
 

 

 

代表取締役 福嶋 登美子 氏 

                会社概要 

鳥取市大榎町３－３ 

TEL 0857-24-5548 

http://www.allure-ba.com/oenoki/ 

●設  立  ２００４年 

●資 本 金  ３００万円 

●従 業 員  １８名 

●事業内容  飲食業、観光事業、エステティックサ

ロン 

 

☆夢を共有し、一人一人の可能性を開く 

～小さくても強い企業を目指す 

 

～事業内容について～ 

主人が経営する日本ランドメタル株式会社の事業で使用している金属資材を、何か付加

価値のあるものとして活用できないかと考えて、デザイン性の高い商品を作ろうとオブジ

ェなどのメタルアートを始めました。最初は、現場の職人の教育のつもりで始めましたが、

図面に沿って仕事を進める建設業とはひと味違う自由な発想で作れるとあって職人達が思

いのほか喜んで作製してくれました。その後、百貨店のディスプレイ事業を展開し、メタ

ルアートが、高名な華道家の目にとまって花器としても活用されるようになり、この時の

縁で百貨店から鳥取の物産展への出展の誘いを受けたことが飲食業進出のきっかけとなり

ました。出展に当たっては、メタルアートだけでは寂しいと思い、鳥取県産の食材の出展

もと考えていたところ、人脈を通じて東京・南青山のレストランの協力を経てイベント「気

がつけば鳥取」を開催しました。非常に好評であったため、その後もイベントを重ねるう

ちに、「賀
か

露
ろ

幸
こう

」経営の話が舞い込んで来たのです。以来８年間、様々な工夫と改善を重ね

ながら今日に至ります。 

「賀露幸」は、賀露港の海鮮市場内にある海鮮丼メインの飲食店で、３０坪のスペースに

１３０席を設け、年中無休で営業しています。個別客に加え、団体客も多く、ゴールデン
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ウィークには多い時で一日１，５００人の来店があります。年間を通してみれば、１、２

月は比較的集客が少なく、３月頃から多くなって行き、夏休みやお盆のある８，９月にピ

ークを迎えて、１１月・１２月はカニ料理で来店者が増えるというサイクルです。 

集客には年間を通して波があることから、当社ではこれまでの集客動向の実績を踏まえた

集客予想の「年間カレンダー」を作成して資材調達や人員配置の計画を立てています。従

業員のきめ細かいデータ収集のお陰で、集客予想はほぼ的中しており、サービスの提供に

ついては日々改善を心がけています。 

一方で、３年前には古民家を購入・改装した和風カフェ「大榎
おおえのき

庵
あん

」をオープンしました。

女性客にターゲットを絞り、食事、エステ等でゆっくりと一日を過ごして頂くことをコン

セプトに事業展開しています。 

集客の少ない１、２月にはイベント事業を県内外で展開しており、「外に打って出る月」と

し、３～１２月は反対に「お客様をお迎えする月」と位置付けています。 

 

～人材育成・確保について～ 

●人材のベストマッチと失業無き配置転換 

正社員１２名は、男女半々くらいの割合で、パート従業員６名は女性のみです。パート

従業員の中には若手正社員のお母さん世代のベテランも多く、教育係として尽力して貰っ

ています。また、パート従業員のうち３人は飲食部門の現場マネージャーに就いており、

一番長く勤めている人は設立当初からという人もいて、最早会社にとって無くてはならな

い存在です。本人の希望があって正社員ではなく、パート従業員として雇用していますが、

非常に有能であり、従業員の勤務シフト作成等の重要な仕事も任せています。家庭の都合

等、従業員も様々な事情があって、働くことの出来る時間もまた様々です。働き方には多

様性があっても良いと考えており、それぞれが働くことの出来る日時を上手く調整して勤

務シフトを組むことで、会社全体でバランスの取れた人員配置が実現出来ています。 

また、年間の繁忙期、閑散期を勘案して、会社全体で人材をシフトするように工夫してい

ます。賀露幸は、８：３０～２１：００までの営業時間の中で、「早番、中番、遅番」のシ

フト制の勤務体系としており、大榎庵は、１１：３０～２１：００までの営業時間です。

飲食業としては比較的早く一日の営業を終了するので、従業員も無理なく勤められている

のではないかと思います。二つの店舗は、コンセプトも客層も違いますが、従業員には社

内研修で両方の店舗での実務を経験して貰っており、中には「賀露幸」専門の従業員もい

ますが、両方の店で働いて貰うべく人材を交流しています。 

 

●製造業のノウハウを飲食業に活かした教育 

今年から、昇級のための「社内検定制度（１～３級）」を始めました。実技とペーパーで

構成しており、食品衛生の理解度や調理に必要な知識などに加え、実技では仕込みから商

品提供までにかかる時間で従業員の力を検証する内容としています。客数の多少に適応し



 

