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専門コンサルタントや先進企業から直接話を聞き
ポイントを学習

参加企業同士が課題への対応策について意見交換
するワークショップ

CONTENTS

1 株式会社エム.ビデオプロダクション
想像を超えるムービーの創作は豊かな人、働きがいのある職場から。経営者も社員も学び続ける

2 株式会社ケイエスディ
IT活用や新たな発想で課題解決を積み重ね、モチベーション溢れる職場創出

3 株式会社越村商店
「環境ビジネスのプロ」として、誰もが誇りと喜びを実感できる職場づくりを目指す

4 株式会社鈴木鉄工
職場の基盤としてコミュニケーションを重視。チームワークの良い職場へ

5 有限会社ぽかぽか
持続可能な企業経営を目指し、働き方改革に挑戦

6 北陸通信ネットワーク株式会社
社員の成長こそ企業の成長。健康経営の導入で社員がいきいきと輝ける場を育む

7 北陸電話工事株式会社
やりがいのある職場へ、ボトムアップで取り組む。一つの部署のチャレンジ

　石川県では、県内企業における働き方改革の取り組みの促進に向け、専門コンサルタン
トのアドバイスを受けながら、事例を通じて学び合う５回シリーズの「働き方改革実践講
座」を開催しました。
　本冊子は、2018年度の講座参加企業17社のうち、７社の取り組み事例をまとめたもの
です。働きやすい職場づくりなど、各社において取り組みを進めるにあたり参考としていた
だければ幸いです。

「働き方改革実践講座」の概要
●ワークショップ形式で、専門コンサルタント・参加企業と意見交換・取り組み内容の共有を継続的に行いながら、企業

内で取り組みを実践

●実際に成果を上げてきた県内外の先進企業の具体的な取り組みを紹介

●希望に応じて、専門コンサルタントが参加企業を訪問。個別相談や企業内研修の開催等により取り組みをサポート

７月10日（火）

第１回講座
●先進企業の事例発表
　株式会社メトロール（東

京都立川市）
●参加企業各社の現状と

課題の整理

８月21日（火）

第２回講座
●先進企業の事例発表
　株式会社ルバンシュ
（石川県能美市）

●専門コンサルタント・参
加企業との意見交換、
課題への対応・解決策
の検討

９月～10月

第３回講座
●希望する企業に対して、

総合アドバイザー（渥美
氏）が個別訪問し、企業
内研修会やアドバイス
等を実施

11月21日（水）

第４回講座
●専門コンサルタントに

よるセミナー
●専門コンサルタント・参

加企業との意見交換、
課題への対応・解決策
の検討

３月14日（木）

第５回講座
●報告会（公開型）

2018年度（17社）
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できることを認め、
互いに支え合う加点主義で、

働き方改革に「本気」の取り組みを

「働き方改革実践講座」総合アドバイザーに聞く

　石川県の「働き方改革実践講座」で

総合アドバイザーを務め、多くの県内

企業をサポートしてきた渥美由
な お

喜
き

さ

んに、2018年度の講座を総括してい

ただくとともに、企業が取り組みを進

める上での今後のアドバイスを伺い

ました。

本講座を開催する意義を
どうお考えですか。

　石川県ではワークライフバランスと

いう言葉に10年以上前の早い時期か

ら着目されていて、私も当時から県内

企業に個別コンサルティングの形で関

わってきました。その活動の中で、個々

に蓄積されたナレッジを各企業の内部

に留めるのではなく、多くの企業で共有

して水平展開していってはどうかと私

が提案申し上げ、現在のような合同コン

サルティングの形ができ上がりました。

この取り組みのメリットは業界を超えた

課題やナレッジの共有にあります。働き

方改革の議論では「うちの業界ではムリ

だ」という声をよく耳にしますが、どの業

界にも先進事例はありますし、たとえ業

界が違ってもそこから学べる部分があ

ります。そういった事例を活かし、広く社

会に還元することに本講座の大きな意

義があると考えます。

石川県の取り組みの特徴を
どう捉えていますか。

　中小企業への働きかけが全国の中で

も特に熱心だと思います。ワークライフ

バランスに関連して国は次世代育成支

援対策推進法で、従業員の「仕事と生活

の調和」を図るための一般事業主行動

計画の策定を従業員数101人以上の事

業主に義務づけていますが、石川県はこ

れを全国で最初に中小企業にまで広げ、

2013年に50人以上の企業に義務化、

さらに2019年4月からは、20人超の

企業に積極的努力義務とすることにし

ています。一般的に難しいと思われてい

る中小企業の働き方改革に非常に積極

的にチャレンジしていますね。

中小企業の働き方改革は
難しいのでしょうか。

　例えば、ただでさえ人手が足りない

状況なのに、有給休暇等で人が抜けた

らそのカバーが大変だという意識等か

ら、中小企業での働き方改革に否定的

な声が多いのは事実です。しかし、中小

企業ならではの進めやすい側面もあっ

て、トップと従業員の距離が近く、社長

は社員を自分の家族のように思い、社

員の家族の情報にも通じていることが

多いです。家族的経営の中で一人一人を

大切にしようという思いの強さが改革

を進める力になります。また、大企業で

は一度失敗すると、再挑戦には何倍も

のエネルギーが必要になるため、改革

には非常に慎重にならざるを得ないで

すが、中小企業であれば、試行錯誤しな

がら取り組むことができます。こういっ

たことからも、中小企業だから難しいと

は一概に言えないと考えます。
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本講座では、働き方改革の実践にお
ける様々な課題に対し、どのような
アドバイスをされたのでしょうか。

