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大きく変化する世界の情勢に独自の技術や
アイデア等の強みを持って世界に力強く発
信する様を表現しています

ooooo

◎合理化誌を社内で回読する際ご利用下さい。
（ワク内に押印）

ooooo

oooooooooooooooooo

oooooooooooooooooo

ひろげよう創造と連帯

〈我々のクリード〉

〈2018年 年頭方針〉

我々は価値ある繁栄をめざす

激変に耐えうる
独自の強みを創る

●人類社会への貢献
●人間信頼の経営
●変化に対応する競争力
●創造性の開発

日本一明るい経済新聞
編集長

竹原

信夫
常識を破る採用戦略を！

中小企業の人手不足が深刻です。売り手市場ですから優秀な学生は、なか
なか中小企業には来てくれません。でも、この常識を破る発想が必要です。
取材で出会ったモノづくり企業の社長さんは、オンリーワンの採用活動を
していました。当初私立大学に人材募集に行くと、中小企業が殺到しており、
ほとんど相手にしてもらえなかったのです。そこで、ダメモトで京大、阪大
などの国立大学へ行かれました。
そうしたら学生から問い合わせがたくさん来たそうです。有名企業の中に
聞いたことがない中小企業や！と逆に注目。また、出来る学生ほど将来の起
業を考えて中小企業に就職先を求めていることも分かったそうです。
この会社の研究開発チームの約半数は外国人でした。
ニューヨーク州立大、
香港大学卒など世界トップクラスの人たち。彼らも日本の中小企業が面白い
と思って入社したのです。優秀な人材は中小企業をバカにしていません。逆
に魅力を感じているのです。
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人財活躍で生産性向上
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 “企業はヒトなり”とよくいわれているが、具体的にはどういうことであろうか。まずそもそも 
 企業は何のために存在するのか。単純に考えると企業とはビジネスを通じて、言い換えれば商売に 


 よって儲けること＝利益を上げることである。しかし、概して日本人は、“儲けること”＝“恥ずか 
 しい”・“少々気が引ける”ことと思いがちであるが、企業経営とは最終的には儲けることであり、 
 儲けてよいのである。いや儲けるべきである、もっと明確にいえば儲けなければならないのである。 


 ただ儲け方が大切で、利益を追求することは、自社の製品やサービスの提供を通じて社会に貢献す 
 ることであり、企業の社会的責任とは、なんといっても雇用を創出して納税することである。

 企業経営の目的を達成するために、売れる製品・商品づくりや販売力の向上、新商品・新製品・ 


 新技術開発や設備投資をおこなう。そしてこれらを実現するために資金調達力、信用力、人財を確 
 保する。こうした体制ができてこそ企業経営は成立し、社会貢献を実現すべく「社会の公器」とし 
 ての役割を果たすことが可能となる。



 元来、「日本的経営」とは、終身雇用制と年功序列制という個人と企業は運命共同体であるとい 
 う“一体感”による組織・集団内の所属意識や忠誠心、相互信頼の存在が原動力となって企業成長 
 のモティベーションを維持してきた。そこでこの“一体感”の現れとして、従業員がオーナーシッ 


 プ、「自分の企業であるという意識」を醸成し、長期的な視点からの利益を成長と従業員の安定と 
 に配分してきたことが、
「日本的経営」の行動原理である。こうした「日本的経営」の再生と進化が、 
 今改めて注目されている。企業経営の存続と発展は「ヒト」によってはじまり、「ヒト」によって 


 なされうるものであるとすれば、まさに人材とは「人財」なのである。つまり組織は「ヒト」なり 
 で、企業風土と運営の仕組そのものであり、「ヒト」は企業の「タカラ」である。

 これからの企業経営は日本的組織の長所を生かした組織づくりが求められ、「日本的経営」の強 


 みは日本の企業の存立基盤を強固にする道筋となり得る。経営者・社員・取引先が協力し、信頼関 
 係をベースに支え合う共同体的な組織風土づくりが必要であり、「ヒト」こそが企業経営のポイン 


 トである。企業評価の視点は「利益」だけではなく、人間性、社会性、経済性追求の絶妙なバラン 
 スで成り立っているのであり、単なる“目先の利益”から“新たな価値を生み出す経営”のあり方 
 を見直すべきときを迎えている。
「ヒト」こそが感動を生み、
「ヒト」としての人材をいかに「人財」 


 とするか。つまり、「人財」によって幸せを創造するサービスが提供する側、される側に好循環を 
 生むとき経営は耀くのである。

 最近、働き方改革が叫ばれているが、単に労働時間短縮の議論だけではなく、「人財」による生 


 産性の向上と両輪で考えていかなければ、時短＝減収では本末転倒である。企業における経営課題 
 とその解決策としては、経営者のガバナンス強化はもちろん、社員一人一人が“一体感”により今 
 の自分の仕事の仕方、立ち位置、周りとのコミュニケーションについて改めて考え、守るべきもの、 


 変えるべきものを明確にして、実効することこそが「人財活躍による生産性向上」の実現に必要な 
 のである。
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人財活躍で生産性向上
― 事例Ⅰ

わが社の人財活躍 ―

㈱Be & Do

「ふりかえり」
と
「承認」
が離職を減らし、
売上を伸ばす。

代表取締役CEO

石見 一女

■はじめに
当社Be&Doは、ふりかえりと承
認で、従業員エンゲージメントを
高めるWebアプリ「Habi＊do」を
開発、販売しています。Habi＊do
をご利用いただいている企業様
から、まさしくふりかえりと承
認、そして適切な行動評価で離
職の低減、売上アップを実現し
ていただいている企業様の事例
をお伝えします。

所 在 地
Ｔ Ｅ Ｌ
設
立
従業員数
業務内容

〒530-0047 大
 阪市北区西天満2-8-1 大江ビル305
06-6948-8095
2011年10月
資 本 金 6,675万円
11名
Motivational Tecnologyで世界の人をイキイキするをテーマ
に事業を展開。従業員エンゲージメントを高める人材マネジメ
ントツールHabi＊doを提供。離職率60％をゼロにするなど、
高い成果を生んでいる。店舗などのスタッフマネジメントや労
災のリスクマネジメントに利用されている。
ホームページアドレス https://be-do.jp/

なっています。ますます中小企
業では採用が難しくなってきて
います。事実、中小企業の74%
が人材不足を感じています
（図）
。
このような中、離職者の増加
は、事業推進においても、採用
などのコストにおいても経営に
大きなダメージをあたえます。
このような中で、いかに離職
者を防ぎ、生産性を上げるのか
が大きな経営課題です。

■人材不足で従業員の
離職が経営課題に
我が国の労働人口は2000年を
境に減少に転じています。人材
不足が経営の重要な課題になっ
てきています。
リクルートワークス研究所の
2019年卒の大卒有効求人倍率
は、1.88倍で前年の1.78倍より
0.10ポイント上昇です。従業員
規模別に見ると、300人未満企
業（中小企業）では、9.91倍。
前年の6.45倍より3.46ポイント
と大きく上昇し、過去最高と
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■離職を減らし、
売上をあげるには、
従業員の「自己効力感」を
高める
離職の原因は給与や待遇より
も「人間関係」がもっとも多く
なっています。このことは、ま
ず風通しが良く、やりがいを感
じて前向きに仕事に取り組める
マネジメントが求められます。
具体的に何をすれば、風通し
がよく、やりがいを感じる職場

人手不足を感じない
26％

人手不足を感じる
74％
▲ 図

独立行政法人 中小企業基盤整備機構中小企業アンケート調査報告
「人手不足に関する中小企業への影響と対応状況」
（2017年）
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づくりができるのでしょうか。
それには、まず自己効力感を
高める施策が重要です。
自己効力感とは、「自分はで
きる」といった有能感のような
ものを言います。
自己効力感を高めるためには
① 達成体験…達成する
② 代理体験…他の人のがんば
りを見て自分にもできそう
と感じる
③ 言語的説得…「がんばって
いますね」など直接的な声
がけ
④ 生理的情緒的高揚…緊張し
てドキドキするなどの状況
を乗り越える
以上が効果的だと言われてます。
自己効力感を高めることで自
信を持ち行動することができま
す。また代理体験や言語的説得
など、周囲の人からポジティブ
な影響を受けることも重要に
なってきます。互いに認め合う、
承認しあえる職場づくりが、離
職を減らし、また前向きに行動
することで生産性もあがるので
す。事例をご紹介しましょう。

■「ふりかえりと承認」で
離職率60％が
ゼロになった事例
コールセンター大手のTMJ
様では、毎日のふりかえりを承
認するという方法で、離職率
60％をゼロにしました。コール
センターは、離職者が多い業態
です。私は当初、離職の原因は
お客様のクレームを受けるなど
ストレスを受けやすい仕事だか
らではないかと思っていました。
しかし、実際は、「こんなに

厳しい仕事をしている私のこと
を理解してくれていない」とい
う不満が離職につながるそう
です。
そこで、TMJ様では、ひと
りひとりの毎日の行動のふりか
えり報告に対して、丁寧にフォ
ローし、がんばりを承認するこ
とを当社のHabi＊doを使って徹
底されました。
すると、これまで入社３か月
での離職率60％ほどだったの
が、ゼロになりました。毎日の
行動をHabi＊doに報告し、メン
バーに共有。がんばりが可視化
されることで、他のメンバーも
刺激を受けます。
報告に対して、
＊
特にHabi doは承認を送りやす
い仕組みであることから、自分
のがんばりをきちんと評価され
ているということで、離職の低
減につながったということです。

