
 

 

 

代表取締役副社長 鷲見 雄司 氏 

                会社概要 

鳥取県米子市旗ヶ崎２００２－２ 

TEL 0859-22-4136 

http://www.marukyo-seika.co.jp/ 

●設  立  １９５８年 

●資 本 金  ４，０８０万円 

●従 業 員  ２００名 

●事業内容  和菓子製造販売 

 

☆企業は人なり～人が育つことは企業が育つこと～ 

 

～事業内容について～ 

・当社は、創業以来、「あんこ」に特化した和菓子を作り続け、中でも「どらやき」は年間 

１億 2,000万個という日本一の生産量を誇っています。販売は国内のみならず、海外 15カ 

国に輸出しており、国内生産の 15％が海外向けとなっています。 

直営店舗「丸京庵」も関東と米子で展開し、～できたておいしい和菓子屋～をコンセプ 

トにどらやき文化を広げている会社です。 

当社は創業から約 40 年はＯＥＭ等の仕事を中心としていましたが、2002年に中長期事業 

計画「丸京ビジョン 2010」を掲げ、自社ブランドメーカーを目指すこととしました。 

自社ブランドの商品づくりとして、鳥取県が保有する氷温技術を用いたどらやきを開発 

し、この技術による氷温熟成法でしつこくない甘さでしっとり感が長持ちする商品を実現 

しました。また、氷温技術により長期保存が可能となり、海外展開に繋がりました。併せ 

て新工場を建設し、効率的かつ高機能な工場とすることで、単一工場では世界一を誇る生 

産量となっています。 

当社は地域活動も積極的に行っており、当社が拠点を置く米子を市民とともに「どらや 

きのまち」として作りあげたいという思いから、当社が提唱し、日本記念日協会の認定を 

受けて 4月 4日を「どらやきの日」として制定しました。また、米子市営運動公園の命名 

権を取得して、「どらドラパーク米子(どらやきドラマチックパーク米子)」と命名し、「ど 

らドラパーク」が地域の誇りとなるよう、清掃活動を通じて公園作りを行っています。 
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さらに、毎年の恒例イベントとして工場を解放して一般市民に見ていただく工場祭も開 

催しており、昨年で 13回を迎えました。参加者も 1万 2,000人の来場と、多くの米子市民 

が参加してくれるイベントとなっています。 

 

～人材育成・確保について～ 

●入社した全ての者がものづくりを経験 

当社は社員 200名のうち、150 名が女性(パートも含む)という女性が多い職場であり、当

然管理職にも女性を登用しています。なお、今春の採用 8 名のうち 5 名が女性となってい

ます。 

女性が働きやすい環境づくりとして、育児、介護の必要な社員には個々の事情に応じた

出勤時間としており、そのため育児等での退職は極めて少ない状況にあります。 

また、当社では、採用後に必ず製造現場に配属し、ものづくりを経験させることにして

います。当社はものづくり企業であり、現場を知らずして、他の部門は勤まらないとの考

えから、全員に現場経験を積ませることとしています。これにより、生産、企画、販売に

おいてバランスの良い人材の育成に繋がるものと考えています。 

 

●前向きに明るく元気に大家族主義 

当社では、特に仲間意識の醸成に力を入れています。これは、現社長が社長に就任した

とき、ちょうど創業から 40年経過し、創業時から会社を支えていた社員が退職を迎える時

期であったため、試行錯誤しながら信頼できる新たな仲間づくりに挑戦したのが始まりで

す。ものづくりは連帯感が重要であり、同じ価値観を持って臨む意識が必要であることか

ら、いろいろな機会を捉えて共同作業の場を作るよう心がけています。共同での山登り、

食事作り、地域の清掃活動等、集団行動を通じて社員同士の絆を強め、コミュニケーショ

ン能力の向上に取り組んでいます。 

 

