
中小企業・小規模事業者の
人手不足への対応事例集

令和2年度地域中小企業人材確保支援等事業





目次のご案内

○ 業種別、企業規模別、地域別（P４～６）

各社の経営課題と主な取組内容から検索いただけます。

○ 各社の経営課題（P７）

事例を検索しやすいよう、以下の目次をご用意しました。

３

①業種 ➁企業規模 ③地域
製造業 １～２０人未満 北海道
建設業 ２０～５０人未満 東北地方
小売業 ５０～１００人未満 関東地方

飲食サービス業 １００～３００人未満 中部地方
医療・福祉 ３００人以上 近畿地方
サービス業 中国地方
情報通信業 四国地方
物品賃貸業 九州地方

沖縄



◆業種別◆ 目次

4

企業名 ページ 企業名 ページ 企業名 ページ
株式会社 Local Power 9 なかせき商事株式会社 14 株式会社竹田電機工業所 21

カタシモワインフード株式会社 10 株式会社大宮電化 17

株式会社アイダメカシステム 11

株式会社  islandworks 13 企業名 ページ
株式会社 宝来屋本店 15 企業名 ページ 株式会社東日本技術研究所 18

石川可鍛製鉄株式会社 19 株式会社はなまる 8 株式会社ナユタ 20
香東電機株式会社 23 株式会社 ウッドベル 12

株式会社ドリームダブルコーポレーション 16

企業名 ページ
企業名 ページ 熊本中央リース 株式会社 24

株式会社 風土 22 企業名 ページ
株式会社BowL 25

医療・福祉

製造業

建設業

サービス業

情報通信業

物品賃貸業

小売業

飲食サービス業



◆企業規模別◆ 目次

5

企業名 ページ 企業名 ページ
株式会社アイダメカシステム 11 なかせき商事株式会社 14
株式会社  islandworks 13 熊本中央リース 株式会社 24
株式会社ナユタ 20

株式会社 風土 22

株式会社BowL 25 企業名 ページ
株式会社ドリームダブルコーポレーション 16

石川可鍛製鉄株式会社 19

企業名 ページ 香東電機株式会社 23

株式会社 Local Power 9

カタシモワインフード株式会社 10

株式会社 宝来屋本店 15 企業名 ページ
株式会社竹田電機工業所 21 株式会社はなまる 8

株式会社 ウッドベル 12

株式会社大宮電化 17

株式会社東日本技術研究所 18

1~20人未満

20~50人未満

50~100人未満

100~300人未満

300人以上



◆地域別◆ 目次

6

企業名 ページ 企業名 ページ 企業名 ページ
株式会社はなまる 8 石川可鍛製鉄株式会社 19 株式会社 風土 22
なかせき商事株式会社 14 香東電機株式会社 23

企業名 ページ
企業名 ページ カタシモワインフード株式会社 10 企業名 ページ

株式会社 Local Power 9 株式会社ナユタ 20 熊本中央リース 株式会社 24
株式会社 宝来屋本店 15

企業名 ページ 企業名 ページ
企業名 ページ 株式会社アイダメカシステム 11 株式会社  islandworks 13

株式会社ドリームダブルコーポレーション 16 株式会社 ウッドベル 12 株式会社BowL 25
株式会社大宮電化 17 株式会社竹田電機工業所 21
株式会社東日本技術研究所 18

北海道

東北地方

関東地方

四国地方

九州地方

沖縄

中部地方

近畿地方

中国地方



◆各社の経営課題◆

7

経営課題の
見直し

課題解決方
策の検討

求人像・
調達方法の
明確化

求人・採用/
登用・育成

人材活躍・
定着支援

株式会社はなまる 急増した外国人のお客様へのサービス向上、維持が急務 8

株式会社 Local Power 事業拡大等による専門人材の確保が必要 9

カタシモワインフード株式会社 １０年ぶりの営業職の正社員採用 10

株式会社アイダメカシステム 社員同士の人間関係を重視した採用及び定着、社員の責任意識、自主性の醸成 11

株式会社 ウッドベル 将来の店舗運営を担う人材確保難 12

株式会社  islandworks スタッフの退職がきっかけで店舗運営が困難に 13

なかせき商事株式会社 採用の応募が少なくなり人材確保が重要課題 14

株式会社 宝来屋本店 早期離職による営業担当の採用と営業部門の強化 15

株式会社ドリームダブルコーポレーション 業務拡大、店舗拡大のための人材確保が急務 16

株式会社大宮電化 ダイバーシティ経営の推進 17

株式会社東日本技術研究所 慢性的なエンジニア人材不足 18

石川可鍛製鉄株式会社 次世代への技術継承を継続的に行う 19

株式会社ナユタ システムエンジニアの確保 20

株式会社竹田電機工業所 限定的な求人募集による人手不足 21

株式会社 風土 若手、中堅人材不足による危機感 22

香東電機株式会社 従業員の高齢化による若年、中堅層の人材確保、計画的な採用活動に対する取組 23

熊本中央リース 株式会社 組織の高齢化、労働環境イメージから人材確保に苦戦 24

株式会社BowL 同業、類似事業がなく既存の手法では採用が困難 25

企業名 経営課題

主な取組

掲載
ページ








