■「ふりかえりと承認」で
売上があがった事例
エステティックサロンを展開
するシダックスビューティーケ
アマネジメント様はHabi＊doを
使って「ふりかえりと承認」で、
エステシャン１名あたりの売上
が昨年対比107％になったそう
です。また売上がボーダーライ
ンに行かない人が15.9％だった
のが、９％台に減少しました。
運用方法は前出のTMJ様と
ほぼ同じです。従業員は、毎日
の行動のふりかえりを報告、メ
ンバーに共有し、他のメンバー
に刺激を与え、管理者ががんば
りを評価するという方法です。
このことにより、単に売り上げ
があがったというだけでなく、
がんばりを認めてくれていると
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いう心理的安全性が築かれたと
ころが重要です。
このことは今後、離職低減に
も効果が期待できると考えられ
ます。

■日常のマネジメントで
「ふりかえりと承認」
を
入れることで
課題は解決できる
以上の事例から、日ごろ、い
かに部下や同僚、後輩のがんば
りを理解し、的確な支援をする
ことで、職場に対する信頼感、
仕事へのモチベーションが向上
し、離職低減や売上の向上に効
果的なことがわかります。
販売職や営業職が時折、社内
で販売キャンペーンを行い、が
んばりをグラフにするなどして
可視化したり、製造や生産現場
でのQC活動などで課題への取
り組みを可視化し、成果に対し
てアワードなどで褒賞するなど
は、がんばりを可視化すること
の価値を感じている人が多いか
らではないでしょうか。
この社内キャンペーンの取り
組みを日常のマネジメントに取
り入れ、日々のふりかえりと承
認を継続しておこなうための工
夫が重要です。
私は継続して行うた め に、
1 on 1ミーティングなどを取り
入れ、
進捗のプロセスを共有し、
適切な評価を行うことが効果的
だと思います。

■わが社の事例
当社は、私も含めて11名の小
規模な会社です。社員の構成
は、11人中女性が８名、11人中
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５名がママさん。11人中２名が
外国人、最年長者が68歳と極め
てダイバーシティな構成です。
2011年創業以来、これまで離
職者はゼロ。ベンチャー企業の
場合、10名近くになると、急に
離職者が増える傾向にあるとい
われています。当社はそういっ
た点から見ると、大変人材に恵
まれていると社員に感謝してい
ます。
当 社 で は、2016 年 10 月 か ら
「Work Style Evolution Project」
（略：わくスタJP）を従業員が
中心になって推進しています。
わくスタで生まれたユニーク
な制度は在宅勤務を含むリモー
トワークと理由を明確にするこ
とで取得できる特別休暇が出来
ました。
みんなで決めたルールなの
で、気持ちよく運用する。そし

て柔軟な働き方だからこそ、自
律的に成果にコミットする。そ
ういった風土がわが社で生まれ
つつあることを実感しています。
もちろん、日常の業務報告と
＊
ふりかえり、承認はHabi doを
使っています。
わくスタPJの取り組みは下
記をご覧ください。
https://be-do.jp/category/blog/
work-style-evolution-project

共有することで、他のメンバー
のアイデアになったり、がんば
りの刺激になるなど成果によい
影響を与えます。
まずは、日報を公開、共有す
ることから始めることをお勧め
します。そして、ひとりひとり
のがんばりを加点評価する風土
づくりと実践をおこなうこと
で、大きな変化が生まれます。
（インタビュー取材・文責在編集部）

■記録するだけの日報はやめて、
やる気を高める「ふりかえり」で
高い成果を生みます。
今日一日をふりかえるには、
日報という手段があります。し
かし、ほとんどの場合、日報は
日誌のようなもので、記録する
ことが目的になっています。
しかし、毎日のふりかえりを

「合理化」名言・格言集｛ 英和対比 ｝
太陽シンクス㈱社長

北浦愼三（TEC幹事）

第13回

名言・格言の英和対比により、グローバルな視点でも日本の視点でも同じ意味の格言を掲載し、
古今東西不朽の名言に触れたいものです。

Every miller draws water
to his own mill
「 我 田 引 水 」
（どの粉屋も自分の製粉所に水を引く）

古代から水争いは田などの水利用から国際紛争まで多彩。山から海に至るま
で田畑や町を潤わせながら流れる。
「○○○○ファースト」の発想はご免だ。

＊ 会員の皆様方から英和対比の「名言・格言」を募集し、掲載します ＊
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― 事例Ⅱ

わが社の人財活躍 ―

タカヤマ金属工業㈱

みんなが会社の人財となるための、
多様な取り組みが功を奏する

社長
 高山

所 在 地
Ｔ Ｅ Ｌ
創
業
従業員数
業務内容

正義

■創業64年タカヤマの軌跡

〒544-0013 大阪市生野区巽中2-2-10
06-6757-9251
Ｆ Ａ Ｘ 06-6754-0130
1955年4月
資 本 金 ３,000万円
300名（グループ全社）
売 上 高 約3億円
鉄、銅、ステンレス樋受け金具、屋根用部材、住宅基礎部品、
溶融亜鉛メッキ、金型、小型スリット、その他建築部品一式製
造販売
ホームページアドレス http://www.takayama-kk.co.jp/

その相手先のほとんどが上場企業

育所が必要だということで設置

です。お客様と一緒に打ち合わせ

し、心配なく働いてもらえるよう

した後、こちらで図面を書き、強

になりました。

当社の主力商品は、樋受け金具

度計算やコスト計算もして提案い

良かった点は、その人たちが一

や住宅を支える鋼製束などで、住

たしますので、お取引先の技術部

度も辞めることなく、定年まで働

宅関連金属部品の設計から金型、

の方々には重宝して頂いておりま

いてくれたことです。なかには、

プレス、メッキまで自社にて一貫

す。当社におけるOEMの歴史は

定年を過ぎても嘱託で65歳まで、

製造を行っており、今年で64期目

古く、50年を超えていますので、

さらに製造部では70代になっても

を 迎 え ま す。 創 業は1955（昭和

当社の技術やノウハウを評価して

働いてくれた人がいました。そし

30）年で、先々代である私の祖父

頂いているお客様が、他社にもご

て、その人たちが次に入ってくる

は“村の鍛冶屋”のように、ふい

紹介してくださるというケースが

人たちの技術指導までしてくれた

ごを使ったり、金属を叩いて曲げ

増えていき、現在ではOEMが売

ので、若い人たちもそのまま成長

たりしていたそうで、当時はその

上げの２割から３割となり、残り

していってくれて、技術や企業文

ような工場が数多くあったと聞き

が自社商品です。自社商品では、

化の継承がうまく運んだと言えま

ます。当時は樋をつけるような住

職人さんの意見を聞いて商品化し

す。
例えば、
ベテランの営業サポー

宅はまだ少なく、神社仏閣や大き

たものも多くあり、登録している

トや営業事務員なら、お客様が注

な邸宅などに限られていましたの

アイテム数は約5,000となりました。

文された商品の在庫を切らしてい

で、生産数も少なかったようです。
その後、事業が拡大するにつれ、
本社工場以外に、美原工場、富田林

■働きやすい職場環境を整え、
改善事例を積み上げる

るといった場合、機転を利かせて
よく似た商品をお薦めすることが
でき、お客様の注文をつなげるこ

工場と生産拠点が増え、大手住宅

当社で保育所を作ってから50年

とができます。そして、その様子

メーカーをはじめ、建築・建材関

近く経ちます。当時は本当に忙し

を若い人たちはそばで見て、学ぶ

連企業と、お得意様も拡がっていき

く、人手不足でした。そこで、先

ことができるのです。

ました。また、お客様から「このよ

代社長（現会長）が人手として目

保育所では現在５～10名のお子

うな製品ができないか」と依頼さ

をつけたのは、すでに当社で働い

さんをお預かりしていますが、最

れてそこのブランド商品を開発製

ている人の奥さんでした。
しかし、

も多い時には30名ぐらいいまし

造するOEM（Original Equipment

子供さんが幼いというケースが多

た。夫婦共に当社の従業員という

Manufacturing）もけっこうあり、

く、子供の問題を解決するには保

だけでなく、現在はどちらかとい
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えば、ご主人は他社で、奥さんが

