で管理する日報から個々の業務内容とそれに要
した時間を把握し、社員が有するスキルを見える化できた
ことで、仕事を任せやすくなった。これにより、属人化し
た業務の分担が進み、雇用形態によらず活躍の場が拡大。
 社内に「ダイバーシティ推進委員会」を発足させ、正社
員・短時間正社員間の柔軟な雇用転換や、在宅勤務といっ
た新たな働き方の制度を創設し、子育てなどで制約のある
女性社員を働きやすくした。外出の多い職種に対し、リ
モートワークの制度も整備した。
 制度を作るに当たり、懸念事項の洗い出しやテスト運用を
入念に実施し、全社員の理解が得られるよう推進した。
外国人の活躍
 2005年から外国人の採用を開始し、2019年現在、中国、
スペイン、ベトナム、アメリカの外国人を採用。
 外国人社員の定着にあたり、緊急な帰国の際に助けとなる
「パワーアップ休暇」を設けた。また、帰国に係る日数を
考慮し慶弔休暇の日数を日本人社員よりも多くした。
23

時間外

有給
休暇

同一労働
同一賃金

設備等
の見直し

多様な
人材

賃上げ

エフシー・サービス 株式会社

所在地：埼玉県川口市

設立：1993年

資本金： 1,000万円

従業員数：27人（うち女性８人） 事業概要：給排水設備の保守・施工

 経験者の採用にこだわらず、就職氷河期世代である30～40代の中途社員を中心に募集し、採用
した人材に対して丁寧な人材育成を実施。
 「未経験者でも大丈夫」「入社後の丁寧な研修」を前面に打ち出すことによって、特に30代か
ら40代の就職氷河期世代の中途社員からの応募が増加。

①取組前

（きっかけ )

人材の獲得と流出への取組が急務

②取組内容や仕組み

 受注が増加する中で、給排水メンテナンスの技術者が不足
しており、受注に応じた人員体制が整っていなかった。年
に１～２名は入社するが、それでも深刻な人手不足だった。

就職氷河期世代の人材採用

メンテナンスの技術者の不足
 業務には、国家資格の取得が必須のため、経験者を採用し
たかったが、一般求人やハローワークで求人しても技術者
の応募はなかった。新卒・若手の採用も難しく、採用でき
ても顧客とのコミュニケーションがうまくいかないことも
あった。

③取組後 効(果 )

試験合格による自信と定着
 一人前になるには２、３年かかるが、過去に正社員経験が
なくても、根気強いサポートで国家資格を取得した社員も
いる。試験に合格すると、未経験者でも自信が付き、業務
にもやりがいが出て、一人前の技術者として定着する。
社内教育をアピールし、応募が増加
 技術が必要なため、経験がないと働けないと思われがちな
仕事であるが、「未経験者でも大丈夫」「入社後にしっか
り研修をする」ことを全面的に打ち出すことによって、特
に30代から40代の就職氷河期世代からの応募が増えている。

 給排水メンテナンスの対応には、技術とともに、顧客との
コミュニケーション能力も必要なため、求人の対象年齢層
を高め、30～40代の中途採用に狙いを定めるようになっ
た。それがたまたま就職氷河期世代であった。
 社会人経験のある人材は、知識を習得すれば即戦力になる。
当初は、正社員経験のない人材を採用することにやや慎重
な姿勢もあったが、根気強くつきあうこととした。
 実際に、挨拶や報告・相談ができないところからスタート
することもあるが、丁寧な業務研修と社会人教育を行った。
徹底した人材育成の実施
 入社後に数ヶ月にわたり、座学研修と、有資格者への同行
で実務を学び、外部講習の受講など国家資格の取得も支援
してするなど、人材育成に力を入れている。
 中途採用と言えば即戦力と思いがちだが、社内で育てると
いう意気込みを内部でも共有した。40代であっても、新
卒の若手に教えるような細かいところまで全て伝えている。
 業務でも言葉のキャッチボールを大事にし、オフタイムも
コミュニケーションを図るなど、人材定着の工夫している。
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オーエヌ工業 株式会社

所在地：岡山県津山市

設立：1964年

資本金： 9,600万円

従業員数：191人（うち女性47人） 事業概要：製造業（機械）

 若手社員や子育て世代を応援する制度を拡充し、育児休暇に対する社員の理解が深まったことで、
女性社員の育児休暇取得率は100%を達成。
 業務工程の見直し、マニュアルの共有化によって、時間外労働の削減への意識が向上。

①取組前

（きっかけ )

若手社員の増加

②取組内容や仕組み

 若手社員の増加に伴い、結婚や子育て世代の社員が増えて
いく中で、これからの会社を支えていく世代を応援するこ
とは会社の使命の一つであると考えていた。

若手社員・子育て世代を応援する制度の拡充

経営トップの考え
 社員を大切にする社風が人を集め、企業活動の活性化にも
つながるという信念があった。また、企業の社会的責任の
観点からも制度の充実が必要と考えた。
育児休暇取得率100％

③取組後 効(果 )

 全社で育児休暇に対する理解が深まったことで、休暇を取
得しやすい環境ができ、女性の育児休暇取得率は100%に
なった。今後は、男性の取得率増加を推進していく。
業務見直しやマニュアル共有の効果
 多能工化が進み、お互いの業務を補完できる体制になった。
また、社員間のコミュニケーションも活発になった。
 効率の良い仕事を心がけることで、時間外労働の削減に対
する意識が向上し、定時帰宅の社員が増加。

 子の看護休暇と介護休暇を有給休暇とし、こどもの看護休
暇の対象を小学6年生まで延長した。制度の拡充とともに
社員への説明も実施し、理解を促した。
 出産祝いや小中高等学校入学祝いなどの一時金や、家族手
当、住宅手当の拡充を行った。また、無条件での奨学金返
還手当も支給している。
育児休業・介護休業からの復帰支援
 「産前産後・育児休業マニュアル」「介護休業マニュア
ル」を作成し、社員に必要な情報をわかりやすく提供した。
 管理本部に育児・介護休業等両立支援窓口を設置するなど
相談しやすい環境を整備している。
業務工程の見直し

社員のモチベーション向上

 業務工程を見直し、マニュアルを共有
することで、社員の多能工化を図った。

 福利厚生の拡充により社員のモチベーションも向上し、会
社の期待、要望に応えようとする社員が増加した。

 勤務時間内に仕事を終えるよう、職場
ごとに目標管理を行っている。

同社よりご提供
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株式会社 オーザック

所在地：広島県福山市

設立：1945年

資本金： 3,000万円

従業員数：39人（うち女性7人） 事業概要：金属製品製造業

 目標時間と予定原価の設定、社員の提案による業務改善や多能工化の推進により、生産性が向上
し、残業時間の削減を達成。
 完全週休二日制の導入など、社員が満足する会社づくりに取り組み、社員の定着率が向上、入社
希望者も増加。
経営難を乗り越え、社員が幸せになれる会社づくりを開始

①取組前

（きっかけ

 ３Kで高齢者ばかりの町工場からの脱却を目指し、新社屋を
建設。新卒採用で若い人材が入社し始めたものの、労働環
境が未整備であったため定着せず人材の流出が続いていた。

)

 バブル崩壊により多額の負債を負い、会社の維持がやっと
の状態であった。経営が黒字に復帰した頃には現場は疲弊
しきっていた。
 経営者は、社員が幸せになる会社作りをしなくては、社員
も本気で働いてくれないということに気づき、給与や休暇
に反映させ、社員が満足する会社づくりに取り組み始めた。
生産性の向上と働きやすい職場の実現

③取組後 効(果

 社員が自ら生産性を意識して仕事ができるようになり、取
組前と比較し、売上高は127％、外注加工費92％となった。
 年間休日日数（2019年度は128日）や、有給休暇の取得日
数を増やしつつ（取組前3.5日／月→取組後9.5日）、残業
時間は削減できた（取組前4.5時間／月→取組後1時間）。

)

 生産工程内で誰が休んでも対応できるようになったことで、
工場を増設するなど生産体制を拡大することができた。
 入社５年の定着率が97%と高い水準を達成するとともに、
入社希望の学生の増加に繋がった。

②取組内容や仕組み
時間やコストに対する意識改革
 各工程に目標時間と予定原価を設定し、社員の時間への意
識・コスト意識を高めた。目標時間内に終わらない作業は
各部署が話し合って原因の精査・改善をしたり、1日の１
人あたりの仕事量を見える化し、業務の偏りを減らした。
 社員が自主的に生産高や製品の品質を上げるための業務改
善提案を行うようになった。自分の持ち場の機械を動かし
ながら、他の機械の教育訓練を受けることで、多能工化が
進み、 ２台以上の機械を使える社員が７割となった。
 定時以降の電話は留守電にし、定時退社を徹底した。
 子育てや介護のため、１時間単位の有給休暇を取得できる
ようにした。
週休二日制の導入
 社員から要望の多かった完全
週休二日制を導入した。導入
にあたり、稼働日が減っても
生産高を維持するため、休憩
時間の交代制や多能工化の推
進などを行った。

同社よりご提供
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岡田パッケージ 株式会社

所在地：三重県松阪市

設立：1889年

資本金： 4,400万円

従業員数：79人（うち女性45人） 事業概要：製造業

 子育てしながら働きやすくするために、子育て世代の休暇制度を拡充し、こどもの支援金制度を
さらに充実。
 社員の家族を会社に招いて交流するイベントや社員相互に感謝のメッセージを伝える仕組みによ
り、相互理解を深めて働きやすい職場環境を実現。
活用しにくい休暇制度

①取組前

（きっかけ )

 女性が働きやすい職場づくりに取り組む中で、こどもの看
護休暇の制度はあったが、無給であり、取得すると終日休
みとなるため、ほとんど利用されていなかった。
社員同士の関係が希薄
 社員同士の関係が希薄で、それぞれの家庭状況に合わせて
協力し合える雰囲気がなかった。
 社員同士が活き活きと長く働き続けることができる
「素敵な会社」を目指していた。
男性社員も活用する看護休暇

③取組後 効(果 )

 ママ社員は、こどもの病気や通院にあわせ看護休暇を活用
し、仕事と育児を両立している。また、男性社員は看護休
暇を取得しにくかったが、特別休暇とすることで活用が促
進されている。
イベントが職場ムード改善に貢献
 ファミリーデーを通じて、互いの家庭環境を知ることで、
状況に応じて協力し合い、休暇を取りやすい環境ができ、
職場の雰囲気もよくなった。また、出産に前向きな社員が
増えた。
 家族に自分の仕事を知ってもらうことで、改めて仕事に対
する誇りを自覚する機会にもなっている。

②取組内容や仕組み
休暇制度を拡充
 こどもの看護休暇を有給の特別休暇とした。さらに、対象
年齢を小学校卒業までに拡大し、1時間単位で利用できる
ようにした。女性社員だけでなく、男性社員も活用できる
制度であることを強調して告知している。
 誕生日は仕事から離れてゆっくりできるよう「バースデー
休暇」を特別休暇として設定。
子育て世代社員への支援
 「次世代育成支援金制度」を設け、出産から高校卒業まで
の節目に、こども一人当たり総額51万円の支給。
 女性の育児休業取得率は100％を維持するよう働きかけた。
社員が活き活きと働ける職場
 夏休みを利用して、年に1回、社員の家族を会社に招いて
交流するイベント（ファミリーデー）を実施。
 社員同士で良い所を褒め合い、
感謝をカードに書いて伝える
「いいねぇいいねぇ活動」を実施。
社員同士の繋がりを重視し、信頼
関係を構築している。

同社よりご提供
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岡谷熱処理工業 株式会社

所在地：長野県岡谷市

設立：1961年

資本金： 1,400万円

従業員数：32人（うち女性9人） 事業概要：製造業

 熱処理炉にIoTを導入。スマートフォンでリアルタイムに稼働状況をチェックでき、異常時にも
即対応できる仕組みを構築したことで、夜間や早朝における管理負担が大きく軽減。
 若手社員の人材確保に向け、賃金基準を明確にしたことで、応募者数が2倍に増加。
不規則な勤務時間

①取組前

（きっかけ )

 熱処理炉は、品質保持のため頻回な稼働状況チェックの必
要があり、早朝作業や夜間勤務が発生する。輪番による交
替制としていたが、人数的に余裕がなく、この作業に対応
できる特定の社員に業務が集中していた。
 作業が非効率で社員の負荷も多大であった。
若手の人材不足
 若手社員の退職が特に多いことから、人材不足が顕著と
なっており、将来に不安があった。
社員の負担軽減

③取組後 効(果

 IoT化によって、いつでも炉の状況確認や稼働停止が可能と
なり、夜間や休日に、熱処理炉の稼働確認のために工場ま
で出向く必要がなくなったことで、残業時間の軽減など社
員の負担は大きく軽減した。
 炉の稼働実績データの蓄積により、高度な熱処理を行うこ
とができ、さらなる生産性の向上も期待できる。
若手社員の採用

)

 賃金基準を明確にしたことにより、製造現場の応募者数が2
倍に増えた。 （2017年5名⇒2019年10名）
 熱処理部門2名、IP部門2名、総務部門1名の増員ができ、
有給休暇を計画的に取得できるような体制になっている。

②取組内容や仕組み
熱処理炉にIoTを導入
 熱処理炉メーカーと連携し、スマートフォンでリアルタイ
ムに炉の稼働状況を確認し、細部にわたり監視できる仕組
みを構築した。
 異常時には、遠隔操作による緊急停止もできるような仕組
みとし、安全性にも配慮しつつ負担軽減に努めた。
若手社員採用や人材定着への取組
 若手の人材獲得に向け、賃金基準の幅を狭め、下限値を高
めた。また、新入社員の教育係を定めて計画的にOJTを進
めるようにした。
 新卒採用へ繋げるべく、地元工業高校のインターンシップ
を積極的に受け入れている。
 経営者と社員との面談を年2回以上実施。
社員の会社への貢献度、自己評価、上司
の評価、意見、要望、個人的な課題等が
明らかとなり、業務の改善につなげるこ
とができている。
同社よりご提供
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株式会社 オキス

所在地：鹿児島県鹿屋市

設立：2006年

資本金： 1,000万円

従業員数：40人（うち女性28人） 事業概要：農業、加工製造業

 深刻な人手不足に直面する中で、「副業人材」に着目。採用が難しかったWebマーケティング・
EC分野に強い人材を確保し、事業へのアドバイスや事業の仕組みづくりに活用。
 都市部の大手企業に所属する人材を副業で積極的に受入れることで、事業の拡大や迅速な経営判
断が可能になるなど経営者の負担が軽減。さらに従業員のモチベーションも向上。
①取組前

（きっかけ )

深刻な人手不足

②取組内容や仕組み

 採用活動は行っているが、十分な結果が得られないことが
続いていた。

副業人材の活用

 EC事業や海外事業などを行う上で、包括的な経営戦略策定
や事業の仕組みづくりをできる人材が不足していた。また、
ミドルマネジメント層全体が不足しており、経営者へ業務
負担が集中していた。
アドバイスを活かした経営判断

③取組後 効(果

 Webマーケティング・EC分野の戦略が進歩し、ECサイト
での売上は月間で約120％成長した。
 副業人材の海外マーケティングの調査結果から、海外事業
のうち収益の低い一部を撤退した。副業人材のアドバイス
を基に迅速な経営判断ができ、経営者の負担が軽減した。
副業人材の来社による波及効果

)

 地方では都市部の高度人材と交流する機会が少ないため、
従業員は、業務へのアドバイスを直接もらうことで、仕事
に対するモチベーションの向上が図れた。

 副業マッチングサイトを活用して、１人月額５万円の謝礼
で「既存商品のブラッシュアップや新商品開発をサポート
してくれる方」を募集した。
 都市部の人材を７人確保し、EC事業や海外事業などに関
するアドバイスや、仕組みづくりに加わってもらった。
 連絡手段として、日々の連絡はチャットツールで行い、週
1回のミーティングではWeb会議ツールを活用した。また、
2、3か月に1回は来社してもらい、従業員との会話から、
チャットのみでは伝わらないニュアンスや雰囲気などを肌
で感じてもらい、コミュニケーションが希薄にならないよ
う心掛けた。
地方企業ならではのハードル
 地方では、副業に対する良い
イメージを持っている企業が
少なく、副業人材の活用事例
があまりなかったため、情報
は常に不足していた。当初は
手探りではじめ、徐々に副業
人材活用のコツを掴んでいった。

同社よりご提供
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株式会社 オフィスエフエイ・コム

所在地：栃木県小山市

設立：1999年

資本金： 3,500万円

従業員数：210人（うち女性31人） 事業概要：製造業

 優秀な外国人材を採用し、専用の社員寮建設や、日本人従業員との交流などを通じて定着への工
夫を行い、受注増加に対応。
 技術進化のスピードに対応するため、社内外セミナーへの参加推進など、エンジニアの育成に力
を入れることで、ほぼ全メーカーのロボットに対応可能な高い技術力を維持。
受注増に対し、人手不足の常態化

①取組前

（きっかけ

 少子高齢化に伴う人手不足でロボット活用が進む中、需要
は右肩上がりであったが、受注案件の増加に対し、対応で
きる人材が不足していた。
 国内での採用活動は、なかなか思うように人材が集まらな
い状況が続いていたため、外国人の工業系大学卒業者など
の人材に目を向けた。

)

不充分な教育機会
 従業員に教育できる人材も不足しており、後進の育成が進
まず、従業員のスキルアップの機会も取れない状況が続い
ていた。

③取組後 効(果 )

活躍する外国人従業員
 現在は全従業員210名に対し、約2割が外国人従業員となり、
人手不足解消に繋がっている。また、優秀な外国人材を雇
用できたため、国内外で活躍し企業の中核をなす従業員と
なりつつある。
高い技術力により新たな産業への提案が可能に
 エンジニアの育成環境を整えたことにより、ほぼ全メー
カーのロボットに対応可能な高い技術力を維持し、食品・
医薬品・化粧品などの新たな産業へのロボット活用を提案
できた。

②取組内容や仕組み
アジア圏からの積極雇用
 バンコクとベトナムの拠点設立にあわせ、ミャンマー・中
国などから高度外国人材を雇用し技術者教育を実施した。
外国人従業員の生活環境にも配慮
 外国人従業員の雇用増加と生活環境の向上のため、外国人
専用の社員寮を建設した。
 ティーパーティーやボウリング大会等を
定期的に実施し、日本人従業員と外国人
従業員のコミュニケーションと人材の定
着を図っている。
エンジニアの育成

同社HPより

 顧客は機械メーカーだけでなく外食産業や農業など幅広く、
特にエンジニアは常に学びが不可欠となっているため、
業務に関する資格取得の補助、社内外セミナーの積極参加
支援のほか、従業員間の情報交換やコミュニケーションに
メッセージングアプリを利用するなどの工夫を実施。
 自社工場内にIoTの展示場「スマラボ」を同業者と開設し、
日本人・外国人従業員がともに技術を高め合える指導の場
として活用している。
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川嶋印刷 株式会社

所在地：岩手県西磐井郡平泉町

設立：1950年

従業員数：169人（うち女性74人）

資本金： 7,000万円

事業概要：出版・印刷業

 多様化する顧客ニーズに対応するため、IT系に強みのある人材を採用し、営業に配属することで、
営業力を強化。
 入社後のミスマッチを防ぐため、採用に当たっては、工場見学や対話式の面接により互いの理解
を深めるとともに、入社後には充実した研修等でしっかりフォローし、定着を促進。
①取組前

（きっかけ )

営業力強化と若手の採用・育成が急務

②取組内容や仕組み

 多様化する顧客のニーズに対応できるようなITスキルを
持った営業社員が少なく、提案力が弱いことが課題であっ
た。

会社への理解を深める工夫

 営業力強化のためにも、幹部候補となる若手社員の採用、
育成が急務だったが、採用結果は思わしくなかった。
営業力強化で多様な顧客ニーズに対応

③取組後 効(果

 IT系に強みのある人材を採用し、営業部門に配属したこと
で、提案力が強化され、顧客の様々なニーズに対応できる
ようになった。
 前職で人材育成の経験もあったため、新卒者に対する高い
レベルの社会人教育も行えるようになった。

)

 ITスキルに強い外部からの人材採用は、
既存スタッフにも良い刺激となり、全
社的なスキルアップ及び、営業力の強
化が期待されている。

同社HPより

 岩手県内の合同就職説明会の参加や、東北地域の復興・発
展に貢献したい首都圏人材を対象としたイベントに積極的
に参加しアピールしていった。
 対象者に対して、『世界一きれいな印刷物を作る』という
経営者の夢・ビジョンを共有するだけでなく、自社の課題
も明確に提示することで、課題解決をできる人材に訴求す
るアピールを心がけ、IT系に強みのある人材を採用できた。
 採用に当たり、工場見学などで実際の会社の雰囲気を感じ
取ってもらったり、対話式の面接を通じ、お互いの理解を
深めることで採用後のミスマッチを減らす工夫をした。
定着へ向けて
 ITスキルは充分であったが、他業界からの入社であったた
め、入社後すぐに、外部研修施設及び訓練校などで１か月
半に及ぶ研修を受ける機会を設け、印刷及び業界に関する
知識を丁寧にフォローした。
 配属後も、部署でのOJTや半年後のフォローアップ研修を
実施して、スキルの研鑽を促している。
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てぃーぴーしー

株式会社 カワトT.P.C.

所在地：山口県岩国市

設立：2002年

資本金： 5,000万円

従業員数：347人（うち女性245人） 事業概要：製造業

 子どもの休暇中や入園・入学、介護など、期間限定で短時間勤務を可能にしたことで、遠慮なく
休暇を取れる「お互い様」の雰囲気を醸成。
 ４～6人のグループ内で余裕をもった生産計画を立て、作業ごとの利益を全社員に公開すること
で、社員それぞれが作業効率を意識して業務に従事。
①取組前

（きっかけ

女性社員の活躍と定着が課題

②取組内容や仕組み

 2002年の創業当初から女性を積極的に活用していたが、定
着が進まなかったため、働き続けやすく、かつ利益を追求
できる職場づくりに取り組んだ。

女性の働きやすい環境づくり

パート社員と正社員の意識の差

)

 主に女性パート社員は作業が丁寧だが効率を考慮しておら
ず、一方で、正社員の目線は生産性に偏りがちであった。
定着への取組結果

③取組後 効(果

 女性社員は7割となり、定着も進んだ。現在は、理念を共有
した同志が残ってくれている。
プロ意識と利益の還元
 社員・パート社員などの雇用区分を問わず、それぞれが作
業効率化の意識を持つようになった。

)

 会社全体で利益が出た場合に加え、
グループで利益率を改善させた場合
には、利益還元手当や報奨金を支給
することで、社員に報いている。
 利益への貢献が実感できるため、よ
り一層やりがいが生まれている。

 申請すれば出勤率に反映しない時短勤務を可能とし、入園
や入学して間もない子どもがいる場合や、介護、娘の出産
の手伝いなどの理由がある場合に利用できるようにした。
 パート社員については、子供の夏休みや冬休みの期間に
長期休暇ができる調整休暇制度を整備した。
 子どもの学校行事や急な病気などでの休暇に対し「お互い
様」の雰囲気ができていて、遠慮なく休暇を取れる。
グループ制の導入
 ４～6人のグループに分かれて小さな会社のように仕事を
完結させ、売上・利益ともに管理する方法を取り入れた。
 作業計画、配管図面の企画、組立、検査、梱包までの工程
を、タブレット上の「利益率管理表」に表示できるように
し、毎日どれだけの利益を生んだかを全社員に公開した。
 グループ内で余裕をもった生産計画（１日前倒し）を立て、
急な休暇などへの不測の事態に備えている。

同社よりご提供
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KIGURUMI.BIZ 株式会社

所在地：宮崎県宮崎市

設立：1990年

資本金： 200万円

従業員数：28人（うち女性28人） 事業概要：製造業（その他）

 定時退社の推奨や「ノー残業デー」の設定で、月の残業時間が大幅に減少。
 子の看護休暇等の有給化や、有給休暇取得カレンダーを掲示し、他の社員の休暇取得状況を確認
できるようにしたことで、休暇の取りづらさが解消され、取得率が向上。

①取組前

（きっかけ )

職場環境への不満
 2012年の法人化を機に、当社での働き方について、社員に
匿名のアンケートや個人面談を実施したところ「勤務時間
が長い」「有給休暇が取りづらい」という労働環境への不
満が浮き彫りになった。残業や休暇が取りづらい環境のた
め、退職する社員も多くいた。
 社員の定着を進めるため、職場環境の改善に取り組んだ。
職場環境が改善

③取組後 効(果

 定時退社の推奨やノー残業デーの設定により、仕事の質や
量は変わらず、一人当たりの月平均残業時間は取組前の28
時間から、４時間程度に大幅減少した。
 子の看護休暇等の有給化やカレンダー掲示で他の社員の休
みを見える化したことで、年次有給休暇の取りづらさも解
消され、取得率は80％を実現している。
社員の満足度も向上

)

 環境改善の取組開始後に社員アンケートを実施。「会社は
ワークライフバランスに考慮しているか」の問いには、
100％が「そう思う」「ややそう思う」と回答した。今後
は評価制度の仕組みも構築し、より社員の意見を反映した
働きやすい職場としていく。

②取組内容や仕組み
環境改善への取組
 部門や職位が異なるメンバーで「改善チーム」を結成し、
職場環境改善のための取組内容を検討した。
 残業時間削減のため、定時退社の推奨とともに、火曜、金
曜、毎月１９日（宮崎県が定める育児の日）を「ノー残業
デー」に設定したほか、各社員の一人当たりの月の残業時
間を社内で共有化し確認できるようにした。
 事務職のテレワークや副業を認める制度、フレックスタイ
ム制の導入など、要望の多い働き方について積極的に対応
を行った。
休暇制度の整備と取得推進
 育児や介護による突発的な休みに備え、年次有給休暇を使
用しない社員もいたため、子の看護休暇や介護休暇を「有
給」とし、年次有給休暇の取得を促した。
 掲示板に４ヶ月先までのカレンダー
を貼り、各自の休みを「見える化」
し、休暇の取得状況を把握できるよ
うにした。
 勤続５年ごとに１回、２週間の
「リフレッシュ休暇」を付与している。
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株式会社 キャットアイ

所在地：大阪府大阪市東住吉区

設立：1954年

資本金：58,550万円

従業員数：207人（うち女性54人）
事業概要：自転車用部品の製造・販売等

 事業計画全般や予算組成、将来の事業戦略を立案・推進を任せられる人材として、異業種の経験
者を採用。
 新規市場の開拓に向けて、異業種目線での指摘やアドバイスが起爆剤となり、ビジネス拡大に挑
戦。

①取組前

（きっかけ

経営企画の立案・推進が課題

②取組内容や仕組み

 事業計画全般や予算組成、将来への事業戦略の立案・推進
が課題であったが、内部に任せられる人材がいなかった。

異業種経験者を積極的に受入れ

新市場の創造
 健康志向の高まりや環境保護の意識から自転車を取り巻く
環境は変化している。

)

 自転車アクセサリー部品で高いシェアを占めているが、部
品だけでなく、開発力を活かした交通システム分野での新
規市場開拓に向けて、異業種の新鮮な目線での改革が必要
であると感じていた。
異業種経験者ならではの化学反応

③取組後 効(果

 海外市場向けの製品に携わってきた異業種の経験が、様々
な国の規格に対応できる製品作りに活かされてれている。
 販売方法や消費者とのコミュニケーションの方法が多様化
する時代において、前職のカスタマーサービスのスキルが
販路拡大においても活用できている。

)

 異業種経験者ならではの、何気ない発言やアドバイスが起
爆剤となり、業界が長い社員との良い化学反応が生まれて
いる。お互いに良い刺激となり、ビジネス拡大への新たな
挑戦、気づきに繋がっている。