てスムーズに商品提供するためには必要な食材の分量などを数値化して捉えられる感覚を

養って貰うと同時に、従業員一人一人が目標と意欲を持って仕事に臨み、昇級することに

よって自信を持って貰いたいと考えてのものです。 

また、製造業では一般的な考えである「在庫管理」と「生産性向上」を飲食業においても

従業員に意識して貰いたいと考え、厨房内での動線管理や限られたスペースでの食材・食

器の収納方法などの改善に力を入れており、単なる調理の職人ではなく、生産管理も出来

る職人の育成を目指しています。社内検定１級合格者は、マネジメント能力があると認定

出来るレベルの人材と位置付けています。 

 

●目標を明確にして、従業員一丸で目標達成を目指す 

従業員からは毎日、日報を提出して貰うこととしており、対前年比１２０％を基準とし 

た入店者数と売上目標値を記載しています。これが非常に重要であり、前年同日の数値を

基本に仕込みの量を決め、目標達成が難しい場合は、呼び込みに力を入れたり、自分の後

のシフトに入る従業員に目標達成までに必要な人数の情報を伝える等して、店全体で目標

達成出来るように努力しています。また、課題や問題点も記載するようにして改善すべき

点の情報共有を図っています。こうした日々の積み重ねにより、これまで常に目標をクリ

アして来ており、従業員に勝ち癖がついて、全員が目標を明確に持って一丸となって仕事

に臨む雰囲気を作り出す原動力となっているのではないかと思っています。 

 

●幅広い業務の経験で多能工化 

新入従業員には１０日間の入社前研修を行いますが、いきなり実務に就くのではなく２ 

日間の入店研修を受講して貰っています。水の提供、注文取り、料理の提供等いきなり接

客対応するのは難しく、仕事に慣れてスムーズにこなすためには重要なことです。 

最終的には従業員それぞれの能力等を勘案して適材適所での人員配置となりますが、敢え

て調理希望者はホールでの接客から、接客希望者は厨房での経験をして貰っています。こ

れは、店舗での営業に係る一通りのことを理解して、広い視野で対応出来る人材に育成し

たいと考えてのことですが、レジ対応までを含めて全ての業務をこなせる人材の育成はこ

れからの課題です。極力、苦手分野を作らないようにして、幅広い業務に関わる経験を積

むことが多能工化へと繋がるのではないかと考えています。 

６月には、これまで経験したことのない業務にチャレンジしてみる「あじさい研修」も実

施しています。 

 

～今後の事業展望について～ 

一昨年（２０１２年）からは、鳥取の地域資源である「仁風閣
じんぷうかく

」（明治４０年に鳥取池 

田家の当主が建てた白亜の洋館）を活用した観光プロデュース事業を展開しています。鳥

取県西部には、ゲゲゲの鬼太郎というキャラクターがあることから東部では女の子のキャ



 

ラクターをと思い立ち、「仁風閣」のイメージにあったオリジナルキャラクターの貴婦人四

姉妹をモチーフとした「とっとり山の手物語」のコンセプトを作りました。大榎庵で食事

やエステを楽しんで頂いたお客様には、電動三輪自転車の「シクロポリタン」で仁風閣ま

で周遊して鳥取を満喫して頂くプログラム構成であり、シクロポリタンを改良したオリジ

ナルの「プリンセスキャリッジ」や昨今のゆるキャラ人気をヒントにした因幡の白兎のキ

ャラクター「チャールズ君」も作り出し、お客様に日常を忘れて寛いで頂ける仕掛けにし

ています。 

今後は、飲食業と観光業との相乗効果で更なる会社発展を目指し、女性のトータルコー

ディネート事業として展開して行きたいと考えています。 

 

   

 
☆☆☆関関関連連連施施施策策策☆☆☆   

・中国地域ニュービジネス大賞 特別賞 
（一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会） 



 

 

 

代表取締役 小松 昭夫 氏 

                会社概要 

松江市乃木福富町 735-188 

TEL 050-3161-2490 

http://www.komatsuelec.co.jp 

●設  立  １９８１年 

●資 本 金  １億円 

●従 業 員  ９０名 

●事業内容  シートシャッター、クラウド総合水管理

システム 

 

☆「縁」は、時と場所と共感、イノベーションから「念」

に進化したときに生まれる 

 

 

～事業内容について～ 

シートシャッター「門番」と、クラウド総合水管理システム「やくも水神」、人間自然

科学研究所の３つの事業展開をしています。会社員時代は農業用機械のエンジニアでし

た。農機とは、自然と人と科学という相矛盾する性質を技術によって両立（新結合）さ

せる最たるものであり、ここから学んだことは非常に多く、今日に通じています。創業

当初は、農業用のポンプ修理等の事業から始めました。1988 年には中国地方で初めて全

自動の FMS ラインを導入、門番とともに、後に「やくも水神」へ発展する水道計装事業

を手がけ、生産性を飛躍的に高め、差別化を図りました。 

官需と民需のバランスを考え、景気変動に強い体制構築を心がけています。「門番」

は従来の鋼製シャッターの１０～２０倍のスピード開閉が可能で、省エネと衛生上の利

点から食品、化粧品、自動車、精密機器や印刷工場等の民間企業に主に使っていただい

ています。今は happygate門番システムとして、新たな市場が生まれようとしています。 

「やくも水神」は役場の中央監視装置を無くして、それをはるかに上回る機能をスマ

ートフォンやタブレット端末で実現し、上下水道、農業集落排水、簡易水道、消雪、雨

 