う、社員間のコミュニケーション

当社で働き、お子さんを当社の保

を図る施策をいくつか実行してい

改善事例では、極端な話、ゴミ

育所で預かるというほうが多く、

ます。保育所のほか、唱和や１分

箱を別の場所へ移動させるという

産休の後に復帰されます。保育所

間スピーチ、永年勤続表彰、環境

だけでも、
「ありがとう賞」で100

があるということは、特に女性求

整備点検ほか多岐に及んでいま

円支給しています。その上が200

職者にとって間違いなく好条件の

す。環境整備点検とは、毎日15分

円の「いいね賞」など、５段階の

一つになっているようです。

間、就業時間内に床を徹底的に磨

ランクを設け、５段階のトップま

ダイバーシティの観点から言い

くなどして、月に１回、私が点検

でいくと、
さらに次のステージ「銅

ますと、国籍の異なる人々も広く

して点数をつけています。また、

賞」
「銀賞」
「金賞」に上がること

受け入れています。韓国系日本人

全 従 業 員 に「 誕 生 日 ハ ガ キ 」を

ができます。これらには万円単位

が昔は３分の１ぐらいいました

送っています。その人へのコメン

の報酬、その上の「社長賞」にな

し、ペルー、インドネシア、ネパー

トを私が手書きで添え、誕生日当

ると、20万円から最大100万円が

ルの人々もいます。研修生として

日にちゃんと着くように手配する

与えられます。
「銅賞」
「銀賞」
「金

当社に一時期来て、その後に「も

のですが、270名ぐらいいますか

賞」には８つの審査項目があり、

う一度、タカヤマで働きたい」と

ら、ほぼ毎日の作業になります。

それぞれの得点によって
「社長賞」

言ってくる人も何人かいました。

その季節に合ったハガキや切手も

が決定され、これまで、この「社

海外からの研修生にも給料はきち

選んでいますので、本人だけでな

長賞」で50万円を獲得した人がい

んと出していましたし、宿舎や食

くそのご家族にも喜んでもらって

ました。

事の面倒もみていましたので、居

います。

に思います。

当社では、改善の提案だけでは

心地が良かったのかもしれませ

改善事例は全社で年間約4,000

ダメで、実行してどんな成果が出

ん。３年前に私がインドネシアに

件出ており、最近はその金額評価

たかを報告してもらうので、「実

行った時のことですが、そのうち

もしています。どのように改善し

行力」という言葉でこの運動を推

の一人と連絡が取れて、元研修生

て、どれだけのコスト削減になっ

進しており、社員の中には積極的

10名ほどが集まってくれました。

たかを算出するわけで、全社でい

に取り組んで、毎月3,000円～4,000

みんな真面目だという印象を受け

えば1,000万円単位になります。

円の支給を受けている者もいま

るのは、人物本位で採用している

ただ、改善の結果、時短になり、

す。改善の考え方として、私が常

というだけでなく、当社の風土が

その分、人手が不要になったかと

にみんなに言うのは、当社はメー

何らかの影響を与えているという

いうとそうでもありません。その

カーなので、
『楽に、速く、美しく』

こともあるでしょう。

人にしてもらいたい他の仕事もあ

ということを重視せよというこ

りますから、その金額丸々が会社

と。自分がしんどかったら、何か

の利益貢献につながるわ

がおかしいのだという観点で物事

けではないのです。それ

を見て、改善して楽になる、そう

でも、生産性は確かに上

すれば作業が速くなり、現場も品

が っ て い ま す。
「人Ｈ」

質も美しくなるということです。

という言葉があります。

こういう機械を入れてくれたら楽

つまり、１時間に一人が

になるという提案もあり、ここ数

どれだけの個数を製造で

年では、自動機系の大きな設備投

きるか、いくら稼げるか

資も行いました。みんなが「改善

という視点で見るのです

提案の実行力」という発想を持て

が、ここ２～３年で２割

るようになってくれたので、ずい

ぐらい上がっているよう

ぶんと変わりました。

みんながイキイキと働けるよ

▲ タカヤマ金属工業㈱社内の保育所
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いているチー

イキイキと働いてくれることを

ムもあります

願っています。

が、目標の内

また、残業時間の軽減にも取り

容や進め方な

組んでいます。オーダー製品を作

どはそれぞれ

る部門は、注文を聞いてから中３

に任せてあり

日という制約があるので、最も残

ます。
そして、

業が多く、なかなか難しいのです

毎月、私は各

が、全体として月間の残業時間の

工場を回り、

第１目標を43時間、第２目標を20

チームごとに

時間以内としています。昔はどの

一人ずつ全員から経過報告を聞き

部署も月間の残業が40時間を超え

ます。私が一人ひとりと直接会う

ていたことを考えれば、かなり生

この機会に、仕事の改善事例を私

産性が良くなったと考えられま

「自分たちの職場は、自分たちで

に自慢したいという人が増えてき

す。また、一昨年の高卒の新入社

良くする」
「社員の成長なくして会

たのは嬉しいことです。ただ、こ

員から、プレス作業をやりたいと

社の成長なし」
、これは私が社員に

れと業績評価をくっつけると、会

いう女性が出てきたため、この職

よく言う言葉です。当社は、人財

社ががんじがらめに管理している

種でも積極的に女性を登用してい

育成と人財教育に関しては、昔か

ような形になるので、G.U.大作戦

くことにしました。

らけっこうお金と時間を投資して

は評価を気にせず、各自進めて

今後は、新しいモノ、新しい分

きました。多い時は年間4,000万円

いってもらいたいと考えていま

野、
新しい作り方など、
「新」がキー

以上、今でも2,000万円は下らない

す。それでも、G.U.で良い報告を

ワードになってくると考えていま

と思います。社外講習を受けさせ

してくれる人は、業績も残してい

す。今までと同じでは絶対ダメな

ることが多く、５回シリーズで100

て、連動して良い流れを作ってい

ので、営業・ものづくり・総務が

万円近く参加費がかかるコースに、

るように感じます。

三位一体となり、会社として新し

▲ 全従業員に送る誕生日ハガキ

■目標を達成する喜びが、
次なる挑戦と利益貢献を招く

年間10数人を行かせています。

長年、徹底した５Ｓをはじめ、

いものをどれだけ形にできるかに

そして、４年ほど前からG.U.（グ

全社あげての取り組みをコツコツ

かかっています。30年ほど前から

レードアップ）大作戦というもの

と続け、それによって文化が根づ

OEM と 建 材 関 連 が 本 格 的 に ス

を始めました。これは、半期に一

き、いろいろなことに挑戦した結

タートし、それが伸びてきて現在

度、どんなことでもいいから各人

果、根を下ろしたものに花が咲き

に至っています。ですから、また

に目標を持ってもらい、その達成

ました。そして、材料費の値上げ

種まきから始め、今はまだ小さな

のために頑張ってもらうことをめ

があった昨年を除き、戸建住宅の

芽に過ぎませんが、それを大事に

ざしています。当初は「体重を何

状況が決して良くはない状況で

育てていきます。だんだんとサイ

キロ減らす」とか「煙草の本数を

も、増収増益を保っております。

クルが速くなっていることを頭に

減らす」など個人的なことが多

みんなが頑張ってくれて、少しの

置きつつ、常に次なる取り組みを

かったのですが、現在はほとんど

ムダでも取り除こうとしてくれた

考えていかねばなりません。当社

が仕事に関する内容になっていま

ことや、人財づくりへの投資が、

では20代や30代の役職が増えてき

す。１チーム10人ぐらいとし、各

利益貢献につながっていると思い

ていますので、そういう人財がよ

自の目標を全員が共有できるよう

ます。社是に「ワクワク、イキイ

り一層力を発揮できるよう支援し

オープンにしてあります。チーム

キ」という言葉を入れていますが、

ながら、新しい「ものづくり」に

の目標において各自が分担するこ

みんながワクワク、イキイキと会

挑んでいきたいと思います。

とをどれだけできたかに重点を置

社に来てくれて、一日ワクワク、

（インタビュー取材・文責在編集部）
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― 事例Ⅲ

わが社の人財活躍 ―

㈱スミロン

新分野での対応を視野に入れ、
個人のレベルアップを促す

社長
 春山

所 在 地
Ｔ Ｅ Ｌ
創
業
従業員数
業務内容

英二

〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町11-9 日本生命ビル4階
06-6763-0707
Ｆ Ａ Ｘ 06-6768-9176
1972年
資 本 金 9,600万円
140名
売 上 高 59億円（2018年8月度）
金属・建材用保護フィルム、自動車用保護フィルム、エレクト
ロ二クス用フィルム、クリーニングテープ、その他機能材粘着
テープ・介護関連製品製造販売
ホームページアドレス http://www.sumiron.com/