 新しい視点で企画ができるように、同じ業界の経験者に拘
ることなく、異業種の経験者で、事業計画や予算、事業戦
略の立案推進等の経営企画に携わることのできる人材を採
用した。
 新規市場の開拓に際し、技術や品質、カスタマーサービス
などの既存の事業に対する新たな目線での指摘や、過去の
失敗経験などによるアドバイスなどから、新しい発見を得
られている。
入社時のフォローアップ
 異業種からの採用のため、会社の事業内容説明及び部門別
の業務内容説明の機会を設定した。
 また、国内２ヶ所の工場見学や
中国の工場、販売会社の見学を
実施し、現場の業務を実際に見
て理解を深めてもらうよう心が
けた。
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株式会社 QLデンタルメーカー

所在地：神奈川県川崎市

設立：2014年

資本金： 990万円

従業員数：27人（うち女性9人） 事業概要：医療業

 身近なスマートフォンアプリを活用し、技術教育や社員のスケジュール共有、顧客情報共有を行
うことで、大規模な設備投資をせずに業務効率化に成功。
 新技術の導入により、経験の浅い社員でも、付加価値の高い製品を短時間で製作できるようにな
り、生産性向上と品質の維持を両立。
効率的な教育・育成が鍵

①取組前

（きっかけ )

 歯科技工士の新規免許取得者は年々減少しており、採用が
難しくなっていた。高技術を要する製品のため、新卒入社
の正社員と、結婚・育児でブランクがある歯科技工士免許
保持者のパート社員の、教育・育成が事業進展の鍵と認識
していた。
 徒弟制度的で手工業としての側面も強い業界にあって、技
工歴が長い社員の中には「技術は見て覚える、盗むもの」
といった感覚も残っており、効率を考えた情報共有や後進
の育成ができていなかった。

③取組後 効(果 )

短時間で高品質の製品製作が可能に
 新技術の導入により、熟練の技を要する付加価値の高い製
品を新卒社員でも製作できるようになった。製作時間も、
これまでは1時間ほど要していたが、導入後は5分程度にま
で短縮され、生産性向上と品質の維持を両立できた。
 アプリを用いた業務効率化により、顧客（歯科医院）との
コミュニケーションを密にとる時間もでき、関係性が良く
なっている。
新システムの開発と人材育成への展開
 大学と共同でAIを用いた歯の色判別システムの開発を行っ
ている。実用化後は、さらなる若手の育成と生産性の向上
につなげたい。

②取組内容や仕組み
スマートフォンアプリを活用した効率化
 20代の正社員が7割を占めているため、教育や情報共有に
普段から利用しているスマートフォンアプリを活用し、動
画教材を用いた技術教育、社員のスケジュール共有、クラ
ウドCRMでの顧客情報共有などを進めた。これにより、
大規模な設備投資もなく業務効率化を図ることができた。
 中には、アプリのインストールやアカウントの登録などが
苦手な社員もいたため、データの入力等は事務が主体で行
い、歯科技工士は口頭もしくは手書きでの報告も可とする
など、担当業務に応じて柔軟に対応した。
新技術の導入による技術力の底上げ
 経験が浅い社員でも、高度な手技が
必要な製品を製作できる新技術を開
発し、導入した。具体的には、ジル
コニアセラミックが半焼成の状態の
うちに色付けすることで、熟練の技
工士の技術を効果的に再現できるよ
うになった。
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く し ろ せ い さ く し ょ

株式会社 釧路製作所

所在地：北海道釧路市

設立：1956年

資本金： 10,000万円

従業員数：85人（うち女性7人） 事業概要：製造業

 地元高専や工業高校から積極的にインターンシップを受入れ、身近な企業であることをPRし、
高度な溶接技術を継承できる優秀な新卒者を安定的に確保。
 従来の縦割り組織の社風を排除するため、小集団活動を奨励。リーダーシップを発揮できる社員
を育成する社風へと転換し、若手社員の提案によって新規事業への参入を実現。
新規事業への参入

①取組前

（きっかけ )

 利益の7割が橋梁事業だったが、今後は補修による長寿化
が主流となるため新たな収益源を検討する必要があった。
当社の強みであった高度な溶接技術と金属加工設備機械を
活用し、鋼製水門製造事業への新規参入を企図した。
人材確保と育成が喫緊の課題
 慢性的な人材不足に加え、3K製造業を敬遠する傾向や、札
幌や首都圏への人材の流出によって、人材確保が極めて困
難な状況だった。
生産性向上と新規事業の実現

③取組後 効(果

 小集団活動を通じ、作業手順の効率化を図る改善提案を実
行し「自分たちでできることは自分たちで行う」意識が根
付いた結果、外注費が対前年度58%減少し、生産性が向上。
 若手社員の提案により、ロケット事業への参入を実現した。
 リーダーシップを発揮できる社員の増加により、平成30年
度に特命チームを発足。新規の鋼製水門製造事業へ向けて
活動を継続している。

)

優秀な人材を安定的に確保
 溶接技術の担い手である新卒者の人材確保においては、地
元の工業高校と強いパイプを持つことができ、優秀な人材
を安定的に確保できるようになった。

②取組内容や仕組み
地元高専や工業高校への働きかけ
 地元の製造業の役割や身近な企業であることを知ってもら
い、就職先として関心を持ってもらうため、地元高専や工
業高校からのインターシップや工場見学を積極的に受け入
れた。また、工業高校で出前授業等を実施し、社員が高校
生に溶接技術を指導した。
小集団活動を活用
 縦割り組織の社風や固定観念を排除するため、全社員研修
や部署を超えた小集団活動を奨励したことで、リーダー
シップを発揮できる社員が出てきた。
 若手社員が社内の作業風景やイベントなどをSNSで発信し
たり、小集団活動内の意見を多く取り入れたホームページ
の制作やユニフォームの刷新などを行い、3K製造業への
イメージ向上に努めた。
職場環境と福利厚生の整備
 女性を積極的に採用したいと考え、更衣室
や屋内・屋外にトイレを整備したり、短時
間労働規定を整備した。
同社よりご提供
（工場で活躍する
 介護休暇やこどもの看護休暇を、無給の休
女性職員）
暇から有給休暇に変更した。また、同業他
社が「４週６休」のところ、完全週休二日制とした。
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株式会社 クララオンライン

所在地：東京都港区

設立：1997年

資本金： 10,000万円

従業員数：49人（うち女性20人） 事業概要：インターネット付随サービス業

 エンジニアの採用・定着は非常に厳しい環境にあったため、非正規社員から正社員への転換制度
の導入により、優秀な社員の定着を促進。
 1時間単位での有給休暇取得を可能にしたことで、子育て中の社員や在籍年数の短い社員を中心
に有給休暇の取得を推進。
①取組前

（きっかけ )

多様な働き方ニーズへの対応が課題

②取組内容や仕組み

 業務の核となるエンジニアの採用は非常に厳しくなってい
る。また、安定して同じ会社で勤務し続けることを望んで
いるとは限らず、転職することで自らのスキルアップを目
指す人が多いため、多様な働き方へのニーズに対応が必要
と感じていた。

正社員への転換制度

 有給休暇は取りやすい環境ではあったが、取得率に個人差
があり、すべての社員にとって最適ではなかった。
正社員転換の実績

 これまでは運用にとどまっていた正社員転換について、就
業規則を整備し規定した。
 非正規社員から正社員への転換は、本人の意思・タイミン
グを尊重し、就業期間等の条件は特に定めていない。本人
の希望と所属長の推薦によって面接実施とした。
1時間単位での有給休暇取得を可能に

 子育て中の社員が保育園や学校の行事に参加できるよう、
有給休暇の取得可能時間を変更した。
 正社員転換の実績は7名となり、優秀な社員が定着している。

③取組後 効(果 )

全ての社員が活用できる休暇制度へ
 在籍年数の短い社員にとっては、取得できる休暇日数が少
ないなかで、必要な時間だけ1時間単位で有給休暇が取れる
ことで、有給休暇の取得が促進された。
 各自のPC画面で有給休暇の残数も常時確認できるため、計
画的に取得することができるようになった。
 2019年からは、年次有給付与前の入社から半年までの社員
を対象に、傷病時に利用できる「有休付与前傷病特別有給
休暇（半日単位）」の制度も導入し、安心して働ける環境
を整えることができている。

 当初は半日単位、さらに1/4日単位での運用を経て、最終
的に1時間単位での有給休暇取得を可能にした。
社員への有給取得の働きかけ
 勤怠システムの入替を機に有給休暇取
得の推奨や残日数の管理など社員への
周知を徹底した。
 また、社内チャットツールを利用し、
勤怠管理者とのコミュニケーションを
密にしたことで、休暇取得に対する社
員の意識と理解を促進させた。

同社よりご提供
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株式会社 グランドデザイン

所在地：愛知県名古屋市

設立：2005年 資本金：1,000万円

従業員数：36人 事業概要：情報サービス業

 受託システム開発に依存するビジネスモデルでは、人材確保・定着に問題があり、事業継続に危
機感を覚えたため、自社のオリジナル製品の開発に転換。
 開発体制を一元化し、特定の従業員に依存しない業務体制を構築したことで、個人の負担が軽減
し、残業時間や離職率の大幅な削減を実現。
①取組前

（きっかけ )

高い離職率と顧客の増加による従業員への負荷増大
 創業以来、大手企業の受託システム開発を行っていたが、
若い人材が一人前になったタイミングで他社へ転職する
ケースが繰り返され、3年以内離職率が40%と非常に高く
なっていた。
 顧客の増加と人材の離職により、引き継ぎを行うコストの
増加と、残った従業員の負荷が膨大になり、顧客への責任
あるサービス提供ができなくなる危機感を感じた。
特定の従業員に依存しない体制

③取組後 効(果 )

 ビジネスモデルの転換及び開発体制の一元化により、特定
の従業員に依存しない業務体制を構築できた。
 全員が同じ案件を扱うことで、従業員間のコミュニケー
ションが活性化された。顧客からの要望やクレームの全社
共有が容易になり、担当者任せではなく会社として対応で
きるようになったことで個人の負担が軽減。
就労環境の改善が採用面にも好影響
 顧客情報の共有により、事前に要望を見越した対応をする
ことができ、突発対応やメンテナンスが減り、残業時間が
削減、離職率は4％台へと低下。ビジネス内容・就労環境を
アピールし、採用面でも新卒応募が500名を超え、良い循
環が生まれている。

②取組内容や仕組み
ビジネスモデルの転換
 受託システム開発から、スマートフォンアプリのパッケー
ジメーカーに変わることを決意。
 ECサイト制作やアプリ開発の経験を生かし、これらを組
み合わせたECアプリのオリジナルパッケージ開発に2017
年から着手。
 スマホのオリジナルアプリの開発は、WebのECサイトの
構築に比べコストがかかるが、ECアプリ構築のパッケー
ジを提供することで、通常制作費の２割～４割程度で導入
できるようになった。
開発体制の一元化
 ビジネスモデル転換により、
それまで受託するプロジェク
トごとにチームを組成してい
たが、パッケージ化により、
一つの開発チームで複数の案
件を同時に対応できるように
した。
同社よりご提供
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ぐ

る

ー

に

所在地：北海道札幌市

ー

設立：2002年

資本金：7,650万円

従業員数：33人（うち女性12人）

株式会社 Groony

事業概要：POSシステムの製造・販売等

 先行投資型の開発体制ゆえ、常に財務基盤の強化が課題。
 多様な資金調達経路の確保とマーケット開拓のための業界人脈に期待し、首都圏の人材をプロ
ジェクトベースで活用。

①取組前

（きっかけ

マーケット開拓のための体制整備

②取組内容や仕組み

 先行投資型の開発体制ゆえ、常に財務基盤の強化が経営課
題であるとともに、マーケット開拓のため、攻めの体制整
備が急務だった。

「プロジェクトベース」で優秀な人材を活用

)

 札幌市を中心とする北海道内では、『多様な資金調達手法
の経験を有している』『道内及びＩＴ業界の事情に詳し
い』といった条件の人材採用は難しいと判断した。
 給与面でも制約があり、首都圏等を中心に活躍している人
材を雇用できるほどの資金はなかったため、プロジェクト
ベースで活用することにした。

③取組後 効(果

優秀な人材がアドバイザーとして参画、攻めの体制
 人材の持っていた業界人脈を駆使し、課題であった東京地
区での資金調達に成功したことで、首都圏マーケットを開
拓するに当たっての財務基盤が整備され、当初の目標で
あった攻めの体制の構築に繋がった。

)

 今後の成長計画達成へ向け、引き続き協働体制を構築し、
営業面でも業績に貢献してもらえるように対話を進めてい
く予定。

 資金調達やマーケット開拓のため、高度なスキルを求める
代わりに、雇用形態は一般的な採用にこだわらず、兼業・
副業等で協働してもらえる人材を幅広く検討した。
 必ずしも最初から採用という方法ではなく、まずは一つで
も事業を協働で実施することを通じて、相互に判断するこ
とが有効であると考え、プロジェクトベースでの契約で、
東京の金融業出身者を財務アドバイザーに迎えた。
人材のスキル確認と情報共有
 面談時には、成長戦略や資金需要、成長計画を説明した上
で、人材から具体的に考えられる資金調達手法を説明して
もらい、人材のスキル、経験値等の能力を確認するように
心がけた。
 また、事業の実施に当たっては、
成長戦略を理解し協働してもらう
ために、コンフィデンシャルな情
報も包み隠さず開示し、事業場の
強み・弱みも含めて説明をした。

同社HPより
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こ う し ん き こ う

株式会社 弘新機工

所在地：新潟県新発田市

設立：1980年

従業員数：1７人（うち女性4人）

資本金： 1,000万円

事業概要：車両整備、リース業

 月次決算が黒字であれば、みなし残業代を支給する制度を導入。月次決算を全員で分析すること
で、利益の出る働き方や休み方を意識できるようになり、長時間労働を削減。
 仕事の属人化を防ぎ、休暇を取得しやすい職場環境にするため、すべての業務に対応できるよう
多能工化を推進。

①取組前

（きっかけ )

残業時間の削減と利益を意識した働き方へ
 大型車両の整備を行っているが、修理が立て込むと、常に
オーバーワークの状態で社員の責任感を頼りにしており、
社員も休暇がとりづらい環境だった。また、品質より早さ
を求められることが多く、長時間の労働によって利益を出
す体制に疲弊し、若い社員の退職が増えていた。
 残業を削減するために、仕事量の削減を検討したが、売上
を上げる方策がなかったため、抜本的な改善が求められて
いた。
社員の意識に変化

③取組後 効(果

 利益や休暇を意識した働き方で、他人事から自分事へと意
識が変化した。自分たちの働きやすい職場環境は、自分た
ちで作ることができると気づき、実践を継続している。
黒字月の大幅増
 月次決算黒字月が5か月（2018年）から10か月（2019
年）へと大幅増となった。

)

 2019年度の離職者は0となった。
 また、繁忙期は月100時間を超えていた残業時間も2018年
には月平均17時間にまで削減。有給休暇取得率も15％から
22％へと向上した。

②取組内容や仕組み
社員の意識改革
 当初は、残業ありきで長時間働くことで利益を出す仕組み
に慣れており、社員の意識も麻痺していたため、トップか
らのビジョンの共有を行うなど、意識改革から始め、試行
錯誤しながら改善を進めた。
利益への意識
 月次決算が黒字であれば３０時間（事務は２０時間）のみ
なし残業代を支給する「コーシンみなし残業制度」を導入
した。月次決算を全員で分析することで、利益の出る働き
方や休み方を意識できるようにした。
多能工化の実現
 鉄工や油圧修理、塗装などすべての業務に対応できるよう
多能工化を推進した。社員数が少ないため、全員が複数の
業務に対応し、仕事の属人化を防ぐことで休暇を取得しや
すい体制づくりを進めた。
 また、作業リストを作成し、仕事
内容を明確にし、共有することで、
効率も良く生産性の高い作業を行
うことができるようになった。

同社よりご提供
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株式会社 コープライフサービス

所在地：福岡県福岡市

設立：1984年

資本金： 1,000万円

従業員数：40人（うち女性28人） 事業概要：保険代理業

 人事考課及び賃金体系等を親会社と統一し、賞与体系の格差が是正されたことで、出向者と社員
の調和・連携が進み、営業成績や収益が向上。
 パート社員と正社員の等級制度・人事考課制度の一本化、また正社員転換の際にも均等待遇を適
用したことで、パート社員の仕事や能力開発に対する意欲が向上。
出向社員との処遇の違いに不公平感

①取組前

（きっかけ

 生協の組合員向けの保険代理業を行うため、保険の専門知
識に加えて、生協の理念や事業・仕組みに関する知識が必
要となり、親会社である生協との人事交流を行っていたが、
親会社からの出向者と社員の間に処遇の違いがあり、不公
平感があった。またそのことで、離職する社員もいた。

)

優秀なパートスタッフの能力活用に課題
 優秀なパート社員の中に、正社員として働きたいとの希望
を持つ社員がおり、会社としても更なる活躍を促したいと
考えた。
人事考課と賃金体系の統一でモチベーションが向上

③取組後 効(果

 統一化された人事考課の実施や賃金体系により社員のモチ
ベーションが向上した。

)

 受入を増やしてきた生協からの出向者と社員の調和・連携
が進み、より一層生協と連携した業務推進が強化され、営
業実績、収益が向上した。

 正社員転換時の均等待遇適用により、正社員を目指すパー
ト社員の仕事や能力開発に対する取組意欲も一段と高まっ
た。
出向者と社員の調和・連携が進み、営業実績・収益が向上

②取組内容や仕組み
パートと正社員の処遇を統一化
 2018年度より、人事制度を生協本体と統一し、出向者と
社員の間で、人事考課及び賃金体系を含む人事制度を統一
化し、賞与体系の格差についても是正した。
 正社員とパート社員の等級制度・人事考課制度を一本化し、
処遇の均衡を図った。同じ等級の時間当たり基本給与水準
を同一に設定した。
 人事考課の運用方法も統一化し、評価項目表を基に人事考
課を行い、昇格を決定することとした。
正社員転換制度でも均等待遇の適用
 パート社員の希望・能力により正社員へ転換できる制度に
ついても均等待遇を適用した。また、正社員転換後の労働
時間も、希望に基づきフルタイムと短時間から選択、相互
に転換できる制度とした。
所定労働時間を短縮、労働時間単価を見直し
 社員のワークライフバランスの実現の
ために、基本給与は維持しながらフル
タイム正社員の所定労働時間を短縮し、
労働時間単価を改善した。

同社HPより
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株式会社 コスモジャパン

所在地：北海道小樽市

設立：1991年

資本金： 1,000万円

従業員数：65人（うち女性53人） 事業概要：食料品製造業

 パート社員を募集しても応募がなく、正社員の負担が増加していたため、生産工程の機械化やア
ウトソーシングを活用。
 機械化を検討する中で、生産工程を見直し、作業手順を改善したことにより、ミスやロスの削減
が進み、残業時間の大幅削減が実現。

①取組前

（きっかけ

慢性的な人手不足

②取組内容や仕組み

 パート社員によって商品の生産を行っていたが、パート社
員を募集しても応募すらなく、人手不足の状態が続き、や
むを得ず正社員が対応する時間が多くなっていた。

機械化やアウトソーシングの積極利用

HACCP導入に向け生産体制の改善が不可欠

)

 日々の作業に追われ残業が慢性化する中、HACCP等の衛生
管理を進めていく上で、全員のスキルアップが必要不可欠
となった。
 「残業が当たり前」の生産体制を改善し、教育の時間を作
る必要があった。
残業が削減しスキルアップが可能に

③取組後 効(果 )

 機械化、アウトソーシングの活用、作業手順の改善により、
生産性が向上し、残業時間は一人当たり平均40時間から10
時間へと大幅に短縮した。
 時間的な余裕ができ、スキルアップの為の勉強時間が就業
時間内で確保され、モチベーション向上にも繋がった。
人手不足の解消
 それぞれの家庭事情を考慮した柔軟な勤務時間を設定した
ため、長期間働き続けてくれるパート社員が増え、口コミ
での紹介もあるなど、人手不足が解消した。

 「ものづくり補助金」「ロボット導入実証事業補助金」を
活用し、生産能力の低い機械を入れ替え、投入人数の多い
工程にロボットを導入することを検討した。
 機械化を検討する中で、生産工程を見直し、作業手順を改
善したことにより、ミスやロスが削減された。
 生産工程の見直しについては、技術知識がある人材が不足
していたため、正社員が、近隣大学の「生産性向上に関す
る講義」に参加し、いわゆるリカレント教育を受けた。
 正社員が行っていたパート社員の送迎業務（４時間程度）
をアウトソーシングするなど、正社員はコア業務に集中さ
せた。
パート社員の就業環境の向上
 優秀なパート社員は、正社員登用制度
により、積極的に正社員登用している。
 また、柔軟な勤務シフトを採用し、
ほぼ本人の希望に沿ったシフトで
勤務できるようにした。

同社よりご提供
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所在地：福井県福井市

株式会社 米五

設立：1668年

資本金： 2,040万円

従業員数：28人（うち女性20人） 事業概要：食品製造業

 小規模な会社で繁閑の業務量の変化があるなかで、残業時間の見える化、パート社員等の人員補
充による業務量の平準化を進め、残業時間の削減に成功。
 一斉休暇日など有給休暇の取得促進に向けた制度を導入し、有給休暇取得日数が大幅に増加。
②取組内容や仕組み

一部の社員への業務の偏り

①取組前

（きっかけ )

 麹や味噌を仕込む繁忙期には、一部の社員に負荷がかかっ
て長時間残業が多くなっていた。
 社内全体の業務量の偏りを平準化し、一部の社員に負担が
集中しない体制づくりの必要性を感じていた。
低い有給取得率
 有給休暇を取得する意識が薄く、制度が十分に活用されて
いなかった。

③取組後 効
(果

残業時間の大幅減を実現
 残業時間を見える化するとともに、パート社員も含めた人
員の補充を行うことで、社員1人あたりの残業時間は前年と
比較して3割以上減少した。
有給休暇取得率の増加

)

 一斉休暇日を設け、有給休暇の取得
を積極的に勧めたことで、社員１人
あたりの有給休暇取得日数は、２年
前の3倍に増加した。

同社よりご提供

残業時間削減への取組
 社員それぞれが自分の残業時間を把握し、業務効率を意
識できるように残業時間をグラフにして見える化した。
 味噌作り教室の開催や職場体験、インターンシップ等を
通じて、味噌作りの普及とともに、パート社員も含めた
地元人材の積極的な採用を進めた。
 パート社員の担当業務を明確にすることで、正社員の業
務を補完的にサポートできるようにし、業務量の平準化
を図った。
 味噌業界は夏が閑散期・冬が繁忙期になるが、店舗やカ
フェ新設等により、年間通して業務が発生するように
なったこと、また社員の多能工化を進めたことなどによ
り、業務の繁閑にも対応可能な体制整備を進めた。
 福井県の推奨する「仕事と家庭の両立を進め、家族がと
もに過ごす時間を増やす家族時間デー」（社員が残業せ
ずに定時で退社する日）を月２日設定し、実施した。
有給休暇取得の推奨
 一斉休暇日を年に3回設定し、誰もが気兼ねなく休み、リ
フレッシュできるような制度に改善した。
 繁忙期に休日出勤が必要な場合には、業務が落ち着いた
時点で、振替休日を取得するよう積極的に勧めた。
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株式会社 コヤマ・システム

所在地：香川県高松市

設立：1989年

従業員数：18人（うち女性6人）

資本金：1,000万円

事業概要：情報通信業

 外国人やパート社員の正社員登用の実施、定年後の雇用延長制度を整備するとともに、パート社
員への賞与付与などの待遇の格差を是正。
 チームで仕事を進める方向への切り替え、ローテーション人事の実践により、業務の属人化を防
ぎ、残業時間の削減と有給休暇の取得率向上が促進。
採用の幅を拡大

①取組前

（きっかけ

 新卒募集をしても思うように、採用できていなかった。労
働人口減の日本では、新卒に限らず、働く意欲と能力があ
る人は生涯現役で働けるという会社にしていかなければな
らない、また、女性や外国人でも活躍できる会社にしたい
と考えた。

)

働き方改革への取組
 社員の働きやすさや定着のため、時間外労働の抑制や有給
休暇取得率向上、同一労働同一賃金を目指す必要性を強く
感じていた。
高度外国人の活躍

③取組後 効(果

 ベトナム人女性2名を高度外国人材の正社員として採用。ソ
フトウェア技術者として教育しており、少しずつ顧客の要
望に応える仕事ができている。向上心が旺盛なため、これ
からの活躍に期待ができる。また、英語力を活かし海外展
示会にて通訳をするなどの活躍もできている。
ワークライフバランスへの取組

)

 ローテーション人事の実践により、スキルの属人化を解消
しつつあり、残業時間も徐々に削減されている。また、休
むことへの意識改革も進めたことで、有給休暇取得率は年
平均で80%を超えた。2時間単位の有給休暇も社員に好評。

②取組内容や仕組み
人材確保と定着への取組
 人材仲介業者を介し、外国人採用を開始。
 外国人採用は現地面接による費用負担や在留資格審査等で
入国まで時間を要すため、準備から勤務開始まで一年は必
要であった。
 パート社員の正社員登用を実施。また、就業規則を変更し、
これまでは60歳定年であった雇用の延長制度を整備した。
残業時間抑制と有給休暇取得向上に向けて
 ソフトウェア作成は属人性が高いため、最低でも二名が一
つの技術に対応できるようにしている。また、チームで仕
事を進める方向に徐々に切り換え、ローテーション人事な
どを実践することで、属人化を防ぎ残業時間の削減を進め
ている。
 定時帰宅や有給休暇取得を推奨し、しっかり休むことへの
意識改革を促しているが「もっと働きたい」「早く覚えた
いから勉強したい」との要望もあり、バランスが難しいと
感じている。
同一労働同一賃金への取組
 パート社員にも賞与を出すよう規則を変更したり、60歳
定年を迎えた社員でも従前と変わらない待遇とし、格差を
是正した。
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さかえこうぎょう

所在地：新潟県燕市

有限会社 栄工業

設立：1986年

資本金： 500万円

従業員数：9人（うち女性9人） 事業概要：製造業

 小規模な会社ながら、多能工化を推進し、テレワークを導入。有給休暇制度も拡充。
 業務を相互にカバーできる体制になったことで、休みを取りやすい雰囲気が醸成。また、社員
（全員女性）が働きやすい環境となり、定着率も向上。
①取組前

（きっかけ

②取組内容や仕組み

女性社員の定着に課題
 女性が大半の会社で、結婚、妊娠・出産、育児、介護など
様々な局面によって継続勤務が困難となり、辞めていく女
性が多く、定着に苦慮していた。
休みが取りにくい雰囲気

)

 休みを取りにくい雰囲気があり、
出勤が難しい日でも出社をしていた。

同社HPより

休暇を取得しやすくすることで女性社員が定着

③取組後 効(果

 全員が同じように業務を行えるようになったことによって、
欠員がでてもカバーし合える風土ができ、休みを取りやす
い雰囲気になってきた。
 産休・育休制度の整備等の有給休暇の充実、テレワークの
導入、地域の製造業よりも多い年間休日（約120日）等に
よって、働きやすい職場となり、女性社員の定着が図れた。
職場の風土

)

 親睦が深まり、社員同士が声を掛け合いコミュニケーショ
ンをとりながら作業することにより、状況を正確に把握で
きミスが減った。
 社員それぞれの事情や予定も把握できるようになり、計画
的に休みが取れるようになっている。