 

水、温泉水などあらゆる水関連施設を管理制御できるシステムとして、2000 年に沖縄サ

ミットで発表された森喜朗内閣の e-Japan 構想にあわせて全国展開を始めました。全国

314 の自治体、7000 超の施設で採用頂いています。11 年前に、当時はまだ馴染みが薄か

ったコンピューター言語 Rubyを採用し、開発者のまつもとゆきひろさんとともにシステ

ムを構築しました。 

歴史という時間軸を含めたあらゆる社会問題を直視し、持続的に発展する「平和の事

業化」に生かすべく、やくも水神や門番の実績をもとに人間自然科学研究所は 25年間活

動を続けています。 

 

～人材活用の考え方、求める人材像について～ 

●「縁」は「念」に進化したときに生まれる 

社是「社業を通じて社会に喜びの輪をひろげよう」を定めています。経営資源とは社

会問題であり、それを科学的に考察、「社会、相手、自分」の「三方良し」になるように

組み立て、「人、モノ、資金」を導入すれば、新たな市場を拓くことができます。 

 「縁」は「想い」の共感と時代と場所、それにイノベーションが加わって、「念」に進

化したときに生まれます。チャンスを逃さないためには、常にアンテナを出して張り巡

らせて、行動を起こすタイミングを判断する感覚を研ぎ澄ませておく必要があります。 

 

●置かれた状況を活かし、持続するには 

社員には実践の中で、こうした感覚を身につけて成長して行ってほしいと願っていま

す。チャンスを掴むためにも、「人間力」を高める研修を社外の方とともに継続して開催

しています。 

人間は飽きやすい性質なので、楽しまなければ継続は難しい。生きる目的と、目標が

結びつき、それが持続する秘訣は、「楽しんで行うこと」です。教養と芸術に親しみ、

ユーモアの心が重要だと感じています。その思いから、経営理念にも「おもしろ おか

しく たのしく ゆかいに」とうたっています。 

 全社員が社是、経営理念、行動方針を意識しながら仕事に取り組むことで、更なる飛

躍が出来ると考えています。 

 

●リスクを恐れず、若い人にチャンスを与えることが重要 

  若手社員を中心にプロジェクトを組んで企画・開発を実践しています。ちょうど今、

水の事業で培ったこれまでの技術・ノウハウ等を活用し、消融雪管理システム事業への

展開を考えているところです。 

  リスクを恐れていては、新しい物を創り出したり、先に進むことは出来ません。アイ

デアは、実践の中から生まれると感じています。 

 



 

●これからの時代は、「国際分業」が避けて通れない 

国際分業には複数の者が同じ目的の下で役割分担をする必要があり、そのためには、

物事について論理的に会話できる「多言語教育」が非常に重要となり、国際的なセンス

も求められます。 

  当社では、社員 90人のうち 4名の外国人スタッフがいます。それぞれ、貿易（商取引）、

資材、現場等の各部署の第一線で活躍しています。 

  韓国の KOMATSU KOREAでは、留学生だった社員が 5年ほど本社勤務で経験を積んだ後、

10人程の社員を統括する管理職として力を発揮しています。 

 

●伝えたいことは、映像化する 

  社長のアイデアや考え等については、口頭での伝達や文章としてだけではなく、社員

が「目で見て、音で聴くこと」により理解・吸収しやすいようになります。映像・録音

化を積極的に進めることで、「会社の財産として継承していく」ことを心がけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
・ものづくり日本大賞 優秀賞（経済産業省） 
・ 科学技術庁 第 54 回注目発明選定証 
・ニュービジネス大賞 会長賞（一般社団法人東京ニュービジネス協議会） 
・中小企業研究センター賞［現グッドカンパニー大賞］ 地区表彰［現在  
優秀企業賞］（公益社団法人中小企業研究センター） 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

代表取締役 辻井 説三 氏 

                 会社概要 

美作市古町 701-1 

TEL 0868-78-3819 

●設  立  １９４４年 

●資 本 金  ５，５００万円 

●従 業 員  ８７名 

●事業内容  舶用及び発電機用カム、熱処理、燃料 

噴射装置、その他ディーゼルエンジン 

部品、その他精密部品 

 

☆恕の精神～厳しさの中に愛情を持って接する 

 