カー様に採用されたことで、会社

ると、正常に作動しなくなるの

としてのレベルがぐっと上がり、

で、我々の製品がプロテクション

信用度も増し、製造拠点も拡大し

フィルムとして、サプライチェー

ました。自動車のボディ用は、長

ンの中で使われています。必要な

板や建築資材、自動車の外装ボ

期輸送車、特に輸出される自動車

時に貼って、不要になれば役目を

ディ、タッチパネルなど液晶部材

が対象で、海外で生産される日本

終える消耗品ですが、保護フィル

の表面に傷や汚れがつくのを防止

ブランドの自動車にも当社のフィ

ムという大きなくくりで見ると、

する表面保護フィルムを中心に製

ルムが多く使われています。
また、

当社の売上げの75～80％を占めて

造販売いたしております。創業当

この手の製品は、ヨーロッパ、日

います。

時は、例えばキッチンのシンクに

本、アメリカなどが持っている技

一方で、近年全く異なるライフ

貼られている青色の表面保護フィ

術で、スペックが高いため、中国

ケアという事業に着手いたしまし

ルムのような、ステンレス板やア

や新興国ではまだ作れないという

た。我々の粘着技術を使用し、使

ルミ板に用いるフィルムがほとん

のが現況で、我々はこれらの製品

用済みおむつをパックするシステ

どでしたが、時代の変化と共に用

を中国やタイにも供給しています。

ムを開発したのです。使用済みお

途やお客様のニーズが多岐に亘っ

スペックが高く、評価基準が厳

むつのにおいを閉じ込め、バクテ

てきました。現在、自動車の外装

しく、信頼性を求められる製品を

リアなどによる二次感染を予防し

保護フィルムにおけるシェアは、

提供していたことで、10数年前か

瞬時に自動パックするというもの

国内で50％以上と非常に高くなっ

ら、エレクトロニクス分野にも参

で、病院や介護施設、老人ホーム

ています。

入することになりました。液晶テ

などで採用して頂き、現在までに

■シェアの高い保護フィルムと、
介護現場に着目した新商品
当 社 は 1972 年 の創業で、金属

今から20年ほど前、自動車を輸

レビのディスプレイ表面

送する際に酸性雨や鳥の糞、虫な

を保護するフィルムや、

どが自動車のボディに付着し、新

内部の部材を保護する

車としての価値が損なわれるとい

フィルムを製造するよう

うことから、自動車メーカーでは

になったのです。その後

保護フィルムを貼ってお客様に届

のスマホやタブレットな

けるようになり、保護フィルムの

どもそうですが、このよ

新しいニーズが生まれました。こ

うな機器の部材は非常に

れが、我々の一つのターニングポ

精密で、少しでも異物が

イントとなり、大手自動車メー

入ったり傷がついたりす
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▲ 自動車用保護フィルム

2000台という実績を上げていま

す。また、小集団のリー

す。構想・開発から数えると10年

ダーに経営者意識が生ま

近く経ちますが、これまでとは販

れ、“一国一城の主”と

売先も全く違いますので、ここ

して、自分のグループが

３～４年でやっと芽が出てきまし

儲けるにはどうしたら良

た。当社しか手がけていないオン

いか、利益や採算を上げ

リーワン商品で、一度使って頂く

るにはどうすべきかと積

と「良かった！」と言って頂けま

極的に考えるようにな

す。将来的にもっとニーズが高

り、それぞれ小集団が同

まっていくのではないかと考え、
非常に力を入れており、自信を

じ目標に向かって一丸と
なって取り組んでいけます。例え

持って販売できる商品の一つです。

ば、一つのグループで何か購入し、

バ経営会議を開き、営業や各工場

毎年ドイツのデュッセルドルフ

それを生産して次工程に行った

から集まって、
数字の発表と共に、

で世界医療展示会が開催され、当

ら、時間あたりの採算はどうなる

現在の問題点、次の目標などを話

社もここ５年連続で出展させて頂

か、儲かるかどうかという計算も

し合い、課題を共有する機会を設

いておりますが、衛生意識が高い

します。つまり、内部で売買する

けています。
生産性という面では、

ヨーロッパでの反響が非常に良い

ような形になり、数値化してラン

多く作ったほうが、効率が良いと

▲ 和歌山工場全貌

３ヶ月に一度、当社ではアメー

感触を持っています。ドイツ、オ

キングも出しますので、どの部署

思い込んでいますが、いざ蓋を開

ランダ、イタリア、アイルランドな

が儲かっているかというのもすべ

けてみると本当はどうなのかとい

どにおいて代理店契約を結び、機

てクリアになり、コストに対する

う点に最近は目を向け始めていま

械自体もヨーロッパのほうへ輸出

意識が高まります。
そして、
グルー

す。機械を止めても、必要な分だ

できるようになりました。将来的

プが目標達成できれば、そのグ

け作るほうが大事なのではない

には、当社の柱となる商品ではな

ループ全員の給与や賞与、昇給に

か。機械を止めるのは非常にムダ

いかと考えています。以上のよう

反映されます。

なことだと考えていましたが、逆

に、マーケティング・セグメント

ただ、アメーバ経営にもデメ

転の発想で、不必要に機械を動か

としては、エレクトロニクス、自

リットはあります。
「我も我も」

すほうがムダなことではないのか

動車、金属・建材の３分野に加え、

という気持ちが強くなり、効率を

と、今まで見えていなかったこと

全く異なるライフケア分野で事業

求め過ぎるという嫌いがありま

が見えるようになってきたと思い

展開しているというのが現状です。

す。例えば、商品50個の注文しか

ます。

入らないのに、
まとめて100個作っ

現在、入社して20年目ぐらいに

たほうが、効率が良いだろう、生

なる社員が最も多くなっていま

産性も上がるだろうと考え、後工

す。営業でも40～45歳が多く、英

当社のマネジメントにおける特

程の部署にも100個を売るわけで

語の初歩も不案内だった人が、今

徴の一つがアメーバ経営で、導入

す。それが次へ次へと受け渡され

は海外のお客様とやりとりするよ

してから20年近く経ちます。小集

ると、ムダな在庫を抱えることに

うな環境下にあります。そこで、

団にして時間あたりの採算値を出

なります。自分たちのグループの

彼らには、できないと思えば本当

し、その採算値を最大化すること

数字ばかり見て、全体を見ないの

にできないので、見よう見まねで

を目指すのですが、毎月毎月の採

で、後工程が要らないと言っても

いいからやっていこうと、英語の

算値を出すことで、ここは儲かっ

売りつける、最後に負荷がかかっ

講習などを受けに行かせたら、意

ている、ここの部分はダメだなと

てくるという状況を招くことがあ

識改革が始まりました。例えば、

いう「見える化」が図られ、全社

りますので、結局、バランスが大

入社30年目になる50歳の営業部長

員で共有できる点が良いところで

事だと思います。

がいますが、彼などもお客様と英

■アメーバ経営を見つめ直し、
意識改革に取り組む
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語でメールを交わすことが増えて

新規の分野に入ってい

きました。そういう姿を見ると、

くために、専門的な知識

みんなそれぞれにポテンシャルが

を持つ人を迎えるという

あるのだなと思います。従業員の

ことも考えてはいるので

資質や可能性をもっと引き出すよ

すが、スミロンの考え方

うなことをしてあげたいと、実務

や培ってきた文化に合う

として問題を解くトレーニングに

だろうかという疑問もあ

も取り組んでいます。

ります。合わなければ意

■個人のポテンシャルに注目し、
利益重視の骨太経営をめざす
スミロンは、中小企業という規

味がありませんので、今
のところは、プロパーで
育った人財を最大限に活
かしてゆく、
そして、
眠っ

▲ エコムシュウ

模の割には、人財育成に力を入れ

ていたポテンシャルを引き出すの

ければなりません。仕入れた材料

ているほうだと思います。あえて

が、昨年10月に社長に就任した私

費が高くついたとしても、お客様

中途採用を避け、プロパーの社員

の使命だろうと思っています。

がその価値を認めてくだされば、

全員で目標を共有し、夢に向かっ

私は、
売上げ重視の会社でなく、

それで良いのです。
高付加価値で、

て成長していこうと頑張ってきた

利益目標を明確にして骨太体質の

小ロットでもお客様に高く評価さ

会社ですので、一人ひとりの個性

会社にしていきたいと願っていま

れ、認められる商品を増やしてい

を大事にしながら各種研修にも費

す。売上げでなく利益に目を向け

こう、そういう企業に変わってい

用をかけています。ただ、生産性

る、つまり、従来の売上げ目標を

こうという時期に来ていると思い

向上という目線で研修や教育を施

立てて、結果として利益がこれだ

ます。

しているかどうかと言いますと、

け残るというやり方とは逆転の発

私どものユーザーはメーカーさ

正直なところ、まだそこには至っ

想です。具体的にいうと、２億円

んが多く、特に海外は、間に商社

ておりません。日本の中小企業で

儲けたいなら、何をどれだけ売れ

や代理店をはさまない直接取引が

はなかなか難しいのですが、ジョ

ばよいか、と突き詰めて考えるの

かなり増えてきました。そうする

ブ・ディスクリプション（職務記

です。経営とは、利益からの逆算

と、
言語の問題や条件の問題など、

述書）というものが定まっていな

です。そうなると、来期はアメー

一営業マンでは判断できない部分

いことが背景としてあります。

バ経営の考え方を少し崩して予

があり、どうしても私が行かねば

ジョブ・ディスクリプションがな

算を立てていかねばならないで

ならないというケースが多くなっ

いと、専門性のある人間が育ちに

しょう。

ています。営業面で生産性という

くく、すなわち生産性を上げると

今年は商品の値上げをしたこと

言葉は当てはめにくいのですが、

いうことにつながっていかないの

で、私も４月にはずっと海外のお

海外のお客様との取引が非常に増

ではないかと感じています。

客様のところへ伺って交渉ばかり

えているなか、コミュニケーショ

しておりました。営業などは「値

ンのツールである英語や中国語が

てもらって現場改善に取り組み、

上げして、
切られたらどうしよう」

できる人間を育てていくことが、

その成果をもとに現在は自主的に

という恐れを感じていたようです

大きな課題だと言えます。

毎月改善活動を行い、「金賞」「銀

が、切られてもいいというぐらい

賞」
「銅賞」を設けて受賞者には

の強い気持ちを持つことが肝心で

越え、従業員には物心両面で満

金券を渡すなどしていますが、現

す。薄利多売の世界で我々もやっ

足を与えつつ、さらなる人財活性

場だけでなく、営業や総務関係の

て来ましたが、カスタムフィット

化を図っていきたいと考えており

マネージメントにも力を入れなけ

そしてハイエンドの商品を求める

ます。

ればならないと思っています。

企業に対して、誠実にお応えしな

一時、専門コンサルタントに来
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さまざまな課題を一つずつ乗り