多能工化とテレワークの推進
 休暇を取りやすくするため、製造現場の多能工化を進め、
社内で出来る作業は全員が対応できるよう相互に教え合う
ことで、休暇中の業務を互いにカバーできるようになった。
 社員のみが担当していた現場責任者を、パート社員でも立
候補すれば担当できるようにした。
 事務担当はテレワークを導入し、介護等で出勤が難しい時
でも無理がない程度に業務を行っている。
有給休暇制度の充実
 産休・育休制度を整備した。
 年間４０時間以内であれば、有給休暇を時間単位で取得可
能としている。
 勤続５年以上の社員には、５年毎にリフレッシュ休暇（特
別休暇３日）を付与している。
 全社員に多目的休暇（特別休暇１日）を付与している。
「パワーランチ」で親睦
 月１回「パワーランチ」と称し、社員全員で会社が用意し
た昼食をとりながら親睦を深めている。
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せ い さ く し ょ

株式会社 サカタ製作所

所在地：新潟県長岡市

設立：1951年

資本金： 1,320万円

従業員数：156人（うち女性34人） 事業概要：製造業

 社長が「残業ゼロ」を経営方針に掲げ、所定労働時間内で仕事を完了できる社員を評価すること
を通達。残業ゼロに向けた貢献度を評価し、賞与で還元。
 基幹業務システムの刷新やWEBを活用した見積もりシステムの導入で作業時間を大幅に短縮し、
残業時間削減を実現。
①取組前

（きっかけ

慢性的な残業による負担の増加
 残業の多さに比例して評価される組織体質だったため、周
囲の雰囲気で何となく残業している状況が慢性化していた。
 スキルの伝承や業務効率化が進まず、作業が属人化してお
り、休暇を取りにくい状況にあった。

)

 長時間労働による体調不良で欠勤すると業務が止まってし
まい、後日残業で作業の遅れを取り戻す、という悪循環も
発生していた。
時間当たりの生産性への意識

③取組後 効(果 )

 時間当たりの生産性への意識が社内に根付いた。会議では、
参加者全員が予定時間内での終了を強く意識し、内容の濃
い会議ができるようになった。
 残業をしないことが当たり前の
状態となり、家庭生活の重要性
を再認識する社員が増えた。
ワークライフバランスの意識も
向上した。
残業時間の大幅削減

②取組内容や仕組み
社長の「残業ゼロ」宣言による意識の変化
 当初は、管理職社員からも「残業ゼロなんてできるはずが
ない」といった声が上がったが、社長が全社員の前で宣言
したことにより、「やらなければならない」という意識に
変わっていった。
勤務制度の改革による取組
 夕方以降に集中する出荷業務や、顧客からの問い合わせな
どは、時差出勤制度を設けて対応し、残業時間削減を進め
た。
 休日出勤をした場合は必ず代休を取らせるなど、総労働時
間を増やさないよう工夫した。
 社員から「残業代が減る＝給料が減る」といった反発が出
ていたが、残業ゼロへの貢献度を評価し、賞与で還元した。
ITの活用による取組

同社よりご提供

 一人当たりの月平均残業時間は、17.59時間（2014年実
績）から1.1時間（2018年実績）へと減少。作業の効率化
により一人当たりの生産性は向上している。

 残業ゼロのために、基幹業務システムを刷新し、最適な生
産計画を作成できるようにした。
 見積もりシステムを開発し、これまで3日かかっていた作
業を5分に大幅短縮。また、顧客自らが見積もりを行える
よう、 WEB上に公開した。
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株式会社 サニックス

所在地：山形県山形市

設立：1970年

従業員数：73人（うち女性8人）

資本金： 3,050万円

事業概要：専門サービス業

 設備投資によってきれいな工場を整備し、業界の悪いイメージを払拭するとともに 、インター
ンシップの受入れ等で大学との繋がりを持つことで、若手社員の獲得に成功。
 専門家のアドバイスを取り入れた積極的な設備投資により、生産性が向上し残業時間が削減。時
間に余裕ができたことで、社員が自主的に勉強会を開催するなど、職場が活性化。
①取組前

（きっかけ )

若手社員の獲得が課題

②取組内容や仕組み

 社員の採用については、欠員の際に中途採用で補充してい
たが、地域の少子化や自動車整備工場に対するマイナスイ
メージから、常に採用に苦戦し人手不足の状態だった。

若手社員の獲得・定着のための工夫

 社員の高齢化による会社への影響として、保守的・消極的
な考えが強くなりチャレンジ精神が失われるのではないか
と懸念しており、若手社員を継続的に獲得し、長期的に育
成していける職場を作りたいと考えた。

 有給の誕生日休暇や、年次有給休暇の計画取得については、
法改正に先駆けて取り組んでおり、「社員の健康が会社の
資産である」ことを学生にも伝えている。

若手社員の獲得と育成

③取組後 効(果 )

 インターンシップの受入れや、設備投資により新しくきれ
いな自動車整備工場となり、職場へのマイナスイメージが
払拭され、若手社員を６年間で34人（うち新卒者19人）を
採用することができた。
 機械の刷新やシステム導入や作業手順の改善により、生産
性が向上し、売上高、営業利益ともに拡大した。
 取組当初は一人当たり月平均20時間だった残業が、現在は
14時間へと短縮。時間に余裕ができたことで、社員が自主
的に勉強会を開催するようになり、若手技術者に対してベ
テラン技術者が積極的に技能を伝える等、活気のある職場
となった。

 地元公立大学の学生に当社を知ってもらい魅力を広めるた
め、インターンシップの受入れを始めた。

 若手社員が中心となって、経営理念やクレドをまとめた
「SANICS GUIDE BOOK」を作成。
会社が大切にしている考えに共感し
てもらえるよう、採用候補者にも配
布した。
機械化の推進

同社より
ご提供

 「ものづくり補助金」を活用し、作業能力の低い機械を入
れ替えたり、作業工程を一元的に把握するための生産管理
システムを導入する等、積極的な設備投資を行った。
 また、官公庁や県の専門家派遣事業を活用し、シニアイン
ストラクター・ITコーディネーター・省エネ診断士等、専
門家のアドバイスを積極的に取り入れた。
 機械の入れ替え時には、作業工程単位で作業内容や手順を
改めて見直し、改善したことにより、ロスが削減された。
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株式会社 三本杉ジオテック

所在地：福島県福島市

設立：1973年

従業員数：16人（うち女性2人）

資本金： 2,000万円

事業概要：建設業

 高齢社員に対し更なる技術向上と後進育成を目的に、定年延長や役職定年時の処遇を改善した結
果、安心して勤務できる職場となり、高齢社員のみならず若手社員のモチベーションも向上。新
たな若手社員の確保にも成功。
 柔軟な労働時間の設定や有給休暇の計画取得など、働きやすい職場づくりを実践。
①取組前

（きっかけ )

社員の高齢化に伴い、職場環境の整備が課題

②取組内容や仕組み

 技術系社員の高齢化が進む中、若い技術者を確保・育成し
たいと考え求人を出したが、全く応募がなかった。

定年を65歳に延長、役職定年時の基本給減額を廃止

 若い技術者の応募を待ちながら、まずは経験と技術力のあ
る既存社員を大切にし、できるだけ長く働いてもらおうと
考えたが、そのための職場環境の整備が課題だった。
 少数精鋭の16名の企業のため、各自の健康状態が業務遂行
に影響を与えることも懸念であった。
待遇改善により社員全体がモチベーション向上

③取組後 効(果

 定年延長や役職定年時の処遇改善を行ったことにより、将
来にわたって「安心して勤務できる会社」という共通認識
ができ、社員全体のモチベーションが向上した。

 高齢社員に、自身の技術をさらに磨きながら若手技術者を
育成する役割を担ってもらうため、定年を65歳に延長。
 63歳からはエルダー社員として体力や事情に応じて労働
時間等を柔軟に設定できることとした。
 従来は、役職定年時に基本給を減額していたが、引き続き
安心して勤められるよう廃止した。
有給休暇の計画取得
 有給休暇のうち５日間を、年度当初に計画提出することで
取得を促進し、ワークライフバランスの改善に努めた。

)

 これらの取組が会社のPRにもつながり、20代の若手社員を
４人採用することができた。経験豊富な高齢社員をはじめ
先輩社員が指導・育成をする仕組みがうまく機能し、若手
社員のスキルアップが促進されている。

健康増進のための多様な取組

高い有給休暇取得率の維持

 運動不足解消のため、社内に卓球台を
設置し、年１回卓球大会を開催したり、
希望者には椅子の代わりにバランス
ボールを貸与している。

 有給休暇取得率は毎年60％を超えていたが、2019年度は
さらに向上し、66.6％、１人当たり平均取得日数は12.7日
となった。

 心身が健康であれば仕事もはかどると考え、健康経営を推
進。健康診断後の二次検診のフォローや、インフルエンザ
予防接種を会社負担で実施。

同社よりご提供
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山陽環境開発 株式会社

所在地：岡山県新見市

設立：1973年

資本金： 2,000万円

従業員数：19人（うち女性3人） 事業概要：サービス業（廃棄物処理業）

 短時間勤務希望の育児世代の女性や、障がい者などの多様な人材を積極的に雇用することで人手
不足に対応。
 時間単位で取得できる有給休暇やテレワーク制度を導入し、働きやすい職場環境を整備。

①取組前

（きっかけ

多様な人材の活用を検討

②取組内容や仕組み

 地域の公共職業安定所へ求人を出しているが、求職者が少
なく、女性や障がい者を含めた多様な人材を活用しようと
検討を開始した。

短時間勤務への対応や女性の積極登用

 地元高校からの優秀な人材確保に向け、企業の魅力づくり
や魅力の発信の必要性を感じていた。

)

人材の教育に課題
 新入社員を恒常的に採用できていなかったため、社員を教
育するという意識が低かった。新卒の継続採用で人手不足
を解消しつつ、人材育成力も強化しようと考えた。
人手不足の解消

③取組後 効(果 )

 短時間勤務希望の育児世代の女性1名を採用した。
 障がい者を4名（うち2名は2019年4月入社の新入社員）雇
用している。
 積極的なインターンシップ受け入れにより、多様な人材が
働きやすい職場として学生の目に留まり、新卒採用で2018
年２名（高卒）、2019年３名（高卒）、2020年３名（大
卒）入社（予定）と順調な採用ができている。
 有給休暇取得率は95％に上昇、時間外労働は平均１０時間/
月に減少し、ユースエール認定を取得した。

 短時間勤務希望の育児世代の女性採用を開始し、パート社
員から正社員への転換も積極的に行った。
 有給休暇を時間単位で取得できるようにするとともに、週
末前後の有給休暇取得による３連休を推奨し、心と体の健
康づくりに努めている。また、男性の育児休暇取得も促進
している。
 多様な勤務形態に対応できるようテレワークを導入すると
ともに、残業時間削減に向けて17時以降の会議を廃止し
た。
 国内外の大学生のインターンシップ受け入れを行い、採用
候補者の視野の拡大を図った。
障がい者雇用への取組
 支援学校や就業支援センターとの協力により、障がい者に
職場体験をしてもらった後に、社員への登用を実施した。
 障がい者の支援については、外部講師
による障がい者採用準備セミナーを受
講したり、各部署長が、先進企業への
視察を行い、より良い職場環境になる
よう模索していった。

同社よりご提供
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株式会社 三和ドック

所在地：広島県尾道市

設立：1961年

資本金： 7,000万円

従業員数：335人（うち女性47人） 事業概要：船舶修繕業

 地域の複数企業のOBが技術指導を行う造船技術センターを活用して若手の技能教育を強化。ま
た、造船関連教育実施大学との連携によるインターンシップ受入れで若手技術者の採用を推進。
 女性や外国人が快適に働けるよう施設等を整備するとともに、キャリアパスを提供することでモ
チベーションの向上につなげ、多様な人材を確保。
①取組前

（きっかけ )

人手不足と社員の高齢化

②取組内容や仕組み

 団塊世代の退職により人手不足が深刻化していた。中高年
層の社員が主体となる中、熟練技能の継承のため若い造船
マンの確保と育成が課題となっていた。

新本社事務所及び厚生施設の充実

国際競争力の強化
 韓国・中国などとの競争が激しくなり、「品質と信頼性」
を基本とした高付加価値化とコスト競争力の強化の両面か
らの取組が必要となった。
幅広い人材雇用による採用の安定

③取組後 効(果 )

 新卒採用エントリー数が2.8倍に増加した（2018年→2019年）。
また、インターンシップエントリー数も増加している。女
性技術系総合職は、初めて2017年に1名が入社し、つづい
て翌年2名が入社。
 2018年には、総合職7名のうち、2名はマレーシアの留学
生を採用。
ダイバーシティ経営への期待
 多様な人材にキャリアパスを提供する
ことでモチベーションの向上につなげ、
人手不足だけでなく国際競争に打ち勝
つ企業体質となりつつある。

同社よりご提供

 2016年に機能性・快適性を有し、創造性を高める本社ビ
ルを建設。会議室や監督室の案内表示のデジタル化、外国
人にも分かりやすいピクトグラムや英語表記サインを導入
した。食堂や社宅、女性社員の要望を取り入れた専用シャ
ワールームや更衣室等を整備した。
若手の技能教育の強化
 地域の複数企業のOBが技術指導を行う因島造船技術セン
ターの設立に尽力し、若手技術者の育成に活用している。
 若手技術者の獲得のため、造船関連教育を実施している大
学と提携し、インターンシップの受入れも行っている。
幹部候補も視野に入れた高度外国人材や女性の雇用
 幹部候補としての育成を視野に入れ、総合職として外国人
や女性を採用している。また、技術の要となる設計技術者
に、優秀なベトナム人（母国大卒）を雇用している。
 就職先としてより当社に関心を持ってもらえるよう、留学
生向けの企業説明会には外国人社員が会社説明を行った。
また、イスラム教徒(ムスリム)の方でも働きやすいよう礼
拝場所の確保や食事への配慮を行っている。
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自然免疫応用技研 株式会社

所在地：香川県高松市

設立：2006年

資本金：4,000万円

従業員数：7人 事業概要：食品製造業

 小規模な会社ながら、人材確保のため、給与体系や定年年齢等を時代に応じた制度・運用へと変
更していく必要性を実感。
 裁量労働制のもとでの労働時間管理の徹底により、労働時間の削減及び有給休暇の取得向上を実
現するとともに、能力・努力・貢献度に対応した給与体系への変更を実施。
①取組前

（きっかけ )

長時間労働、低い有給休暇取得率
 当社は全社員が研究開発を担っている。裁量労働制を導入
しているが、研究者のなかには、自身の労働時間を管理す
る意識がない者もいた。また、有給休暇の取得率が低い実
態もあった。
 人材を確保していくためには、給与体系や定年年齢なども、
時代に応じた制度・運用へと変えて行く必要があると感じ
ていた。
労働時間の削減、有給休暇の取得

③取組後 効(果

 全員が18～19時前後までに退社するようになり、労働時間
が削減された。また、有給休暇の計画的付与により、取得
状況が改善（有給休暇消化率は、2018年4月-12月期：
26.4%から、2019年4月-12月期：54.0%へ ）された。
目標の明示化

)

 給与体系の変更により、明確な基準ができたことで給与、
賞与の決定が容易になった。特に若い社員にとっては、成
長の目標がわかりやすくなったと思われる。
社員の健康改善
 現在、60歳と67歳の社員が活躍している。健康問題を抱え
た社員は徐々に改善がみられている。

②取組内容や仕組み
社員への丁寧な説明対応
 裁量労働制であっても、長時間労働を防ぐため、可能な限
り８時間以内で１日の作業を終える計画をたててほしいこ
とを全社員に伝えた。
 有給休暇残日数を見える化した出勤簿に変更した。全社員
に対し、改めて、法定休日、所定休日、有給休暇、特別休
暇がどう違うか、法律的に定められたルールも含めて解説
した。会社として、有給休暇を計画的かつ有意義に取得す
ることを推奨。
給与体系変更
 毎年上がる給与（年齢給、勤続年数給）の上昇率を下げて、
その代わりに能力、努力、貢献度が評価される給与体系に
変更した。この新たな給与体系は、社員に開示し、なぜこ
の給与であるか、どのように能力アップすれば給与が上が
るのかわかるようにした。
定年年齢の見直しと健康管理
 定年を60歳から65歳にし、希望があれば70歳まで再雇用す
ると変更した。
 個人の健康診断結果は、今期より会社で確認することにし
た。健康上問題を抱えた社員に対して、病院での受診・治
療を勧めた。
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株式会社 下部ホテル

所在地：山梨県南巨摩郡身延町

設立：1929年

資本金： 5,000万円

従業員数：125人（うち女性54人） 事業概要：旅館業

 人手の必要な食事提供業務を社員全員で行う等のマルチタスク化により、旅館業特有の「中抜け
勤務」を原則廃止し、早番、中番、遅番のシフト制で対応する仕組みを構築。
 これらの取組により、社員の満足度が向上するとともに、お互いの業務をカバーできる体制とな
り、年間休日数が増加。

①取組前

（きっかけ

②取組内容や仕組み

不規則な勤務時間による人手不足

)

 旅館業のため、接客スタッフを中心に中抜け勤務（朝食勤
務後6 時間休憩をはさみ、夕食勤務）が多かった。始業か
ら終業までの拘束時間が長く、休み時間が変則的なため、
ゆっくりと休めない、家族と生活リズムが合わないなどの
不満が出ており、社員満足度の低下につながっていた。
 また、不規則な勤務時間から求人募集を行っても人が集ま
らず、人手不足となっていた。
マルチタスク化により、社員満足度が改善

③取組後 効(果

 マルチタスク化により、繁忙期でも
増員することなく顧客対応できるよ
うになるとともに、人件費を上げる
ことなく中抜け勤務の削減に成功した。

同社よりご提供

マルチタスク化への取組
 接客・フロント・内務等の部署を「サービス部」というひ
とつの組織に統合し、接客係が喫茶・売店業務も兼務する
等、各人が複数の業務を行うこととした。
 最も人手の必要な食事提供業務は、サービス部以外の総
務・予約等の部署も含む社員全員でカバーするようにした。
 マルチタスク化に当たって、社員の意識改革も必要だった。
『これからの旅館業は、縦割りではなく多様な業務を行う
ことが当たり前』という意識を根付かせ、『導入によって
年間の休日数が増える』という社員のメリットも併せて説
明し、協力を仰いだ。
負担の多い中抜け勤務の廃止とシフト制の構築

)

 中抜け勤務は、閑散日は０名、繁忙日でも２名程度までの
対応に減少し、社員満足度改善に寄与した。

 原則として中抜け勤務を廃止し、全社的に早番、中番、遅
番のシフト制で対応する仕組みを構築した。

 残業時間も減少し、人件費は2018年７月～ １１月までの
５か月で前年比300 万円減、人件費率が1.4％低下した。

 また、時間帯ごとの業務量の平準化を進めるため、お客様
の対応の少ない昼間の時間帯には客室清掃など一般的に旅
館が外注している業務を自社で行う、といった工夫をして
いる。

 マルチタスク化により、お互いの業務をカバーできる体制
となったことで、年間休日は10 日程度増やすことができた。
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しょうとく

聖徳ゼロテック株式会社

所在地：佐賀県佐賀市

設立：1975年

資本金：3,000万円

従業員数：27人（うち女性7人） 事業概要：製造業

 高齢者の技の伝承等を通じた多能工化の推進により、有給休暇を取りやすい環境を整備。
 育児休業者の部署に人員を配置するなど、子育てをサポートする体制を整備したことで、女性の
雇用が進み、定着率が向上。

①取組前

（きっかけ )

働き方改革には従前から取り組み
 少ない人員で業務を行うため、いつ誰が休むのかを掲示板
に貼り、見える化するなどによって、時間外労働時間の上
限規制の対応を実施していたが、従業員の高齢化や慢性的
な人手不足も問題となっていた。
人材獲得に向けた環境整備が喫緊の課題
 働きやすい環境整備として、以前から実施していた有給休
暇の取得促進、女性・高齢者等の多様な人材活用の取組を
加速させた。
高齢者による技の伝承

③取組後 効(果

 従業員には技術者しかいないので、定年後も再雇用した人
材が力を発揮する場面が多い。休暇を取りやすい環境を整
備したことで、再雇用後も長く活躍できている。
女性の定着率の向上
 サポート体制整備によって、全員で子育て世代をフォロー
する雰囲気が醸成されている。

)

 もともと男性が中心で金型設計や
超精細切削加工などを行っている
現場で女性が一人もいなかったが、
女性が働きやすい環境作りにより、
現在は金型製造の現場に3名の女性
が継続勤務している。

同社よりご提供

②取組内容や仕組み
多能工化を促進
 高齢の技術者それぞれが持っている得意な技を複数の若手
技術者に伝承してもらうことにより、1人が複数の工程を
遂行する多能工化を推進することができた。技術者が互い
にカバーをしあえる状況となり、有給休暇等を取りやすい
環境になった。
 超精細切削加工など高い技能を要する業務は、一人前にな
るまでに1工程当たり2～3年かかるため、前工程や後工程
のライン内での移動を重ねて、7～8年程の長い時間をか
けて多能工化を図っている。
 フレキシブルに出社してもらい、得意な工程で『いぶし
銀』の技を後輩に伝承している。
子育て世代の働く環境を整備
 育児休業者の部署に人員を増員し、子育てをサポートする
体制を整備。手薄になった部署は多能工でカバーしている。
 仕事と子育ての両立をすることが難しい中、現場で女性同
士が連携して仕事をカバーし、気兼ねなく休みやすい環境
を醸成している。同じような境遇の女性が数人勤務してい
るため、こどもの急な発熱などの場合にも、調整して休み
を取ることができている。
 佐賀県内では、8番目（中小企業では最初）に、くるみん
マークを取得し、子育て世代を応援する取組もしている。
53

時間外

有給
休暇

同一労働
同一賃金

設備等
の見直し

多様な
人材

賃上げ

しらさぎでんきこうぎょう

白鷺電気工業 株式会社

所在地：熊本県熊本市

設立：1958年

資本金： 10,000万円

従業員数：125人（うち女性15人） 事業概要：建設業

 男性職場のイメージが強い、企業の知名度が低い等から採用難で、若年層の人材確保が大きな経
営課題であったため、働きやすい職場環境を整備。
 年次有給休暇の取得向上に加え、育児短時間勤務の対象期間の延長、社員の声に基づく社屋内レ
イアウトの導入を進め、作業効率化や社員同士のコミュニケーションを促進。
①取組前

（きっかけ )

若年層の確保が課題、休みにくい実態・職場風土

②取組内容や仕組み

 社員の高齢化が進行しており、若年層の人材確保が大きな
経営課題だった。しかし、男性職場のイメージや企業の認
知度等から5名募集しても2名しか応募がない時代もあるな
ど、採用難であった。

年次有給休暇の取得向上に注力
 年次有給休暇付与日数を入社3年未満15日／年、3年以上
20日／年に変更した上で、取得率向上を図るために計画
有給休暇５日に加え、会社推奨休暇５日を新設した。会社
推奨休暇の5日は全社員が原則休暇日となる。

 そのため、繁忙期は人手不足で、閑散期でも定期的なメン
テナンス対応等が発生することで、全体的に休みが取りに
くい実態・職場風土があった。

③取組後 効(果
)

年次有給休暇の取得率向上、女性技術者がロールモデルに
 有給休暇取得の促進や、業務効率化を進めるために、各部
門が仕事のスケジュール調整と人員配置を計画的に行った
ため、震災の影響で工事物件が増加し多忙な状況が続く中
でも、有給休暇取得率が向上し、残業時間も減少した。
 育児短時間勤務の対象期間延長、オフィス環境の改善によ
り、女性技術者が定着し、それがキャリア形成のロールモ
デルとなって、新たな人材を採用できる可能性が広がる循
環が生まれている。
コミュニケーションの活性化、新規受注
 フリーアドレス制やカフェスペースの導入により、部門・
世代を超えたコミュニケーション、OJTが自然発生的に起
きるようになった。さらに、情報共有が進んだ結果、顧客
開拓や新規受注に繋がった例も出ている。

 病気積立休暇を最大20日間設けた。本人の病気だけでな
く、育児や介護など家族の対応時にも利用可能として柔軟
な運用をしている。
育児短時間勤務の対象期間を延長
 仕事と子育ての両立を図るため、育児短時間勤務の対象期
間を、育児・介護休業法が義務として定める３歳までから、
小学校入学前までに延長した。
積極的な企業の魅力発信・採用活動
 就職イベントへの参加、保護者向けバスツアーの受入れ、
フリーペーパーでの社長と女性社員の対談記事など、自社
の職場環境や社員の様子を伝える場を積極的に活用した。
社員の声に基づくレイアウトによる快適な就労環境の実現
 2018年2月に完成した新社屋では、本社内のWi-Fi化、フ
リーアドレス化、カフェスペースの導入など、社員の声に
基づくレイアウト導入を進め、作業効率化や部門を超えた
社員同士のコミュニケーション環境の整備を図っている。
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株式会社 ズコーシャ

所在地：北海道帯広市

設立：1959年

資本金： 1,200万円

従業員数：236人（うち女性66人） 事業概要：専門・技術サービス業

 仕事と家庭や介護の両立ができるよう、非正規を含む全職員が利用できるフレックスタイム制度
の導入、有給休暇制度の充実化を実施。
 経営トップの意思表明や繰り返しの呼びかけにより職員の意識改革に努め、時間外労働の削減を
実現。
①取組前

（きっかけ
)

③取組後 効(果 )

ライフステージに応じた職場づくりの必要性
 基幹部門である土木分野の担い手不足や、育児・介護を理
由とした女性技術者の離職が断続的に発生。
 土木分野に多い男性職員でも育児休業取得希望者が出てき
たことで、企業を継続的に維持・発展していくための取組
が必要と考えた。
 全職員のワークライフバランスの確保、ライフステージ
（結婚・出産・育児・介護等）における継続就業等を可能
にする「選ばれる会社」になることを目指すこととした。

②取組内容や仕組み

時間外労働の削減
 フレックスタイム勤務により出退勤を柔軟にしたことで、
仕事の量や増減にあわせた勤務ができるようになった。
個々人の労務管理の意識が高まり、導入前の2016年度と比
較して、2017,2018年度の平均では、約14％の時間外労働
の減少につながった。
有給休暇の取得促進
 こどもの看護休暇の拡大や介護休暇などを有給化したこと
で、年次有給休暇の取得率の低下が懸念されたが、制度導
入前とほぼ変わらず取得率70％台を維持している。
就職氷河期世代（子育て世代）の活用
 子育て世代でもある就職氷河期世代にとって働きやすい制
度であり、近年で正社員に転換した13人中9人が就職氷河
期世代である。

 介護休暇も時間単位で取得可とし、有給化（給与控除しな
い）した。

「両立支援制度」の導入
 フレックスタイム勤務制度を導入し、仕事の量やピークに
あわせた勤務ができるようにした。
 年次有給休暇の時間単位取得を可能にした。
 看護休暇の対象年齢を引き上げ、小学校6年生以下のこど
もを有する全職員に対し、最大15日（時間単位の取得
可）の有給化（給与控除しない）を行った。

 これらの制度について、非正規社員を含む全職員が利用可
能とした。
 制度の導入にあたり、経営トップの意思表明や社内プロ
ジェクトチームによる繰り返しの呼びかけ、説明会の開催
により全社の同意・協力を得ていった。
「連続休暇制度」の実施
 休日と有給休暇を組み合わせて、
年末年始や夏季休暇以外の時期で
計画的に1週間以上の連続休暇
取得を推奨。

同社よりご提供
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有限会社 スタプランニング

所在地：沖縄県那覇市

設立：1996年

資本金：5,598万円

従業員数：19人（うち女性11人） 事業概要：建設業・不動産業

 案件の収益性や工期を吟味するよう受注基準を見直し、高効率・高収益の案件や工期の長い案件
を選別して受注。
 また、業務を細分化し、時短で働きたい人材を活用することで、社員の負担軽減を図り、残業時
間を削減。女性が働きやすい環境を整備したことで、離職率が低減。