～事業内容について～ 

 舶用及び発電機用のカム、熱処理、燃料噴射装置等の製造を行っています。 

長年にわたってカム製造に取り組む中で、材料の選定、高度な熱処理技術、切削加工技術、 

表面研磨技術を確立し、２サイクル用舶用エンジンのカムについては日本シェア１００％ 

を実現しており、取引先からも高く評価して頂いております。 

もともとは大阪で創業しましたが、１９８１年に岡山県の企業誘致を受け、水もあって熱 

処理に適している場所として、当地に移転しました。 

 

～人材育成・確保について 

●女性の活用 

当社の立地環境は過疎地であるため、男性だけの採用は難しいことから、女性のエンジ

ニアを作りたいと考え、最近は、女性を中心に雇用を促進しています。ものづくりの現場

に女性の投入ということで、最初は周囲から反対されましたが、実際起用してみると、も

のづくりの感性と能力が想定外に高く、時に男性以上の能力を発揮することがあります。 

最初に現場に女性を雇用したのは平成１８年で、２名を採用しました。この２人の従業員

のスキルが非常に高く、一人は研磨機を操作してミクロン単位の精度の製品を仕上げる能

力があります。もう一人は、㈱ＩＨＩの計測技能検定２級に合格し、現場を指揮していま

株株株式式式会会会社社社シシショョョウウウエエエイイイ   

 



 

す。２人の女性に共通しているのは現場志向であることで、事務職の女性の中でも現場勤

務を志願している者がいます。 

女性従業員が優れていると感じる点としては、「仕事に妥協がなく、決められたルールはし

っかりと守ること」が挙げられます。例えば、男性の場合は多少大雑把なところがあって

も、女性は 0.1 ミクロン（0.0001 ミリ＝髪の毛の 1/100）の狂いも見逃さず、きっちり報

告します。また、加工手順を手帳に手書きして技術習得に努めている女性従業員もいます。

第二工場での検査と受入の作業においては、完全に女性中心の構成で（事務スタッフにお

いても男性は社長と総務課長の２名だけ）、現在２２人の女性従業員が働いています。 

当社では、給与の査定は男女差別をしておらず、それも女性の励みになっているのかしれ 

ません。女性雇用の課題として産休があるが、当社ではまだ実績がなく、これから対策を 

講じていく必要があると考えています。会社としては、人材育成は投資であり、人材を一 

から育てるのは大変なことなので、産休後に職場復帰したい女性には是非復帰して貰いた 

いところです。 

全従業員の約１／４にあたる女性従業員の活躍が男性従業員の仕事への意識向上等の良い 

影響も与えています。 

 

●従業員の年齢構成のバランスを考える 

当社の従業員の年齢層を年代別に見ると、３０代、４０代の若い人が多くなっています。 

比較的若い人の年齢層を多めに維持しつつ、従業員の年齢層を分散することで、それによ 

って人員配置のバランスを取り、異動しやすくしています。ここ数年は、比較的若い年齢 

層の従業員を多めにし、６０代の従業員が少なめになるように工夫していますが、ベテラ 

ン従業員を闇雲に退職させるのではなく、ベテランの技能はしっかりと伝承していくこと 

として、１０年くらい前から６２歳定年に設定しています。若い従業員を育てるため、ベ 

テランには常日頃から若い人に３つのかける「声をかける、目をかける、話しかける」を 

求めています。 

従業員を画一的に査定するのではなく、その人の個性や能力を考慮して、適材適所の業務 

に配置することが重要と考えています。 

 

●多能工化 

企業にとって、欠員となってしまった場合の対応が一番の課題であり、大企業と違って 

中小企業の場合は、簡単に余所から人材を投入することは容易ではありません。従業員の

病気や離職等の万が一の場合を考えて代替体制を常に考えておくことが重要です。当社が

今考えているのは、従業員の多能工化です。１９８１年に大阪から当地に移転して、一番

のカルチャーギャップは、田植えや火事の際の青年団活動などで従業員が休んでしまい工

場の稼働に苦労したことです。その教訓もあって、多能工化を進めているということもあ

ります。設立当初は、なかなか従業員が定着せず、ようやく落ち着いてきたのがここ２０



 

年くらいです。実家が農業という従業員が多く、会社勤務に不慣れということもあって、

就業規則の徹底から始めました。 

 