（インタビュー取材・文責在編集部）

講演録

特別講演

第56回協会総会より収録

「強い大阪づくり」
～人、モノ、投資を呼び込む 

仕組みづくり～

（公財）大阪観光局理事長（大阪観光局長）
元観光庁長官

溝畑

宏 氏

生まれ育ちは京都ですが、父が数学者で、フ

そうしたら、会頭が東京に出向いて来られ、
「関

ランスなどヨーロッパで主に活躍していたの

西を元気にしないと日本はよくならん。アンタ

で、私も子供のころ３年ほどヨーロッパで過ご

も京都出身やったら、関西のために体を張って

しました。微分積分の世界で第一人者であった

くれ」と懇願されたのです。それも２回も。

父は「常に世界の中心を見ろ、この国のために

府知事や市長も来られて、
「関西の復権のた

生きろ」と言い、その背中を見て育った私はど

めに観光に力を入れたいから、どや？」と言わ

この地域、どこの職場にいても「世界のトップ

れ
（笑）
、決心をしたのです。

から見たら、どんな立ち位置にいるのか」とい
うことを常に意識して仕事をしてきました。

私の強みはしがらみがないことだと思いま
す。だから、自由にだれとでも一緒になって、

世界のトップと比べて、どこが足りないかを

関西・大阪の経済を活性化する、それによって

考え、成功のイメージを世界のレベルで描く。

周辺地域も潤うという目標に向かって突き進む

そのために社員・スタッフには必ず「狭い日本

ことができます。とくに2020年東京オリンピッ

のしょぼい例ではなく、一流を見に行こう！世

ク以降がチャンスです。まず、1年前に、Ｇ20

界のこの分野のトップを目指そう！」と言い続

大阪サミット、ラグビーワールドカップ2019が

けてきました。

あり、2021年にはマスターズ世代を対象とした

今から３年前、大阪に帰ってきました。それ

国際総合スポーツ競技大会である「関西ワール

まで私は東日本大震災からの復興を目指して、

ドマスターズゲームズ2021」が開かれます。

2020年東京オリンピック招致に取り組んでいま

2024年を目途に世界最高水準の観光施設、国際

した。13年に招致が決まり、14年、私は関西財

会議場・展示場などを含む「IR」
（カジノを含

界のセミナーに講演者として呼ばれ、そこで見

めた統合型リゾート）が夢洲に建設される計画

たデータに愕然としました。大阪の総生産は

があります。これに合わせてJR桜島線の延線、

リーマンショック以降、下落傾向に歯止めがか

京阪の乗り入れ、おそらく、なにわ筋線が前倒

からない。大阪の府民所得は東京の３分の２。

しで開通し、さらに関西国際空港・伊丹空港・

40年前は東京の10分の９だったのに。これだけ

神戸空港の３つが一体化して、韓国の仁川、シ

経済が疲弊して、私の故郷、関西は大丈夫なの

ンガポールのチャンギに負けないキャパを持っ

かと思い、非常に生意気ですが「皆さん、悔し

た空港に変貌していきます。

くないのですか？

何でもっとハングリーに

2020年から2030年に至るまでのさまざまなプ

なって、世界の頭を取ろう！と思わないのです

ロジェクトが、私は関西・大阪にとっての天下

か？」と、えらそうに言ってしまったのです。

分け目、関ケ原の合戦以降に巡ってきた非常に
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大きなチャンスだと思っています。東京一極集

お客さんが楽しいと感じる、ワクワクする、感

中を嘆くのではなく、世界のヒト・モノ・カネ

動する、
気持ちよいと思うようにすることです。

を大阪に引きつける。その狼煙を上げていくの

そしてすべて物事は
「知ってもらってナンボ」

が、この10年だと思っています。

ですから、広報・広告等で知らしめる。私の母

■「世界で通用するもの」で
あふれる街に



親は
「人生は１回しかないから、
目立って目立っ
て目立ちまくりなさい。でないと、何も生まれ
へんよ」と言っていました
（笑）
。せっかく良い

大阪のGDPは40兆円を割っています。日本

製品でも、ユーザーが認知してくれなかったら

のGDPは530兆円。大阪は昔から「１割経済」

広がりません。今はSNS・ブログ・ツイッター・

と言われていますから、50兆円が目安です。あ

フェイスブック等で瞬時に世界に発信できる時

と10兆円増やす可能性は十分にあります。それ

代です。ですから、全国・世界に通用するもの

が観光であり、スポーツ、モノづくり、第４次

をつくれば、
世界のユーザーに認知してもらい、

産業革命です。まさに万博、IRのテーマがこ

国内外からヒト、モノ、カネを集めることがで

の４つです。歴史的に見ても、人材から見ても、

きます。私の究極の目標は、大阪にあるすべて

十分にほかのエリアに勝てる分野です。
ここで、

の企業が自分のところでつくっているモノを国

経済をどう成長させるか。
これをやらなければ、

内のみならず世界に通用するものにすること。

魅力ある雇用は生まれないし、優秀な人材も定

そして、世界のマーケットで勝負できる企業を

着しません。

どれだけつくるか。それが大阪の経済力を高め

国も地方も財政は大変な状況で、借金が１千
兆円を超えています。これ以上、公的支出に依
存するのではなく、民間が自由に経済活動をし
て競争原理が働くようなしっかりとした環境整

ていくことになります。

■目指すは活力あふれる
「ダウンタウン・オブ・ジャパン」



備をする。つまり規制緩和をして、今あるもの

大阪を訪れる外国人の数は1111万人（2017

にさらに磨きをかける、あるいは付加価値をつ

年）
、６年で７倍です。伸びは東京を上回って

けることで、成長戦略を推進することが生きる

います。インフラや食など理由はいろいろ考え

道です。

られますが、私が確信しているのは大阪の一人

日本には世界に勝てるものが５つあります。

ひとりのキャラクター、多様性、歴史、文化、

①四季の変化、
②森をはじめとする美しい自然、

伝統です。江戸時代から都になった東京とは

③安心・安全・清潔な環境、④ルールを守る国

「濃さ」が違います。コミュニケーション能力

民性ゆえのモノづくり・交通機関等への信頼度

が違うのです。大いに自信を持って下さい。私

の高さ、⑤健康長寿――。日本の医療も理美容

のような変態も「おもろいやっちゃ」と受け入

もレベルが高く、さらには日本の武士道まで世

れて仲間にしてくれる包容力
（笑）
。他人がやら

界中の人に評価されています。食やスポーツな

ないことをやる。
「やったで！」
「いってまえ！」

ども含めて、これまで内需、国民向けであった

というガムシャラな精神、攻撃力、これは大阪

ものをもっと視野を広げて、世界のマーケット

が突き抜けています。
「人情」
「お笑い」
「粉もの」

を取り込む、また外需を取り込む、という発想

「食いだおれ」等々…多彩な魅力が数え切れな
いほどあります。

が成長戦略の大きな柱になります。

そんな大阪が目指すべき方向は３つです。

そこに出てくるのが「観光立国」
。観光は地

①24時間観光都市。ロンドンはこれでプラス

域の総合的戦略産業です。地域独自の資源を掘
り起こし、そこに付加価値を加える。つまり、
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４兆円の経済効果を狙っています。世界のお客

－ 13 －

様は夜８時以降に本格的な消費活動を始めま

ボジア、インドネシアの人たちは日本が大好き

す。夜間経済は単に経済だけでなく、新しい交

です。

流や文化を生み、イノベーションにつながるも
のでもあるのです。

冒頭に申しましたように、
Ｇ20、
ラグビーワー
ルドカップ、マスターズと2019～2021年まで

②は関西・西日本観光におけるハブ。大阪は
関西のど真ん中。周辺の兵庫、京都、滋賀、奈

「ゴールデンエイジ」で、経済効果が大いに期
待できます。可能性だらけです。

良、和歌山にどんどん送客していく懐の深さ、
度量を持ち、広域観光を目指す。関西一円の力
を結集すれば、関東など比ではありません。

本日、ぜひ申し上げたいことは、これからが
「大阪府経営合理化協会」の皆様の出番である
ということです。国の掲げるGDP600兆円に向

③は多様性あふれる街。私が今仕掛けてい

けた「官民戦略プロジェクト10」
（仮称）のな

るのはスポーツ、食、モノづくり、ウェルネス、

かで、重点項目として挙がっている「第４次産

ポップカルチャーの質を世界に通用するように

業革命」
「健康」
「スポーツ」
、
「観光立国」など

ブランディングすることです。質は十分高いので

大阪がとくに力を発揮できる分野です。さまざ

すが、もっと世界中の人に認知されるようにレ

まな規制緩和が進む中でビジネスチャンスは増

ベルを引き上げるべきではないかと思います。

えていますし、世界からヒト・モノ・カネを呼

大阪の観光戦略のスローガンは「ダウンタウ

び込めば、すべての産業・業界に波及します。

ン・オブ・ジャパン」
。ダウンタウンというの

まだまだ伸び代はあります。さらに「IR」や

はみんなが集まって夜遅くまで盛り上がってい

万博誘致などの計画もあります。世界の一流の

るような活力、生命力あふれる元気な街のこと

ものを呼び込めます。

です。日本の中で最もそういうパワーのある街
として世界に打って出るのです。

IRができれば、鉄道網なども完備するので、
舞洲にスポーツ用品メーカーや研究所、大学ま

そのためにも地域の財産をもっと生かす。例

で集めたシリコンバレーをつくり、一大スポー

えば、堺。千利休が有名ですが、堺の駅に降り

ツ拠点にする、という夢だって広がります。ワ

てもお茶の香りはしません。観光施設としての

クワクしませんか。当然、そこに雇用も生まれ

「利晶の杜」やおいしい和菓子だけでなく、堺で

ます。

は子供のときから学校でお茶を習う、というよ

世界の大阪、その昔、五代友厚や広岡浅子が

うに教育現場から変えて、みんなで本気でお茶

思い描いた「大大阪時代」に戻す舞台は整いま

の文化を育んで、それを世界に発信する。堺だ

した。ぜひ皆様も大阪・関西の活性化のために

けでなく、ラグビーの聖地・東花園、箕面の滝、

積極的にプロジェクトに関わり、応援していた

鶴橋の焼き肉、クワガタ愛好家の聖地・能勢…

だきたいと思います。ご清聴ありがとうござい

皆さんは意識していないけれど、世界の人が喜

ました。

んで来てくれそうなところが実はいっぱいあり
ます。世界が注目しそうな産業や文化や伝統、
これまで地域に埋もれていたものを掘り起こ
し、メジャーにしていくステージを用意して、皆
さんに取り組んでいただきたいと思っています。
アジアの経済成長にはすさまじいものがあり
ます。2020年にはアジアの人口は47億人になり
ます。その経済成長をどう取り込むか、これが
大きな課題です。しかもタイ、ベトナム、カン