●「社長塾」により繰り返しビジョンの浸透を 

当社は自立した社会人を作るために、挨拶、礼儀、チームワークなど日本人が大事にし

てきた価値観教育を中心に、市場の多様化、グローバル化をふまえ、視野が広く、志高い

人材を育てることを目標としています。 

そのため、「社長塾」と称するセミナーを開催し、社長自身がビジョンを語り、社員に浸

透させています。「企業は人なり」の基本姿勢で、新人には「共に勝つ」という集団づくり

を身につける研修、入社後 2～5年の社員には社会や企業にどう貢献していく人間になるか

を学ぶ研修など、階層別の宿泊研修を行います。8～10年目の社員には後輩を引っ張ってい

く訓練のために自ら研修を企画して講師をさせるなど、リーダーの育成も行っています。 

また、「ミニ社長塾」と題して月に１度自由参加のセミナーを開催していますが、参加者

の 7 割はパートも含む女性社員であり、これも当社の女性の積極性の現れだと思っていま



 

す。 

このような様々な場を通じて、社長のビジョンを浸透させ、社員の共感、思いの共有を

図ることで、ひとりひとりが経営に参加している意識を持つことが重要だと考えます。 

 

～今後の展望について～ 

●地域との繋がりを大切に 

当社は地域貢献の一環として、小学校の工場見学や近隣の高校とタイアップした工場祭

でのクッキング教室、高校とコラボした商品開発等、学校からの要望に応じて様々な連携

活動にも取り組んでいます。 

また、当社がオリジナルソングを作り、かわいい振り付けを加えた「大好き！どらやき

体操」のＤＶＤを幼稚園に配布しています。 

当社は地域との仲間作りも重要と考えています。これらの活動を始めて 10数年経過しま

すが、今後もこのような地道な取組を継続することで会社や商品を知ってもらい、工場見

学に来てくれた子どもたちが当社に興味を持ってくれることを期待しています。 
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代表取締役社長 須山 政樹 氏 

                会社概要 

島根県出雲市白枝町１３９ 

TEL 0853-28-0888 

http://suyamalumber.co.jp/ 

●設  立  １９６３年 

●資 本 金  ９，９８０万円 

●従 業 員  ８０名 

●事業内容  木材・建材販売、製材、プレカット 

 

☆木を植えて人を育てる ～森づくりは人づくり 

 

～事業内容について～ 

当社は、住宅資材・建材・家具・建具材など、世界から選りすぐりの品質の木材を輸入・ 

加工しています。平成 7年には建築用の構造材を工場であらかじめコンピューター式自動 

機械で加工するプレカット加工を導入しました。木材建築にとって非常に重要な、木材の 

継手・仕口・ホゾと呼ばれる部分、従来は大工さんが図面をもとに約 40日かけて手作業 

で仕上げていた部分の機械化により、わずか 1日という短期間に高精度の商品を仕上げる 

ことが出来るようになりました。機械化により業界全体での課題とも言える職人不足のカ 

バーやコストダウンも図ることが出来るようになりました。 

当社のプレカットの特徴は、一般住宅だけでなく、ニーズの増えてきている保育園・老人 

ホームなどの大型木造物件にも対応できるよう、物件の大きさに合わせた機械を導入し、 

正確に早く納材できるよう、きめ細かな対応が可能であることです。 

島根県は、全国で 3番目に森林比率の高い森林王国であり、かつて日本最大の木造建築 

であったと考えられている出雲大社や、日本初の木造ドームとして開場した出雲ドーム等 

木材と非常に縁の深い土地です。恵まれた森林資源を環境に配慮しながら上手く活用して 

行くにあたり、県内の近隣地域だけではなく県外でも活用して頂けるよう「地産地消」と 

「地産外消」を組み合わせた事業展開により、当社のみならず島根県が活性化して行ける 

のではないかと考えています。 
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～人材育成・確保について～ 

●多様な人材の活用 

島根大学や近隣の高校を中心に 3～5名程度の定期採用を行っています。全従業員のうち

女性従業員は 15 名程度で事務職中心ですが、ＣＡＤの担当部署でも何人かの女性従業員が

活躍しています。 

60 歳定年制ではありますが、ちょっとしたニーズにもお応えして顧客満足度の高い商品

を提供するためには、顧客の好みのポイントを見抜いて掴み取る力が非常に重要であるで

あることから、従業員も経験を積めば積むほど戦力になると感じており、シニア人材も積

極的に雇用しています。現在は、67 歳の人を筆頭に、5～6人のシニア人材が活躍していま

す。 

障害のある従業員も現在 5 人雇用していますが、健常者に混じって非常に熱心に仕事に

取り組んでおり、仕事をこなす能力がめきめきと向上している人もいます。また、近隣の

養護学校の学生をインターンシップで 1 ヶ月程度受け入れるなど、障害者雇用に向けた取

り組みにも力を入れています。 

 