●従業員の意識改革へ向けた教育 

入社してからの実践教育が大切だと考えており、従業員には、経験の重要性を常に説 

いています。熱いものを触って初めて熱いと感じるように何でも経験してみなければ分か

らず、経験によって自覚し、それが人間の質の向上につながります。経験が乏しい人は理

解力も乏しく実践できないことが多く、反対に様々な経験をしている人ほど理解が早く、

実践力にも長けているように感じます。興味を持つことが行動にも繋がります。 

また、その人にとって分かりやすく伝達することも人材育成のコツだと思います。自分達 

のエンゲル係数を上げるにはどうしたら良いかという観点から当人が認識するように工夫 

して教えることが重要だと考えています。 

当社では、 

◇会社理念を常に意識して貰う工夫として・・・ 

→会社の理念（ヒエラルキー）をプラカードにしたりして全社員が携帯している。 

◇利益追求ではなく顧客に繋がった企業行動であるのかという意識を社長含め全従業員 

が常に持つような仕掛けとして・・・ 

→週一回のミーティングでは、利益や営業成績の話ではなく、従業員一人一人が自分 

の幸せのために、これからの自分が会社でどんな行動をして行けば良いのかという

企業人としての姿勢の観点からのディスカッションを実施。 

◇話しやすい環境づくりとして・・・ 

→若い従業員と一緒にゴルフをしたり、名字では無く親しみを込めてファーストネー 

ムで呼ぶことで親睦を深め、社長と従業員との近しい関係を構築。 

等の取り組みを実施しています。 

企業は従業員を幸せにする道具であり、従業員を養うことだと考えています。それが社

長のロマンであり責任だと思っており、全ては社長の姿勢によるところでもあると考えて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
☆☆☆関関関連連連施施施策策策☆☆☆   

・元気なモノ作り中小企業３００社 
（中小企業庁） 

   



 

 

 

代表理事 有田 耕一郎 氏 

                組織概要  

広島市中区本川町 2-1-9 日宝本川町ビル 8Ｆ 

TEL   082-208-2722 

http://www.c-prj.com/  
●活動開始 ２０１１年 

●活動内容 

・社会人と学生の交流の場提供(イベント、研修) 

・学生及び若年者のためのキャリア形成及び就職に関する 

  支援事業                                                         

                ・企業のための採用及び育成、人材定着に関する支援事業 

                 ・キャリアカウンセラーに対しての支援力向上事業 

☆地域の担い手は企業。企業の担い手は人。 

 企業の成長のための「若者雇用戦略」を 

 

～キャリアプロジェクト広島誕生秘話～ 

2000 年に、総合商社から現在経営している(株)フリーエムへ転職しました。それから働

き方の変化に伴って生まれた時間を活用して、キャリアカウンセラーの資格を取得しまし

た。元々仕事と人の生き方や人生について、どうあるべきか。ステージ毎に、何時、何を、

何処でどのように関わっていくのか、ライフワークとして意識していたからです。その後

資格と実務の両方を備えていることから、広島県内の大学から講演依頼や相談を受けるよ

うになり、キャリアカウンセラーとしての活動を本格化させました。 

大学のキャリアセンターの先生や、カウンセラーといった仲間が増えて来る中で、ある

問題が浮き彫りとなりました。学生にとって、就活は初めて社会と向き合う経験ですが、

情報過多と一見オープンな就活をしていく中で、多くの学生が挫折感を抱き、自信を喪失

させていく姿を目の当たりにしたのです。 

そこで、就活に限らず、学生が社会人と直接会話し日常的に交流出来るセミナールーム

の設置に思い至りました。学生にとっては、先輩社会人と交流することで将来の姿を描き、

社会人との会話にも慣れ、正確な自己表現が出来るようになる。また社会人も、直接的な

NNNPPPOOO 法法法人人人キキキャャャリリリアアアプププロロロジジジェェェクククトトト広広広島島島   

 



 

仕事上の先輩ではなくても、人生の先輩として何かしら役に立つことが出来、関わってい

ける。学生時代と社会人、それぞれを川と海に例えるなら、「汽水域」な存在。そんな場の

提供です。ちょうど 3年前の 2011年 3月、活動を開始しました。この活動名が「キャリア

プロジェクト広島」です。その後、法人格を持った方が今後活動の幅が広がるとのアドバ

イスもいただき、現在の法人名となりました。 

 

～活動の内容～ 

レギュラーイベントとして、基本的に週一回、毎週木曜日に、学生と社会人の交流の場

（セミナー＋懇親会）を開催しています。現在まで約 90回、延べ 1,000人以上の参加者を

数えました。セミナーでは、社会人とのグループディスカッションやキャリアトーク、面

接練習やマナー講座などワークを行い実践的な学びを提供する一方、懇親会では飲食を交

えながら双方がリラックスして普段の姿で交流出来る雰囲気作りを意識しています。また

スペシャルイベントとして、学生や企業、社会人が参加出来る講演会・シンポジウムを計 6

回開催しました。親向けの「今の就活を知るセミナー」も開催するなど、時代に求められ

るタイムリーなイベントも開催しています。その他、大学等教育機関や企業向けに、就職

や採用、定着に関する様々なご支援も行っています。 

2013年 10月には、広島市からの委託事業として「街ナカキャリアプラザ」も開始しまし

た。学生等と地元中小企業が face to faceで交流し、相互理解を深める「出会いの場」を

提供するものです。今までの活動を更に深化させ、就活に直結するテーマのミニセミナー

を毎日開催するなど、開始 4 ヶ月で 400 名の学生の登録をいただいています。学生は口コ

ミ中心で輪が広がっており、気に入ってくれた学生が、その仲間を連れて来てくれます。 

 