①取組前

（きっかけ

繁忙期の残業は月180時間

②取組内容や仕組み

 社員が夜中まで働き、月の残業が180時間を超える社員も
少なくなかった。

受注基準の見直しと業務の平準化

 精神的・肉体的に疲れきっており、ピーク時は社員数30人
に対して１年間で10人近くが退職する高い離職率だった。

)

 2012年に中核社員の相次ぐ退職と、女性管理職の妊娠が重
なり、働き方を見直すきっかけとなった。

残業時間の削減

③取組後 効(果

 残業は月４時間程度に減少。取組初年度は赤字となったが、
翌年度から持ち直し、取組前より少ない社員数・少ない残
業時間で、取組前と同等程度の利益を維持できている。
 利益を維持し、働きやすい職場を作ることができたことが、
会社全体の自信となっている。
多様な人材の活躍と定着

)

 これらの取組により、子育て中の女性や高齢者など、様々
な社員が希望するペースで働けるようになった。
 出産や育児を理由とする退職がなくなり、人材が定着する
ようになった。

 収益や作業工程、納期等の社内の受注基準を見直し、高
効率・高収益な案件や、工期が長く社員の休み等も考慮
できる案件を選別し、受注することにした。繁忙期の受
注は時期をずらす交渉を行い、無理のない納期を設定し
た。
 社員の負担軽減のため、時短で働きたい主婦層を採用。
既存業務を難易度や作業に必要な日数等から業務を細分
化し、社員の業務量や本人の希望などのバランスを考慮
して担当業務を決められるようにしている。
残業や休日出勤の届出
 事務所の鍵を社員に預けていたことも残業や休日出勤の原
因であると考え、全員から鍵を回収した。
 残業を届出制とし、残業を減らせるよう、社長が業務内容
の確認や指示をするなど、コミュニケーションを増やした。
有給休暇取得奨励日を設定
 社員が有給休暇を5割以上消化する
ことを目標に、取得奨励日を月3日
ほど設けて、取得を促している。

同社HPより
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株式会社 スリーハイ

所在地：神奈川県横浜市

設立：1990年

資本金： 1,000万円

従業員数：34人（うち女性26人） 事業概要：製造業

 全社員の年間総残業時間と総残業代を示すことで、残業時間削減を「自分の問題」として認識し
てもらうよう工夫。
 また、朝礼の見直し、勤務間インターバル制度やＥＲ（アーリー退社ＤＡＹ）の導入も進め、残
業時間を削減。
①取組前

（きっかけ )

働き方改革を見据えた残業時間への対応
 働き方改革への対応として、残業時間の抜本的な削減方法
を模索していた。
 大企業のような知名度もなく、訴求力のある商品や製品・
サービスを持ち合わせておらず、営業にかける時間を多く
投下して他企業と競い合うしかないため、結果として慢性
的に残業が増えてしまっていた。
情報共有によるスキル向上と残業時間の削減

③取組後 効(果

 「勤務間インターバル制度」・「ＥＲ」によって、退社時
刻を意識して仕事でき、業務にも自然とスピード感が出た。
また、残業時間の合計を見える化して、残業に対する意識
づけも行っており、残業時間が減少している。
 朝礼での情報共有によってチームで仕事を進める機運をつ
くり、支え合う風土ができた。全体で支え合うことで、
パート、アルバイトのスキルも上がり、社員の仕事の一部
を担当できるようになった。

)

ショールームからのブランドPR
 本社のそばの工房併設ショールームは、地域の方に開かれ
たカフェにもなっている。ここで製品のＰＲ活動も行って
おり、地域での知名度の向上に良い影響を与えている。

②取組内容や仕組み
残業に対する問題把握と社員間での共有
 朝礼の在り方を変えた。全員参加の意識を高めるためスト
レッチなどの楽しさも盛り込みつつ、各部署の業務内容や
進捗、課題などを共有したり、社員のスケジュールを伝え、
個々の仕事量や内容を把握できるようにした。
 全社員に勤務時間の改善についてのアンケートを実施。
「納期に間に合わない」「顧客に迷惑をかける」「冬季繁
忙期に残業削減は困難」といった否定的な意見もあった。
 「年間総残業時間（約800時間）」と「総残業代（月平均
120～130万円）」の具体的な数字を示し、残業時間削減
を「自分の問題」として認識してもらうよう工夫した。
制度を変更・拡充
 「勤務間インターバル制度」を
導入し、まずは、実現可能と思
われる９時間からスタートした。
 会社の就業規則を変更し、休日
に出勤した場合は、必ず振替休
同社よりご提供
日を取得することとした。
 月に2回（10日、25日）は、ＥＲ（アーリー退社ＤＡ
Ｙ）を設け、通常退社時刻の45分前に退社できるよう
規則を変更した。
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せ こ こ う

む て ん

株式会社 世古工務店

所在地：三重県鈴鹿市

設立：1960年

資本金： 5,100万円

従業員数：グループ計40人（うち女性8人） 事業概要：建設業・製造業

 「お仕事見学会」や「インターンシップ」を通じた新卒者への魅力発信により、新卒の技能工の採用に成功。
 長時間労働、休日出勤などの業界の慣習を打破するために、インタラクティブホワイトボードやフリーア
ドレスの導入で、社内のコミュニケーションを活発化し業務を効率化。
 就業規則に「グッド○○制度」を明記し、チャレンジ精神を醸成することで、社員のモチベーションが
向上し顧客が増加。
①取組前

（きっかけ )

技能工（大工職等）の高齢化
 業界の恒常的な問題である技能工（大工職等）の高齢化は、
当社でも避けて通れない状況になっており、対応が必要
だった。
慢性的な残業と休日出勤
 長時間労働、休日出勤は業界の慣習であり、社員は日々、
仕事に振り回されている生活になっていた。
 多忙な業務の中で、社員同士のコミュニケーションも十分
とは言えなかった。

③取組後 効(果
)

技能工の新卒採用に成功
 新卒に向けたイベント開催により、ほぼ毎年、新卒で技能
工を採用できるようになった。（2020年度は3名を予定）
社員間のコミュニケーションがスムーズに
 コミュニケーションツールやフリーアドレスの導入によっ
て、社員、部署間の垣根がなくなり、社長・取締役と社員
の距離も縮まったことで、業務の効率化が進み、常態化
していた残業時間を15％削減した。（前年10月～1月比較）
社員のチャレンジ精神の向上
 「グッド○○制度」により、社員の
チャレンジ精神が向上したことで、
顧客は10％増加した。（2018年比較）
同社ＨＰより

②取組内容や仕組み
新卒に向けたイベントを開催
 新卒技能工を獲得する為、「お仕事見学会」「インターン
シップ」を行った。伝統的な工具と現在の工具の違い等、
学生目線でわかり易い研修を行った。
新しい風土形成の挑戦
 インタラクティブホワイトボードを活用し、社員間の活発
な情報共有を促した。
 社長を含む全員の専用デスクを無くしフリーアドレスを導
入した。
 社員の主体性を伸ばすべく、「組織活性化プロジェクト」
を立ち上げ、メンバーに研修旅行の行き先、納涼祭の運営
等、会社イベントを一任し、部署を超えたコミュニケー
ションを促した。
 就業規則に以下のような「グッド○○制度」を明記し、表
彰や手当を支給した。制度は毎年追加されている。
【例】
・グッドジョブ制度：果敢にチャレンジした社員を表彰、手当を支給
・グッドモーニング制度：現場直行する社員に朝食手当を支給
・グッドアテンダンス制度：同一事業部で全員が精勤であれば、
部内全員に手当を支給

58

時間外

有給
休暇

同一労働
同一賃金

設備等
の見直し

多様な
人材

賃上げ

所在地：兵庫県神戸市

セムコ 株式会社

設立：1985年

資本金： 1,500万円

従業員数：42人（うち女性30人） 事業概要：製造業

 女性社員の採用を進めるため、年間休日の増加や産前産後休暇等を導入。また、ジョブローテー
ションを導入して休んだ社員をフォローできる仕組みと文化を定着させ、結婚・出産を経ても働
くことができる環境を整備。

①取組前

（きっかけ )

②取組内容や仕組み

売り手市場での人材確保が課題
 就職が売り手市場となっている昨今、人材確保が容易では
なく、特に理系人材は募集をしてもなかなか集まらないこ
とが課題であった。
女性社員採用ニーズの高まり
 女性が少ない業界ではあるが、女性ならではのきめ細やか
さなどは、むしろ事業を展開していく上での強みであり、
もっと活躍してほしいという思いがあった。

 女性管理職を積極的に登用し、他の女性社員のロールモ
デルとしても活躍してもらっている。
 年間休日制度の整備、産前産後休暇、短時間勤務制度、
フレックスタイム勤務制度の導入などを進め、女性に
とって働きやすく、モチベーションが維持できるような
制度を整備した。
休んだ社員のフォロー体制を整備

理系人材の採用に成功

③取組後 効(果

 女性が結婚・出産を経ても働くこと
ができる環境が整備された結果、優
秀な人材の応募が増加し、2016年度
には女性理系人材1名の採用に成功
した。
ワークライフバランスの向上を実現

社員全員が柔軟に働ける制度を導入

同社よりご提供

)

 年間休日制度の整備に加え、ジョブローテーションの導入
や、顧客からのメールのフォロー体制が整ったことにより、
年間休日136日の実現に至った。社員全員が健康で質の高
い人生を送ることができている。

 子供の体調が悪くなり、社員が急遽休まざるを得なくな
ると、休んだ社員の業務を代理で対応する必要が出てく
る。こうした制度運用上の課題に対処するため、ジョブ
ローテーションを導入し、様々な業務を経験してもらう
ことで業務の共有化を図り、互いに仕事を助け合う仕組
みと文化を定着させた。
 対外的には個人のメールアドレスを使用せず、顧客から
は全て部門ごとの代表メールアドレスに連絡してもらう
ことで、いつでも誰でも顧客からの全てのメールを
チェックできるようになり、休みの社員のフォローを他
の社員が代理対応できるよう工夫した。
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株式会社 セラビ

所在地：北海道札幌市

設立：1996年

従業員数：43人（うち女性9人）

資本金： 1,000万円

事業概要：卸売業・小売業

 創業当初から残業ゼロの時短経営を会社方針として掲げ、業務の標準化を進め業務効率を追求し
たことにより、社員全員が定時退社を行っている。
 定時退社の実施や年間休日日数を拡大しながらも、業績は創業以来23期連続で増収。

①取組前

（きっかけ

残業ゼロの時短経営を目指す
 創業当初より、社員が働きやすく魅力のある職場にするこ
とが、長期的にみて会社の利益になり、より良い人材に選
ばれる会社となると考え、残業ゼロの時短経営を目指した。

)

 「疲れた身体では、良い仕事はできない」という経営者の
強い思いから、社員には、残業を少なく、かつ、休日や有
休休暇の取得を多くし、私生活の充実を図ってもらえる会
社としたかった。
定時退社を実現し、人材確保にも効果

③取組後 効(果

 時間内に集中して業務に取り組み、業務改善や業務の標準
化を進めることにより、繁忙期・決算など特別な時期を除
き定時退社を実現。直近3年間の１人当たり残業時間は年間
3.6時間。
 直近3年間の平均年間休日日数は137日（所定休日＋取得有
給休暇日数）としながらも、業績は創業以来23期連続で増
収となっている。

)

 定時退社や有給休暇の取得もしやすいことから、育児や私
生活も充実しているワークライフバランス企業であること
が求職者の目に留まり、優秀な人材が確保できている。

②取組内容や仕組み
定時退社の励行
 残業ゼロの時短経営が、会社の方針である旨を社員に明確
に伝え、社長自らが退社時刻になると社員へ声掛けをした。
 営業時間外の電話対応が残業の一因のため、営業時間外は
留守番電話とした。お客様からはお叱りの言葉もあったが、
趣旨を丁寧に説明し理解してもらうよう努めた。
 定時退社を維持しながら業績を上げるためには生産性の向
上が不可欠。マネージャーを含め社員全員が常に業務の内
容や手順を整理し、見直しを行うことにより、業務改善を
図っている。
業務の標準化・見える化の推進
 業務の属人化を防ぎ、業務量の偏りをなくすため、業務マ
ニュアルの整備や情報共有の徹底などにより、業務の標準
化・見える化を推進している。
 また、有給休暇取得による業務の停滞
を防ぐため、休暇取得者のメールは上
司に転送され対応している。休暇明け
に仕事が積滞することが減少し、長期
の有給休暇を取得しやすくなった。

同社よりご提供
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ソウ・エクスペリエンス株式会社

所在地：東京都渋谷区

設立：2005年

資本金： 6,803万円

従業員数：78人（うち女性53人） 事業概要：その他・サービス業

 社員の個々の事情を考慮し、「リモートワーク」「副業」「子連れ出勤」「時短勤務」「週4日
勤務」など多様な働き方を認め、優秀な人材が定着。
 試行しながら働きやすい環境づくりを進める中で、まずは試行してみるという社風が醸成され、業務上の課題の
改善にもつながり、企業の利益が向上。
①取組前

（きっかけ

企業の将来像を見据えた対策
 中長期的に組織を強くし、将来的な企業規模の拡大を見据
えたときに、中核となる人材の確保をしておくことが会社
の利益になりうると判断した。

)

 中小企業では、新人育成に十分な人材とコストをかけるこ
とができないため、おのずと既存人材の定着に力を入れる
ようになった。
中長期視点でのコスト意識

③取組後 効(果 )

 子連れ出勤の社員がおむつ替えなどの子供対応をすること
で、一時的に時間のロスはあるかもしれないが、個別の事
情に対応した勤務環境整備によって、優秀な人材が定着し、
採用コストの抑制にもつながり、企業のメリットは大きい。
 全社員に「社員の利益は、会社の利益にもつながる」との
意識が浸透しており、様々に個別対応することについて理
解を得られている。
風通しの良いカルチャー
 まずは試行してみるといった社風が、個人の要望や、業務
の疑問改善点も問題提起しやすくしており、都度改善して
いくことで、企業の利益にもつながっている。

②取組内容や仕組み
個人の様々な要望に対応
 人材の定着に向けて、社員それぞれの事情や要望を考慮し、
「リモートワーク」「副業」「子連れ出勤」「時短勤務」
「週4日勤務」などを認めている。
 対応が困難ではないかという要望についても、まずは、試
行しながら日々細かい問題を改善していくことで、より働
きやすい環境になるよう模索していった。
「子連れ出勤」の運用
 「子連れ出勤」については、保育園に入所が決まるまでの
待機期間の社員やあえて保育園等に預けていない社員など
が子連れ出勤をしている。通常は1～2歳の子供が3～4人、
オフィスにいる状態である。広さの問題から、多くても5
人くらいまでに調整し、 大きい子は飽きてしまうため基
本は3歳まで、といった緩やかなルールを設けている。
 常に子供がいるオフィス環境がある
ことで、普段は保育園に預けている
社員でも、緊急時には子連れ出勤が
しやすい環境となっている。

同社よりご提供
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たいようじゅうけん

太洋住研ホーロー 株式会社

所在地：鳥取県鳥取市

設立：1980年

資本金：9,700万円

従業員数：42人 事業概要：製造業

 年間休日日数の拡充及び計画的な有給取得日の設定、生産計画の見直しにより、働きやすく、休
みも取りやすい職場環境を実現。
 定年を迎えたベテラン従業員を積極的に再雇用し、次世代への技術指導という期待を明示するこ
とで若手従業員に対する技術指導が進み、社内の雰囲気も活性化。
①取組前

（きっかけ

長時間労働、有給休暇未消化が定常化

)

 2010年前後に、世界的な経済危機、急激な円高、海外等へ
の技術や人材の流出が続き、残った従業員で事業を継続し
なければならなかった。
 人手不足によって、時間外労働の増加及び有給休暇の未消
化が定常化し、人材が定着しにくい就労環境になっていっ
た。
 2019年４月以降に、有給休暇の時季指定取得義務が課され
るため、会社としても対応が迫られた。

③取組後 効(果
)

働きやすく休みやすい環境を実現
 年間休日日数の増加により、週休二日制を概ね確立するこ
とができ、従業員にとって働きやすい環境ができた。
 役職者、上司が積極的に有給休暇取得をしたことで、休み
がとりやすい雰囲気へと変わった。
 従業員の中には共働き世帯が多いが、生産計画の見直し等
で時間外労働がゼロになったことで、子どもの迎え等の面
で喜ばれた。
技能継承の意欲の向上
 再雇用のベテラン従業員に技術伝承という役割を期待して
いることを明示したことで、自ら若手従業員に手取り足取
り教えるなど積極性がみられ始め、社内の雰囲気も活性化
した。

②取組内容や仕組み
年間休日日数の拡充、計画的な有給休暇取得日の設定
 年間休日日数を増やし、週休二日制を目指した（2019年
は118日、2020年は119日）
 計画的な有給休暇取得を促すために、各職場においてミー
ティングを行い、職場ごとに順番に有給休暇取得日を設定
した。
生産計画の見直し
 限られた労働時間・勤務日数の中でも、得意先の納期を厳
守するために、生産計画の見直しを行った。
 ホーロー釉薬には様々な色があり、一日に多種の色を塗布
すると、段取り替えだけで時間を取られるため、同色の機
種を固めて作業を行うようにした。
定年者を積極的に再雇用
 定年を迎えたベテラン従業員を
積極的に再雇用し、蓄積してきた
知識や技術等を、次世代の従業員に
伝えてもらうことを、役割として
明示した。
同社HPより
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たかぎこうぎょう

高木綱業 株式会社

所在地：香川県高松市

設立：1955年

資本金：2,000万円

従業員数：86人 事業概要：繊維工業

 高度な技術を維持するため、無期限再雇用や柔軟な働き方で、シニア人材が長く働き続けられる
職場づくりを推進するとともに、シニア人材から社内の若手への技術伝承による中核人材育成に
も着手。
①取組前

（きっかけ

高度なスキルを有する人材の不足

②取組内容や仕組み

 労働力としての人手の確保はできていたが、高度な技術を
有し将来の幹部候補となるような中核人材が不足していた。

シニア人材の積極的雇用

)

 同社が求める人材からの応募がなかったため、高度な技術
を有する既存の社員が、できるだけ長く活躍しノウハウを
蓄積できるような会社作りが必要だと感じていた。
シニア人材の活躍

③取組後 効(果

 再雇用制度、柔軟な働き方、時間外労働削減、容易な有給
休暇取得を可能にしたことにより、シニア人材自身も安心
して働き続けられるようになり、業務に打ち込めるように
なった。
 将来の中核人材の育成も同時に進めていくため、シニア人
材から社内の若手社員に対する技術指導等も積極的に行わ
れるようになった。

)

 シニア人材の再雇用に関する、
社内における理解と協力体制
の構築もできた。

同社よりご提供

 既存の高度な技術を有するシニア人材は、作業速度は低下
するものの若手より高品質な製品を製造できるため、長く
働いてもらうための制度を整えた。
 具体的には、それまで定年年齢を60歳としていたが、本人
が希望し、働き続けられる限り、再雇用契約するようにし
た。
 健康面においては産業医との連携をすすめている。
 再雇用者の勤務形態は、フルタイムに限らず、週3日勤務、
短時間勤務などを選択できるようにし、ライフスタイルに
応じて自分のペースで働いてもらえるようにした。
不必要な時間外労働の削減・休みやすい風土づくり
 時間外労働は、発生させないことを原則とし、時間外労働
が必要となる場合は、所属長が許可（指示）した時間のみ
行う運用とした。
 有給休暇の取得も積極的に推奨しており、直前申請にも対
応できる職場づくりをすすめている。
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た か は し

株式会社 高橋ふとん店

所在地：徳島県板野郡松茂町

設立：1967年

資本金： 5,000万円

従業員数：135人（うち女性74人） 事業概要：小売業

 優秀な学生を継続確保してきているが、新卒社員を中心とする人材定着に課題。
 新卒社員の定着のため、研修制度を導入するとともに、入社前にアルバイトで雇用し職場体験し
てもらうなどの取組を実施。また、出産育児休業の整備や高齢者の定年再雇用により、様々な世
代の人材が活躍。
①取組前

（きっかけ

人手不足が恒常的な経営課題

②取組内容や仕組み

 景気や採用市場の変動に関わらず、毎年新入社員を採用し
ていたが、短期間で辞めてしまう新卒社員が多く、定着率
の向上が恒常的な経営課題であった。

人材定着への工夫

)

 慢性的な人手不足の中で、採用した人材に長く、良い環境
で継続勤務してもらえるか、といった定着への工夫を常に
模索している。
人員構成の歪み・採用時期による人材レベルの差がない

③取組後 効(果 )

 働く部署や本人の能力で多少成長に差はあっても、就職し
た時代で差がつくことはほとんどない。就職氷河期も採用
を続けたことで、職場に色々な世代の人材が万遍なくいる
ため、将来的な事業計画や人材育成計画も立てやすい。
地元優良企業としての価値
 採用活動を継続してきたことにより、就職が売り手市場に
なり、大手企業が地元大学の就職説明会に参加してくる中
でも、大学側が当社の枠を設け、優秀な学生と出会うこと
ができている。
本部機能強化に貢献
 従業員数が増え、定着も進んだため、本部機能が強化され
た。従来は1人の従業員が複数の業務を抱えていたが、現在
は人を部門ごとに、適材適所で配置できるようになった。

 新卒採用の人材をどのように教育していくのかのノウハウ
がなかったため、研修制度を新たに導入。当初は叩き上げ
の従業員の不満も感じられたが、ベテラン層が新入社員に
仕事のやり方を伝授することで新入社員のスキルの向上や
人材の定着が進み、その不満も徐々に解消していった。
 定着率向上のため、就職内定者を入社直前に短期でアルバ
イト雇用し、職場体験してもらう取組も実施している。
 出産育児休業を整備しているほか、
職場復帰時の労働条件を柔軟に変更
できるようにしている。また、定年
再雇用の最高齢は75歳であり、高齢
者の就業機会確保にも努めている。
氷河期世代の新卒採用

同社よりご提供

 1999年に大卒の女性から採用申込みを受けたことを契機
に、当社が大卒者の就職先になり得ることを認識。以降、
一定の基準で大卒者を毎年採用している。
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有限会社 田中製作所

所在地：岡山県倉敷市

設立：1972年

資本金： 1,000万円

従業員数：15人（うち女性4人） 事業概要：製造業

 ベテランに帰属していた特殊な業務の自動化、社員全員に作業工程をオープンにすることや、生
産管理受注ソフトの導入を行ったことで、生産性が向上。
 業務効率化で生まれた時間を活用して、ベテランによる難易度の高い技術の習得や若手社員への
技術の伝承など、社員のスキルアップを促進。
①取組前

（きっかけ

②取組内容や仕組み

技術者の高齢化
 長年培った技術が属人化し、その技術者も高齢化していた。
人員や作業工程に余裕がなく、社員は日々の業務に忙殺さ
れていたため、若手社員への技術の伝承に向けた取組に着
手ができていなかった。

)

 セミナー受講などのスキルアップの機会があっても、仕事
中心の働き方の意識が根強く、日々の業務を優先しており、
残業や休日出勤を厭わない雰囲気があった。
生産効率の向上と、有給休暇取得促進

③取組後 効(果 )

 曲げ加工機のネック工程の自動化により、若手でも作業が
できるようになり、業務量が削減。ベテランはさらに難易
度の高い技術の習得や、若手社員に技術を教育・指導する
時間ができた。
 業務に偏りのあった時は、受注件数が月900件を超えると
多いと感じていたが、現在は月1600件を超えても残業にな
らず、ベテランに負荷をかけずこなせるようになった。
 柔軟な勤務体系の整備により、子供の
学校行事への参加や趣味娯楽のために
有給休暇を取得するなど、取得率が向
上した。

（2014年：0.75日/人→2018年：6.8日/人）

設備の導入及び作業工程の見直し
 生産効率の改善を図るため、ベテランしか扱えなかった曲
げ加工機の工程の自動化や、最新型のレーザー加工機の導
入を行った。設備導入にあわせ工場の生産ラインの整備を
行った。費用と時間を要したが、入念に事業計画を練って
実現した。
 受注・納期管理・見積もり・価格設定等の多岐にわたる業
務が担当者任せになっていたが、社内の誰でも業務内容・
流れがわかり、誰が休んでも業務が滞らないよう、社内の
体制やシステム環境を見直した。例えば、各業務を社員全
員にオープンにすることや、誰でも見積作成が可能となる
表の作成や生産管理受注ソフトの導入を行った。
就職氷河期世代の採用
 若手社員の順当な採用は難しいと考え、就職氷河期世代に
注目し、ドライバーとして当該世代の男性を１名採用した。
柔軟な勤務を可能に
 子供の学校行事、親の介護などに対応できるよう、有給休
暇を１時間単位で取得できるようにした。

同社よりご提供

 また、高齢者や子育て中の女性でも働きやすいよう、個人
の希望に応じて勤務時間・曜日を柔軟に設定可能とした。
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田部井建設 株式会社

所在地：埼玉県熊谷市

設立：1882年

資本金： 9,360万円

従業員数：62人（うち女性9人） 事業概要：総合建設業

 3Kの職場で人材の定着を図るため、若手主導による休暇制度の充実化・残業削減の取組推進や、
資格取得のための学校通学費用の支援等により、入社6年以内の若手社員の離職率ゼロを達成。
 学内の企業説明会に参加し、年代の近い若手社員から話を聞く機会をつくるなど学生と近い目線
で接する努力をすることによって、新卒社員を採用。
①取組前

（きっかけ )

技術者の不足による弊害

②取組内容や仕組み

 技術者の不足が長時間労働や休日出勤につながり、工期が迫ると
社員１人１人の負担が増えていた。

職場環境の改善

 不景気時に10年ほど採用を控えていたことで、学校との求人に
関するパイプが途絶え、新卒採用に苦戦していた。また、若手社
員の定着に課題があり、世代間の技術の伝承が難しくなっていた。
 3Kのイメージが強く、特に女性技術者の応募が少なかった。
 公共入札で加点の対象となる有資格者が不足していた。

 若手社員による社内改善委員会を発足し、バースデー休暇制度
（自分の誕生日前後１か月以内に有給休暇を取得するよう推
奨）や、毎週水曜日のノー残業デーを導入した。
 社内で「やりがいUPプロジェクト」推進チームを立ち上げ、年
3～4回のヒアリングを通じて仕事や日常の不安や不満を未然に
解消できるよう心掛けた。

③取組後 効(果 )

人材確保に関する成果

若手・女性社員採用のための取組

 学校とのパイプができたため、採用につながりやすい学内の企業
説明会に参加できた。会社に興味を持ってもらえるよう説明を工
夫したことで、不足していた若手・女性技術者を採用できた。

 人事担当者が、学生が学んできたことを理解できるよう複数の
製図ソフトの勉強をしたり、年代の近い若手社員から話を聞く
機会をつくるなど、学生と近い目線で接する努力をしている。

 現在入社6年以内の若手社員の離職率がゼロとなっている。

 施工管理を希望するインターンシップ実習生を積極的に受け入
れた。これをきっかけに、学校とのつながりができた。

休暇・時間管理に対する意識の向上
 バースデー休暇は取得率100%を記録している。
 ノー残業デーは本社と現場で声を掛け合い定時退社している。

有資格者の確保
 働きやすい職場環境のPRにより、2級建築士の資格を持つ女性技
術者を採用できた。また、資格取得に向けた様々な支援により、
毎年、施工管理技士の合格者が出ている。

 県が発行する冊子や外部セミナーで、残業の免除や時間単位の
有給休暇取得制度等の女性が働きやすい職場環境をPRした。

資格取得の奨励・支援
 必要な実務経験を経た社員に施工管理技士
の資格取得を呼びかけ、残業の免除、夜間
学校への通学費用の全額負担等の具体的な
支援を行っている。