　本講座の個別企業訪問支援として社

内研修を実施した企業で主に取り上げ

た３つのテーマに沿ってポイントをご紹

介します。

【管理職】

　今、管理職の方が部下の時間外労働

を減らすため、残業代のつかない自身の

時間外労働でカバーする状況が多く見

受けられます。これは見せかけの労働時

間短縮であり、いつか行き詰まるパター

ンです。管理職が疲弊してしまうだけで

なく、マネジメントに力を注ぐ時間がな

いので、部下の業務改善ができないです

し、一番良くないのは、部下が「疲れ切っ

た上司のようにはなりたくない」と管理

職に憧れなくなることです。管理職は自

身の時間外労働を減らすことにチャレ

ンジし、マネジメント視点で業務改善に

取り組む覚悟を決めることが大切です。

【コミュニケーション】

　職場全体のコミュニケーションが円滑

でなければ働き方改革はうまくいきませ

ん。ありがちなのは、女性支援や子育て

支援など限られた人が支援を受け、他の

人にそのしわ寄せがきて不協和音が生

まれる状況です。これを回避するには３

つの点が重要で、１つ目は、支援される

人が「支援を受けているのだから頑張ろ

う」という貢献マインドを持つこと。２つ

目は、上司は支援される人に活躍できる

チャンスを与えること。３つ目は、支援さ

れる人も他の人に何かあったら支援す

る側に回るという双方向的なコミュニ

ケーションです。これらが全体で共有さ

れれば、職場は変わっていくでしょう。

　また、重要なのが加点主義の考え方

です。何事もできて当たり前で、できない

部分を責める減点主義では、頑張りも

評価されにくく、そこに負の連鎖が生じ

てしまいます。できることをお互いに認

め合う加点主義で、支え合い助け合う、

そんなマネジメントが働き方改革を成

功に導きます。実際に、そのような中小

企業がたくさんあります。

【ライフラインチャート】

　過去の時間を横軸にとり、満足度を縦軸

にして人生を1本の線で検証するライフラ

インチャートを用いることによって、「JFK」

というキーワードを社員に示しています。

　Jは「自律」で、ワークもライフも自分で

マネジメントしていく覚悟です。「会社が

やってくれない」、「管理職がやってくれ

ない」という他責ではなく、自分自身で

できることに挑戦する姿勢が大切です。

　Fは「俯瞰」であり、中長期的に考える

習慣を持つことです。今、目の前にある

仕事に縛られず、人生を豊かにするため

に俯瞰する視点を持ち、働き方改革を通

して何を手に入れるか、あるいは何を手

放すかを考えるべきでしょう。あわせて、

５年後、10年後に会社や家庭等で自分

はどうありたいのかを考え、今やるべき

ことを逆算して明確にすることも大切

です。働き方改革の先にあるもの、つま

り、生まれる時間の使い方に意識を向け

てもらうきっかけになります。

　Kはたえず「葛藤」と「格闘」し続ける

「覚悟」です。ワークライフバランスや

働き方改革に取り組むことは簡単では

ありません。組織や自分自身と正面から

向き合うことから道が開かれます。

最後に、働き方改革を何から始めた
らよいかと悩む経営者や管理職に向
けてメッセージをいただけますか。

　部下と一緒に業務の断捨離を行うの

が手っ取り早いでしょう。経営者が思って

いるほど全ての業務が必要だと社員は

考えていないものです。「もっと業務を断

捨離しよう」とメッセージを発信すれば、

きっとボトムアップで提案が届くはずで

す。特に中小企業は経営者と社員の距離

が近いので、「ムダな業務ならばやめてみ

よう」と迅速にトライアンドエラーで進め

られますから、即効性が期待できます。

　そして、働き方改革関連法が施行され

たからと、働き方改革に「やらされ感」

で取り組むのではなく、主体的に本気で

進めようという気構えが大事です。例え

ば、2019年４月から、年５日間の年次

有給休暇を社員に取得させることが義

務となりますが、社員に仕方なく休むの

ではなく、「休んだ時間で人生を豊かに

する」、「リフレッシュして新鮮な気持ち

で仕事と向き合う」という目的に気付い

てもらうことが重要です。この点につい

ては、オフ（休暇）を前向きにとらえて楽

しもうと政府が提案している「ポジティ

ブ・オフ」運動の啓発ポスターの活用を

おすすめしており、バリエーションが豊

富なポスターをHPから無料でダウン

ロードできます。このように、社員一人ひ

とりに働き方改革に前向きに取り組ん

でもらえるように様々な工夫をするこ

とが大切です。

　働き方改革で成果を出すためには、

何より、トップや担当者あるいは現場の

キーパーソン、全員でなくても本気の人

が一人でもいることが肝心です。本冊子

に掲載された県内７社の取組にも通じ

る点ではないかと思います。

プロフィール
東京大学法学部卒業。2009年に東レ経営研
究所に入社。これまでにワークライフバラン
スや業務の効率化に取り組む国内外の先進
企業1,150社を訪問ヒアリングし、4,000社
の財務データを分析。コンサルタント、アドバ
イザーとして多数の企業の取り組みをサポー
トする。私生活では育児休業を２回取得、現在
は子育てとともに父の介護にも奮闘。