～「人」について、その想い～ 

従来、日本では企業が人を育てきました。まず学生の段階で企業がインターンシップ受

け入れをする。社会に出る時も入り口で挫折感を味わわせずに１回はどこかの企業に配置

させてそこで初等教育をキチンと行い、人として生きていくための力をつけさせる。これ

らが全て企業の役割であり、日本の職環境の良いところだと思います。中小企業では新卒

採用をするほど余裕がないとよく言われますが、何に対してどのように余裕がないのか、

自社を分析して現状をハッキリ把握する必要があります。何となく納得してそのまま済ま

せていないでしょうか。若い人材には大きな可能性があるのです。最初から、育てるのが

大変だと、どうせ来てくれないだろうと諦めていないでしょうか。 

私が経営する(株)フリーエムの所帯は小さいですが、新卒者をなるべく採用するように

しています。新卒者を採用するメリットは、何と言っても社内の雰囲気が変わることです。

下が入ることで、上が鍛えられます。人を教えるという経験で、人や会社は大きく伸びま

す。また、皆が自分の仕事の仕方を客観視出来るようになります。日々いつの間にかクセ

のついた仕事の仕方しか出来なくなっていたのが、未熟な人間が入ることで、業務が標準



 

化され、業務の仕組み自体を見直し、変えるようになるのです。もっと言うと、ちょっと

頼りない先輩だったとしても、少しでも格好つけようと思ったら勉強しますから、既存の

人材の底上げにも大きく役立つのです。若者を採用したら、企業のためになるということ

を、是非皆さんに気付いてほしいです。 

また、中小企業はあまり知られていないことも事実です。自分達からオモテに出て積極

的に露出を増やすべきです。そのためにも、街ナカキャリアプラザへ足を運んでください

（笑）。 

 

～求める人材像～ 

聞かれていることにちゃんと答える、そんな単純なことが多くの若者は出来ていないと

感じます。面接時に、自分がどういう人間か伝えるにあたり、「今日は上手くいった」とか

「失敗した」とか感想を漏らします。でも根本はそうじゃないのです。「自分を分かっても

らえるように伝える」という本質が理解出来ておらず、小手先のテクニック論で終わって

しまうのです。それと、視野が狭いですね。特段の業界に固執しがちです。思い込みはど

うしてもあるので、どこまで選択肢を広げられるか。幸い、今まで参加してくれた学生は、

参加当初に比べ緊張感も薄れ、相手の意図を正確に感じ取ったり自分を伝えることが、明

らかに上手くなっています。 

企業の経営者として求める人材は、「周囲に育ててもらえる人」です。成長しろを持って

いる人、柔軟に吸収していける人を求めます。頑固な人、聞く耳を持たない人は困ります

ね。会社内だけではなく、取引先とも関係が生じますから、周囲に可愛がって貰って育て

て貰える人ですね。採用選考するときも、そういう人を選びます。 

人は安心したり可愛がってもらったりそういう経験を積めば、回りに対する警戒心もな

くなるし、回りから出来るだけ吸収したいと思う意識も湧いてくると思います。若者には

是非このような環境を与えてあげたいと思います。 

 

～今後の事業展望について～ 

今までの活動を通じて、学生と中小企業のマッチングこそが最重要課題だと分かりまし

た。具体的に掘り下げてみると、現状は「5ナイ」です。 

①知らない           ⇒ 学生と企業、お互いを良く知らない。 

②分からない          ⇒ 中小企業の真の魅力が WEBでは分からない。 

③同期がいない         ⇒ 身近に相談出来る存在がいない。 

④教育の機会訓練が充実していない⇒ 系統だった研修などの機会がない。 

⑤キャリア発展の可能性が少ない ⇒  業務に忙殺され､将来のキャリア展望が描けない。 

 

そこで、①、②は、現在実施している「街ナカキャリアプラザ」事業で解決を図りたい

と考えています。学生と地元企業が出会えるプラットフォームを構築、お互いを知り、魅



 

力を分かり合える機会として活用いただきたいです。今後は企業への発信をより重点的に

行っていきます。 

残る③～⑤は、近々開始予定の経済産業省委託事業「地域企業人材共同育成事業」で打

開したいと考えています。地域企業間の連携による“地域の人事部”づくり、例えば合同

入社式、合同研修、企業の垣根を越えた人事異動（企業間ローテーション）といった仕組

み（地域人材育成コンソーシアム）の構築を図っていきます。これによって個別企業では

解消出来なかった若手人材の採用、育成、定着を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
☆☆☆関関関連連連施施施策策策☆☆☆   

・地域企業人材共同育成事業（経済産業省） 

   



 

 

 

取締役社長 長沼 毅 氏 

                  会社概要 

広島市中区袋町 6-14 

TEL 082-248-0211 

http://www.naganuma.co.jp 

●設  立  １９５７年 

●資 本 金  ５，７００万円 

●従 業 員  １４０名 

●事業内容  電力設備・資材、自動車電装・機構 

部品ソリューションほか 

 