同社よりご提供
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株式会社 チューイチョーク

所在地：沖縄県那覇市

設立：2009年

資本金： 300万円

従業員数：45人（うち女性42人） 事業概要：内装業、菓子製造販売業

 自社のリクルートサイトを立ち上げ、事業方針や勤務後の具体的なイメージを掲載して採用後の
ミスマッチ解消を図ったことで、人材が定着。
 高いスキルを持った人材に活躍してもらうため、勤務時間や働き方を柔軟にすることで、不足し
ていたリーダー人材の確保に成功。
①取組前

（きっかけ

人材の採用や定着に課題

②取組内容や仕組み

 採用媒体へ広告を掲載しても、会社の求める人材に出会え
ないことが多く、採用しても業務開始後にミスマッチによ
り離職など人材が定着しないことが続いた。

自社リクルートサイトの作成

リーダー層の人材不足とスキル不足

)

 会社の成長に対し、リーダー層の人材が不足していた。ま
た、体系的な教育を行ってこなかったため、リーダー層の
社員のスキルも不足していた。
ミスマッチと採用コストの減少

③取組後 効(果 )

 自社のリクルートサイトによって、応募者が増加。会社と
応募者の勤務イメージにも乖離がなくなり、人材が定着す
るようになった。
 求人媒体への広告が不要となり、
採用コストが削減できた。
勤務時間帯の拡大

同社より
ご提供

 ダブルワークの推奨や、パート主婦の短時間正社員への登
用によって、不足していたリーダー人材の確保に成功した。
 制約のある勤務時間や多様な働き方に対し柔軟に対応した
ところ、スキルの高い人材に活躍してもらうことができて
いる。

 会社のホームページとは別に、自社のリクルート専用サイ
トを立ち上げた。
 会社の業務内容だけでなく、事業方針を正しく、わかりや
すく伝え、求める人材に訴求できるよう工夫した。また、
勤務後の具体的なイメージを持ってもらい、ミスマッチを
起こりにくくするため、現在勤務している社員をロールモ
デルとして多く掲載した。
多様な勤務形態に柔軟に対応
 時間や条件、固定概念にとらわれない、新しい働き方の提
案を行った。個々のやりたいこと（事業立ち上げ・既存事
業のマネジメント・店舗での販売等）と、雇用だけではな
い自由な関わり方（個別契約・業務委託等）を選択可能と
した。
 ダブルワークや、本人が自由に復帰時期を決められる産休
育休制度など、社員が自分らしい働き方を選択できる。
 多様な勤務形態を導入する中でも、社員に安心して働いて
もらえるよう、社労士と密に打ち合わせを行い、法令順守
に努めている。
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株式会社 テイクシステムズ

所在地：東京都港区

設立：1985年

資本金： 3,000万円

従業員数：220人（うち女性50人） 事業概要：サービス業（映像制作）

 社員が設定した目標の到達度に応じた「評価報酬」や奨学金返済のための補助制度の導入により、
社員のモチベーションを喚起し、定着率も向上。
 こうした制度が企業の魅力にもなり、新卒社員を順調に採用。

①取組前

（きっかけ

人材の定着が課題

②取組内容や仕組み

 テレビ番組制作の技術担当という時間に不規則な仕事であ
るため、体調不良での離職が多い。特に女性は体調を崩し
て退職するケースが多く、人材の定着が課題である。

業績に応じた「評価報酬」の導入

労働時間の削減が課題

 「評価報酬」を毎年4月に支給している。

)
③取組後 効(果 )

 人材が定着しない中、すべての仕事を所定労働時間内で行
うことが難しくなっており対応が困難であった。

 社員が設定した目標に対する達成の有無によって評価を
行っている。4月～5月に目標設定をし、中間振り返りを
秋に行い、結果と本人へのフィードバックを1月～2月に
実施している。

制度が新卒採用の魅力に
 明確な評価制度及び奨学金補助制度を自社の魅力として発
信することによって、新卒を順調に採用できている。
（2018年4月入社は13人、2019年4月入社は9人）

 評価に際しては、上長と面接を行い、その結果に基づき、
役員会で「評価報酬」を決定する。年功序列でゆがむ部分
について、業績に応じた「評価報酬」で修正することによ
り、社員のモチベーション向上につながっている。

労働時間の削減を実現
 番組制作を外部委託することで、社員の労働時間を削減し
ている。2018年と比較すると労働時間は一人当たり平均
15時間/月減少。
女性の活躍・定着に向けて
 機材の軽量化も進んでおり、女性にとっての働きやすさは
向上してきている。産休・育休から復帰した女性社員もお
り、定着に向け、さらに経験を積んで制度を充実させたい。

奨学金補助制度の導入
 新入社員の約2/3が学生時代に奨学金を借りているため、
社員の負担軽減の一環として、奨学金補助制度を導入し、
30歳になるまで返済の補助をしている。
 社員が転職を考えて相談に来る際には、補助制度を全額も
らってから転職を考えてみてはどうかとアドバイスしてお
り、人材の引き留め策として効果を発揮している。
 学校での企業説明の場で本制度について説明をすると、学
生の興味を引くことが多く、人材確保にも有効である。
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テクノス三原 株式会社

所在地：広島県三原市

設立：1996年

資本金： 1,000万円

従業員数：131人（うち女性13人） 事業概要：サービス業

 残業代削減分を全従業員に一律還元することを社長が宣言。
 チーム単位で残業時間管理と業務効率化に取り組んだ結果、生産性向上と残業時間の削減を実現。
 休暇予定表をチームで共有することで、業務をカバーする意識の醸成や人員配置の最適化を実現。
個人よりチームで出す成果へ

①取組前

（きっかけ )

 人手不足の本質は、個人のスキル不足や業務の偏重、作業
効率を意識しない作業内容が原因ではないかという考えが
あった。個人ではなく、チームで成果を出せる仕組みに変
更し生産性を上げていくことが課題であった。
休暇等の予定が立てにくい状況
 顧客ニーズ対応による突発的な休日出勤や、平日の有給休
暇も取りにくい状況。従業員からは「連続で休暇が取れな
い」「予定が立てられない」という不満の声が出ていた。
チームでの取り組みを個人に還元

③取組後 効(果

 残業代削減分は、特別手当や賞与で平等に支給することで、
従業員の取組意欲（チーム貢献意識）が向上し、時間当た
りの生産性にも意識が向くようになった。
 残業時間の偏りが解消されると同時に、社内全体の残業時
間も削減できた。（ 取組前29.3時間/月・人から、取組後
18.9時間/月・人）
5日間の連続休暇取得も可能に

)

 業務の偏り解消と、仕事をカバーしあ
える体制になったことから、盆正月休
暇・祝祭日以外で、5日間の連続休暇
の取得を全従業員が達成した。
同社よりご提供
 前年度と比較して、有給休暇取得率が
大幅に向上した。（取組前45.8％から、取組後68.3％へ）

②取組内容や仕組み
全従業員参加とする工夫
 個人でなくチームで成果を出す働き方に転換するため、
取組初期に「残業代削減分は全従業員一律に還元」を社
長が宣言した。
 残業時間の上限をチームごとに定め、管理することで、
特定の従業員への業務の偏りが改善された。
 チーム連携で生み出された隙間時間を、技術レベル向上
の為の講習会や研修に充てた。他にも、「技術コンテス
ト」を社内で開催し、技を競い合った。
 業務効率のアイデアを各チームから出し合うようにした。
当初は意見よりも愚痴が多く、議論にならなかった。回
を重ねるごとに意見が出やすくなり、改善策（案）も即
決・即実行できるようなスピード感が出てきた。
休暇取得に向けた改善
 作業効率化→残業時間削減→有給休暇取得といった考え
方ではなく、有給休暇取得から先に実施することで、少
ない人数でどうやって時短し、作業していくかという発
想で取り組んだ。
 チームごとに休暇取得の予定表を作成し、人員配置の最
適化を行うことで、部門を超えて業務をカバーしあう取
組を進めた。
 毎月、給与明細に有給休暇取得状況を記載し、積極的な
取得を推進した。
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株式会社 天理時報社

所在地：奈良県天理市

設立：1940年

資本金： 2,000万円

従業員数：155人（うち女性27人） 事業概要：印刷業

 新卒者への教育として各部署長がレクチャーを実施。印刷業に関わる知識について、講習や実施
演習など直接指導を受けさせることで、顧客へのスムーズな対応が可能になり、提案力も向上。
 作業効率を上げ、無理無駄を省く作業工程を学んだことで、時間管理意識が生まれ、時間に余裕
ができたことで、従業員の負担が軽減。
①取組前

（きっかけ

不十分な人材育成

②取組内容や仕組み

 印刷・製本の前工程（営業・制作・製版等）の担当従業員
の離職が多かった。また、スキルアップの機会もなかった。

新卒者への徹底的なレクチャーを実施

)

 特に印刷営業職は特殊であるが、社内教育の整備が不十分
で、従業員は製本知識や業界ルールを独学で勉強していた
ため、ノウハウを得るまでに多くの年数を要していた。ま
たスキル不足によってお客様対応に時間がかかり、残業時
間の増加からモチベーションダウンや身体的・精神的圧迫
も蓄積していた。
お客様への提案力向上

③取組後 効(果

 部署長からのレクチャーにより専門的な分野の知識が豊富
になったことで、生産工程における不明点もすぐに解決で
き、新しい提案もできるなど、若手従業員でも先輩従業員
と肩を並べてセールスに挑めている。
時間管理意識によって生まれた余裕

)

 作業効率を上げるために、同期入社の従業員同士で切磋琢
磨する姿も見受けられ、結果として、自分の作業時間も短
縮できるようになった。
 作業工程管理を行うことで時間に余裕ができ、残業時間が
減少。また、有給休暇を取得してプライベートも有意義に
過ごせている従業員が多くなった。

 新卒者に対して、3か月間の試用期間中に、印刷物ができ
るまでの様々な工程、要素、素材、特徴などを多岐にわ
たって徹底的にレクチャーする時間を設けた。
 期間中はスケジュールを管理し、前工程（営業・制作・製
版等）と後工程（印刷・製本等）の様々な部署に出向き、
各部署長から講習や実地演習など、直接指導を受ける。こ
れにより、お客様の多様な要望に対して、スムーズな対
応・新しい提案ができる人材育成を目標とした。
 また、段取りを自分で考え、作業効率の上昇や無理無駄を
省く作業工程を学べるようにした。
 当初は、講習に後ろ向きな新卒者も
いたが、このレクチャーは、自身の
スキルアップにつながること、将来
の自分の力になることを丁寧に説明
し続けたため、受講の意義への理解
が進んでいった。
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株式会社 東京堂

所在地：青森県むつ市

設立：1947年

資本金： 3,000万円

従業員数：48人（うち女性40人） 事業概要：小売業

 柔軟に取得できる有給休暇を整備し、「みんなで思いやり配慮ルール」を導入して、子育てや介
護の必要な従業員が働きやすいように相互にサポートする取組を促進。
 ライフスタイルに合わせた柔軟な勤務体系を整えることにより、産休・育児休業取得後の復帰率
100％、結婚・出産・子育てを理由に退職する従業員0％を実現。

①取組前

（きっかけ )

有給休暇の取得率低迷
 これまでは、有給休暇の取得を促してもなかなか取得率が
上がらなかった。
女性の多い職場のリスク
 女性従業員が比率が7割と高く、結婚や出産・育児といっ
たライフステージの変化によって、職場復帰や仕事の継続
が難しくなり退職を選択せざるを得ない事由から、今まで
培ったキャリアの維持する事が困難になる可能性が大きい。
 継続的に戦力を維持できる働き方に改善する必要性があっ
た。

③取組後 効(果 )

有給休暇取得率の向上
 1時間単位での取得を可能にしたことで、有給休暇の取得
率が向上し、前年より10％上昇して45％となった。
女性の定着と男性の育児休業取得
 産休・育児休業取得後の復帰率はパート従業員も含めて
100％となり、結婚・出産・子育てを理由に退職する従業
員は皆無となった。男性従業員の育児休業取得も増加して
いる。
就職氷河期世代の正社員転換
 正社員転換制度の導入により、5年間で6名の正社員転換が
図られたが、そのうち3名の女性は就職氷河期世代である。
就職氷河期は特に新卒女性にとって厳しい環境であった。

②取組内容や仕組み
柔軟に取得・活用できる有給休暇へ
 1時間単位で取得できる有給休暇を導入し、より有給休暇
を取得しやすい就業環境を整えた。
「みんなで思いやり配慮ルール」の導入
 2014年「みんなで思いやり配慮ルール」を導入。勤務時間
内の子供の幼稚園・保育園への送迎や、小学校入学時の下
校時間に合わせた一時帰宅や、介護施設等への送迎等を認
めた。30分以内の外出は、有給休暇の取得は不要とし、給
与控除もなく、周囲の従業員も快く送り出している。
 子育てや介護をしている従業員の勤務をお互いにサポート
し、家庭・職場・従業員が一体となって働きやすい環境の
職場づくりを行った。
 ルール策定により配慮を受ける立場、
配慮をする側の立場の理解度の浸透
に向け、誰もが利用できるルールで
あるために何度も改善を図った。
柔軟な勤務体系
 ライフスタイルに合わせた100通り
以上のシフトを導入し、より働きや
同社よりご提供
すい環境を整えた。
 優秀な人材活用のため、正社員転換制度を導入。
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医療法人 東浩会

所在地：岡山県津山市

設立：1946年

資本金： なし

従業員数：228人（うち女性179人） 事業概要：医療・福祉サービス業

 組織体制を見直し、余裕を持った人員配置にすることで、休暇を取得しやすい環境になり、離職
率は6.1%減少。
 働きやすい職場づくりへの取組を対外的に発信することで、求職者が増加し、すべての職種で職
員が充足。

①取組前

（きっかけ )

女性の定着が課題
 医療法人は、女性が多い職場であるため、妊娠・出産を機
に退職する職員も多く、離職率が高くなっていた。
特定の職種で人材確保が厳しい状況
 特に、看護・介護の人材確保は厳しい状況が続いていた。
また、地元企業で働く外国人も多くなり、対応に困ること
が増えていた。
働きやすい職場環境の整備
 働きやすい環境を整備するとともに、そうした取組につい
て情報発信が必要だと考えていた。

③取組後 効(果
)

離職率が低下し、人材確保に効果
 新卒・中途採用を問わず、求職者が多く集まるようになり、
すべての職種で職員が充足した。
 2019年度の離職率は、2018年の10%から6.1%減少し、
3.9%となった。
休暇取得率への効果
 出産休暇・育児休暇の取得率は100%で、有給休暇の取得
率も7割を超えている。
外国人材活用の効果
 異文化交流と業務の見直しによって業務の効率化が図れ、
職員のモチベーションが向上した。

②取組内容や仕組み
ワーク・ライフ・バランスのための取組
 組織体制の見直しを行い、人員に余裕を持った配置をする
ことで、休暇を取得しやすい環境を整備した。
 年間休日数を11日追加。また、毎年リフレッシュ休暇を
取得できるよう就業規則を変更した。
 業務終了時刻を１７時とし、1日の所定労働時間を8時間
から7.5時間に短縮した。（休憩時間は60分据置）
 子育てや介護などに柔軟に対応できるよう、時短勤務制度
を導入した。
取組の対外的なアピール
 採用パンフレット内容の見直しなどで、働きやすい職場づ
くりへの取組を紹介し、法人の魅力を対外的に発信した。
 各種団体の認定の取得を積極的に行い、取組実績を対外的
にアピールした。
外国人材の活用
 外国人材を採用し、外国人外来を開設。
地元企業で働く外国人に貢献した。
 職場では、外国人が働きやすいよう業務
の見直しを実施した。
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株式会社 東知

所在地：岐阜県各務原市

設立：1972年

資本金： 3,000万円

従業員数：95人（うち女性23人） 事業概要：製造業

 非効率な業務の見直しによる生産性向上に取り組むため、製造ノウハウや技術情報をデータベー
ス化し、社内誰でもアクセスできる環境を整備。作業の標準化が進んだことで、多能工化も実現。
 TPMの推進により、現場からの安全に対する改善提案が進み、品質と納期のレベルが向上。

①取組前

（きっかけ

業務効率化よる生産性向上が急務

)

 生産性向上のため、非効率な業務の見直しが必要と感じて
いた。製品製造のルールが部分的にしかなく、受注から出
荷までのルール整備が必要、品質データ等の確認を紙で行
うため手間がかかる、作業指示書がなく異動時の引き継ぎ
内容にばらつきがあり時間もかかる等の問題意識があった。

②取組内容や仕組み
ノウハウや技術情報のデータベース化
 製造ノウハウや技術情報のデータベース化を実施。

 ヒヤリハットに対する意識が現場社員に浸透しておらず、
安全に対する改善提案が出なかった。

 まず、計画や受注、出荷のシステムを構築。従来は、社員
各自がノートに書いたやり方やタイミングで作業していた
が、配合を測るデータをシステムに組み込み、現場のPC
で作業実績を入力・確認して次の工程に回すことにした。

作業の平準化による多能工化の推進

 現在は、発注、受入れ、生産計画・実績、売掛、請求、棚
卸までデータベースをつなぎ、社内誰でもアクセスが可能。

③取組後 効(果

 データベース化によって、誰でも配合等の作業実績等を確
認できるようになり、作業の標準化が進むとともに、紙
ベースでの運用時にあった煩雑さも削減された。
 データベースの活用で、自分が担当する前後の工程の作業
が可能になり、多能工化を実現。付加価値の高い注文に柔
軟に対応できるようになり、生産性向上につながっている。

)

TPM活動による組織力の向上
 TPMの推進により、現場からの安全に対する改善提案が挙
がるようになった。品質と納期のレベルも上がり、顧客の
獲得と売上高の増加が期待できる。

ISOの認証取得・TPM活動の取組み
 ISO9001（品質）ISO45001（安全）・ISO14001（環
境）の認証を取得し、維持している。
 TPM(Total Productive Maintenance)活動を推進。生産
効率の向上を目指し、機械保全による品質の確保、ムダの
削減、在庫の減少等に全員参加で取り組んでいる。

同社HPより

73

時間外

有給
休暇

同一労働
同一賃金

設備等
の見直し

多様な
人材

賃上げ

とうよう

東洋ソーラー 株式会社

所在地：島根県松江市

設立：1994年

資本金： 2,000万円

従業員数：43人（うち女性 9人） 事業概要：小売業

 定年退職後の再雇用制度の構築により、ベテラン層に継続して勤務してもらえるようになり、急
速な労働力の減少を回避。
 基本給はそのままで、介護や育児と両立できるような短時間勤務制度を確立。病院・施設や学校
への送迎に時間を活用でき、女性社員の離職を抑制。
①取組前

（きっかけ )

将来を見据えた労働力の確保が課題

②取組内容や仕組み

 若手の求職者が少なく、将来的にも労働力の確保が難しい
見通しであった。

ベテラン社員の再雇用制度の整備

 全社員の２割が女性で、20代～30代が多くを占める中、
「出産や育児との両立が困難」といった理由による離職も
多く、人材が定着しなかった。

 定年退職後の再雇用制度を整備し、ベテラン社員に継続し
て勤務してもらえるようにした。
短時間勤務制度の導入

急速な労働力の減少を回避

 女性社員が出産や育児と勤務を両立できるよう、就業規則
を改定し、短時間勤務制度を整えた。子供が小学校に入学
するまで、1～2時間の範囲で出社を遅らせたり、帰社を
早めたりして利用できる。

 再雇用制度の整備により、急速な労働力の減少を回避でき
た。現在は、ベテラン層から若手へとスキルの継承を行っ
ている。

 主に中高年の社員に向けて、病気治療や介護との両立を目
指し、介護時短制度を設けた。病院や施設への送迎時間に
充てることができるようにした。

短時間勤務制度の活用の波及効果

 これらの短時間勤務制度は、基本給は変更せずに、1日８
時間から６時間勤務への短縮を認めるもの。

 人手不足により、長時間労働の慢性化が経営課題であった。

③取組後 効(果 )

 現在、育児のための短時間勤務制度を複数の女性社員が利
用している。制度整備以来、育児との両立が可能になり、
女性社員の定着が進んでいる。
 一般社員に支えてもらっている時短社員は、限られた時間
内で業務の効率化を考えて仕事をするようになったため、
会社全体で長時間労働の抑制にもつながっている。

 基本的に、短時間勤務の社員を
一般社員が支援する仕組みとな
るため、職場内で業務の見直し
等の協議を実施し、職場全体が
うまく回るよう共通理解を得る
ように努めた。
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東洋電装 株式会社

所在地：広島県広島市

設立：1972年

資本金： 1,015万円

従業員数：68人（うち女性24人） 事業概要：製造業（機械）

 トップダウンで長時間労働の習慣を見直す制度を導入するとともに、業務の見直しを行うことで、
所定外労働時間を13%削減し、年次有給休暇の平均取得率は18.2%増加した。
 労働時間削減や有給休暇取得に関する取組を発信した結果、採用希望者の質が向上。

①取組前

（きっかけ

売上の急成長と整備不足

②取組内容や仕組み

 ５年前から売上が急成長していたが、一部の従業員への負
担の集中や人手不足により長時間労働となっていた。働き
方に関する社内の制度や環境整備が追い付いていなかった。

マネージャー層の意識改革

)

 ノー残業デーの取組を実施するも、なかなか浸透せず、活
用者が少なかった。
 現在の情勢において働き方を改善しなければ、人材の確保
も危ういという問題意識があった。
労働時間・有給休暇の実績

③取組後 効(果

 正社員一人当たりの所定外労働時間（月平均）が13%減少。
 常用雇用者の年次有給休暇の平均取得率が50.3%から
68.5%へ18.2%増加。
就職希望者からの反応

)

 取組に関する情報を発信した結果、求人において仕事への
モチベーションが高い人からの応募が増え、応募者の質の
向上を実感している。
従業員満足度の向上
 プライベートの時間を確保できることで、子育てや介護中
の従業員からも評価を得ている。

 当初はボトムアップでの改革を期待したが、マネージャー
層の理解不足もありうまくいかなかった。
 そこでマネージャー層を対象に、長時間労働削減や有給休
暇取得促進への取組について、研修を実施し、理解を促す
とともに意識改革を進めた。
社長のトップダウンによる制度改革
 勤務終了後、必ず10時間以上の休息時間を確保する勤務
インターバル制度を導入した。
 早朝勤務制度を導入し、早朝（5時～7時45分）に勤務し
た場合、時間外手当を50%増しで支給。
 事務部門の業務は19時、その他の部門も20時までには退
社するよう促す「1920制度」を導入。
業務の見直し
 週の初めと終わり以外について在宅
テレワークを許可した。
 業務マニュアルの作成によって、属
人化した働き方を見直し、労働時間
削減を目指した。
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株式会社 トーリツ

所在地：東京都葛飾区

設立：1987年

資本金： 1,000万円

従業員数：252人（うち女性212人） 事業概要：介護事業

 介護・看護の女性中心の職場で、家庭との両立のニーズが大きく、働きやすい魅力的な職場づく
りが課題。
 職員の事情に応じた柔軟な勤務を可能にする制度や、パート・正社員間の雇用転換できる制度の
導入、社内保育ルームの整備により、長い平均勤続年数を維持し、幅広い層が活躍。
①取組前

（きっかけ )

家庭との両立、ベテラン職員の就業の継続が課題

②取組内容や仕組み

 介護・看護の事業所であり、女性職員が多数を占めている
ため、結婚・家事・出産・育児など家庭との両立に対する
ニーズが大きかった。

柔軟な働き方を実現する制度の導入

 職員の高齢化が進んでおり、ベテラン職員の就業の継続が
大きな課題になっていた。
 採用を円滑に進めていくうえで、働きやすい魅力的な職場
づくりが不可欠であった。
定着率の向上

③取組後 効(果
)

 制度の導入・浸透に当たっては、部門ごとにシフトの調整
可能な範囲が異なる中で勤務時間等を調整する必要があっ
たため、対象となる職員と会社ですり合わせながら進めた。
今ではシフトをパターン化でき、職員が生活と仕事のバラ
ンスを取りやすくなっている。年齢層を問わず働きやすい
環境が整備されたことで、平成28～30年で離職率が5.5％
低下し、平均勤続年数が約20%伸びるなど、若い世代から
ベテランまで幅広い層の人材確保につながっている。
採用の応募者の増加
 柔軟な働き方を実現する様々な取組が評価され、採用希望
者が増えている。

 生活とのバランスが取りやすいように、始業・終業時刻の
繰り上げ・繰り下げを認める「スライド出勤制度」を導入。
 勤務時間内に短時間の私用外出で抜ける場合に、その時間
を勤務時間の前後に振り分けて勤務することができる「中
抜け制度」を導入。
 休日出勤分の代休を貯金して15分刻みで使用できる「代
休貯金制度」（休日出勤手当は別途支給）の導入。
 職員の事情や希望に応じてパート・正社員間の雇用転換を
行う「雇用形態転換制度」の導入。
社内で育児を支援する環境を整備
 発熱などのやむを得ない事情がある場合に子連れ・孫連れ
出勤を認めている。
 社内に保育ルームを設置し、1歳半から6歳児までを受け
入れている。
ベテラン職員の再雇用
 ベテラン職員は、定年後も希望に
応じて再雇用している。
同社よりご提供
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トキトレーディング 株式会社

所在地：兵庫県三田市

設立：2002年

資本金： 1,000万円

従業員数：12人（うち女性9人）
事業概要：電子機器・産業資材の輸入卸売業

 顧客へのきめ細やかな対応ができ、コミュニケーション能力の高い人材を求め、営業部門に女性
を積極的に採用。
 面接から子連れOKとし、子どもの休校・学級閉鎖などの際の子連れ出社も可能とするなど、仕
事と子育ての両立を支援。
採用時に女性が働く際の課題に直面

①取組前

（きっかけ )

 営業部門の人材として、きめ細かな対応ができ、コミュニ
ケーション能力の高い人材を求めており、女性を活用した
いと考えた。
 語学ができる人、営業に興味のある人、長く勤務できる人
などの求人内容で募集したところ、働きたいが子育てや勤
務時間、労働体制などのハードルにより希望職種に就けて
いなかった女性が多くいることを実感した。
 子育て中の女性や子どもを望む女性が望んでいることは、
「子どもの安全」・「社内の理解」・「安心してお迎えに
行ける環境」だと思い、両立支援に取り組んだ。

③取組後 効(果

採用・人材定着への効果
 手厚い子育て支援や、忘年会・懇親会といった家族ぐるみ
のイベントの企画等を通じて、仕事と子育てを両立しやす
い職場となった。
 女性ならではの円滑なコミュニケーション、顧客へのきめ
細やかな対応が、営業の強みになっている。

)

 働きやすさや子育て支援の取組が口コミで広がり、優秀な
人材の採用につながっている。

②取組内容や仕組み
面接から子連れOKに
 子連れ面接OKとして、ハローワーク求人票に掲載した。
柔軟な勤務形態と両立支援
 保育所の慣らし保育期間の時短勤務を可能とした。
 子どもの急病・休校・学級閉鎖時には、在宅勤務や社内の
会議室を開放して子連れ出社可としている。
 営業担当の女性がどうしても残業になってしまう際には、
保育所や学童へのお迎え代行を会社負担で利用することが
できる。
 また、三田市ファミリーサポート費用を会社が負担し、行
政や地域の人の力も積極的に借りながら仕事が続けられる
ようにした。
風通しのよい職場づくり
 妻・母の仕事を家族に知ってもらえるよう、会社の忘年会
や懇親会には家族全員で参加してもらっている。
 年２回、個人面談を実施し、従業員
から直接社長に要望や不満、社内改
善点等を相談できるようにした。
同社よりご提供
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株式会社 ときわ