渥美 由
な お

喜
き

 さん
内閣府地域働き方改革支援チーム委員／株式
会社東レ経営研究所ダイバーシティ&ワークラ
イフバランス研究グループ主任研究員兼主席コ
ンサルタント

「ポジティブ・オフ」運動の
啓発ポスター（出典：観光庁）
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想像を超えるムービーの創作は
豊かな人、働きがいのある職場から。
経営者も社員も学び続ける

経営理念の導入により
社員を大切にする会社へ

　ブライダルや発表会、イベント、テレビ

局の報道取材など多様な映像を制作する

株式会社エム.ビデオプロダクション。披

露宴の終幕に挙式当日の映像を上映す

る、いまや定番の演出「エンディングムー

ビー」を日本で初めて商品化した会社だ。

　同社では、「私達はいつもお客様の想

像をはるかに超えるムービー創作に挑

戦します」を経営理念の１つに掲げてい

る。宮野晃代表取締役社長は「経営理念

の実現のためには、社員が『この会社で

働き続けたい』と思える、経営者と社員

がともに成長できる職場環境が必要不

可欠」と話す。

　かつては、会社を軌道に乗せたいと

いう思いから、徹底した業務管理によ

る効率化を進めたほか、直接利益を生

まない社員教育等は極力削減する等、

会社の利益追求を優先する傾向にあっ

た。ところが、売上が順調に伸びる中で、

社員のミスが目立つようになってきた。

これは日々の業務に追われ、本来行う

べき業務までやめてしまっていたこと

や、ミスの再発防止に向けた対策を検討

する等、社員が主体的に業務に取り組

む意識が持てないことが原因だった。そ

こで、こうした状況を変えるため、会社

の存在意義や価値観を示す経営理念を

導入。「経営理念を掲げたことにより、会

社にとって最も重要なのは、売上よりも

『社員』であることに気付いた。『社員』

を大切にしなければ、経営理念の実現

に向けて良い仕事はできない。この気

付きがきっかけとなり、会社が少しずつ

変わり、取り組んできたことが結果的に

ワークライフバランスや働き方改革に

つながっている」と宮野社長は話す。

地域貢献にもひと役、
社員の自主的な取り組みを促す

　同社では、経営理念の実現のため

に、「社員共育（経営者と社員が共に育

つ）」をキーワードとして、人材育成に力

を入れてきた。一例が、月２回の全社員

が集まる勉強会だ。業務以外のテーマ

も題材とすることによって、社員の全人

格的成長につながるよう工夫している。

また、制作部門においては、エンディン

グムービーのコンテストを毎月実施して

おり、社員間で作品の評価や表現技術の

説明をすることにより社員のスキル向

上が図られ、何よりも社員のモチベー

ションの喚起につながっている。

　良好な職場風土を築くため、コミュニ

ケーションの活性化も重視。社員同士の

親睦を深めるために、前述の勉強会後

に、全社員でのランチ会を月１回開催し

ている。また、毎日の朝礼で24時間以内

にあった「良かったこと」を発表し合うこ

とによって、お互いの人となりを知り、相

互理解を深めることにつなげている。

　今年度は新たな取り組みとして、ワー

クライフバランス推進委員会と福利厚

生委員会を立ち上げた。ワークライフ

バランス推進委員会が中心となり、地域

の子ども達を応援したいという想いに

加え、社員自身がワークライフバラン

スについて考えるきっかけ作りとして、

2018年10月に近隣の小学生を招いた

「職業体験学習会」を初めて開催。「映

像制作」に対する社員のやりがいにつな

がるとともに、大きな励みとなった。福

利厚生委員会では、年１回の社員旅行を

宮野社長に代わって企画。「委員会の活

動を通じ、社員の自主性を育むことにつ

ながれば」と宮野社長は話す。

　さらに、社員に映像制作等の業務に集中

してもらうために、外出先からでもスムー

ズに社員同士の情報共有ができるＩＴツー

ルを新たに活用。業務の効率化を進めてお

り、今後も工夫していきたい考えだ。

　同社は、これからも会社のあるべき姿を

探求し、人材の育成と職場の活性化に取り

組み、社員とともに成長を続けていく。

DATE 

所在地　金沢市田上さくら3-87
代表者　宮野 晃
設　立　1989年
従業員数
13名（男：5名／女：8名）
事業内容
映像撮影及び編集、DVD制作

働き方
challenge 01

改
革

株式会社エム.ビデオプロダクション

「地域や社会から必要とされる良い会社を目指したい」
と話す宮野社長

映像制作を通じ、働く意義や楽
しさ、勉強する意味を伝えた。
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IT活用や新たな発想で
課題解決を積み重ね、
モチベーション溢れる職場創出