☆創業１００年の老舗企業のパワーの秘密は、「人を

大切にする社風」にあり 

 

～事業内容について～ 

当社は、明治４５年創業の「株式会社長沼電業社」の商事部門を昭和３２年に分社化し、 

設立されました。電力設備・資材、交通施設・環境製品、情報通信システムの販売等、社

会資本の充実をバックアップする事業に加え、エレクトロニクスのエキスパートとして、

長年の経験によって培った豊富な知識やシステム等を柔軟に組み合わせて、自動車用電 

装・機構部品ソリューション、熱交換・軽量化ソリューション、ＦＡシステム製品を提供

する等、人の暮らしに欠かせない事業を幅広く展開しています。 

 

～海外展開、外国人雇用について～ 

広島県の外国人留学生インターンシップ事業を経て、平成２５年度に中国人留学生を１

名採用しました。現在、本社に勤務しています。当社では、平成２４年に香港に、また翌

平成２５年には上海にも現地法人を開設しました。中国での事業展開を見据えて中国人留

学生を戦略的に雇用したという訳ではなく、日本人学生も含めて何人かの採用面接をした

結果、当社にとって必要である優秀な人材として採用に至ったのが、たまたま外国人留学

生だったのです。日本語も問題なく話せる人材であるため、仕事内容は日本人従業員と全

長長長沼沼沼商商商事事事株株株式式式会会会社社社   

 



 

く同じものであり、外国人としての特別な任務は課していません。 

海外展開に関して言えば、現在のところ、香港法人には駐在者は無く、上海法人にも常駐

者は台湾人スタッフ１名のみですが、今後、現地法人への人員常駐が必要となるようであ

れば、日本人従業員もしくは、日本で十分に経験を積んだ中国人従業員を現地に常駐させ

るという可能性は考えられます。まだ緒についたばかりであり、全てはこれからのビジネ

スの展開次第というところです。 

今はボーダレスの時代でもあり、「海外だから日本国内とは違う何か特別な存在」という意

識はありません。海外事務所を置くことも日本国内に支店や営業所を開設するのと変わら

ないと感じています。従業員の勤務形態に関しては本人が望めば別ですが、現状では会社

として海外駐在を積極的に推進することまでは考えていません。それは、外国人従業員で

あっても同じであり、海外で仕事をしてみたいという本人の意志が大切だと考えています。 

 

～人材活用の考え方、定着状況について～ 

会社は、「ベースキャンプ」と考えています。ベースがあるという安心感の中で、従業員

には、「まずは経験を積んで、とにかく実行あるのみ」という気持ちで山頂にアタックして

欲しいと思っています。３年間で一つの仕事を任せられるように、現場主義、実践主義の

徹底が当社の方針です。１０年、２０年後に会社を牽引してくれる人材に育ってくれれば

と願っています。 

また、特に社内ルールや制度があるという訳ではありませんが、各担当者に責任と権限を

持たし、一方では自然とお互いに仕事をカバーし合おうとする職場の風土があり、その効

果もあってなのか、離職率は低く、特別な事情等を除いては、少なくともここ何年か退職

者はいません。 

 

～社内での人材育成・確保の取り組み～ 

階層別に社内研修等は行っていますが、当社の従業員教育は、ＯＪＴに依るところが一

番大きいと言えます。現場での実践の中で上司が部下を指導してノウハウ等を伝授してい

く手法が人材育成の面では最も効果的だと感じています。 

また、毎年年始に１年間の各部門の方針や考え方を整理したレビューの機会を設けて、社

員に自分のやるべきことを意識して貰うようにしています。 

従業員には、常々「何がお客様や社会のお役立ちになるのか？」ということを意識して欲

しいと考えており、従業員もその願いに呼応するかのように「お役立ち」を意識しながら

のビジネスを考えてくれるように成長して来ていることを大変嬉しく感じています。 

 

～求める人材像と今後の期待～ 

商社という業務の性質上、ＴＯＥＩＣ７００以上という能力は必要となります。 

しかし、能力や資格も大切ではありますが、「素直に人の話を聞けるかどうか」という人柄



 

を最重要視しています。お客様あっての商売であり、偏った考え方をしていないかという

ことも大切なポイントです。グループ創業１００年、採用した人物が今や取締役となり、

現在の事業展開の中心を担ってくれています。今後は、彼らが長沼イズムを継承し、次世

代の人材をいかに育ててくれるか大いに期待しています。 

 

   

☆☆☆関関関連連連施施施策策策☆☆☆   
・外国人留学生インターンシップ事業 

 財団法人ひろしま国際センター 
 広島県留学生活躍支援センター 

http://www.naganuma.co.jp/work_s.html
http://www.naganuma.co.jp/work_e.html


 

 

 

代表取締役社長 守政 和浩 氏 

                  会社概要 

周南市河東町 2-36 

TEL 0834-32-1188 

http:// www.samansa.co.jp/ 
●設  立 １９５７年 

●資 本 金 ７，０００万円 

●従 業 員 ２，４４３名(パート含)（2014.2末） 

●事業内容 業務請負業 

 （ビルメンテナンス、住宅リフォーム、 

設備管理・工事、警備、試食販売） 

 