●ＱＣサークルを通じたコミュニケーション能力の向上 

年 2回 6月と 12 月にＱＣサークル発表大会を開催しています。先代社長の時代に導入し

ましたが、単なる品質管理のためではなく、従業員の能力開発の場という観点で実施して

います。障害のある従業員も積極的に発表者として登壇する等、活気のある充実した活用

が展開できているのではないかと感じています。 

また、ＱＣサークル活動とは別に年 1 回、全事業所の従業員が一堂に会しての全社員研

修会を実施しており、外部講師を招いてマナー研修やこれからの林業について学習する機

会を設けています。聴覚障害のある従業員も参加しており、健常者の従業員がメモを書い

てサポートしてスムーズに進めることが出来ています。この他、中小企業大学校や地域の

金融機関主催の研修会への参加も推奨しており、外国産木材に関する知識向上のための海

外視察研修も行っています。 

 

●社有林見学を通じての林業への理解促進 

約 700ヘクタール（東京ドーム 140個分）の社有林を保有しており、3年前からは地域の

園児を対象とした社有林見学ツアーを年 3、4回程度実施して、未来の日本を支える子供達

の林業への関心を高める取り組みを行っています。 

また、今年度は地域の商業高校の先生からの依頼を受け、学校に隣接する森林の管理や

木材製品の販売を学校と合同で実施するというプロジェクトも行っています。このプロジ

ェクトを「木育」と位置付け、活動を通じて若年層の地域への愛着や地元企業へ関心を持

って頂きたいと考えています。 



 

 

 

～今後の展望について～ 

●木を植えて人を育てる会社に 

これからの時代は、見えないものに価値が出て来る時代になると考えています。見えな

いものの価値という点では社員教育にも同じ事が言えると思います。人が持っている力は

無限大であり、人が輝く場所を与えて自信を付けさせることが重要と考えます。 

木は植樹してから成長するまでに 40年くらいかかります。今、植樹したものは将来の財

産になるわけです。人づくりも長いスパンで行う必要があります。新卒採用から長い目で

じっくりと育てて、様々な経験を積み、やがては顧客の好みを肌で感じられるような人材

に育って欲しいと願っています。 

また、木は、「気（氣）」に通ずるものがあり、生命力を与えるエネルギーだと考えてい

ます。木から学ぶことは非常に多く、事業を通して顧客の皆様にエネルギーをお届けでき

る会社へと発展して行きたいと考えています。 

そのために、社風が大切になって来るわけですが、社風も目に見えないものです。社風

を更に良くすることで従業員が働きやすく成長できる環境づくりに邁進していきたいと考

えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

本社工場内 
「日本でいちばん大切にし

たい会社」大賞 審査特別

賞受賞 
社有林見学会 

 



 

 

 

代表取締役社長 片山 昌之 氏 

                会社概要 

岡山県井原市西江原町１００５－１ 

TEL 0866-62-1080 

http://katayamakogyo.jp/ 

●設  立  １９５９年 

●資 本 金  ９，６００万円 

●従 業 員  ４９７名 

●事業内容  各種自動車用部品、農業等機械部品等

の製造・販売および輸出入業務 

☆チャレンジ精神を持って、失敗を恐れずに、まず走

ってみる 

 

～事業内容について～ 

当社は、昭和 22 年に自動車用排気蛇管の製造・販売を開始して以来、自動車用燃料管 

などの自主製品の開発に取り組んでまいりました。自動車用ドアサッシやモールディング 

など外装部品をはじめ、多層式蛇管やベローズ管の製造に着手するとともに、自動車部品 

の開発で培われた独創技術を応用して、建設用機械部品や農業用機械部品の分野にも進出 

し、事業の多様化を進めています。現在、10か国 14拠点に生産工場があります。 

 