業務マニュアルによる
多能工化の推進

　株式会社ケイエスディはソフトウェアの

設計・販売、特に金融機関向けのバンキン

グシステムパッケージの開発・導入を手が

ける。総務部門以外の社員は顧客である金

融機関内で業務を行っている。

　「会社は、社員とその家族が幸せになる

ために存在するもの。5年、10年先を見据

え、永続的に経営を続けなければならな

い。そのためには、社員に『良い会社だ』と

思ってもらえるように努力し、同時に社員

にも質の高い仕事をしてもらう必要があ

る」と語る黒田亘代表取締役会長。このよ

うな考えから社員が最大限の力を発揮でき

る環境づくりを進めてきた。

　同社では、年次有給休暇の取得を積極

的に推進し、2020年までに取得率70%を

目指している。具体的には、「計画的付与制

度」を採用し、夏と冬に合計５日間取得する

こととしており、さらに、申請書への取得理

由の記載を原則不要としている。

　また、多岐にわたる業務を少人数でこな

す総務部門は、かつては休みづらい状況

だったが、業務マニュアルを作成し多能工

化を図ることによって、特定の人が休むと

業務が滞るといった事態が解消され、気兼

ねなく休めるようになった。こうした取り組

みの結果、昨年度、年次有給休暇の取得率

が初めて50%を越えた。2018年12月時

点で、56％を達成しており、順調に伸びて

いる。

オープン経営で
社員のモチベーション向上

　社員の仕事に対するモチベーションを

高めるために、成果主義に基づき、「年俸制

度」を採用（総務部門以外）している。さら

に、年２回の賞与のほか、最終利益の３分

の１を決算賞与として全社員に還元してい

る。業務の性質上、各社員の売上が明確で

あるため、その売上に対する労働時間を考

慮して、社員に分配している。つまり、生産

性の高い社員がより高く評価される仕組み

だ。こうした取り組みにより、同社の残業時

間は少なくなっている。また、常に社員一丸

となって業務に取り組むために会社の収支

状況を社員に公開している。

　さらに、ＩＴを活用した効率化も進めてい

る。その一つがテレビ会議システムの導入

だ。同社の就業拠点は石川県、関東・中部地

方に点在しているが、テレビ会議システム

により移動に費やしていた時間と費用を削

減。また、会議資料を事前にグループウェア

上のフォルダに格納し、閲覧した上で会議

に参加するルールとすることで、会議を議

論から開始でき、時間が短縮された。「会議

時間の短縮を積み重ねれば、多くの時間が

生まれる」と黒田会長は話す。

　さらに、勤務時間の報告や残業申請等

がスマートフォンでできる自社開発の労務

管理アプリを2019年2月から導入。社員

の多くが金融機関内で業務を行い、セキュ

リティの問題でＰＣの外部接続が限られる

ケースがあるため、勤務時間は月次で本社

に報告していたが、このアプリにより勤務

時間を随時報告できるようになった。さら

に、残業申請の際に申請事由を明記する機

能を追加。こうした仕組みにより、管理職

は、社員が抱える仕事上の支障や悩みなど

勤務時間が長引く原因を把握し、速やかに

対策することができる。「管理職には、労務

管理は『業務の進捗管理』や『心身のケア』

まで行うよう指示している」と黒田会長は

話す。

　さらに、今年度は、石川県、協会けんぽ、

白山商工会議所から「健康経営」に関する

認定を受けた。今後、健康診断結果の有効

活用、フットサルサークルの活動等、さらに

力を入れていく考えだ。

　「働き方改革は今に始まったことではな

く、本来、企業として意識し取り組むべきこ

とだ。真摯に受け止め、当社の課題解決に

向け頑張りたい」と黒田会長は話し、これか

らも独自の改革を進めていく。

ITツールを利用し、会議の
合理化を図っている。

DATE 

所在地　白山市三浦町588-1
代表者　黒田 亘
設　立　1991年
従業員数
48名（男：43名／女：5名）
事業内容
コンピュータ・ソフトウェアの設計・
開発・販売

働き方
challenge 02

改
革

株式会社ケイエスディ

改革を進める黒田会長と竹中敬常務取締役（右）、
三巻謙二総務部部長（左）
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「環境ビジネスのプロ」として、
誰もが誇りと喜びを実感できる
職場づくりを目指す