所在地：徳島県徳島市

設立：1956年

資本金： 3,600万円

従業員数：130人（うち女性90人） 事業概要：生活関連サービス業

 フレックスタイム制の導入や、業務の分業化により残業が軽減。ジョブローテーションを積極的
に行うことで社員一人ひとりのスキルアップにつながり、繁忙期には臨機応変に他部署への人員
フォローができる組織体制を構築。
 土日祝日の業務に対応できる事業所内保育所の開園により、ママ社員の育休からの復帰を後押し。

①取組前

（きっかけ

仕事と子育ての両立が困難で、定着や残業が課題
 サービス業（ブライダル等）のため、土日の出勤や、お客
様との打ち合わせなどにより残業になることも多く、結婚
や出産を機に離職する社員が多かった。

)

 育休からの復帰の際、土日祝の子どもの預け先、保育園に
入れず待機児童となり復帰が遅れることが課題であった。
 子供の行事などで社員が土日に休みを取ると、他の社員の
業務負担が多くなり残業時間が増えてしまっていた。
残業時間を削減し、働き続けられる職場へ

③取組後 効(果

 男女ともに育児休業取得率は100％となり、安心して職場
復帰ができるようになり、女性の離職も減少した。
 フレックスタイム制や分業体制を取ることで、お客様や業
務量にあわせて勤務可能になるとともに、業務負担が減り
残業が月20時間程度に減少。

)

 ジョブローテーションにより
あらゆる業務を兼務できる、
マルチタスクの社員が増え、
繁忙期の人員フォローアップ
体制が取れる組織となった。
同社よりご提供

②取組内容や仕組み
分業と柔軟な働き方を整備
 お客様との打ち合わせや、土日のブライダルやイベントに
勤務時間を合わせられるよう、「１か月単位のフレックス
タイム制（コアタイム無し）」を設定。学校行事や子供の
病気などの際の中抜けなども可能に。
 これまでプランナーに集中していた業務の担当を見直し、
例えば、引き出物は総合管理部など分業体制を取った。発
注関係は2020年よりwebで発注できるよう新システムを
導入。
 ジョブローテーションで、社員のスキルが向上。
休暇の充実
 有給休暇を部署によって偏りなく、積極的に取得してもら
うよう、取得強化月間を決めた。
 入学式・卒業式のための休暇、子の看護休暇などの特別休
暇を新設し、年次有給休暇とは別に休暇取得可とした。
育児との両立に関わる支援
 事業所内保育所を2017年に開園し、土日祝を含め20時ま
で預かることが出来るようにした。
 ママ社員がメンターとして、育休後の復帰相談や、正社員
転換の相談に乗っている。
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株式会社 トリパス

所在地：北海道札幌市

設立：1961年

資本金： 1,800万円

従業員数：70人（うち女性12人） 事業概要：製造業

 新規事業・管理部門を任せられる優秀な人材採用のために、「魅力的で共感してもらえる会社の
ビジョンや理念」を積極的に発信。
 新卒採用に向け、ホームページを整備し、会社の強みや仕事の魅力を掲載したことで、ものづく
りに興味を持つ人材を獲得。
事業拡大による人手不足

①取組前

（きっかけ )

 創業以来、金属加工の事業を行ってきたが、レーザー加
工・塗装加工などの分野への進出に伴い、直近10年で従業
員が2倍に増加。組織の拡大に対して管理部門の人材が不足
し、全社的な改革を推進する人材が必要だった。
 さらに自社製品事業の立ち上げを控え、メーカー側の立場
での販売スキルや人脈を持つ人材が不足していた。
 2017年まで新卒採用を行っておらず、若年層が不足してい
たため、未来の中核を担う人材採用への着手も必要だった。
求める人材が採用でき、組織力強化

③取組後 効(果 )

 ビジョンを共有できる人材に出会い、新事業の販売担当者
と管理部長を採用。これにより、販売力が強化され新事業
を軌道に乗せることができた。また、管理部門を立ち上げ、
事務員が属人的に行っていた作業を切り分けることができ、
組織としての推進力を強めることができた。
新卒採用の取組結果
 ホームページに会社の強みや自社の魅力を掲載したことで、
新卒社員を順調に採用できており、2018年卒3名、2019年
卒4名、2020年卒3名（予定）となっている。
 また、新卒採用者がレーザー加工分野で新聞に取り上げら
れるといった活躍もあり、将来に期待がかかっている。

②取組内容や仕組み
採用におけるビジョンの発信
 業界内では給与水準も高く、年間休日も123日と良い環境
ではあるが、特に優れた人材を採用するために、採用説明
会では、明確で共感してもらえるような魅力的なビジョン
や理念を発信するよう努めた。
 北海道外で活躍する人材との面談は、費用や時間の面で、
密にコミュニケーションをとることが難しかったが、創業
以来一貫して金属製品製造に携わってきた強みや、新たな
フィールドへの挑戦を行っていく意義、募集ポジションの
持つやりがいや楽しさを真摯に語り共感を得ていった。
新卒採用を開始
 企業の将来を見据えた若手人材の獲得に向け、2018年卒
向けに初めての新卒採用を実施した。
 新卒採用のノウハウが社内に無かった
ため、採用媒体の活用、ものづくり企業
であることを活かした体験型会社説明会
の実施など、試行錯誤しながら行った。
同社よりご提供
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なかいちりくうん

株式会社 中一陸運

所在地：群馬県前橋市

設立：1975年

資本金： 2,750万円

従業員数：50人（うち女性15人） 事業概要：運送業・倉庫業

 月4回の顧問契約で、物流事業において専門性の高い人材を採用。職歴を活かした的確なアドバ
イスにより倉庫の運営能力が向上。
 人材の人脈を活用し、課題であった新規顧客の開拓に成功し、新事業にも着手成功。

①取組前

（きっかけ )

企業生き残りのための課題
 物流企業としての生き残りと発展を目指し、倉庫事業の拡
大を図ったが、自社には倉庫の運営や営業活動のノウハウ
が不足しており、対策に苦慮していた。
 既存顧客にとらわれず、自社の強みを生かして、新規事業
ならびに将来性のある取引先を開拓できる人材が必要だと
感じていた。
運営能力の向上と新規顧客・事業への期待

③取組後 効(果 )

 顧問のこれまでの職歴を活かした的確なアドバイスにより
倉庫の運営に関するノウハウが蓄積されてきた。顧客の
ニーズや重量物の荷役など状況にあわせて車両を使い分け
ることで業務の効率化が進み、企業全体の運営能力が向上
した。
 また、営業力の向上や、この人材の持つ人脈の活用により、
課題であった新たな顧客の開拓に成功した。
 新たな事業も開始し、
将来の事業展開にも期
待が持てる。
同社HPより

②取組内容や仕組み
顧問契約で人材を活用
 当初は、正社員採用を検討していたが、給与面から困難で
あると判断し、断念。専門性の高い人材を顧問として受け
入れることとし、経験や人脈を活かしながら事業計画を描
く方針に転換した。
 また、人柄を重視し、兼業を認めるなど、柔軟に働けるよ
うな条件を提示した。
 プロシェアリングサービスを通じて、外資系ロジスティク
ス企業や大手倉庫会社に勤務経験のある人材と、月４回の
顧問契約を結んだ。
 採用時には、『企業の生き残りと発展を目指すための事業
拡大への意欲』といった展望を語るとともに、『倉庫運営
や営業開拓のノウハウ不足』などの経営課題を正直に話し、
採用後のミスマッチを防ぐよう心掛けた。
全社への周知による理解促進
 既存社員に、当社の置かれている状況や、事業拡大の方針
を丁寧に説明し、顧問を受け入れる意図や目的を明確にし
ていった。
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ながしませいさくしょ

株式会社 長島製作所

所在地：岩手県一関市

設立：1976年

資本金： 2,000万円

従業員数：150人（うち女性50人） 事業概要：金属プレス・板金製造業

 「委員会活動」や、社員自らが「やりづらい(Y)」「気を遣う(K)」「イライラする(I)」作業等
を社内で共有する「YKI活動」を通じて、意見の発信や改善提案を積極的に行う風土に変化。
 不良率が大幅に改善し、残業時間が削減するとともに、年間休日日数も増加。
②取組内容や仕組み

高い不良品発生率

①取組前

（きっかけ

 納入先の求める基準を満たさない不良品発生率が高くなっ
ていたが、社員自らが意見を発信する風土になく、現場で
発生している問題が共有されていなかった。不良品対応に
追われ、残業時間も増加していた。
休むことが困難な職場

)

 誰かが休むとそれを補うための休日出勤が発生し、有給休
暇を取ることも困難な環境だったため、社員全体のモチ
ベーションも下がっていた。
高品質と残業ゼロの両立

③取組後 効(果

 YKI活動開始から6年間で累計800件ほどの現場改善の提案
がなされており、不良品ゼロを達成する部門もあるなど、
全社的にも不良率が大幅に改善した。

)

 1990年代後半には90日程度だった
年間休日日数を、現在では115日
まで増やすことができた。

 営業と現場が双方意見を出し合い、生産量を平準化するこ
とで繁閑の差が減り、残業ゼロ・突発的な休日出勤などが
なくなった。

同社よりご提供

意見を発信しやすい環境
 社員が積極的に自らの考えを発信しやすくなるよう、社員
のコミュニケーションを増やすことを目的に、少人数での
「委員会活動」を導入した。社員は必ず、「緑化」「挨
拶」等の７つの委員会のいずれかに所属し、活動している。
 また、「やりづらい(Y)」「気を遣う(K)」「イライラす
る(I)」作業や気づきを、現場に設置してあるノートやホ
ワイトボードに無記名で記入し、社内で共有する「YKI活
動」を実施している。開始した当初は、参加しない社員も
いたが、全ての提案に対して、毎朝の工場長の職制会議で
改善案を検討し、その内容を掲示することで、会社全体が
改善提案を積極的に行う風土に変わっていった。具体的な
改善内容として、例えば、材料を取り出しやすいよう小分
けに配置する、ボードで社員の配置や作業分担を示すなど
の工夫を行った。
現場の意見を反映し、新たな休暇制度を導入
 現場からの意見を反映し、ワークライフバランスがとれた
働き方ができるよう、半日有給制度やバースデイ休暇制度
などを整備した。
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なかやまてっこうしょ

株式会社 中山鉄工所

所在地：佐賀県武雄市

設立：1908年

資本金： 8,650万円

従業員数：178人（うち女性25人） 事業概要：建設機械製造業

 海外インターン生を受け入れたことをきっかけに、外部機関・人材との連携が進み、尖端的な取
組の進展や自社技術のレベルアップが実現。
 職能等級に基づく人事制度や目標管理制度などを整備したことにより、優秀な人材を確保。
①取組前

（きっかけ )

海外大学との連携で、インターン生の受入を開始
 東日本大震災を機に自家発電の導入に向けた取組を進める
中で、インドネシアバンドン工科大学（ITB）の教授との
つながりができ、海外インターン生の受け入れが始まった。
旧来型の制度からの脱却
 年功序列といった旧来型の仕組みによって、優秀な人材も
採用できず、人材確保が困難であった。

③取組後 効(果
)

技術のレベルアップが実現
 ITBをはじめとする外部機関・人材との連携により、社内だ
けでは得られない知見が得られるとともに、当社製品の技
術も進展。新技術や高度な解析への対応が、社員の技術向
上の源泉となっている。
 インターン生の受け入れが進んだことにより、国内では、
JICAとの共同プロジェクトで複数大学との連携も開始。当
社機械図面の3D化や制御技術の開発、自動走行機の製作な
ど、共同研究に発展。
優秀な人材の確保
 インターン期間終了後、自国で修士課程を終えて、再び当
社で働くことを希望するケースも多く、現在はインターン
生と併せて常時8名程度が学びながら働いている。
 時代に応じた人事制度の導入等により人材が定着。また、
地域内では高い給与水準を維持し、人気の就職先として優
秀な人材が集まるようになった。

②取組内容や仕組み
インターン生を通した技術交流
 海外インターン生は、当社で技術を学ぶとともに、有して
いる専門的な知見を活かした当社技術の研究に取り組んで
いる。
 インターン生は好奇心と能力が高く、これらの人材をプロ
ジェクトベースでうまく活用して尖端的な取組を進めるこ
とができた。
 当初、インターン生の受入れは直接の利益を生まない取組
として、社内からの反発もあったが、説明に努め、取組へ
の理解の促進を図った。
人材の確保・育成を図る仕組みを整備
 年功序列ではなく、職能等級に求められる技能の習得度を
もとに昇格を決める仕組みを整備。
 社員の目標管理制度としてチャレンジ
カードを作成し、業務における到達目
標を設定。賞与はチャレンジカードに
基づいて点数化し、到達目標に対する
査定を行うこととした。

同社よりご提供

82

時間外

有給
休暇

同一労働
同一賃金

設備等
の見直し

多様な
人材

賃上げ

な

な

み

ゅ

ー

じ

っ

く

株式会社 nana music

所在地：東京都渋谷区

設立：2013年

資本金：非公開

従業員数：25人（うち女性5人）
事業概要：音楽投稿アプリ “nana” の開発・運営

 収益拡大に必要な高いスキルを、人材の採用で確保するのではなく、他業界・他職種の人材を
6ヵ月間限定の出向という形で受け入れることで獲得。
 テーマを決めて集中的に取り組んでもらうことで、課題解決のスピードが加速。

①取組前

（きっかけ

収益拡大に不足しているスキルとコストの兼ね合い

②取組内容や仕組み

 自社の音楽投稿アプリの月間利用者数を向上させ、収益性
の拡大を目指していた。

異業種からの出向者の受入

 他社との協業を推進し、アプリ及び周辺領域を活用したマ
ネタイズモデルを確立させたかった。

)

 高いスキルを持った人材を採用し雇用するコストを考えた
結果、採用ではなく他社からの出向を受け入れることにし
た。
スピード感のある経営の実現

③取組後 効(果

 出向者の受入れによって、高いスキルや経験を有する人材
を手の届くコストで活用できている。
 集中的に事業開発に取り組み、一人で社外に商談に出てい
くことができる人材が増えたことで、経営課題の解決に向
けた検討スピードが上がった。

)

 6か月間といった期間限定での業務において、COOと共に、
マネタイズモデルの検討、アプリユーザーの利便性向上の
検討に集中的に取り組めている。
 当初の目的であった、利用者数も順調に伸び、2019年7月
には、登録ユーザーが800万人を突破した。

 2000人規模の医薬品・医療機器の販売製造の企業から、
研修の一環として6か月間限定で出向者を受け入れること
とした。
双方のメリット
 出向者を出す製薬企業としては、音楽アプリといった全く
異なる事業領域への出向が、『業界の枠を越えて発想しソ
リューションを構築する』という経験となり、新規事業の
創出に必要な能力の獲得ができるのではないか、また、ア
プリを介したサービスの収益化手法の検討と実行という全
く異なる経験が今後につながっていくのではないかと期待
した。
 一方、同社としては、他社との
業務提携等において、製薬企業
大手ならではの豊富な経験や能
力が、音楽アプリの業界でも十
分に活かされるのではないかと
期待した。
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株式会社 ナレッジソサエティ

所在地：東京都千代田区

設立：2010年

資本金： 1,100万円

従業員数：7人（うち女性2人） 事業概要：専門サービス業

 変形労働制による完全週休4日制を導入し、柔軟な勤務形態を整えたことで、週３日の勤務で安
定的な収入を得ながら起業準備を進める優秀な人材に経営に参加してもらえる仕組みを構築。
 検索エンジン最適化を効果的に活用し、採用コストも低下。

①取組前

（きっかけ )

人材獲得競争の激化

②取組内容や仕組み

 人手不足によって、より良い人材獲得のための求人媒体価
格も高騰している。その一方で求人誌等に採用情報を掲載
しても採用できる可能性が低かった。

週休4日制の導入

 給与面では大手に敵わず、予算が限られた中で他社との差
別化が図れるほどの給与体系にはできない状況であった。
 こうした中で安定的に優秀な人材を確保することが経営課
題となっていた。
激減した採用コスト

③取組後 効(果

 「検索エンジン最適化」（SEO）によって、WEB検索で当
社を見つけてくれる人が増えたため、求人情報掲載は1社に
のみ依頼しており、採用コストが圧倒的に下がった。
 今まで5名を採用し、3名が自分の事業を起こし企業を卒業。
後の2名も起業準備を行っている。また2020年4月からも1
名の採用が決まっている。
起業家の背中を押す存在

)

 この制度は、起業をしたいが迷っている優秀な人材の背中
を押している存在にもなっており、安定的な収入を確保し
ながら自身の起業に向けて準備をしたい人材を活用し、会
社の経営にも参加してもらえる良い機会となっている。

 世の中では働き方改革、副業・ダブルワークといった言葉
がクローズアップされているが、実際にダブルワークをす
るといっても週休2日制では、勤務後の夜間か週末の2日
だけに限られてしまう。そこで、働きながら起業準備をし
たい等の希望に応じて柔軟に勤務ができる環境を整えるた
めに、正社員での週休4日制（13時間20分×3日勤務）を
導入した。
 他企業では、週休4日制度を導入している事例がほとんど
見つからなかったため、社労士に相談し変形労働時間制を
導入して法対処を行った。月160時間を超えた勤務につい
ては残業代も支給している。
「検索エンジン最適化」（SEO）による効率化
 WEBでの採用をより効果的に実施
するために、 「週休4日制」という
キーワードでのインターネット検索
結果で企業ホームページが上位表示
されるように検索エンジンの最適化
を行っている。
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株式会社 日本エー・エム・シー

所在地：福井県福井市

設立：1963年

資本金： 1億8,550万円

従業員数：200人（うち女性47人） 事業概要：製造業

 女性、高齢者、外国人、障がい者など多様な人材が活躍できる職場環境を整備するため、働き方
改革とダイバーシティの推進を実施。
 多能工化やジョブローテーションによる業務平準化を図ったことで、残業時間が減少。年次有給
休暇や育児休暇の取得率も改善。
①取組前

（きっかけ )

一部の部署や従業員に負担が集中
 業務が一部の部署や従業員に集中した結果、残業に追われ、
年次有給休暇などを十分に取得できない課題があった。
多様な人材が活躍できる職場づくりが急務
 女性、高齢者、外国人など多様な人材を数多く雇用してい
るため、人材育成、技能向上に加えて、モチベーション維
持や家庭両立支援などへの対応に迫られた。
残業時間や年次有給休暇などの取得率が改善

③取組後 効(果 )

 残業時間が月80時間を超過する従業員は2014年度に19名
いたが、2016年度以降はゼロを維持。また、1人当たりの
平均月残業時間は毎年20時間前後であったが、2019年度
は6.6時間まで減少している。
 年次有給休暇の取得率は2014年度の43%から2018年度に
は55%まで向上。男性の育児休暇の取得率も2015年度ま
で0%であったが、以降改善され、2019年度は100%を達
成中。
多様な人材の増加
 多様な人材が働きやすい環境を整備したことで、2014年以
降、女性、高齢者、外国人の従業員数がそれぞれ2名、6名、
11名増加。

②取組内容や仕組み
働き方改革
 毎週水曜日をノー残業デーとして設定したほか、時差出勤
勤務を活用し、コアタイムに勤務を集中させ、繁忙対策と
残業抑制を実施。また、多能工化やジョブローテーション
によって業務負荷の平準化も図った。
 物探し・手直しなどのムダ作業の削減、治具・工具の改善
による不良率の低減、レイアウト見直しによる製造・物流
効率の最適化などの生産性向上にも取り組んだ。
ダイバーシティ推進
 女性活躍プロジェクトチームを発足。女性目線での職場環
境づくりや、取引先や一般のお客様への工場案内の企画提
案、女性社員のモチベーションアップのための研修会など
を実施した。
 家庭両立支援のため、時間単位の年次有給休暇制度を導入。
また、家事代行サービス利用料金の一部を会社が負担。
 その他、高齢者向けの就業意識向上研修、障がい者向けの
ジョブコーチ活用による就労支援なども実施した。
トップ方針として取組を推進
 一部の取組は関心の低い従業員もおり、理解や協力を得る
ことに苦労することもあったが、トップ方針として推進し
た。
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株式会社 野元牧場

所在地：長崎県壱岐市

設立：2012年

資本金： 2,000万円

従業員数：11人（うち女性4人） 事業概要：畜産農業

 データに基づく養牛環境整備に向けてITシステムを導入したことにより、作業負担が軽減し、残
業が減少。また、データの分析・解析を通じた判断力の向上など若手の人材育成を促進。
 農場HACCPの導入など養牛環境の改善により、作業への取組姿勢やモチベーションが向上。

①取組前

（きっかけ )

雇用の拡充と作業負担の軽減を図ることが課題

②取組内容や仕組み

 肉用牛の生産肥育事業を拡大したい一方、離島のため人口
の減少が抑えきれず、人手の確保が難しい状況であったた
め、人材の教育を進める必要があった。

農場HACCPに取組み、環境整備や衛生管理に注力

 労力を軽減しつつ夜間も牛のモニタリングを行い、繁殖を
進めたいと考えていたが、点在する牛舎は住居と離れてお
り、夜間に牛の状態を把握することができず課題となって
いた。

 農場HACCP認証に向け、環境整備や衛生管理等のスキル
アップに重点的に取り組んだ。

作業への取組姿勢が向上

③取組後 効(果

 農場HACCPの導入など養牛環境の改善により、人も牛もお
だやかになるとともに、余裕を持った人員配置が可能にな
り、作業への取組姿勢やモチベーションが向上。
ITシステムの導入により作業負担が軽減、残業時間も減少

)

 養牛カメラの導入により、監視能力が向上し、分娩事故が
減少した。夜間の見回り回数を減少させることができ、ま
た、人が立ち会わなければならない分娩かどうかの判断を
遠隔で確認できるようになるなど、作業負担が軽減した。
 また、人材育成が進んだことで、作業時間にゆとりができ、
時間外の残業が減った。

 社員の作業効率を上げ、畜産業に対する知識不足を補うた
めに、定期的なミーティングを実施した。

データに基づく養牛に向けてITシステムを導入
 リアルタイムに牛の活動情報を収集し、取得したデータか
ら繁殖で重要な発情、疾病の疑いなど注意すべき牛を自動
的に選別してデバイスに通知するITシステムや養牛カメラ
を導入した。
 これらのIT機器の導入により、様々なデータを分析・解析
して整理されたリストを作成できるようになり、データを
社員間で共有し、牛の生育トラブル
を未然に防ぐことも可能になった。
 若手の社員でも、解析されたデータ
から牛の繁殖についての知識を深め
ることが可能になり、繁殖について
の判断力を育む教育の機会となって
いる。

同社より
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株式会社 俳優座劇場

所在地：埼玉県越谷市

設立：1953年

資本金： 6,500万円

従業員数：137人（うち女性40人）
事業概要：演劇の制作及び興行、大道具製作

 製作現場の機械化を進め、女性にとって働きやすい環境が整備されたことで、産休後に復職する
ケースが増加。
 人事考課制度の導入により公平・公正な評価が定着し、制度にあわせた賃金体系の整備によって
社員のモチベーションも向上。
①取組前

（きっかけ

部門別の人材需給に偏り
 「ものづくり」を希望して入社してくる学生が多い。製作
工場では順調に採用できているが、製作した大道具納入先
の現場や営業部門では、人手不足感が大きい。
 体力を要する業務も多く、女性や高齢者の活用が進まない。

)

評価基準が曖昧
 評価基準が曖昧であったため、社員はモチベーションの維
持が難しく離職も多かった。
女性や高齢者にとって働きやすい環境

③取組後 効(果 )

 舞台装置の制作現場の機械化が進み、女性や高齢者が働き
やすい環境となった。女性社員が増加する中、産休を取得
し復職するケースも増えており、定着率が向上している。
 女性社員の増加により、女性ならではの考え方を参考にし
つつ、より働きやすい仕組みを検討していく企業風土が醸
成されてきている。
 高齢者は、体力面から65歳以上は業務を遂行することが難
しくなっており、今後の課題となっている。
評価制度の明確化によるモチベーションの向上
 人事考課制度の導入により公平・公正な評価が定着してい
る。また、適切な賃金体系の運用によって社員のモチベー
ションが向上した。

②取組内容や仕組み
部門別採用を検討
 マニュアル化できない作業、不規則な勤務時間やシフト制、
作業場所が現場ごとに異なる、といった勤務に抵抗感を持
つ人が多い。部門による人材需要の偏りを補うため、部門
別採用の検討を行っている。
多様な人材が働く環境を整備
 女性や高齢者でも作業ができる
ような工作機械を導入し、多様
な人材が働ける環境を整備した。

同社よりご提供

 60歳の定年退職後は、65才まで嘱託として再雇用できる
ようにした。
人事考課制度を導入し、賃金体制を整備
 社員を正当に評価し、社員が期待されていると感じること
が労働意欲につながると考え、人事考課制度を作成した。
同時に、この制度にあわせた賃金体系も整備した。
 面接を年２回行い、その結果を毎年の定期昇給に反映させ
ている。
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株式会社 Hacoa

所在地：福井県鯖江市

設立：1962年

資本金： 300万円

従業員数：150人（うち女性80人） 事業概要：製造・小売業

 人事評価制度の導入に伴い、スキルの見える化を図り、従業員全体のスキル向上に努めたことで、
個人の業務の偏りを是正し、相互にカバーできる体制を構築。
 工房案内やワークショップなどの実施により、企業の魅力発信に取り組むことで、地域内外から
人材を獲得。

①取組前

（きっかけ )

個人に依存していた勤務時間管理
 従業員にスキルの偏りがあることに伴い、各人の勤務時間
に差が出ていた。就業時間管理も曖昧で、従業員の時間短
縮に対する意識も低かった。
 スキルがある従業員が休むと全体工程に影響が生じるため、
有給休暇の取得が進まなかった。
全国展開を見据えた人材確保の必要性
 今後の企業の発展のためには外国語を話せるスタッフなど、
地域内外からの人材確保が必要であった。

③取組後 効(果

作業効率の向上
 効率を意識し、能率を上げたことで、品質の安定と残業時
間の短縮に成功した。有給休暇を取得しにくかった従業員
も、全体工程に影響なく休暇を取得できる環境になった。
 人事評価制度の導入が、個人のスキルアップのモチベー
ション向上に繋がっている。
ブランド力発信の成果

)

 様々な出身地、職歴の異なるバックグラウンドを持つ人材
を採用でき、本社勤務40名のうち、1/3は県外出身者と
なっている。
 工房に女性、若手、ベテランと多様な職人が混在しており、
その仕事に触れたことで、ワークショップ参加後、求人募
集に応募してくれた人もいる。

②取組内容や仕組み
作業や残業時間、スキルUPのためのステップを明確化
 目標の作業時間を明確化し、作業効率や時間管理の意識を
高め、チーム別ミーティングで連携を強めた。
 個人時間管理意識を更に高めるために、毎月1回、人事部
から、労働時間の実績が掲載されたメールを全員に送るよ
うにした。
 人事評価制度の導入に伴い、スキルの見える化を実施。ま
た、スキルアップのためのステップを明確化したことで、
従業員のスキル向上に繋がり、仕事量の偏りを複数のメン
バーでカバーし合える体制になった。
企業の魅力を最大限に発信
 人材確保のため、一般のお客様に
向けた工房案内や商品企画に関す
るワークショップなどを開催し、
企業の魅力をより身近に感じても
らえるようなイベントを実施。
 顧客への魅力発信だけでなく、
同社よりご提供
従業員にとっても、自社の魅力を
再認識する機会となり、やりがいの向上に繋がった。
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は ま の せ い さ く し ょ

株式会社 浜野製作所

所在地：東京都墨田区

設立：1968年

資本金： 2,000万円

従業員数：49人（うち女性10人） 事業概要：金属製品製造業

 勤怠管理システムやコミュニケーションツールを活用し、労働時間や業務量のコントロールを行
い、残業を改善。
 有給休暇取得の促進に向け、全社への発信と個別への積極的な声掛けを実施。