溝畑 宏 氏

プロフィール

昭和60年東京大学法学部卒、同年自治省入省、
平成11年自治省行政体制整備室課長補佐・理事
管、14年大分県企画文化部長、16年㈱大分フッ
トボールクラブ代表取締役、22年国土交通省観
光庁長官、24年内閣官房参与・大阪府特別顧
問・京都府参与、27年（公財）大阪観光局理事長
（大阪観光局長）に就任
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ハツラツ社長登場
（第58回）

教育機器・オフィス機器・製本関連機械の３本柱で
企画・開発に力を入れ、
「少量・多品種」路線を徹底
さくら精機㈱

代表取締役社長

村本

一平

所在地 〒581－0814 八尾市楠根町2-61
ＴＥＬ 072－996－5528
ＦＡＸ 072－997－7541
創 業 1948年
従業員数 70名
資本金 1,000万円（自己資本金15億円）
事業内容 教
 育機器・事務機器・製本関連機械・ホワイトボード・各種
ボード・特殊機器の企画、開発、設計、製造、販売
ホームページアドレス http://www.sakura-seiki.co.jp
聞き手：
（一社）
大阪府経営合理化協会

― 今号から聞き手が変わりましたが、先例に
従い、会社の歴史からお伺いしたいと思います。
村本 この４月に創業70周年を迎え、私は４年半
前に社長に就任しました。創業者は私の祖父で、
もともとは粟おこしの原料の製造で財を成した家
の息子で、戦前にカメラが趣味というようなボン
ボン育ちだったそうです。しかし、戦争で工場が
焼けてしまい、戦地から帰ってきた祖父は昔のカ
メラ仲間と理科の実験機器の製造を始めました。
仲間の人の親戚が理科の実験機器を扱っていて、
その製造を担うようになり、祖父が営業を担当す
るということでスタートしたようです。
当時は、戦後復興のために理科の教育に力を入
れていこうという時代で、創業後１、２年目に内
田洋行の方と出会い、３年目には製造しきれない
ぐらいの受注があったため、祖父は「取引先を内
田洋行さん一本に絞る」という決断を下しました。
そのころ、一緒に事業を始めた人が別の親戚の会
社に引き抜かれたため、祖父が一念発起して独学
でモノづくりをマスターし、内田洋行さんの専属
工場という道を歩み始めたのです。
― 子会社になったということですか？
村本 子会社ではなく関連会社です。現在でも内
田洋行さんの売上が９割を占めていますが。内田
洋行さんといえばオフィス家具分野で有名です
が、理科の実験機器専門の当社にもいろいろなご
要望をいただくようになり、そのなかのひとつに
「天気図を勉強するための黒板をつくれないか」
というものがありました。本来、黒板は木工屋さ
んの仕事で、うちは金属加工屋なのですが、理科
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の授業で使う黒板を、という依頼をきっかけに内
田洋行さんのオフィス家具分野にも進出させてい
ただくようになりました。
― なるほど。でも、理科の実験機器は金属製
品の範疇に入るんですね。
村本 基本的には。
ただ、
一般的な金属製品と違っ
て教育関連の製品は少量で品種が多く、ガッツリ
金型をつくって量産するのではなく、手づくり感
満載なモノが多い。そのため、当社は昔から金属
を加工する機械の種類が多く、何でもつくること
ができるということが特長になっています。少量
では外注にも出せないので、社内にいろいろな種
類の設備を蓄積し、大量生産はできないけれど、
どんな加工でもできるということで、当社ならで
はの製品も多数あります。ホワイトボードのアル
ミ枠もそのひとつで、もともと黒板類は木工屋さ
んが製造していたので枠は木製が当たり前でし
た。私が伝え聞いている範囲ですが、祖父が「窓
に使われているアルミの枠を黒板（ボード）に付
けたらどうか」とひらめいて、当社が一番初めに
つくり始め、黒板屋さんなどに枠を供給していた
こともあったようです。金属加工業だからこそ生
まれた発想といえます。
― 事業分野を広げていかれたわけですね。
村本 創業時からの教育機器とオフィス関連、そ
して当社のもうひとつの事業の柱となっている印
刷製本関係の業務用機械で、これも約40年になり
ますが、もともと内田洋行さんの協力工場であっ
たところの創業者が亡くなって後継者がなかった
ので、
当社が設備を社員もろとも引き継ぎました。
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ハツラツ社長登場
それで手狭になったので、三重に名張工場を建て、
現在はそちらでホワイトボードを製造しています。
― ３つの事業分野の売上比率は？
村本 印刷製本用機械40％、教育機器35％、オフィ
ス関連25％です。実はリーマンショックまではオ
フィス関連が６割以上を占めていたのですが、一
気に減って価格競争の時代に入り、そのころ１割
ぐらいしか占めていなかった製本関係の海外向け
の新たな機械の開発に成功して、これが爆発的に
ヒットしたのです。紙を切ったり、ミシン目を入
れたり複合的に使える機械で、これがオフィス関
連が下がった分を補って構成比がぐるっと入れ替
わりました。
― どうして、そんなことが可能に？
村本 当社はハードの設計はできたのですが、電
気やソフト関係の制御については手がけていませ
んでした。他社から引き継いだものでしたし、内
田洋行さんの方に研究所があって、そちらでされ
ていましたので。しかし、うちの開発のメンバー
が勉強して、電気・ソフトの設計もできるように
なって、つくりあげた機械が大きな売上につな
がったのです。
― 売上もさることながら、そうした開発が社
内でできるようになったということが大きいですね。
村本 そうなんです。いままではハードルが高く
て二の足を踏んでいたような開発も自分たちでで
きるようになって、その爆発的にヒットした商品
についても上位スペックのものや逆に安価な商品
など派生モデルを出すなどして、この10年間で海
外の売上はおよそ４倍になっています。
― お話は変わりますが、社長に就任されたと
き、社内の体制や組織などをどのようにしていき
たいとお考えでしたか。
村本 いきなり自分色に変えるのではなく、良い
ところは残したいと思っていました。ただ、かつ
ては社長とそれぞれの部署が直結していたという
▶ 製本用機械

か、たとえば板金加工の課長の上に社長がいると
いう感じで、セクショナリズムも強かったので、
板金加工と切削加工をひとつの部にして部長を置
き、課同士のコミュニケーションが図れるように
し、またスタッフ系と現場系それぞれに取締役を
置いて、社長との間にワンクッションを置くよう
にしました。でも、課題はまだまだあると思って
います。
それから、３、４年前から35歳までの社員を対
象に２ヵ月に１回、会社から費用を出して、「若
手の会」をやりなさいということで飲み会を定期
的に行っています。参加は自由で、とくに仕事の
話をしなくてもいいし、社長や上司の悪口や愚痴
を言い合っても構わないというもので、お互い気
軽に話ができる機会を提供したかったのです。
― 経営の方針というか、会社として目指して
おられることは？
村本 「とにかくナンバーワンの商品をつくって
いく」
ということです。
ナンバーワンの商品であっ
てもトレンドが過ぎればなくなっていきますの
で、なるべくたくさんの柱を立てておくというの
が当社の基本的な考え方です。
当社は多品種少量生産で、そんなに特殊な技術
分野だとか、当社でなければできない加工方法だ
とかがあるわけではありません。やろうと思えば
どこの会社でもつくれるものの集合体で、
「儲か
らないものの集合体で儲ける」というのが当社の
やり方なのです。儲からないものは他社がやりた
がりませんから、
そんなにライバルがいない（笑）
。
儲からないから束になっていないと、やる価値が
ない。でも、その束が当社にはある、ということ
です。社員は65名ですが、商品の点数は1200ぐら
いありますが、よく売れているものでも年間100
とか200。
「少量多品種」を磨いていくことは、私
の、というより当社の永遠のテーマです。
― その根付いた路線を今後も引き継いでいか
れるわけですね。
村本 そうです。どこもやりたがらないような、
「こんなもの、どうやってつくったんだ？」と言
われるようなモノをつくっていきたいですね。相
見積を取られるような製品ではなく、お客さんの
ニーズを超えた商品を自分たちの企画・開発で商
品化していく。与えられたテーマをこれからも形
にしていきたいと思っています。
― 本日は貴重なお話をどうもありがとうござ
いました。