～人材育成・確保について～ 

●女性の力を最大限に活かす 

当社では、2008 年頃から女性の採用に力を入れ始めました。丁度、私が社長に就任した

頃であり、当時は従業員に占める女性の比率は 5、6％程度で女性が非常に少ないことに疑

問を感じたのが最初でした。社内懇親会等の場で、女性従業員の考えや思いを聞き 

ながら、徐々に改革を進めて女性の採用が増えて行きました。現在では、約 70名の女性従

業員が働いており、女性役員も 2名います。 

今春、新卒者を 8名採用し、うち半数以上が女性です。大学卒の女性も採用しています。 

域外からの就職希望者も増えてきており、Ｕターン就職のみならず、最近ではＩターン就
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職を希望して会社説明会に参加する学生も増えて来ています。 

女性の働きやすい環境を整備する一環として、2013年には社内保育園を設置し、現在 11

名の子供を預かっています。この保育園は女性従業員だけでなく男性従業員の利用もあり、

男女問わず会社として従業員の働きやすさをサポートしていければと考えています。 

採用面談だけでなく従業員の様子を見ていて特に感じるのは、女性が非常に元気で積極

的だということです。事務職だけでなく製造現場での勤務を希望する女性が増えてきてお

り、非常に頼もしい限りです。当社では、ビジネスは上下関係ではなくパートナーシップ

であると考えており、良好かつ対等な関係を構築するためには、相手方に対して「言いに

くいことでも伝えなければならないことは、はっきりと伝える」ことが重要となります。

その点でも女性の方が躊躇する場面が相対的に少なく、取引先との関係作りに力を発揮し

てくれているように感じます。 

 

●海外を意識した人材を育てる 

自動車メーカーはグローバル展開を進めており、今後、北米・中米・東南アジアをはじ

めとする海外生産が中心になってくると考えられることから、取引先である当社は、その

ニーズに応えるため、入社 3 年目くらいの若手従業員についても積極的に海外出張させて

います。海外研修という形で社長や幹部と取引先との交渉の場にも同席し、海外でのビジ

ネスの手法を肌で感じて貰うことが狙いであり、実際に異なった価値観や考え方に触れる

絶好の機会ですので、実地の経験に勝る教育はないと考えています。 

また、インターンシップで受け入れていたマレーシア人の女性 1 名が当社を大変気に入

ってくれ、縁あって正社員として採用しました。今後は、外国人ももっと積極的に採用し

て行きたいと考えています。 

 

●研修制度の充実 

当社では、職場教育、集合研修、自己啓発の 3 つの要素での社員教育を行っています。

集合研修については、毎年必要と思われる内容を見直しながら実施しています。階層別に

マネジメントやファシリテーション、プレゼンテーション等の各種研修を指定しているこ

とをはじめ、希望者にはコミュニケーションのスキル向上や文章表現向上のための研修、

英会話や経理、ＱＣ研修も行っています。自己啓発ということでは、従業員の 1 割程度が

自主的に何らかの通信教育を受講しています。 

また、若手従業員の育成を考え、メンター制度を導入しました。2013 年度にメンターの

育成を行い、2014 年度から本格的にメンター制度を開始したところです。制度導入の効果

を大いに期待しています。 

50 代の従業員については、外部セミナーを活用して若手従業員への仕事の教え方を学ん

で貰っています。 

 



 

●より働きやすい環境づくりと生産性向上を目指して 

当社では、アメリカの製造環境を導入し、現場での作業の安全性を高めています。これ

により格段に事故が少なくなりました。 

 また、製品設計の技術伝承は重要であり今後の課題でもありますが、製造部門について

は、出来るだけ簡単に作れるようにして経験の浅い人でも良品を作れるように工夫してい

く必要があると考えています。当社では、各部門のエース級の人材を集め、生産性向上、

簡素化、自動化等を考えていく「ものづくり改革チーム」を作って改善策の検討を行って

います。何事もチャレンジ精神が必要であり、失敗はマイナスではなく 0、成功すれば加点

という考えが重要ではないかと考えています。 

 

～今後の展望について～ 

●女性従業員の更なる増加を目指して 

これからは、やる気のある女性の能力をますます活かして行く必要性があると感じてお

り、東京オリンピック開催の 2020年を目標として、女性従業員を 100人にすることを計画

しています。また、新入社員の半分を女性にしたいと考えています。 

 