①取組前

（きっかけ

慢性的な残業と有給休暇の未消化
 開発業務は仕事量が読みづらい上に、特急・短納期対応な
どが重なることが多く、対応できるスキルを持つ一部の従
業員に業務の負担が偏って、慢性的な残業が生じていた。

)

 業務の性質上、作業が属人化しがちで周囲がサポートでき
ない問題があった。
 有給休暇取得率が著しく低い従業員もおり、解消が課題と
なっていた。
残業時間の改善と業務の効率化

③取組後 効(果

 業務のマニュアル化による業務効率化や案件の進捗等の共
有による業務負担の平準化により、取組前に比べ残業時間
が30％以上改善された。
 製造部門の人員配置が、柔軟かつ素早く行われるようにな
り、必要な部門に必要な人員を配置することができている。
有給休暇取得率の向上

)

 有給休暇取得率も、取組前に比べ30％近く上昇し、全社の
取得率は80％を超え、リフレッシュしながら勤務できる環
境が整いつつある。

②取組内容や仕組み
休暇や業務の偏りに対応できる体制づくり
 勤怠管理システムを導入し、部門長を中心に労働時間や有
給休暇取得の管理を行い、事前に休暇を取る人員の業務を
カバーできる配置を取るようにした。
 ルーチン業務をマニュアル化した。これにより業務の効率
化が進むとともに、周囲の人員がサポートしやすくなった。
 コミュニケーションツールを導入し、週に1回の案件進捗
会議を実施。全社的な業務量コントロールを行い、業務負
担の偏りを平準化できるようにした。
 営業と製造部門の責任者を集約したことで、業務受託時点
で製造に必要な人員配置の準備を進められるようになった。
これまで社内異動に時間を要していたところを、業務内容
によってフレキシブルに体制を組めるようになった。
有給休暇の取得
 有給休暇取得の全社促進に向け、朝礼
にて５日の取得を奨励することを発信
した。
 有給休暇取得率の低い従業員には、直
接声掛けを行い、スケジュールを事前
に調整してもらうなどの働きかけをし
同社よりご提供
た。
89

時間外

有給
休暇

同一労働
同一賃金

設備等
の見直し

多様な
人材

賃上げ

ばんきょうせいやく

万協製薬 株式会社

所在地：三重県多気郡多気町

設立：1960年

資本金：4,000万円

従業員数：199人（うち女性95人） 事業概要：医薬品製造業

 作業に必要な能力のモジュール化を推進し、手順書を整備。モジュールごとの作業の習得を進め、
多能工化を促進。
 積極的な設備投資や業務改善を行い、社員の負担を軽減。重労働の多かった部署に女性の配置増
が実現。

①取組前

（きっかけ )

震災経験からの経営テーマ
 阪神淡路大震災で当時神戸にあった本社が全壊。再興に向
け、長年勤務していた社員の協力を得ようとしたが難しく、
その経験から売上だけを追求せず「明日も行きたい会社」
「社員が働きやすい職場」をテーマに経営を行っている。
製薬業の業務特性
 受注増加に伴い、社員の残業時間が増加傾向にあった。ま
た、製薬業では法に基づいた安全な製品出荷が求められ、
受託元からの監査も厳しいため、入社したものの業務内容
についていけない、思いのほか重労働も多い等を理由に、
離職するケースも目立った。

③取組後 効(果 )

多能工化と女性活躍の推進
 モジュールごとの作業スキル習得による多能工化で残業時
間削減に成功。2018年度の社員一人の時間外労働は、月平
均40.36時間/1人で対前年度98％（▲0.64時間）と減少傾
向にある。
 設備・業務改善の結果、時間短縮だけでなく、社員の腰痛
改善など負担を軽減でき、重労働が多い部署に女性の配置
を増やすことができた。
コミュニケーションの活性化
 「プチコミファミリー制度」で、これまで関わりのなかっ
た社員との交流が生まれコミュニケーションが活発になっ
た。業務上の相談もできるようになり、2003年には24％
もあった離職率が2017年には6％台までに低下した。

②取組内容や仕組み
作業のモジュール化を推進
 各課で習得すべき仕事の能力を確認した上で作業を細かく
モジュール化し、それに対応した手順書を作成して習得を
進め、多能工化を促進した。
積極的な設備投資や勤務希望の聴取
 重労働作業の多い調合課では、1tコンテナを運搬するリフ
トをハンドリフトから電動リフトに変更、自動洗浄機の導
入、溶解槽自体が秤になっている機械の導入、といった設
備や業務の改善を行った。
 年２回の取締役面談時に出される
社員の働き方の具体的な希望を元
に、随時就業規則にも反映。介護
や育児の休業制度だけでなく、在
宅勤務も適宜勧めて、副業も歓迎
している。
「プチコミファミリー制度」

設備投資による作業改善
（同社よりご提供）

 離職理由に、社員間のコミュニケーションが希薄であった、
と多く挙げられたことから本制度を導入。勤続年数、部署、
性別の異なる数名でグループを形成し、食事会や旅行を企
画して実施する。資金の一部は会社から支給される。
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び ー ふ れ っ し ゅ

株式会社 Be-fresh

所在地：埼玉県幸手市

設立：2003年

資本金： 300万円

従業員数：122人（うち女性96人） 事業概要：食肉及び食料品の仕入加工販売

 慢性的に若年層の人材が不足し、高齢化による生産性の落ち込みや技術継承への対応のために、
働き盛りで伸びしろの大きい就職氷河期世代の人材を採用。
 中途社員を集めた研修や報告会で横のつながりを作る等の工夫を行い、人材が定着するよう支援。

①取組前

（きっかけ

人材の獲得と流出への取組が急務

②取組内容や仕組み

 社員の高齢化による生産性の低下や、技術継承が課題であ
り、若手人材を採用して育成するニーズがあった。

就職氷河期世代の人材採用

 新卒採用は毎年実施しているが、採用できない年もあり慢
性的に若年層の人材が不足している。中途採用では毎年、
複数名採用できているが、定着に課題があった。

)

 就職氷河期世代の人材は、たとえこれまで非正規であって
も、年代的に働き盛りであり、伸びしろが大きく、同年代
の社員に仲間意識を持ちやすいと考え、この世代の人材を
正社員として募集することにした。
安定的な人材の確保

③取組後 効(果

 毎年継続的に１名ずつ、合計４名（大卒３名、専門学校卒
１名）の就職氷河期世代の人材を正社員で採用。

 定常的に中途採用を進めており、これまで非正規で働いて
いた就職氷河期世代の人材も募集している。
 学校卒業時の厳しい雇用環境により、これまで派遣やアル
バイトで働いていたとしても、職務経験を有しているため、
他の中途採用と同じ基準・待遇で採用している。
 就職氷河期世代の人材は基本的に工場勤務で、採用後に
OJTで仕事の習得を進めている。採用後６ヶ月程度で基礎
的な業務をマスターし、１年程度かけて包丁作業の技術が
向上するよう丁寧に指導している。
定着率向上の取組

)

既存社員のスキルアップ

 就職氷河期世代の採用はこれまで毎年１名であるが、同年
に中途で入社した社員を集めた研修や報告会等を行い、横
のつながりを作る（同期づくり）ようにしている。

 総務部門の社員は、氷河期世代の人材のフォローを行うた
めに現場の仕事を学んだことで、若手社員に対する教育ノ
ウハウを身につけることができた。今後は若手社員に対す
る教育やフォローを手厚くし、定着を進めていきたい。

 現場では、いつも同じ人に教わることが多く、相性の不一
致でモチベーションが低下するなど離職の原因となりうる。
そこで、総務担当の社員が両者の間に入り、クッション的
な役割を担うことで、離職防止に取り組んでいる。

 現在も全員が事務部門と現場で活躍しており、安定的な人
材の確保につながっている。
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や

株式会社 ひろの屋

所在地：岩手県九戸郡洋野町

設立：2010年

資本金： 300万円

従業員数：30人（うち女性26人） 事業概要：水産加工・卸売業

 季節により仕事量の差が激しい水産加工業で、仕事と雇用の安定を図るため、東京在住の人材に
業務委託し、安定的な売上が望める商品開発に着手。
 消費地である東京から人材が参画したことにより、首都圏をはじめ海外進出も視野に入れた商品
を開発できただけでなく、既存社員の商品開発や品質管理のスキルも向上し、生産工程も改善。
季節による仕事の繁閑が激しく雇用安定が課題

②取組内容や仕組み

①取組前

（きっかけ
)

 洋野町は全国的にも北紫うにの水揚量が多いが、漁期が5月
東京の高スキル人材を活用
～8月に集中する為、季節によって仕事量の差が激しかった。
仕事と雇用の安定に向けて、北紫うにを始めとする高品質
 課題を解決できるようなスキル（商品の開発・品質管理・
な海産物をブランド化し、広く地域外へ発信するとともに、
販売や経営まで幅広な経験）を満たす人材の正規雇用は、
安定的な売上が望める商品の開発が求められていた。
報酬面や地域性から難しいと判断し、地方創生に取り組む
仲介支援者から、東京消費者に関する知見を持ち、新規商
企業の成長に対応できる会社基盤
品開発から販売、経営経験がある人材の紹介を受けて活用
 企業の成長に備え、生産体制・組織力・品質管理といった
した。
会社基盤の整備が課題と感じていた。
開発商品の量産化で業務平準化が推進

③取組後 効(果 )

 新規開発した商品が賞を獲得したことにより、さらに士気
が向上し、量産化に向けて準備が進んでおり、季節によら
ず仕事と雇用の安定を図れている。
 消費地である東京の前線を知る人材の参画によって、大き
な刺激となり、社内全体が活性化している。
既存社員のスキルアップに貢献
 既存社員は、商品開発のノウハウを学ぶことができた。さ
らに、品質管理の知識も向上し、課題を抽出し改善提案ま
でできるようになった。生産工程の改善も進んでいる。

 まずは、月に5日の勤務から開始し、一定の効果が認めら
れたため月10日に拡充した。

 月に複数回の出張ベースで働けるような仕組みとしたが、
アドバイザリー的な顧問ではなく、あくまでも社員ととも
に業務を行いながら経営課題にコミットできるような取組
とした。
高付加価値の商品開発
 豊富な海産物をプレミアム感の
ある商品へと加工。首都圏をは
じめ、台湾・香港など海外進出
も視野に入れ商品開発を実施。

同社よりご提供
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ふ く い し ぎ ょ う

福井紙業 株式会社

所在地：東京都千代田区

設立：1951年 資本金：2,800万円

従業員数：34人（うち女性9人）
事業概要：和洋紙・紙加工品の製造・販売

 作業現場で必要なスキルと、従業員の個々のスキルのスキルマップを作成。全社的に生産体制を
見直し、残業を前提とせずに仕事が回る（機械を回せる）体制に組み換え。
 女性従業員でも円滑に作業ができるようマニュアルを充実したことで、女性従業員の扱える業務
に幅ができ、多能工化が推進し、有給休暇も取得しやすい環境を実現。
①取組前

（きっかけ )

休暇の取れない生産体制が定常化
 常に残業を見込み、誰かが休むと仕事（機械）が回らなく
なる生産体制となっていたため、従業員は休暇をとりづら
く、疲弊していた。
性別による分業体制
 女性従業員には機械を扱わせない風潮もあり、働きがいを
感じられなかった。一方で、男性従業員は忙しく、会社全
体として非効率な状態であった。
多能工化による女性の活躍、職場環境の改善

③取組後 効(果

 スキルマップを整理した上で、作業
マニュアルを作成したため、女性従
業員の扱える業務に幅ができ、多能
工化が進んだ。
 多能工化の促進により、有給休暇が
取得しやすい職場環境を実現できた。

②取組内容や仕組み
スキルマップの作成
 １）作業現場で「必要なスキル」と、２）従業員の「個々
のスキル」について、2種類のスキルマップを作成した。
これにより、 １）高い技能が求められる作業からシンプ
ルで比較的容易な作業ごとに必要なスキルを言語化し、
２）誰がどの様な作業をできるのか、を整理した。
 細かく分解したそれぞれの作業に対して、全社的に生産体
制を見直し、残業を前提とせずに機械が回る体制へと組み
替えた。
作業マニュアルの作成と現場からの意見の吸い上げ

同社よりご提供

全社的な取組による作業効率向上と職場雰囲気の改善

)

 社内全体で作業平準化に向けた動きが進み、作業効率も向
上した。
 作業マニュアルの充実化といった同じゴールに向けた意見
交換を通して、職場の雰囲気も良くなっていった。

 スキルマップに応じた作業マニュアルを作成した。女性従
業員でも円滑に作業ができるよう、従業員には「どんなに
小さな意見（改善策）でも良い」と伝えて、現場からの提
案を求め、少しずつマニュアルを充実させていった。
 従業員個々に付箋を渡して意見を記入してもらい、月一回
のミーティングにおいて改善に取り組んだ。
 熟練工とそれ以外の従業員で、作業方法や意見が違うこと
もあったが、相違点が明らかになったことで、属人化して
いた部分が明確になった。
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ふくやまちゅうおうすいさん

株式会社 福山中央水産

所在地：広島県福山市

設立：1971年

資本金： 1,500万円

従業員数：46人（うち女性4人） 事業概要：水産卸売業

 事業革新のための課題を整理し、対応できる3名のシニア専門家を顧問として活用。
 当初から期間限定で活用することを決め、課題解決プロジェクトのリーダーとして位置づけるこ
とで、既存社員のスキルアップも促進。

①取組前

（きっかけ )

段階的に課題に着手
 水産業界を取り巻く環境は非常に厳しく、事業革新のため
の課題は3点であった。
① 加工事業部の開発製品強化、改善点の指導
➁ 納品先の開拓（販路開拓スキーム構築）
③ ＩＴ活用における事業運営革新
 単年度での解決を目指さず、段階的に複数年取り組むこと
とし、複数のシニア専門家に顧問として協力を受けること
とした。

③取組後 効(果
)

課題を着実に解決
 顧問の参画により、営業展開の可能性が広がり、経営基盤
の活性化、自社商品のブランド化が実現した。
① 無添加地産品であるサヨリ、ハモ加工品のブランド
化
➁ 販売チャネルの新規開拓
③ ホームページの構築やEC決済サイトの運用開始
社員のスキルアップ
 当初から、期間限定で顧問を活用することを決めていたた
め、既存社員は、契約終了後を見据え、積極的に事業ノウ
ハウを吸収し、スキルアップへ繋がった。

②取組内容や仕組み
課題別に3名の顧問を採用
 一定期間における課題解決を求め、整理した課題別に、前
職の経験から知見を提供してもらえる3名のシニア専門家
と、月に1回、1年契約で顧問契約を結び、プロジェクト
に参画してもらうこととした。
（３名の専門家の前職）
① 卸売業（冷凍魚介類開発）
➁ 卸売業（物流システム）
③ 情報通信業（システム）
 社員との年齢差も考慮し、社内では課題解決プロジェクト
チームのリーダとして位置づけた。
 それぞれの顧問は役務毎に
課題解決までのステップが
異なるため、各人の中間果
発表会議を設け、プロジェ
クトの進捗を確認しつつ推
進した。

同社HPより
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フジイコーポレーション 株式会社

所在地：新潟県燕市

設立：1865年

資本金： 1,200万円

従業員数：137人（うち女性18人） 事業概要：製造業

社屋や工場を新設し、女性・高齢者など多様な人材が働きやすい職場環境などを整備。
女性・高齢者・外国人材など、多様な人材が活躍している事例。
人材獲得に難航していた制御装置を設計できる人材や海外進出を担える人材として、外国人留学
公的支援を積極的に活用して、高度人材や外国人材の獲得につなげている。
生や海外大学卒業生を活用。






①取組前

（きっかけ )

女性社員の不足
 除雪機や草刈り機を利用する女性や高齢者が増加しており、
扱いやすい機械の開発が求められていたが、製品開発に意
見を反映できるような女性社員が少なかった。
機械設計や制御ができる人材の県外流出
 県内大学の工学部新卒者は県外へ就職する例が多く、機械
の設計や制御ができる人材確保に難航していた。
継続的な女性新卒採用と活躍

③取組後 効(果

 2008年から継続的に女性新卒を採用できている。
 女性社員のアイデアで、海外向けカタログにQRコードを掲
載したところ、ホームページのアクセス数が急増し、海外
の取引先が増加した。
外国人や高齢者が発揮する能力

)

 外国人材が制御装置の設計担当として活躍している。また、
外国人材が海外での展示会を担当するなど海外展開を強化
することができた。
 幅広い年代が垣根なく活躍し、若手社員とシニア社員の協
働で、多品種少量生産に対応する溶接ロボットシステムを
開発することができた。

②取組内容や仕組み
女性や障害者も働きやすい職場環境を整備
 老朽化していた本社社屋と工場を新設し、男女別トイレ、
フルフラットの床、自動シャッターの設置など女性を始め
高齢者、障害者も働きやすい職場環境に整備した。
多様な人材の活用
 技術と経験を活かせるよう、2010年より希望者は定年後
も70歳まで勤務継続できる再雇用制度を整備。また、50
歳以上の転職者も積極的に受け入れた。
 制御装置の設計や、海外展開を担える人材
として、外国人留学生や海外大学の卒業生
を採用した。日本での就労がスムーズに行
えるよう、在留資格認定の取得から日本で
の生活支援等、細やかに対応した。
公的支援の利用

同社よりご提供

 中小機構の「経営実務支援事業」、新潟県「ＵＩＪターン
によるプロフェッショナル人材採用支援事業」、内閣府
「プロフェッショナル人材事業」などの支援事業を活用し
て、外国人材や高度人材の採用を行った。
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株式会社 フジワラテクノアート

所在地：岡山県県岡山市

設立：1933年

資本金： 3,000万円

従業員数：136人（うち女性25人） 事業概要：製造業（機械）

 勤怠管理システムの導入でリアルタイムに勤務時間超過を確認できるようにしたり、ノー残業
デーを設定し、所定外労働時間の削減に成功。
 マタニティハラスメント研修や看護休暇制度の拡充、企業主導型保育園の提携を通し、女性活躍
の基盤を整備。
①取組前

（きっかけ )

ワークライフバランスをベースとした環境を整備

②取組内容や仕組み

 事業継続には、社員一人一人が生き生きと働ける環境が
あってこそ、未来に向かって大きな挑戦ができる会社にな
ると考えていた。

残業時間削減への取組

 残業時間が多く、疲労から事故が起きてしまう懸念があり、
労働時間の改善は急務であった。
 多様な感性を活かすため、女性活躍をより推進したいと
思っていた。
残業時間の削減でモチベーションが向上

③取組後 効(果 )

 所定外労働時間の短縮と仕事量の平準化を図ったことで、
残業時間は短縮されたが、売上高は約2.3 倍になった。
 当初は、納期を守るために勤務時間超過は仕方ないと、捉
えていた社員も、企業全体で掲げた目標に取組み、生産性
向上という結果が出たことで、モチベーションも向上した。
女性の活躍
 女性社員の採用増加につながって
おり、係長以上の役職に就く女性
も１５％となり、さらなる活躍が
期待されている。

同社HPより

 超過勤務時間をモニタリングできるよう勤怠管理システム
を導入した。
 所定外労働時間短縮のため毎週木曜日を「ノー残業デー」
とし、午後９時以降の残業を原則禁止した。
 受注生産のため、タイミングにより注文が重なり、納期も
限られているため、残業が多くなってしまう。その中でも
「超過勤務時間を削減する」ことを企業目標として掲げ、
人員の調整を行いつつ対応した 。
 メンター制度など若手の成長スピードを上げるための取組
を進め、労働時間の短縮と仕事量の平準化を図った。
女性活躍の基盤を整備
 女性が働きやすい環境づくりとして、いわゆるマタニティ
ハラスメント研修などを実施し、育児休業が取得しやすい
環境づくりを進めている。
 小学校入学までとする国の看護休暇制度を当社では、小学
校卒業までに延長。短時間勤務制度も同様に延長、時短勤
務制度（育児・介護）、育児休業などの制度に加え、企業
主導型保育園との提携も行い、仕事と子育ての両立支援を
進めている。
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ふなはし

船橋 株式会社

所在地：愛知県名古屋市

設立：1921年

資本金： 3,000万円

従業員数：36人（うち女性26人） 事業概要：製造業

 女性の多様なライフステージに対応した制度を整備するとともに、ホームページを一新し、採用
応募者に向けて社員の人柄や女性社員の活躍など「女性目線で働きやすい職場」をアピール。
ニッチな業界ながら採用応募数が増加。
 大卒の採用段階で、社員や社長とじっくり対談することで、入社後のミスマッチを防ぐよう工夫。

①取組前

（きっかけ
)

採用応募者数の低迷
 合羽やエプロンの製造販売というニッチな業界のため、認
知度が低く、採用応募数も低迷していた。
高い離職率・低い定着率
 大卒の新卒採用には長年苦戦していた。また、高卒は採用
はできていたものの、会社の熱量との差が大きく退職者が
出ていた。
 女性は、ライフステージの変化によって勤務継続が難しく
なり、離職につながるケースが多かった。
女性の活躍を推進

企業認知度向上に向け、ホームページを一新
 企業ホームページを一新し、採用応募者へ向け、社風がよ
りよく伝わるような社員の“人”の良さや女性社員の活躍に
フォーカスしたページを作成。顧客向けには、取扱商品が
より身近に感じてもらえるよう販売実績を掲載した。
女性の多様なライフステージに対応する独自の制度
 様々な年齢層の女性に活躍し続けてもらえるよう、育児や
介護時に小分けで使える1.5時間単位の有給休暇を設定。

③取組後 効(果

 孫の誕生時に１か月間の休暇が取れる孫サポや、娘の産休
明け後の状況に応じて勤務時間を調整できる制度を整備。

 ホームページのリニューアルにより
「女性目線で働きやすい職場」の
アピールに成功。採用応募数、女性
の就職も増加した。
採用状況は好転

②取組内容や仕組み

人材定着への取組や採用機会の増加
同社よりご提供

)

 大卒の新卒採用に成功した。２０１８年入社の２名は継続
勤務しており、２０２０年入社予定の内定者２名は、既に
アルバイトとして会社の一員となって勤務している。
 インターン生は、過去５年間で高校生４名と大学生１３名
を受け入れた。これによって高校や大学から学生を対象と
した出前授業の依頼も増え、未来の採用応募者へのアピー
ルへとつながっている。

 社長や担当上司と1on1ミーティングを実施し、業務内で
の困りごとなども気軽に話せるようにした。
 積極的にインターン生を受け入れた。また、採用面接段階
でも要望があれば職場体験も実施した。
 大卒採用では、面接ではなく「対談」を行っている。1回
あたり2時間ほどかけ、社長や社員とじっくり話すことで
お互いを深く知ることができ、入社後のミスマッチを防ぐ
よう工夫した。
97

時間外

有給
休暇

同一労働
同一賃金

設備等
の見直し

多様な
人材

賃上げ

株式会社 ポーラスタァ

所在地：東京都港区

設立：2006年

資本金： 391万円

従業員数：4人（うち女性4人） 事業概要：専門サービス業

 フルタイム勤務が難しい主婦層や副業・兼業人材を活用できるよう、多様な働き方を可能にする
設備や制度を導入し、優秀な人材を獲得。
 主婦層の採用に当たっては、ITや編集のスキルは必須とせず、人柄を優先することで、求人像の
幅を広げ、採用機会を拡大。
主婦層や副業・兼業希望者へ訴求

①取組前

（きっかけ )

 妊娠・出産・育児分野での情報サービスやコンサルティン
グ・制作等を手掛けている。経営者が女性であることや事
業内容としても、男性の雇用が難しいと感じていた。また、
小さな会社のため、優良な人材が集まりにくく、採用にか
けるコストもかけられなかった。
 フルタイム勤務が難しい主婦層や副業・兼業での働き方を
希望する人材に、魅力的な会社・働きやすい職場をアピー
ルし、雇用形態に関わらず優秀な人材に勤務してもらえる
環境の整備に取り組んだ。

③取組後 効(果
)

IT活用で業務効率化
 子連れ出社可としたことで、弊社のマタ
ニティ向けのサービスは、よりお客様目
線で発展している。
 全員の出社日が揃わないため、システム
で情報共有を行うようになった。不要な
定例会議もなく、効率的に仕事を進めら
れるようになった。
同社よりご提供
 在宅勤務導入直後は、会社に担当者がいないことで仕事が
先に進まなかったり、すれ違いによる非効率な作業が発生
していた。オンライン会議での情報共有や、個別に進めら
れる仕事との切り分けを進めるなど、業務を整理しながら
進めたことで効率化が促進した。

②取組内容や仕組み
主婦層の雇用・育成と就業ニーズへの対応
 ITや編集のスキルに関わらず、人柄優先で採用し、必要な
スキルは業務内で少しずつ学んでもらっている。
 家族の事情や子供の年齢に合わせた働き方に柔軟に対応し
た。（幼稚園のお迎え・扶養の範囲内・小学校入学の年だ
け勤務時間数を減らしたい・いずれ独立希望など）
 産後、仕事に身体や生活を慣らしたい時期や、保育園の空
きがないとき、子連れ出勤を可能とした。また、在宅勤務
も可能にした。
副業・兼業希望者とのパートナーシップ
 短期間、プロジェクト単位、毎月〇時間等、副業・兼業希
望者のスタイルにあわせた業務委託契約で勤務可能とした。
多様な働き方の実現に向けた社内対応
 主婦の多様な勤務形態や副業・兼業といった働き方の実現
に向け、待遇に不利のないように社労士・税理士と相談し
ながら取組を進めた。
 在宅勤務や副業・兼業人材とのコミュニケーションを可能
にするため、資料を安全に送受信できるサーバー、テレビ
会議システム、チャットシステムなどを整備した。
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ま つ お せ い か

株式会社 松尾青果

所在地：長崎県南島原市

設立：1990年

資本金： 1,000万円

従業員数：55人（うち女性18人） 事業概要：青果卸販売業

 積極的な高齢者活用のため、働き方に配慮した就業規則への改定や選果機の導入などを行うとと
もに人手不足に悩む地域の農家への労働力支援にも尽力。
 高齢社員が経験を活かし、若手社員へ指導を行うことにより、スキルアップに貢献。
高齢社員の活用と負担軽減が課題

①取組前

（きっかけ

 将来的な人手不足に備え、知識や経験のある高齢社員を積
極的に活用し、無理なく継続的に働ける環境を整備しよう
と考えた。選果作業は、スピードと正確さが求められるた
め、特に高齢者の多い現場では、作業者への負担が大きな
課題であった。

)

教育人材の不足
 中堅社員が少なく、若手社員を育成する仕組みができてい
なかった。
若手のスキルアップ

③取組後 効(果

 ほとんどの社員が、定年後の再雇用を希望しており、経験
豊富な高齢社員が若い社員に指導をする仕組みがうまく機
能している。若手の社員のスキルアップが促進され、生産
性、効率性が上がった。
地域での人手不足対応を支援

)

 働きがいを持って活躍する高齢社員が増えたことから、周
辺地域で人手の足りない農家に、経験豊富な高齢社員を派
遣し、収穫等の支援を行っており、地域全体の活性化にも
つながっている。

②取組内容や仕組み
高齢社員を積極的に活用するための環境を整備
 定年（65歳）後に本人の希望があれば、年齢の上限なく
継続雇用をできるように就業規則を改定した。
 高齢社員の作業負担の軽減のために、カメラ式コンピュー
タ選果機を導入している。
 夏季は現場作業を涼しい時間帯に行うために、サマータイ
ム制（5時～12時勤務）を採用し、寒さの厳しい冬季は午
前中は室内作業とし、午後も日の落ちる前に帰宅できるよ
うにしている。
スキルアップの取組
 経験豊かな高齢社員を若手社員や外国人技能実習生の指導
役として積極的に活用することとした。
 能力開発の制度として、計画的に
意識向上研修等を実施している。
年に１回、一般社員と管理職社員
に分かれて大学の教授による研修
会を実施している。