－ 16 －
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2025年国際博覧会の誘致

1 ● 国際博覧会（万博）について
万博とは、国際博覧会条約に基づき、国が開
催主体となり、世界の多くの国々が参加して行
われる全世界的なイベントです。そのため、都
市が主体となるオリンピックとは異なります。
万博には、５年に１回開催される大規模な
「登
録博覧会」と、２回の登録博覧会の間に１回開
催される「認定博覧会」があります。2025年に
大阪・関西での開催を目指す万博は、2015年の
ミラノ万博や2005年の愛知万博のような大規模
な登録博覧会です。
万博の持つパワーは非常に大きく、1970年に
開催された大阪万博は、6,000万人以上、愛知
万博は2,000万人以上が来場しました。万博は
お祭りというだけでなく、それに向けて企業や
社会が動き出す開催前の準備や、会期が終われ
ば万博の成果を活かして新しい技術が普及して
いくという効果があり、大きな経済効果が期待
できます。

2 ● 開催を目指す万博のテーマ・内容
2017年４月、日本は「い
のち輝く未来社会のデザイ
ン」というテーマを掲げ、
万博誘致に立 候 補 し ま し
た。大阪・関西には、ライ
フサイエンス関連の研究機
関や企業をはじめとして、
健康を取り巻く幅広い産業
分野が豊富に集積していま
す。また、「つくれないも
のがない」と言われるほど、
高い技術力のある中小企業
も集積しています。
こうした地元の強みであ
る「健康」を一つの柱にし
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つつ、国連が掲げる「SDGs（持続可能な開発
目標）の達成」をもう一つの柱にテーマが設定
されました。
SDGsは、地球上の誰一人として取り残さな
いという理念のもと、持続可能な世界を実現す
るための17のゴールから構成される国際目標で
す。最新技術やアイデアを提案する大阪・関西
での万博を通じ、SDGsの達成をめざします。

3 ● 誘致に向けた取組み
2017年３月には、オールジャパンで万博誘
致を推進する組織として、
「2025 日本万国博覧
会誘致委員会」を設立しました。経団連の榊原
会長（現経団連名誉会長）が、誘致委員会の会
長に就任し、大阪府の松井知事と関経連の松本
会長が、会長代行に就任しました。
設立後、誘致委員会では、国とも連携しなが
ら、BIE（博覧会国際事務局）総会でのプレゼ
ンテーションや海外でのプロモーション活動を
展開しています。また、多くの企業・団体等の
皆様の協力を得ながら国内の誘致機運の醸成に
取組んでいます。様々な方々が、デジタルサイ

【国連が掲げる17のSDGs（持続可能な開発目標）
】
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ネージやバナー広告などを活用し誘致機運を盛
り上げていただいています。
特に、
「動く広告塔」
として、トラックや新幹線、航空機に誘致ロゴ
マークを掲示していただくなど、全国各地に誘
致機運が波及するような取組みも活発になって
きており、今後も国民の皆様の万博への期待感
がより一層高まると考えています。

するのに相応しい地域であることを訴えること
ができました。
【開催概要】
■開催テーマ：
いのち輝く未来社会のデサイン
■開催予定期間：
2025年５月３日
（土）
～11月３日
（月）
までの
185日間
■開催予定場所：夢洲（人工島）
、約155ha
■来場予定者：約2,800万人
■開催経費：
＜会場建設費＞約1,250億円
＜運 営 費＞約820億円

4 ● BIE調査団による現地調査
2017年９月、日本としての正式な立候補申請
文書となるビッド・ドシエをBIEに提出しまし
た。ビッド・ドシエは、開催計画の実現可能性
について技術的審査を受けるための書類で、
テーマや立地条件、会場構想などの14項目から
構成されています。
2018年３月には、このビッド・ドシエに記載
された内容を調査するために、BIEの調査団が
候補地である大阪・関西を訪問しました。開催
予定地の夢洲を調査したほか、大阪府知事や
大阪市長への表敬訪問、道頓堀の視察などが行
われました。調査団が訪問する先々では、多く
の市民の方々に歓迎行事に参加いただくなど、
誘致機運の盛り上がりを存分にアピールできま
した。
調査団からは、「良好、ポジティブ」という
評価をいただくなど、大阪・関西が万博を開催
【会場イメージ】

5 ● 今後の取組み
2025年の万博開催地は、本年11月のBIE総会
での加盟国の投票によって決定します。他の立
候補国である、ロシア（エカテリンブルク）や
アゼルバイジャン（バクー）も非常に強敵であ
り、厳しい誘致競争に勝ち抜くためには、これ
からもより多くの方々の万博誘致に対する理解
や賛同をいただき、他国を圧倒する機運の醸成
が必要となります。
このため、誘致委員会では、機運の盛り上が
りを具体的な数値で表すために、会員の募集を
行っています。会費は無料で、登録は誘致委員
会のホームページから行うことができます。登
録がまだの方は、ぜひ登録をお願いします。ま
た誘致委員会のfacebookへの「いいね！」や
Twitterへのリツイートもお待ちしています。
引き続き、
万博開催に向けた機運を盛り上げ、
大阪・関西への誘致を勝ち取りましょう！

出典：ビッド・ドシエ（経済産業省作成）
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私の七転八起
第24回

合理化協会で広がり、
豊かになった私の人生


（一社）大阪府経営合理化協会

今年71歳になり、身体が今までのように機
敏に動けなくなり、
物忘れも自覚しだしました。
家庭でも「いつまで勤めているの」と聞かれて、
退任を意識しだしました。
そこで、情報融合化委員会で「今までを振り
返って、『私の七転八起』に書いたらどうか」
と勧められ、執筆させていただきます。
私が協会に勤めたのは元協会専務理事の小川
泰造氏のお世話で入局しました。
当初から、
「 合 理 化 」 誌 の 編 集 に 携 わ り、
職員の河村さん、ビジネス雑誌を編集されてい
た川瀬さんの３名で月刊誌として発刊していま
した。
この仕事で、ものを書くということが後に残
るものであり、細心の注意を払って書いても、
再度見ると手直しすることがある、難しいもの
だと肌身で感じました。
「合理化」の仕事では、
何度か校正ミス、確認ミス等で会員企業に謝り
に訪問したことが思い起こされます。
「合理化」の編集企画を議論する情報融合化
委員会の皆様との交流も楽しく、春などには遠
出をして、いつもと違った雰囲気の中で開催さ
れました。
経営二世塾では、１期生から15期生まで担
当しました。当初大阪府外の研修旅行で企業を
探す場合、手探り状態でしたが、各県の大阪事
務所にお願いすると早いこともわかり、お世話
になりました。1998年には、経営二世塾OB会
のKN会も結成され、担当しました。
1976年から始まったDAT（行動力開発訓練）
も40年以上続いていますが、30歳のころから
担当し、65歳で体力の限界を感じるまで、ト
レーナーを務めました。
TECは2000年頃から森川さんから引き継ぎ
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佐竹幹雄

担当しました。当時は夏期トップセミナー等で
大変活発な会でしたが、現在は会員の高齢化が
進んでいます。ここでも会員との楽しい交流が
思い出されます。
その他では、労務責任者のための定例会（労
研）
、C&N（コンピュータとネットワーク）研
究会、異業種交流マッチング会、IBC（異業種・
異能専門家の交流会）
、1973年から始まった
勤労青年海外研修
（現・中堅リーダー海外研修）
等も第１回から担当していました。
こうして振り返ってみると、会員企業の皆様
と有識者の皆様には、47年間大変お世話にな
りました。
在任中、常に心がけていたことは、会員企業
に訪問する際には、情報のお土産を持っていく
ことでした。
いろんな経営者と交わって得た情報や、仕事
を通じて得た情報、世間の景気動向や補助金な
どの情報を交えて、訪問先に役立つ形でお伝え
することです。
お蔭様で今はどの会員企業を訪問しても歓迎
されています。協会の仕事を通じて私の人生は
大きく広がり、豊かなものになりました。
改めて長い間ご厚情をいただきありがとうご
ざいました。
今までご支援いただいた「合理化」誌のご愛
読者を始め、会員様や仕事で関係のあった方々
には誠に申し訳ない思いがあり、心苦しいで
すが、私の退職をご承諾賜りますようお願いし
ます。
これからも合理化協会へのご厚誼のほどよろ
しくお願い申し上げます。
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中堅リーダー海外研修
参加企業インタビューと参加者の報告書より
一般社団法人 大阪府経営合理化協会 経営支援部