委員会活動による
ワークライフバランスの推進

　産業廃棄物の中間処理、回収とリサイク

ルを主な業務とし、循環型社会の一端を担

う株式会社越村商店。「従業員満足度を高

めなければ会社の真の成長はない」という

考えから、ワークライフバランスの実現を

経営方針として掲げている。

　社員の自主的な取り組みを応援する風

土と、経営方針に基づき、社員が必ず参加

する社内委員会（ISO、HP、レクリエーショ

ン等）が結成されており、ワークライフバラ

ンス委員会も設置されている。同委員会は

これまでに、各部門へのワークライフバラ

ンスに関する情報提供や委員会が実施し

た社員満足度調査結果のフィードバック、

経営方針発表会における施策の提言等を

実施し、各部門における取り組みを促して

きた。その結果、社用携帯電話宛ての連絡

を上司に全て転送することで、営業部門の

社員の１週間の連続休暇取得や、男性社員

が妻の出産に合わせ、１週間の連続休暇を

取得できるよう職場で配慮する等、委員会

の努力によりワークライフバランスへの理

解が少しずつ浸透している。

多様な人材が
活躍できる職場づくり

　会社としては、ワークライフバランスの

取り組みを通じて、人手不足への対策も推

進している。例えば、今年度新たに設置した

「庶務・業務部」は、各部門の業務過多など

の状況を把握し、適性を考慮しながら社員

の配属先を柔軟に変更し、業務の平準化を

図る役割等を担っている。さらに、採用業

務も担当し、新たに新入社員向けの個人面

談を実施。当社を選び入社してくれた社員

を育成し定着させたいという考えからだ。

　2018年8月から毎週木曜日の午後を全

店舗休業日にするとともに、全社員が出社

することにより、各部署で課題解決やミー

ティング、経営理念やマナー等をテーマと

した社員研修を行う時間とした。羽布津忍

執行役員庶務・業務部部長は「業務が増え

る一方で、人手不足で個々の社員の負担が

増えているからこそ、社員のためにどこか

で『余裕』を作りたかった。そして、社員教育

等を実施することで、サービスの質の維持

や向上につなげたい」と話す。

　業務効率化にも積極的に取り組んでお

り、その一例が、タブレット端末の導入だ。

回収業務を担う社員が外出先でも必要な

情報を入手できるようになり、加えて報告

書の作成業務も簡素化され、負担が軽減さ

れた。

　さらに、多様な人材が活躍できる会社を

目指して、女性や短時間しか働けない方や

高齢者、障がい者の方と一緒に働くことが

できるよう、「業務の細分化」を実施。例え

ば、重量がある物（新聞や雑誌等）の仕分

け業務と軽量な物（事務用品等）の仕分け

業務を分けて、後者を女性や高齢者の方が

担当。さらに、県内各地の資源物持込みス

テーション「もってきまっし」の設置をきっ

かけとして、これまでならば、4tトラックで

大量の資源物を一度に運搬していたが、女

性社員が安心して運転できるワンボック

スカーを導入し、細かく回収業務を行うよ

うにした。年々回収量が増加し事業が好評

だったことから、この事業部門を分社化し

「株式会社りゆうす」を３年前に設立。短

時間勤務を希望する女性や高齢者の方が

主役となる職場を作った。このような取り

組みから、近年、特に女性社員が増加した

ほか、障がい者の方も雇用。「ワークライフ

バランスの取り組みは残業を減らす、休日

を増やすことだけではない。社員一人ひと

りが抱えている事情や価値観に合った働

き方を選択できるようにしたい」と羽布津

部長は話す。

　地球を守る「環境ビジネスのプロ」とし

て、社員が誇りや喜びを感じられるよう

に、同社ではこれからも働きがいのある職

場作りを推進していく。

DATE 

所在地　金沢市湊１丁目29番地２
代表者　越村 正人
設　立　1978年
従業員数
115名（男：85名／女：30名）
事業内容
資源リサイクル業、産業廃棄物中間処理、
産業廃棄物収集運搬

働き方
challenge 03

改
革

株式会社越村商店

小学校・幼稚園に書籍を寄贈。地域
とのつながりを大切にしている。

ワークライフバランス委員会に所属し、取り組みを進め
る羽布津部長
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職場の基盤として
コミュニケーションを重視。
チームワークの良い職場へ