●会社作りは横軸 

ＯＢも含めると地域のかなりの方が当社と関わりを持っておられます。海外展開が進む

中、我が社だけでなくこれからの地域のことを考えた時、自動車関連以外で何か新しいビ

ジネスが出来ないかと考え、2009 年に電動自転車の開発を始めました。新しいことを始め

るには、部署間の縦割りをやめる必要があると考え、各部署から精鋭 5 人を集めて開発を

進めました。試行錯誤を繰り返しながら、東京のショールームでの展示、百貨店でのデモ

ンストレーションを経て、ようやく量産にこぎ着けることが出来ました。今後は、本事業

を如何に浸透させていくかが課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

３つの理念 
「均等・両立推進企業」 
岡山労働局長賞受賞 

社長、社員の皆様と 
電動自転車 



 

 

 

代表取締役 重道 泰造 氏 

                会社概要 

広島県広島市中区光南２丁目１－２０ 

TEL 082-247-7895 

http://www.aigran.co.jp 

●設  立  １９８７年 

●資 本 金  ５，０００万円 

●従 業 員  １，８５９名 

●事業内容  保育サービス事業、レンタル事業 

 

☆互いが認め合う関係づくりを大切に 

 

～事業内容について～ 

創業以来、レンタル事業を中心として展開していた当社は、2001 年の米国同時多発テロ

による旅行客激減の影響を受け、当時レンタルの中心であったスーツケースの予約がすべ

てキャンセルとなり、収入の見通しが立たなくなったことから、社員の雇用を守るため、

新たに保育サービス事業に参入しました。きっかけは、当時手がけていたベビーシッター

サービスですが、2000 年の規制緩和により、それまで市町村・社会福祉法人に限られてい

た保育施設の設置主体制限が撤廃されたことを受け、保育サービス事業への参入を決断、

認可保育園、事業所内保育園を中心に事業展開を行い、現在、北は青森から南は鹿児島ま

で認可保育園を 36園、事業所内保育園を 192園運営しています。 

保育園については、民間事業者の参入は全国約 23,000 施設のわずか 2％ほどしかなく、

その民間事業者も東京、神奈川に集中しており、当社のように地方に拠点を置く事業者は

珍しいですが、地方の企業であるからこそできるサービスを追求しています。 

運営にあたっては、当社は保護者が安心して利用できるサービスを徹底しており、給食

には化学調味料などの添加物を使用しない、おやつはすべて手作り、保護者がいつでも子

どもの様子を見ることができるよう Web カメラを設置するなど利用者の立場に立ったサー

ビスを展開しています。 
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～人材育成・確保について～ 

●モチベーション維持に向けて 

当社では、パートも含め約 1,800 名が働いていますが、安心して働いてもらえるように

正社員としての雇用に努めており、約半数を正社員として雇用しています。また、認可保

育園では保育に携わる者すべてが保育士でなければならない一方、事業所内保育園は 1/3

が保育士であればよいこととなっていますが、当社は利用者がより安心できるよう全員を

保育士としています。 

一方で、認可保育園であれば保育園の人員の配置基準が定められており、その人数は確

保しなければなりませんが、支払われる運営費の中でのやりくりではスキルの上昇に応じ

た給与体系とすることは困難であることから、人材の確保、定着のためには給与以外のモ

チベーション維持のための環境づくりが重要となります。そのため、管理職である園長へ

の登用を積極的に進めています。 

また、毎日の「ありがとう昼礼」の実施を徹底しています。子どものお昼寝の時間に実

施するため「昼礼」としています。離職理由の大半は人間関係であると考え、日々、お互

いに感謝の気持ちを持つことで、より良い人間関係の構築と自分の存在価値の認識に繋げ

ています。このような取組の積み重ねで人間関係の悪化を未然に防止しています。 

さらに、表彰制度を導入し、年に１度、各保育園の中で工夫している良い取組を発表す

る場を作っています。社長自らが審査員となり、良い取組を表彰していますが、皆の前で

認められることがモチベーションに繋がり、取組事例は他の園の参考にもなるため、良い

効果が出ています。 

女性がほとんどを占める職場だからこそ、このように離職率を低減する環境づくりが重

要となってきます。 

 