大西尚道

平成14年の第35回中堅リーダー海外研修より、社員の方を毎年２名本海外研修にご派遣いただいて
います株式会社大松の仁科直樹専務取締役に、その狙いと効果についてインタビューしました（以下
要約）。
大西：御社における中堅リーダー海外研修の目的や効果といったお話をお聞きできればと考えていま
す。最初に、御社の会社概要についてお聞かせ下さい。
仁科（敬称略）
：当社は、1977年に住宅設備機器専門商社として創業。現在は、社員数235名、年商
241億円（2017年度）の住宅設備機器総合商社です。
大西：海外研修に派遣される社員の方をどのような基準で選定されていますか。
仁科：当社では、海外研修を「研修」と「ご褒美」ととらえていますので、社歴の古い人から順番に
派遣しており、現在は所長や課の責任者クラスの社員が対象となっています。参加した社員から直
接、話を聞いているのですが、大変喜んでもらっていると感じています。ベテラン社員の間では、
「今
年は誰が海外研修に行けるのか？」といった話題が毎年上がります。個人では中々行けない国に約
１週間行けるというのが良いのではないかと思います。
大西：研修という観点からはどのように評価されていますか。
仁科：当社は、仕事上では国内の限られた業界の方
たちとのお付き合いになる為、ともすればマンネ
リ化や刺激が少なくなってしまうという面があり
ます。一方、海外研修では、多種多様な業界の方々
と一緒に旅行し、異文化に触れ、様々な会社を見
学することができます。見識を深め視野が広がる
という効果があります。社長は事あるごとに「社
員が大切」ということを言います。社員が大切で
すから社員教育にも力を入れ、利益に対する考え
方も、
「将来への投資」
「社員への還元」
「利益の
蓄積」で３等分し、実践しています。
▲ アイルランド・ギネスビール本社にて
第50回中堅リーダー海外研修（2017年６月21日～27日）に参加されました同社の池宮政道さんの報告書
「美しく緑豊かな国アイルランド・スコットランド」より（以下抜粋）
今回、訪れたアイルランド・スコットランドで貴重な経験をさせて頂いた。両国共に国土の大半が丘陵地で
公園も数多く点在し美しく緑豊かな環境と歴史のある建造物とが一体化した素晴らしい国。一番印象に残って

いるのは“環境・自然は先祖から引き継いだものではなく、子孫から借りたものだ”という言葉。
特にイギリスのEU脱退に対する対策としてアイルランドに拠点を移す企業の動きが顕著である。特に金融
サービス・生物化学・医療機器・IT産業が活発で企業誘致に伴い建設業界の動きが良く今後の発展が期待でき
る。出生率が高く他国から若者の移民も増加している状況からすごく勢いがありEUの中でも競争力のある点
にアイルランドへの魅力を感じた。そして、趣のある石造りの建物、町や行き交う人々の雰囲気を楽しむ事が
できた。スコットランドでは、ホリールード宮殿・アーカート城見学により中世の歴史を学び価値ある異空間
を感じた。子供の頃に夢を与えてくれたネッシーで有名なネス湖、スコッチウイスキー蒸留所GREN OLD見
学など、今回の研修では本当に喜び・驚き・発見・感動の連続でした。

－ 20 －
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経営に関 す る

健康悩 み の 相 談室
第８回

衛生委員会を開催していますか？
山崎健太

アセッサ産業医パートナーズ株式会社
産業医・精神保健指定医

代表取締役

従業員数50人以上で開催義務

調査審議内容

び労働安全衛生規則により、業種によらず常

も、労働安全衛生法18条１項で以下の通り

は、毎月１回以上衛生委員会を開催し、その

① 労働者の健康障害を防止するための基本

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及

時使用する労働者数が50人以上の事業場で

衛生委員会で話し合うべき事項について

定められています。

となるべき対策に関すること。

議事の概要を従業員に周知し、その議事録を

３年間保存する法的義務があります。なお、

② 労働者の健康の保持増進を図るための基

やアルバイト、派遣労働者も含みますので注

③ 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛

本となるべき対策に関すること。

「常時使用する労働者」には、パートタイム

生に係るものに関すること。

意が必要です。

④ 前３号に掲げるもののほか、労働者の健
康障害の防止及び健康の保持増進に関す

衛生委員会の構成メンバー

る重要事項

労働安全衛生法18条２項において、衛生

委員会のメンバーは以下のように定められて
います。

① 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管

今後も増す衛生委員会の重要性

衛生委員会のメンバーの半数は労働者側で

理者以外の者で当該事業場においてその

ある必要があることからもわかる通り、衛生

これに準ずる者のうちから事業者が指名

る事項を議論する場と法令上位置付けられて

事業の実施を統括管理するもの若しくは
した者

② 衛
 生管理者のうちから事業者が指名した者
③ 産業医のうちから事業者が指名した者

④ 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験
を有するもののうちから事業者が指名し
た者

なお、①を除いたメンバーの半数は、過半

数労働組合、組合がないときは労働者の過半
数代表者の推薦に基づき指名しなければなり
ません。

2018. 夏号

委員会は労使が対等に職場の労働衛生に関す
います。例えば、平成27年から法制化され

たストレスチェック制度においては、実施
ルールの大枠は法令や指針で定められていま
すが、詳細については各事業場の衛生委員会
で調査審議し、各事業場ごとに実施規程を作
成することとされました。今後も、「労働者

の心身の状態に関する情報の取扱い」に関す
る労働安全衛生法改正により、衛生委員会の
活用が予定されています。

－ 21 －
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「合理化の日」

専務理事

高安

正美

毎年協会創立記念月である９月に関西の中堅・中小企業の活性化と協会会員をはじめ、異業種
企業同士の結束のため実施するもので、11回目となる本年は９月２６日に開催いたします。
この「合理化の日」は合理化協会の創立記念のお祭りであり、以下の様々な行事が組み込まれ
ています。
１．第１回「学生に教えたい“働きがいのある企業”大賞」――「経営合理化大賞」を制定し、
10年にわたり優良中堅中小企業の皆様を顕彰してまいりました。そして11年目を迎える本年
度は、賞の理念や審査基準を抜本的に見直し、第１回「学生に教えたい“働きがいのある企
業”大賞」と名称を変え、表彰してまいります。現在、19社の応募をいただいています。
２．協会会員の優秀社員表彰 ―― 会員企業に働く社員の方々を４部門に分けて表彰するもので、
毎年10名以上の表彰をしています。
１．
と２．で受賞及び表彰を受けた企業や社員の方は一様に外部から認められたことによって
企業への帰属意識ややる気が高まった、との評価を得ています。
３．記念講演 ―― 元読売テレビ解説委員長の辛坊治郎氏をお招きしての講演会。
４．懇親パーティ ―― パーティ会場には「合理化の広場」として、受賞企業や会員企業のブー
スを設けて、相互交流の場として、話題を提供しています。
当日は受賞者のことばと代表者の写真が見開き２頁に掲載されたフジサンケイビジネスアイ
紙（毎日16万部発行）が配布されています。
「学生に教えたい“働きがいのある企業”大賞」受賞企業には同紙の抜き刷り記事が後日、
大賞受賞企業に500部、フジサンケイビジネスアイ賞受賞企業に300部、特別賞に200部が配
布され、この記事は、取引先や社員の方々に配布されています。
「合理化の日」は毎年100名以上の経営者・経営幹部の方々が集まり、開催されていますので、
第11回「合理化の日」にも奮ってご参加いただきますようお願い申し上げます。

－ 22 －
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平成30年５月24日
（木）に第56回一般社団法人大阪府経営合理化協会総会
•
•
•
•
•
•
が開催されました。
•
•
•
•
冒頭小川会長の開会のご挨拶に続き、大阪府商工労働部経営支援課
馬場
•
•
•
•
正俊課長と近畿経済産業局中小企業課 斎藤佳久課長の来賓のご挨拶があり
•
•
•
•
•
•
ました。
•
•
•
•
当日出席者は184名（内委任状129名）で総会の成立が確認されました。
•
•
•
•
•
•
第56回総会では、「平成29年度事業報告並びに収支決算」
「平成30年度事業
•
•
•
•
計画並びに収支予算」
「役員の改選」が諮られ、承認を得ました。
•
•
•
•
川﨑望副会長のご挨拶で閉会となりました。
•
•
•
•
•
•
その後、特別講演として公益財団法人大阪観光局理事長 溝畑宏氏より
•
•
•
•
「強い大阪づくり」をテーマにご講演いただきました。榎本卓嗣副会長によ
•
•
•
•
•
•
り講師紹介とお礼の言葉がありました。
（ご講演内容は本紙に掲載）
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

第56回 総会開催される
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
次号予告 秋号（10月１日発行）❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
❖
❖
❖
❖
❖
巻頭言／価値創造の時代  
赤池
学
❖
❖
ユニバーサルデザイン総合研究所 所長
❖
❖
❖
❖
❖
❖
特集／世界に通じる価値の創造 
❖
❖
❖
❖
事例１（インタビュー）／株式会社下堂園
副社長 下堂薗 元
❖
❖
社 長 滝川 重隆
事例２（インタビュー）／アルスコーポレーション株式会社
❖
❖
❖
❖
社 長 松井 宏信
事例３（インタビュー）／株式会社松井製作所
❖
❖
❖
❖
講演録／７月TECより「若さを保つアンチエイジングのすすめ」
❖
❖
❖
❖
同志社大学 生命科学部 教授 米井 嘉一
❖
❖
❖
❖
ハツラツ社長登場、私の七転八起、大阪から世界に発信、協会事業紹介、経営に関す
❖
❖
る健康悩みの相談室、名言・格言
❖
❖
❖
※都合により、掲載内容が一部変更される場合がございます。 ❖
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

編集メモ
働き方改革が注目されています。
今号で取り上げました３社とも、従業員への様々な施
策などから経営トップのリーダーシップを含めた人財
に対する真摯な姿勢が読み取れます。政府や大企業よ
りも中堅・中小企業は随分前から働き方改革を実践し
ています。
※次号の特集テーマは、
世界に通じる価値の創造です。

（高安）

夏号

（通巻536号）
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