社員とその家族へ感謝を込めて
家族参観日の開催

　プレス機など産業機械を設計・製造す

る株式会社鈴木鉄工。大型の一品ものを

得意とし、長年培ってきた職人技が強みの

モノづくり集団だ。60歳以上のベテラン

社員が活躍する中、若手社員への技術継

承を進めるため、ベテラン社員の技術を

データ化・自動化したロボット等、最先端

の機械を導入することで、技術継承ととも

に生産性の向上も図っている。しかし、ベ

テラン社員の技術の全てをデータ化・自

動化することは困難であり、鈴木敏夫代表

取締役社長は「当社の強みである職人技

を継承するためには、世代を越えて社員同

士の関わりを密にしなければならない。そ

もそも、大型機械の製造はチームで協力し

ながら作業を進める必要がある。その土

台として大切なことは社員同士のチーム

ワークを高めるためのコミュニケーショ

ン」と強調し、コミュニケーションの活性化

に取り組む。

　その一つが、創業55周年を記念して、

2018年10月に２年ぶりに開催した家族

参観日「わくわくファクトリー」だ。日頃の

感謝の気持ちを込めて、社員とその家族を

工場に招き、職場を思い切り楽しみながら

知ってもらうという企画だ。家族参観日を

考案したきっかけは、新入社員の両親が、

わが子の働いている職場の様子を知りた

いと、工場の周りを歩き回っていたところ

に、鈴木社長が出くわしたことだった。「社

員の家族に会社を知ってもらうだけでな

く、社員同士が職場とは違うそれぞれの一

面を知ることで、交流を深め、互いに気遣

いができるようになれば」と話す。ほかに

も、工場を含めた各部署に、社員の顔写真

に一言メッセージを添えて貼り出す等、社

員同士が親密になれるよう工夫を凝らし

ている。

　さらに、2018年10月に総合アドバイ

ザーの渥美由喜さんによるコミュニケー

ション研修を社内で開催。「『一人ひとりの

家庭等のプライベートや心身の状態を酌

もう』というアドバイスが印象に残ってお

り、人間らしい繋がりのある会社にした

い」と鈴木社長は話す。

社員の「成長」を導く
改善提案制度

　鈴木社長は自身が入社した約20年前か

ら、「社員により良い職場環境を提供した

い」という思いで、社員とともに試行錯誤し

ながら改善活動を続けてきた。これまで平

日の午前・午後それぞれの休憩時間を5分

から10分にしたほか、2018年4月からは

週休２日制を導入した。「職場は一朝一夕

には変わらない。小さな改善を何年も地道

に続けることで、振り返ってみると少し変

化を感じられる」と鈴木社長は話す。こうし

た考えから、役職者中心で取り組む部署ご

との改善活動に加え、全社員参加型の「ミ

クロ改善活動」を実施。各部署に2グルー

プがあり、合計14のグループが、働きやす

い職場を作るため、職場の身近な問題、困

り事、無駄を見つけ、その解決策を記載した

「改善提案書」を毎週１件提出する。導入し

た当初は会社への要望ばかりで何も進ま

なかったが、「『職場のごみを拾う』といっ

た小さな取り組みでも構わない」と社員に

発信し続け、今では、「自ら問題を発見し、

自分達で解決しよう」という熱意のある提

案が年間600件も出ている。改善提案の

内容によっては、役職者による審査を踏ま

え、予算を活用できる。さらに、年1回、原因

追及や対策の的確さなどを評価し、優れた

改善提案の表彰も実施。「小さな取り組み

であっても『私が提案してやり遂げた』とい

う自信を社員に持ってほしい。当社の改善

活動は、『自ら考え行動する人材に成長し

てもらう』という人材育成の側面を重視し

ている」と鈴木社長は話す。

　同社は、「コミュニケーション」と「人材育

成」の両輪で、10年、20年先を見据えた取

り組みを進めていく。

「わくわくファクトリー」の
様子。社内委員会が創意工
夫を重ねた。

DATE 

所在地　能美市粟生町西２-３
代表者　鈴木 敏夫
設　立　1963年
従業員数
141名（男：126名／女：15名）
事業内容
プレス機械およびその部品・周辺装置
の製造・組立

働き方
challenge 04

改
革

株式会社鈴木鉄工

製品は硬いが雰囲気は柔らかく。
チームワークの良い会社を目指す株式会社鈴木鉄工。

主に中型・鋳造プレス組立が行われる粟生工場。入口には、社員
の顔写真付きの一言メッセージ。
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持続可能な企業経営を目指し、
働き方改革に挑戦