同社よりご提供
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みずせいけんせつ

株式会社 水清建設

所在地：岩手県紫波郡矢巾町

設立：1961年

資本金： 4,200万円

従業員数：47人（うち女性7人） 事業概要：建設業

 建設業のマイナスイメージを払拭するために、多様な休暇制度を導入するなど魅力ある職場環境
を整備し、従業員のモチベーション向上と生産性の向上を実現。
 IT・ICT技術を活用した建設生産システムの導入により、省力化・効率化を実現し、利益の増加
と従業員の給与が増加。
市場の変化と、同業者との差別化

①取組前

（きっかけ

 東京オリンピック終了以降、国内建設市場は質・量的変化
が予測されるほか、震災復興関連に出向いていた県央同業
社が戻ることで受注競争力激化も見込まれる。その中で同
業者との差別化を図り、売上高を維持・向上させるために
は、従来の働き方を変え、労働環境の改善による従業員の
モチベーションと生産性の向上が急務だと認識していた。

)

 「きつい」「汚い」「危険」「給料安い」「休暇とれな
い」という建設業イメージを払拭し、若者や女性の職業選
択の視野に入るような「魅力ある建設業」を実現したいと
考えていた。

③取組後 効(果 )

生産性の向上とともに、従業員のやる気も給与もUP
 利益の増加は、従業員の給与に還元した。「地域平均より
10％高い給与水準」となり（賃金構造基本統計調査より）
社員の満足度も向上した。
 建設i-Construction導入により、従業員の負担が軽減。作
業効率のアップ・安全性向上・品質確保・工期短縮等の成
果があった。
 従業員の提案が会社に反映され、年次有給休暇とは別の有
給休暇制度が充実したことで従業員のモチベーションが上
がり、売上増とお客様満足度の向上に結びついた。

②取組内容や仕組み
多様な有給休暇制度を整備
 従業員の意見から生まれた３０分単位で取得可能な「こど
もの看護休暇」や「ワークライフバランス休暇」、「リフ
レッシュ休暇」など多様な休暇制度を導入した。
【こどもの看護休暇について】
 導入の際に、男性社員が取得することを快く思わない社員
もいたが、時間をかけ、タイミングを見計らい提案し続け
実現した。
 こどもが成長するにつれて怪我による通院が増えるが、就
業後では病院に間に合わないという声に応え、こどもの中
学卒業期まで利用できるようにした。
建設i-Constructionの導入・活用
 グループウェアを導入し、現場情報の共有・業務の見える
化を図るとともに、IT・ICT技術を活用した建設生産シス
テムを導入し、省力化・効率化に取り組んだことで、利益
が増加した。
日給月給制の従業員を月給制に
 日給月給制の従業員すべてを月給制にし、
労働日数に左右されず、月給で収入を保証
することでモチベーションを上げるとと
もに、有給休暇を取りやすくしている。 同社よりご提供
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株式会社 三葉製作所

所在地：長野県上田市

設立：1930年

資本金： 5,000万円

従業員数：153人（うち女性17人） 事業概要：製造業（押出成形機等）

 同業界出身の経験豊富なシニア人材を採用。大企業の生産管理ノウハウを共有してもらい、生産
性向上を実現。
 新たな下請け先の候補についてのアドバイスも受け、取引先の新規開拓にも寄与。
生産性向上に取り組める人材の確保が喫緊の課題

①取組前

（きっかけ )

 当社は設計から部品製造、組立までの一貫生産が特色であ
り強みでもあるが、数年来の増収が続き、生産ラインの
キャパシティが限界に達していた。この状況に対処するた
め、生産現場の合理化、生産性の向上への取組が喫緊の課
題であった。
 そのため、TOC（Theory Of Constraints・制約条件の理
論）の考え方に基づき、生産性向上に取り組むことができ
る生産現場に精通した経験豊富な人材を求めていた。
前職の経験を活かし活躍

③取組後 効(果

 採用したシニア人材の前職は同じ成形機業界であったため、
設計も理解しており、改善へのアイデアが豊富で生産管理
者として活躍している。

)

 また、新たな下請け先の候補についてもアドバイスをも
らっており、取引先の新規開拓にも寄与している。

 前職、前々職はいずれも上場企業との経験から、大手企業
の生産管理の状況やノウハウを共有してもらい、生産性向
上を実現した。

②取組内容や仕組み
経験豊富なシニア人材の採用活動
 経験値を重要視していたため、「シニア人材＋地域企業交
流会」に参加し、求める人材へPRした。
 シニア人材の採用に当たって、当社は６０歳定年制につき、
他の雇用延長社員と同様、嘱託の形態で採用した。
 採用時には、社長が直接面談して、経験や実績について話
を聞き、自社でその知識、能力を十分に発揮してもらえる
か把握するよう努めた。
 また、採用前に工場見学を実施することにより、ニッチな
業界において、一品一様、一貫生産により高収益を実現し
ている企業としての特色を体感してもらい、当社への興味
や具体的な業務イメージを共有できるようにした。
社内での理解促進
 社内の既存従業員には、シニア
人材入社前に、採用の狙いや課
内でのポジション、役割につい
て丁寧に説明し、理解を求めた。
同社HPより
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宮田織物 株式会社

所在地：福岡県筑後市

設立：1913年

資本金： 1000万円

従業員数：57人（うち女性48人） 事業概要：繊維製品製造業

 女性が中心の職場で、短時間正社員制度の導入とともに、復職した社員が元の部門に戻ることが
できるようにするなど、出産後に安心して復職できる環境を整備し定着率が向上。
 社員の多能工化を進め、業務の平準化が図られたことにより時間外労働の大幅な削減に成功。

①取組前

（きっかけ

②取組内容や仕組み

一気通貫の生産体制で工程が分業化
 最初の工程から最後の工程まで一気通貫の生産ラインで、
工程毎に、特定の技能が必要という状況であった。工程は
多段階であったため、ある工程の社員が休むとライン全体
に大きな影響が出るため、休暇も取りにくい環境であった。

)

結婚・出産、そして退職・・・の流れがとまらず
 このような状況下で、女性は結婚・出産後に退職という流
れが止まらず、大きな人材の喪失となっていた。
女性社員が定着し、定常業務が安定

③取組後 効(果

 女性社員が結婚・出産後も復帰し、定着するようになり、
安定的に定常業務ができるようになった。収益も増加し、
代替要員の採用と人材育成に係るコストは結果的にもよい
投資であった。
多能工化により、時間外労働も削減
 多能工化が進み、一人で複数の工程が担えるようになった
ため、生産性も向上した。

)

 特定の社員に偏っていた業務も
平準化し、時間外労働も大きく
削減した。
同社よりご提供

短時間正社員制度導入と代替要員の採用
 結婚・出産後に復職の流れを作るために、安心して復職
できる環境作りを目指し、就業規則と社内管理規程を整
備し、運用面でも工夫をした。
 具体的には、短時間正社員制度を導入し、復職後は元の
部門に復職させることで、育児中でも、安心して気兼ね
なく短時間の就業ができて、従前から身についている技
能が発揮できるように工夫した。
 この制度の活用によって人手が不足する業務が生じた場
合は、臨時的に短時間業務に限定した代替要員を採用す
ることで補った。短時間の就業なら働ける子育て中の主
婦は意外に多く採用に困ることはなかった。
多能工化の推進
 休暇を取りやすくするため、一人の社員が前後の工程を
含めて複数の工程を担えるように技能習得（人材育成）
を進めた。
 代替要員の採用と技能習得とで一時的には大幅なコスト
増となったが、それは今後の収益拡大のための投資と捉
えた。
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所在地：宮城県塩竈市

株式会社 味莱

設立：2007年

資本金： 8,000万円

従業員数：92人（うち女性70人） 事業概要：水産加工業

 従業員の病気を機に、13パターンにも及ぶ多様な勤務時間の設定など、個別の事情に合わせて
働きやすい職場環境づくりを行ったことで会社と従業員との信頼関係が向上。人材も定着。
 外国人の従業員は生活習慣の違いなどのフォローも行い、障がい者には個人の特性に合わせた業
務を任せるなど、多様な人材を積極的に雇用。
①取組前

（きっかけ )

②取組内容や仕組み

従業員の病気が取組の契機
 会社の健康診断で従業員にがんが発見された。本人は「働
き続けたい」との意思があったため、会社もそれに応える
べく、体調に応じて働き続けられるよう環境の整備を行っ
ていった。
多様な人材を活用
 人手不足解消のため、外国人や障がい者の雇用も積極的に
行うこととした。

 医師や労務担当者との相談、専門家からのアドバイスをも
とに勤務を継続できる仕組みを模索していった。
 周りの従業員と情報を共有し、理解を求めた。休憩室で休
めるようにしたり、体調の悪化によって勤務時間の変更や
事務職への配置転換をして対応した。
多様な勤務時間の導入

雇用の安定化

③取組後 効(果

 働きやすい職場環境づくりに向けての取組は、周囲の従業
員へ「会社として従業員を大切にしている」というメッ
セージとなり、信頼関係の向上につながった。また、雇用
も安定し、人材が定着した。
 従業員の健康への意識が高まり、
健康診断受診率100％となった。

)

人材定着による生産性の向上

周囲の協力や理解の促進

同社よりご提供

 人材が定着したことによって従業員のスキルが向上し、設
備投資をせずに、生産量が1.5倍程度に増加した。

 治療との両立のみでなく、今では他の従業員でも親の介護
などの事情に合わせて継続勤務できるよう、13パターン
の勤務時間帯を設定している。
 出勤管理に手間はかかるが、人材定着のため、可能な限り
個人に配慮し、働きやすい環境を整えている。
外国人や障がい者の雇用
 外国人は、日本人と待遇の差別をせず、生活習慣の違いな
どは丁寧にフォローし、離職を未然に防ぐようにしている。
 工場内には様々な仕事があるため、障がい者には、個人の
特性に合わせ、できることを担当してもらっている。
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本橋テープ 株式会社

所在地：静岡県榛原郡吉田町

設立：1986年

資本金： 1,000万円

従業員数：47人（うち女性33人） 事業概要：細幅織物製造業

 経営革新を経て、多様な「人財」のアイデアを尊重することの大切さに気づき、ダイバーシティ
への取組を推進。
 高齢者の継続雇用、女性の活躍推進、障がい者施設との連携などに取組み、２０～７０代の社員
が働きやすい職場づくりに努めた結果、売上も社員も増加。
①取組前

（きっかけ )

エンドユーザーへの訴求に向けた体制構築
 以前は繊維問屋が主な顧客であったが、将来的にエンド
ユーザー向けの商品を製造・販売したいという想いを経営
者が持っていた。
 当初ＢtoＣへの展開はうまくいかず、メーカーに当社の加
工能力を提案し、OEMでの受注を増やすこととした。
 B to C展開に向け、従前の男性社員中心ではなく、老若男
女がアイデアやデザインを出し合い尊重することが社業発
展に重要である、との気づきから体制の構築を進めた。

③取組後 効(果 )

多様な「人財」が相互協力
 ベテラン層を中心に加工能力を発揮できる商品開発を通し
て、新人の加工スキルもさらに向上し、エンドユーザー向
け商品製造の経験値を高めることができた。
 多様な「人財」が価値観を融合し、自由に意見交換するこ
とで業務改善提案も進み、2007年に比較して売上は1.5倍
以上に伸び、社員も増加。企業成長への相乗効果が出てい
る。
 当社社員の紹介による入社者もおり、良い人財が人財を呼
ぶ好循環となっている。

・60歳以上の社員は9人(社員の19％)。最高齢者は71歳1人が勤務。
・時短社員の正社員登用実績は
2017年度2人、2018年度2人、2019年度4人。
・2019年、障がい者雇用第1号として、支援学校卒業生を採用。

②取組内容や仕組み
ダイバーシティ推進
 会社は社員である老(ベテラン)・若(新人)・男・女、健常
者・ハンディを持った者が相互に理解し助け合って働く場
である。また、相互の理解は時間を掛けて醸成するもの、
との姿勢を一貫して続けてきた。
 ベテラン層への取組として、段階的に就業規則を改正し、
継続雇用の延長を実施。現在は、70歳までとしている。
 女性活躍の取組として、これまで男性が主に行っていた業
務（細幅テープ製造工程における織付け技術）を織付け前
の準備段階業務を行っていた女性2人が習得し、製織の仕
事へと業務の幅を拡大し遂行している。
 キャリアアップの推進の取組として、時短社員が希望する
場合は原則、正社員へ登用している。
 障がい者雇用の取組として、
障がい者施設とのコラボ事業
（加工業務の委託）の推進、
特別支援学校生徒の職場体験
受入等を通して、社員の障が
い者に対する理解を浸透させ
ている。

同社よりご提供
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森興産 株式会社

所在地：大阪府大阪市

設立：1987年

資本金： 3,000万円

従業員数：21人（うち女性16人） 事業概要：サービス（人材育成）業

 事業の海外展開に向け、人材会社を経由せず直接外国人留学生を採用。有給のインターンシップ
や、メンターの活用により、人材が定着し活躍。
 直接採用の経験を活かすことで、外国人の採用や育成のための企業向けコンサルティングなどの
新たな事業へと発展。
②取組内容や仕組み

海外展開へ向けた外国人採用

①取組前

（きっかけ

 金属鋼材流通・加工・エンジニアリング業の中小企業グ
ループのホールディングス機能として、グループ企業の総
務業務や人材育成、新規事業の企画を行っていたが、グ
ループの事業を海外へ展開する方針が決定した。

)

 言語の壁や、商習慣も含めた文化の壁を理解した上で、事
業展開を行えるよう、外国人の採用をすることになった。
 人材会社にも外国人の採用や育成に関する情報が少なかっ
たため、自社採用の実施を決め、社内でノウハウを蓄積し
ようと考えた。
外国人の活躍

③取組後 効(果

 従業員21人のうち外国籍メンバーは現在17名（６ヵ国）の
メンバーでグループ企業の海外事業を支えている。
 外国人留学生から、入社したい企業として指名してもらえ
る機会が増えた。
幅広い事業へ発展

)

 国内中心の事業だったが、直接採用を
実施してきた経験を活かし、外国人の
採用・育成についての企業向けコンサ
ルティングやセミナー、オリジナルイ
ベントを行う支援事業へと発展している。

同社よりご提供

外国人留学生の採用時の工夫
 人材会社を経由せず、直接外国人との接点を持つ採用を実
施した。例えば、合同企業説明会や面接会では、わかりや
すい日本語で話す、会社の説明資料やスライドには絵や数
字を多く用いるなどの工夫をし、外国人留学生の言語レベ
ルにとらわれない選考を行った。
 作業スピード・日本語力・採用後の育成方法などを見極め
るため、数ヶ月から1年程度、有給でインターンシップを
行った。お客様からの電話では、拙い日本語応対によりお
叱りを受けることもあったが、日本人メンバーがお客様を
フォローしながら対応した。
日々の業務報告とメンターの活用
 業務報告とコミュニケーションのため、インターンシップ
では毎日日本語でレポートを書いてもらった。作業報告や
目標、その日の感情、覚えた言葉などを記録し、メンター
が必ずコメントをした。
 採用後は、自らがメンターとなり後輩の外国人留学生のレ
ポートにコメントし、自分自身の経験を伝授する仕組みを
構築した。
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株式会社 山十産業

所在地：山梨県南アルプス市

設立：1989年

従業員数：18人（うち女性3人）

資本金： 1,000万円

事業概要：建設業

 労働局による意識改善研修を実施し、休暇取得の後ろめたさを払拭する意識改革から開始。
 休暇の計画付与や各従業員の休暇予定を考慮した業務計画の作成、「リフレッシュ給付金」制度
の策定など、休暇取得促進に注力。

①取組前

（きっかけ

休暇を取りづらい雰囲気で現場が疲弊

②取組内容や仕組み

 現場が立て込んでくると休日出勤の振替休日がなかなか消
化できず、従業員への負担が大きくなっていた。

従業員の意識改革

 長期間の遠方の出張など息を抜く時間もなく疲弊し、退職
してしまう者もいた。

)

 有給休暇制度はあったが、多忙な周囲に気を使い、休暇を
取りづらい雰囲気があった。
休暇によりコミュニケーションも活性化

③取組後 効(果

 「しっかりと有意義な休暇を取得する」意識が定着してき
たことで、誰が休んでもお互い様という雰囲気が生まれた。
休んだ人の業務をカバーすることが、自然にできる従業員
が増えてきた。また、新しく入った従業員にも同様の考え
が根付き、自然と周囲との協調性が身についている。

)

 有給休暇の取得率は、2018度は約27％、2019年度は40％
と年々増加している。
 ベテラン層も若手もお互いの理解を深めようとする社風が
醸成され、従業員同士のコミュニケーションも活発になっ
ている。

 まずは労働局に依頼し「有給休暇は従業員の権利である」
という趣旨の意識改善研修を実施してもらい、意識改革か
ら始めた。
 有給休暇を取得するためには振替休日の消化が前提である
ため、休日出勤前後の振替休日を会社が指定し、半ば強制
的に振替休日を取得させるようにした。
休暇取得への工夫
 年間6日間の計画付与を実施し、休暇を取得する後ろめた
さを排除していった。
 社内に掲げている３ヶ月スパンのホワイトボードで全従業
員の休みの状況や仕事の流れを可視化している。急な現場
対応などで予定通り休めないこともあったため、休暇取得
予定を誰が見ても分かるようにし、会社側も各人の休日を
考慮しつつ、現場の予定を組むなどの工夫をした。
 「リフレッシュ給付金」制度を
策定した。有給休暇を利用して
旅行に行くと支給し、従業員の
リフレッシュ促進にも力を入れ
た。

同社HPより

106

時間外

有給
休暇

同一労働
同一賃金

設備等
の見直し

多様な
人材

賃上げ

ゆ

き

油機エンジニアリング 株式会社

所在地：福岡県太宰府市

設立：1995年

資本金： 3,500万円

従業員数：56人（うち女性22人） 事業概要：サービス業

 初めての外国人社員の採用にあたり、既存の日本人社員に丁寧に説明し、理解を促進。
 採用後の初期段階からきめ細やかなフォローや、独自の評価シートを活用した中長期的なキャリ
アプランの明確化など、外国人社員が定着するよう工夫。

①取組前

（きっかけ

新卒採用の難航

②取組内容や仕組み

 業績の好調な推移により、大卒新卒者の採用に取り組んだ
が、採用実績がなかったため全く採用できなかった。

受入れ時の工夫

 このままでは、現場も営業も管理者が不足することが予測
された。
外国人材採用への気付き

 初めての外国人採用にあたり、既存の日本人社員が困惑し
ないよう、当社の採用難の現状を説明した。また、仕事に
ついては日本人と同等にする旨を何度も説明した。

)

 韓国で日本語を学び日本で働きたいという大学生を紹介さ
れ、日本人にこだわらず外国人採用を積極的に進めること
にした。

 採用した外国人が定着するためには最初のフォローが肝心
だと思い、新人外国人社員の勤務する営業所や現場へ出向
き、仕事内容や生活面での不安を取り除けるよう、きめ細
やかに相談に乗った。

人手不足の解消と、多国籍人材の活躍

 給与は日本人社員と同等とし、住宅手当は優遇した。

③取組後 効(果

 韓国・中国・ミャンマー・スリランカなど10人の外国人が
働くようになった。海外への店舗展開や新規事業の計画な
どの際、大きな戦力となっている。
 外国人社員の活躍により、海外事情を正確に把握した上で、
海外メーカーとの直接取引もできるようになり、台湾には
合弁会社を設立した。

)

 キャリアプランの活用によって、ほとんどの外国人社員が
日本語能力試験の「Ｎ１」に合格している。また、日本人
社員も国際的ビジネスについての理解が深まってきている。

キャリアプランの明確化
 外国人社員も当社に定着し、明確なキャリアプランを中長
期的に持てるよう、外国人社員向けに自社で作成した評価
シートを用いて、 １年単位と３年単位で評価・成果・
キャリアを見通せるようにした。
 外国人社員は、営業系、経理系、国際
業務など一連の仕事を経験した上で、
よりスキルの高い仕事をやってみたい
という希望があるため、今後も育成の
取組は継続していく。
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ライオンパワー 株式会社

所在地：石川県小松市

設立：1973年

資本金： 4,156万円

従業員数：104人（うち女性46人） 事業概要：製造業

 残業時間にポイント制を取り入れ、残業の少なさを賞与の評価に反映する仕組みを整備した結果、
残業時間の削減に成功。
 併せて、月の累計残業時間や有給休暇取得日数を見える化したことにより、従業員の働き方改革
への意識が向上。
①取組前

（きっかけ )

残業時間の管理に課題感

②取組内容や仕組み

 個人の月ごとの残業時間や年間累計残業時間、有給休暇取
得日数が確認しづらく、従業員自身も管理できていない状
況だった。

残業時間のポイント制の導入と賞与との連動

 働き方改革関連法の残業時間の上限規制や年次有給取得の
義務化に対応するため、早めに準備することとした。
残業時間を把握しやすくなり、時間外労働が減少

③取組後 効(果 )

 残業時間の削減につながり、働き方改革法への対応ができ
た。
 2016年から2018年までに普通残業時間が40％減、深夜残
業時間は75％減の効果が出ている。

 残業時間が少ない人に高いポイントを付与する形で残業時
間をポイント化し、トータルポイント数を賞与に反映させ
る評価制度を導入している。（定時退社10ポイント、30分残
業毎にポイントが減っていく仕組み、3時間を超えたところから
▲5ポイントとなり、超過時間によってさらにマイナスとなる）

 ただし、業務量の多い従業員等が不利にならないよう、賞
与の評価においては、業務難易度や業務量、生産性向上に
向けた意欲などに応じたレベル分けを社長と部門長で確認
し、調整している。
残業時間・休暇取得数を見える化

 有給休暇の取得増加により、管理部門側の管理コストが増
加するが、会社全体の計画有給取得日を決めることで、軽
減を図れた。

 日々の残業時間と月ごとの累計残業時間をネットワークで
従業員自身が確認できるようにした。

 残業時間のポイント制の導入により、
残業は減ったが賞与は増額となり、
従業員からの評判もよく、働き方への
意識が高まった。

基本給の引き上げ

同社よりご提供

 年間3日間を計画有給取得日と定め（残り2日は個別に取
得）、有給休暇消化日数も確認できるようにした。
 新卒採用の競争力をあげるため、新卒初任給を増額し、こ
れにあわせ従業員の基本給も引き上げた。
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株式会社 リネイル

所在地：群馬県前橋市

設立：2007年

資本金： 1,000万円

従業員数：19人（うち女性4人） 事業概要：情報通信業

 休暇申請方法の簡略化、男女の育児休業取得や育児短時間勤務制度の導入等、子育て世代を中心
とした柔軟な働き方の取組の推進により、有給休暇取得率が大幅に上昇するなど、従業員のワー
ク・ライフ・バランスが推進。

①取組前

（きっかけ

働きやすい環境づくりに注力
 ICT技術を駆使したシステム及びネットワーク構築・運営を
手掛けているため、急なメンテナンス対応が発生するなど、
休暇がとりにくい業種であるが、会社設立時から社員に
とって働きやすい環境をつくることを心がけ、働き方改革
関連法への対応を進めてきた。

)

 人材を確保して業績を上げるため、人材リソースの効率的
な活用を図るとともに、子育て世代を中心とした社員の
ワークライフバランスの改善が必要だった。

③取組後 効(果
)

柔軟な働き方の実現と社員の定着率向上
 有給休暇取得について、年度初めの計画提出により、休暇
取得に対する意識、理解が進んだ。昨年度は取得日数が0日
の社員もいたが、今年度は最小でも５日の取得ができてい
る。
 同一労働同一賃金の実現や柔軟な働き方を整備したことに
より、社員の定着率が向上した。
 趣味や家族との時間を大切にする雰囲気づくりが進み、仕
事もプライベートも楽しめる職場へ転換することができた。
個人の業務負担の軽減
 社内メッセージアプリやポータルサイトの活用で、社内会
議、社外打ち合わせのスケジュール調整が容易になり、個
人で抱える業務から部門で支える業務へ転換できた。

②取組内容や仕組み
勤務時間の弾力的な運用
 出社・退社時間を弾力的に運用し、休暇申請をウェブ経由
で簡単にできるようにするなど、子育て世代を中心とした
社員の意向を汲み、柔軟な働き方に対応した。
 育児休業制度や育児短時間勤務制度につき、性別を問わず
本人の希望に応じた利用を可能にした。
（育児休業取得実績：女性1年、男性6ヶ月）
 有給休暇のうち5日間を年度当初に計画提出することで取
得を促進し、ワークライフバランスの改善に努めた。
業務の見える化
 業務効率化と生産性向上のために、社内メッセージアプリ
を利用することにより、効率的に報告・連絡・相談ができ
るようにした。
 社内ポータルサイトにて社員のスケジュール
を共有し、業務の見える化を図るとともに、
人員配置の最適化を図った。
同一労働同一賃金の実現
 受け入れている無期雇用派遣について、同社
の正社員と格差のない同一労働同一賃金を実
現。

同社よりご提供
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わたぜん

株式会社 綿善

所在地：京都市中京区

設立：1830年

資本金： 1,000万円

従業員数：25人（うち女性13人） 事業概要：旅館業

 週休2日に満たない年間休日数を改善するべく、業務の棚卸・見える化を徹底して、業務内容を
見直し、年間休日数の増加を実現。
 勤務時間帯によって業務負荷・残業時間数に偏りがあったため、全従業員を巻き込んで業務改善
に取り組んだ結果、総労働時間が短縮。
①取組前

（きっかけ )

業務繁閑による残業時間の抑制が課題
 お客様のチェックインとチェックアウトに合わせて勤務す
る業界特有の「中抜け勤務」や「たすき掛け勤務」の常態
化で、年間休日数83日という、週休2日に満たない状況で
あった。
 修学旅行生の受け入れ時などは、特定の時間帯に勤務する
従業員に負担が偏り、残業時間も増加していた。残業時間
を抑制するためには、このような業務の偏りをなくしてい
く必要があった。
業務負担の偏りの減少

③取組後 効(果

 従業員の業務内容見直しへの意識が
向上するとともに従業員への効果的
な教育により業務スキルが向上し、
業務負担の偏りが減少した。
残業時間減少と休日数の増加

同社よりご提供

)

 複数のシフトパターンの実施により、残業時間が約40％削
減された。
（月平均12.9時間（2018年）⇒約5時間（2019年））
 業務内容及びシフトの見直しにより、2019年4月より年間
休日105日へ休日制度を変更した。

②取組内容や仕組み
現状把握から不要な業務を切り分け
 まずは、各部門の業務を棚卸して見える化するとともに、
サービス内容を一覧化することから始めた。
 部門を超えた従業員との議論の上、不必要な業務・サービ
スを明確にし、廃止したことで、会社全体の総労働時間の
短縮を実施した。
 当初は、業務見直しに対する理解不足、不慣れによる業務
上のミスもあったが、全従業員に当事者として業務見直し
の議論に前向きに参加させた。
 「中抜け」「通し」「時短」等、複数のシフトパターンを
構築し、実施した。
 従業員それぞれにスキルマップを作成し、教育と連動させ、
スキル向上を目指した。
 見直した業務の例

・客室係が夕食時に一部洗い場対応するなどマルチタスク化。
・客室の各フロアにタブレット端末を置き、客室係内で情報共有
を行い、連携を高めた。
・売店は閉鎖し、アメニティ・浴衣をお客様自身が選ぶスタイル
にした。
・倉庫の整理を徹底し、物品を出しやすくするなど時間短縮の工
夫を重ねた。
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