●理念の浸透を徹底 

当社は保育園を全国展開しているため、全施設の管理にも注意を払わないと管理者であ

る園長の精神的負担が大きくなることから、園長と本社を繋ぐエリアマネージャーを全国

に配置しています。エリアマネージャーは各保育園をまわり、問題課題などの相談対応を

行うとともに、各保育園が当社の方針に従って運営しているかの検証も行っています。 

また、エリアマネージャーには各保育園に社長の経営理念の浸透役となってもらうため、

毎月エリアマネージャーを集めた「社長塾」を開催し、経営理念の浸透を行っています。

どんな思いでこの事業を行っているか、どういう思いでこのサービスを行っているかを繰

り返し話し、時間をかけて人材育成することが重要と考えています。 

 園長に対しても、年に一度園長会議を開催し、全国の園長が一堂に会する場を作ってい

ます。同じ立場で同様の悩みを抱えるもの同士が集まることでお互い共感し合えるため、

安心感に繋がります。また、園長会議の場でも社長自らが語りかけ、毎回理念を話すこと

で浸透を図っています。 



 

～今後の展望について～ 

●地方の拠点のメリットを活かして 

人材の確保においての当社の強みは施設数であり、各地域の雇用の場の創出にも繋がっ

ています。各地に配置しているエリアマネージャーは保育士養成校にも訪問し、関係作り

に取り組んでおり、養成校からの採用も行っています。今後、労働人口が減少する中でも、

このスケールメリットを活かした雇用の確保が期待できます。 

また、現在、保育士の確保で一番困っているのが首都圏ですが、当社は地方で採用し、

出向のような形態で首都圏の保育園に人材を流動することが可能です。地方勤務の保育士

にとって数年間の東京勤務は経験に繋がり、戻って来れるという安心感もあることから、

人材を循環させることで首都圏の保育園の雇用の維持を実現していきます。 

人材育成について、保育園は内部での人間関係だけでなく、当然利用者との関係構築が

重要ですが、そのためにはコミュニケーション能力を鍛えることが必要であり、人材育成

も重要です。また、全国展開している当社として、現在の約 1,800 名という大人数の雇用

を維持していくための人材の確保が課題となってきます。そのために、将来的には当社で

保育士を育てる学校を作りたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育園外観① 
 

保育園外観② 外遊びの様子 

   



 

 

 

代表取締役 青木 隆行 氏 

                会社概要 

山口県防府市佐波１－９－５ 

TEL 0835-23-8500 

http://www.meiken.jp 

●設  立  １９７７年 

●資 本 金  ２，０００万円 

●従 業 員  ４１名 

●事業内容  木造住宅建築・販売 

 

☆人を育て、経営者を育てる～社員を主役に 

 

～事業内容について～ 

当社は、木造住宅の建築販売を行っている工務店です。当社と関連の深い青木産業有限 

会社において製材業を営む中、オイルショックにより住宅等の建設需要が落ち込んで木材 

等資材が売れなくなり、大切なパートナーである大工さんの仕事の確保もままならなくな 

りました。その状況を何とか打開できないかと模索する中、より付加価値の高い商品の提 

供による経営の安定化を考え、住宅建築・販売業へ進出しました。2002年に現社長の体制 

となってからトータルライフ・サポートカンパニーを目指すという考えのもと、昨年度か 

らは機能訓練専門のデイサービスを行う介護事業も始めました。 

 

～人材育成・確保について～ 

●新卒者の積極雇用 

社員は現在 41 名（うち、女性は 15 人）で、営業、設計、インテリアコーディネーター

に加え、介護サービス業を担当する従業員も 6名雇用しています。社員の平均年齢は 37歳

です。 

新規採用者の獲得は昨年度から力を入れ始め、この 2、3 年は毎年 1～3 人程度の新卒者

を採用、今春も 5 名を採用予定です。採用した人材も、山口県内に限らず、広島、福岡、

大分、佐賀など県外出身者が数多くおり、当社の会社説明会等で関心を持ってくれた遠方

の学生が面接を受けに来てくれて採用に至るケースが、特にここ数年で増えてきました。 
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●教育体制の強化 