長年のこだわりを打破
元日休業を初めて導入

　常連客が約8割を占める、地域に根付

いた一般公衆浴場の「ぽかぽか御経塚

の湯（野々市市）」を経営する有限会社

ぽかぽか。温水熱源の化石燃料から木

質バイオマスへの転換、業界では稀有

なISO9001やISO14001の認証取得

に加え、独自の非加熱殺菌法により地

元の新鮮な野菜と果物を丸ごと使用す

るアイスキャンディ「金沢五彩ICE POP」

の製造・販売等、新しい取り組みに積極

的に挑戦している。

　同社は、会社と社員が「働きがい」や

「生きがい」でつながる人間尊重の経

営を重視してきたため、以前から必要

性を感じていた働き方改革に挑戦する

ことを決意。「働き方改革実践講座に参

加したからには、小さな取り組みでも、

１つは実践しようと考えていた」と松永

日出男代表取締役（ユーアンドゆグルー

プ）は話す。

　実際に取り組んだことが元日休業の

導入である。2000年の創業以来、年中

無休はお客様や地域社会のために続

けてきたこだわりの取り組みだった。

松永さんは「1982年から経営するグ

ループ会社の『諸江の湯』も元日休業を

導入した。グループ会社を含め、30年

以上続けてきた年中無休をやめること

は正直なところ葛藤があった」と話す。

しかし、決断を後押ししたのは、普段一

生懸命働いてくれている社員とその家

族の幸せを願う想いだ。全社員が元日

を一斉に休むことによって、気兼ねなく

家族と大切な時間を過ごすことが可能

となった。社員から「家族と過ごすこと

ができた」という喜びの声が聞こえて

いるという。

働き方改革の成立には
サービスの質の向上が必須

　同社が次に検討していることが月１

回の半日休館の設定である。これによ

り、接客等に関する社員研修や自社の

課題をテーマとした社員の意見交換

会等、生み出した時間を活用し、注力し

ていきたい取り組みを実践する考えだ。

「単に休みを与えることだけが社員の

ためになるわけではない。社員研修や

業務改善等により、社員とともにサービ

スの質を向上させ、売上を上げなけれ

ば本当の働き方改革は成立しない」と

松永さんは話す。

　業務改善として、木質バイオマスボイ

ラーのIoTを用いた制御システムを導入

していることは大きな特徴だ。これによ

り、ボイラーの燃焼状態をフロントや外

出先でも管理でき、状況に応じた燃料の

投入や燃焼の制御をスマートフォン等で

操作が可能となった。社員の精神的な負

担が軽減され、接客等の業務に集中して

取り組めるようになったという。

　松永さんが同社のキーワードとして

注目するのが、「SDGs（持続可能な開

発目標）」だ。SDGsとは、国連サミット

で採択された持続可能な世界を実現す

るために掲げられた１７の国際目標で

あり、その１つには、働き方改革と関連

する「働きがいも、経済成長も」という

目標が掲げられている。「働き方改革を

含め、これまで挑戦してきた取り組みが

SDGsに向かっていることに気付き、全

ての取り組みがつながった」と松永さん

は話す。

　これからも同社は、社員とその家族、

お客様、地域社会と未来までつながる持

続可能な企業経営を目指し、働き方改革

を一歩一歩着実に進めていく考えだ。

ボイラーの炉内温度や排気
温度、酸素濃度などを管理す
るIoT制御システム

DATE 

所在地　野々市市御経塚4-38
代表者　松永 久美子
設　立　2000年
従業員数
32名（男：7名／女：25名）
事業内容
一般公衆浴場経営、環境事業、食品
製造事業

働き方
challenge 05

改
革

有限会社ぽかぽか

「働き方改革に取り組もうとする経営者にとって、『社員
とその家族』は心に響くキーワード」と語る松永さん
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社員の成長こそ企業の成長。
健康経営の導入で
社員がいきいきと輝ける場を育む

意識変革をベースとした
健康経営に着手

　北陸地域の企業等への光回線の敷設に

より、高度なセキュリティが担保された高

速・高品質な通信環境を提供する北陸通信

ネットワーク。昨今、通信サービスは低料金

化の傾向にあり、収益確保が困難になって

いることから、顧客ニーズを捉えた付加価

値の高い新たなサービスの創出が同社の

課題だ。そこで、社員の心身の健全化と自律

性を促すとともに、社員がやりがいを発見

し、自らの意志で持てる力を最大限発揮で

きる会社に改革するため、トップダウンで、

経営方針として「意識変革（やりがい・いき

いき働く）」を掲げ、これをベースとして健康

経営に取り組むことを全社員に発信した。

　その後、社員の自律ややりがいにつな

げ、ボトムアップによる改革を推進するた

め、各部署から集められた中堅社員を中心

に「健康経営推進プロジェクト」を発足。社

員のニーズを把握するために、各メンバー

が所属する部署の社員を対象にヒアリン

グをしたところ、想定していなかった多種

多様な意見や要望が数多く集まった。それ

らへの対応について、メンバーで議論する

中で、「言いたいことが言えない雰囲気が

現場にあるのではないか」、「意見や提案

を言いやすい環境が必要ではないか」と

いった改善すべき課題に気付いた。この気

付きから、社員の心身の健全化を目的とし

た「改善提案制度の構築」をミッションの１

つに位置付け、メンバーで現在検討してい

る。「改善提案制度により、『自分の意見で

会社が変わった』という成功体験を持つ社

員が増えれば、もっと活気のある会社にな

る」とプロジェクトメンバーの上田貴志さ

んは強調する。

　また、本社のリフレッシュルームの改装

に関する企画立案もミッションの１つであ

る。全社員に活用され、生産性の高いメリ

ハリのある働き方ができるように、社員の

意見を聞きながら進めているところだ。

意識変革に向け
長期的に取り組みを継続

　同社はメンタルヘルスケアの取り組みも

開始し、メンタルヘルス・マネジメント®検

定試験（大阪商工会議所主催）の受験を社

員に推奨。この検定は、社員の心の不調を

未然に防ぐために、社内での役割に応じて

必要なメンタルヘルスケアに関する知識や

対処方法を習得するものである。平成30

年度は管理監督者向けのⅡ種（ラインケア

コース）に35名（役職者の50％）が合格。

また、心の不調をきたした社員の職場復帰

支援プログラムも策定。プロジェクトメン

バーの山本明希子さんは「一度心に不調を

きたすと100％の状態に戻るまでに相当

な時間が必要。大事な社員が心の不調で休

職した場合に備えて、職場復帰のための支

援体制の整備は会社としての責務」とその

重要性を話す。

　同社がメンタルヘルスケアの取り組みを

推進する目的は、単にリスクマネジメント

のためだけではない。社員が互いに思いや

りや優しさを持って接し、社員を大切にす

る風土を会社に醸成するというポジティブ

な目的の達成まで視野に入れたものだ。

　さらに、全社員を対象としたキャリアデザ

イン研修とキャリアコンサルタントによる

カウンセリングも始めた。自分のキャリアと

その能力を発揮する機会に気が付き、主体

的な行動がとれるようになることで、会社

の発展につなげたい考えだ。次年度には、

社員の年齢、就業年数、役職等の節目にコ

ンサルティングを受けられる「セルフ・キャ

リアドック制度」の導入を予定している。

　講座の総合アドバイザーを務めた渥美由

喜さんの「人の意識がいきなり180度変わ

ることはありえない。少しずつ変わっていく

もの」という言葉が印象に残っていると上田

さんは話す。いつの日か「会社が変わった」と

いう声が社員から上がるように、同社では

トップダウンとボトムアップの両輪で覚悟を

持って取り組みを長期的に継続していく。

プロジェクトチームの活動の
様子

DATE 

所在地　金沢市西念１－１－３
　　　　コンフィデンス金沢６階
代表者　松島 英章
設　立　1993年
従業員数
169名（男： 148名／女：21名）
事業内容
電気通信事業法に基づく電気通信事業