新入社員の雇用増に伴い、2013 年度からは、社会人としてのマナーを身につける基本的

なことから始まり、徐々にスキルアップを図ってワンランク上の業務をこなすことを継続

して行くための「若手社員の 5 年間の育成方針」を営業や設計等の各部署ごとに意見を出

して貰い、シート形式にして取りまとめました。社員は各段階での数値目標を達成できる

よう日々努力しています。当社では、社員に 3 年で一人前になって欲しいと願っており、

育成方針の中でも 3 年目の目標の中に受注件数等の具体的な数値を「一人前の定義」とし

て明記しています。 

外部研修も積極的に活用しており、営業、設計等のスキルアップ研修のほか、企業人と

しての心構えを習得することを目的として、主体性や目標の明確化等の 7 つの習慣を身に

つけるための外部講師による社内研修も実施しています。ここで学んだことを社員が現場

で実践してくれることを期待しています。 

 

●経営理念の徹底 

会社組織として活用して行く上で、経営理念の徹底は非常に重要なことです。社員に会

社の目指す方向や使命等を共有して理解してもらうため、「より分かりやすい言葉で明確

に」を意識して、2000 年以降 3 度にわたり経営理念を変更して来ました。当社の現在のコ

ーポレートスローガンは、「人生の舞台をつくる。」、行動指針は「ＭＥＩＫＥＮ Ｓｔｙｌ

ｅ また、会いたい人になる。」です。10年ほど前から社員の心得を記した「クレドカード」

を全社員が携帯することとしました。クレドとは信条という意味です。本社や周南オフィ

ス等の拠点ごとに実施する毎日の朝礼では、このクレドカードに掲載している経営理念を

読み合わせることから一日が始まります。 

また、朝礼では、お客様との接し方や社内での仕事の進め方など社内外で前日までに感

じた良かった点、悪かった点を個々人が発表し、社員同士で意識合わせを行うことで社員

の人間力を高め、皆様に喜んでいただけるサービスが実施出来るように努めています。 

 

●部門横断的な活動による社内コミュニケーションの向上 

社内の風通しを良くするとともに、お客様に対するより良いサービスの提供を社員が自

発的に考える機会を作れないかと考え、「おもてなし」という言葉をヒントにネーミングし

た「モテット」という社内活動グループを発足しました。社内レクの内容や年間スケジュ

ールの策定、社員教育のための資格取得等 4 つのテーマについて各部署で選抜された社員

が集まって意見を出し合う社内検討会を定期的に開催するものです。自分の配属部署だけ

でなく、他部署の社員とも意見交換を行うことで関係が深まり、コミュニケーション能力

が自然と身につくものと期待しています。社内には積極的に意見を出し合う環境が構築さ

れて来ていると実感しています。 

 



 

●カフェ展開でお客様へのサービス精神を養う 

社員におもてなしを実体験してもらうための場として、2014 年には防府市内にカフェを

オープンしました。社員は通常業務の傍ら、交代で月 2、3回カフェでのサービスに従事し

ています。住宅販売とは違って老若男女様々なお客様にサービスを提供することになるた

め常にお客様の行動を意識して店舗全体に気を配る必要があることから、対人関係や視野

の広さといった能力が自然と磨かれ、それが本業でのお客様との関係にも活かされるので

はないかと考えて導入しました。また、そこで働くことにより社員にとっては一戸建ての

住宅とは違う空間デザインの勉強にもなるのではないかと考えています。始めてからまだ

日が浅いので、社員教育としての効果はこれからだと思いますが、住宅建築・販売とは全

く違う業務にもかかわらず社員も積極的に参加してくれており、継続して行くことにより

一回りも二回りも大きく成長してくれるものと思っています。 

 

～今後の展望について～ 

●トータルライフ・サポートカンパニーを目指して 

当社は、山口県央圏域 80万人の商圏を営業エリアに事業展開しています。将来の人口減

少が懸念される今後、家を建てる人が少なくなるだろうと考えています。住宅業界にとっ

て厳しい状況の中、営業エリアの拡大戦略の強化ではなく、これまで当社をご利用いただ

いた施主様との関係をより深く強いものにして行きたいと考えています。カフェ展開は 

その一環で始めたものでもあり、古くからお付き合いのある施主様にカフェにお越し頂き、

お寛ぎ頂きながら近況やライフプラン等様々なお話を伺って、生活スタイルにあったリフ

ォームのご提案等アフターフォローという形で末永くお付き合いをさせて頂きたいと思っ

ています。そのための人材育成に、今後も力を入れていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

本社事務所内 LisM cafe & Lifestyle 
機能専門デイサービス

「きたえるーむ」 
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