働き方
challenge 06

改
革

北陸通信ネットワーク株式会社

多様な人材が共存する「ダイバーシティ」の観点も重視し
ていると語るプロジェクトメンバーの上田さんと山本さん
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キックオフミーティングでシステ
ム開発部の意識変革を試みると
ともにメッセージを発信

やりがいのある職場へ、
ボトムアップで取り組む。
一つの部署のチャレンジ

働き方改革の必要性
を社員と共有

　北陸電話工事は電気通信設備工事を

主な業務とし、情報システム本部システ

ム開発部（以下、システム開発部）では情

報システムの提案・開発等を担当する。

街道浩彰システム開発部担当課長は、近

年、現状の社員の働き方、働く目線に危

機感を持ち、「社員がもっと主体的に業

務に取り組む組織風土に変えていく必要

があると感じていた」と話す。

　一方、会社としても同様の経営課題を

認識していたことから、働き方改革を積

極的に推進しようと考え、昨年度の「働

き方改革実践講座」に参加。参加した総

務部の担当者も、働き方改革が同社の経

営課題を解決する手段となることを確信

し、総合アドバイザーの渥美由喜さんに

よる経営層及び全管理職向けの社内働

き方改革研修会を企画・開催。街道担当

課長も参加し、「働き方改革は残業削減

を目指すものと考えていたが、『本質は

組織風土を変えること』と分かり、現場も

この流れに乗って前向きに取り組むべき

と気付いた」と話す。そして、システム開発

部でも取り組めることがないかを模索す

るため、今年度再び講座への参加を決意

した。

　まずは、システム開発部が目指す理想

の職場の明確化と現状の分析に着手す

ることとし、2018年5月に部署内の働き

方改革キックオフミーティングを実施。改

革は一足飛びには成し得ないとして、理

想と現状のギャップを社員と共有し、社

員が「当たり前」と考えている無意識の

部分を意識してもらうことから始めた。

具体的には、「何のために働くのか」とい

う根本的な部分の再確認を行い、「製販

一体で顧客とより良い関係を築き受注を

増やそう」、「会社のルールや慣習には改

善点があることに気付こう」、「異業種交

流会等へ参加する等、イノベーションに

つながる新しい情報や気付きを得よう」

等のメッセージを伝えた。

スローガンは「“みんなでつくる”
前向きで明るい職場」

　2019年1月からは、独自に実施する

３つの施策を部署内へ発信。１つ目は、

テレワーク制度の導入だ。大雪等の天

災、家族の看護により出社が難しく、自

宅で業務をしたい社員が利用できるも

ので、導入にあたっては、街道担当課長

自ら会社及び組合と交渉した。すでに

女性社員が、インフルエンザに罹った子

どもに付き添うため、テレワーク制度を

利用しており、初の試みに対する社員の

反応も良好だ。

　２つ目は、「チャレンジ」をキーワード

とした独自の改善提案制度の開始だ。ど

んなに小さなアイデアでも、働きやすく

明るい職場に繋がる内容であれば提案

ができ、採用されたアイデアは、提案者

を中心としたチームが予算を使って取

り組むことができる。たとえ成果が出な

くても、「チャレンジしたい」という意志

やその努力を評価していく予定だ。

　３つ目は、アイデアソンとレクリエー

ションを組み合わせた「夏キャンプ」の

開催だ。アイデアソンとは、アイデアを生

み出すための仕掛けを用意したイベン

トのことで、風通しの良い環境づくりや、

社員個々のスキルが存分に発揮できる

風土の醸成が狙いだ。さらにレクリエー

ションとして社員の家族を招待し、社

員同士が職場とは異なる「素の姿」を見

せ合って交流を深めることで、イノベー

ションの芽になるアイデアが出ればと

期待を寄せる。「自分のアイデアが成功

事例になれば、社員の意識は変わって

いくと思う」と街道担当課長は話す。

　システム開発部では、今後も部署独自

の取り組みを推進し、「会社の未来は自

分達で創る」という風土を少しずつ会社

全体に広げていきたい考えだ。

DATE 

所在地　金沢市米泉町10-１-153
代表者　森 泰夫
設　立　1949年
従業員数
430名（男：370名／女60名）
事業内容
電気通信工事、電気工事、コンピュー
ター及びその関連機器による情報処理
業務等

働き方
challenge 07

改
革

北陸電話工事株式会社

「働き方改革は社員と1対1で向き合うぐらいの覚悟が
必要だと痛感している」と、街道担当課長。
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本書を読んで働き方
改革に取り組んでみよ
うと思われた方は…