☆「総合おもてなし企業」へ！ 人は財、教育は命 

 

～事業内容について～ 

当社は清掃、警備をベースにしたビルメンテナンス業が出発でした。 

当時はどちらかと言えば、清掃や警備業務はシルバー産業といったイメージが強かった

こともあり、業務規模を拡大していくにつれて、慢性的な人手不足に悩まされることとな

りました。 

そこで発想の転換、若い主婦をターゲットに募集を行うことにしたのです。家事や子育

てで日々忙しい中でも、例えば短い時間なら一週間のうち何日かは働けるし、働きたいと

思っている潜在的な層ではないかと考えたのです。 

数多くのヤングミセスを集め、それぞれが働きたいという時間帯をパッチワークのよう

に上手に当てはめるというやり方と、新しい清掃システムを構築することで、大きな転換

を果たすことができました。1996 年に、「奥さまは魔女」の主役サマンサからネーミングし

た現社名に変更しました。以来、『魅せる』領域まで高めたサービスが高評価をいただき、

病院でのコンシェルジュ業務や電話交換、量販店でのインフォメーションや試食販売、更

には住宅リフォームなど、あらゆる業種・業態のお客様の接点を担う「総合おもてなし企

業」への挑戦を続けているところです。 
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～人材育成・確保について～ 

当社はいわゆる労働集約型の企業であり、人が財産です。全ての社員の人間力が言わ

ば商品なのです。商品の質が上がれば、会社全体の質もアップします。従って「人づく

り教育」を重要視するわけです。 

具体的な教育内容をご紹介しますと、当社では研修は「理念教育」「技術教育」「礼儀

教育」を三本柱として実施しています。「理念教育」は、正社員はもちろん、現場を支え

てくれるパート社員にも同様に行います。 

「理念教育」は、募集説明会や事業開始の現場の研修に私が足を運び、当社の理念を

説明するところから始まります。会社が何を考え、何をしたいのかという『経営理念』

を伝えるのですが、それには「何のために働くのか」という事をもう一度考えてもらう

ことから入ります。そうすることで、お金のためだけでなく、人から感謝されることや

人から必要とされることが、仕事を通じて得られる幸せだと意識してもらえるのです。

そして、会社はそれを共感してくれる仲間を必要としていると。実は、みんな分かって

いることなのですが、言葉として認識できていないことが多いのです。心と言葉が一致

し、意識することができるようになれば、取るべき行動が明確になります。それが我が

社の素地となり、人づくりの最も重要な基盤と考えています。その上で、“業務を通じて

お客様の繁栄と幸福を追求する”という『企業理念』を説明します。 

『企業理念』は覚えるだけでは具体的な行動にはつながりません。お客様の繁栄のた

めに一生懸命励めば、巡り巡って自分たちが豊かになるということまでも示してあげる

ことが肝心だと考えています。例えば、初任者研修では、上場企業と非上場企業の利益

の使い方が違うことや、生涯賃金や財務指標といったものまで説明し、会社が考えてい

ることを知ってもらい、自分たちが何をしなくてはならないかを理解してもらいます。 

また当社の人づくり教育では「親孝行」を取り入れています。毎年 12月を親孝行月間

と定め、全社員が親孝行を行い、その報告書を提出させています。その中から感動的な

ものを選んで、冊子の作成をしています。更に毎月、「指定図書」か「推薦図書」を選定

し、「指定図書」は正社員に感想文の提出を義務づけています。社会人には報告書はつき

ものですから、書く力も鍛えるのが目的です。提出してもらうからには、全てに目を通

し、必ず赤ペンで返信をします。一方通行ではなく、思いを共有したいのです。 

タイムリーに報告が上がってくるようにするために、E-メールによる「週報」を上げ

させています。対象者は正社員の 70名ほど。当初はなかなか全員から揃って提出となら

なかったのですが、すべてに目を通して必ず返信することを続けるうちに、全員提出が

定着しました。関心を持って見てやることの大切さだと思います。問題点などを知らせ

てもらうことで、迅速に対応出来ますし、お互いの距離感も近くなったと感じています。 

当社の人づくり教育は、正社員とパート社員の区別なく同じように行います。何故こ

こまでパート社員教育にも注力するのか、とよく尋ねられます。その理由は、現場で実

際にお客様と接するのがパート社員だからです。そして現場のパート社員がまさに「広



 

告塔」であり、営業活動も兼ねてくれているのです。現場の知恵を結集することにより、

商品と付加価値の両方からなる「売り物」の品質を向上させることができ、会社も発展

します。最終的にみんなにも戻ってくることが分かっているから、パート社員もここま

で本気になってくれるのです。 

最も象徴的な取り組みが、ＳＱＣ（サマンサ・クオリティ・コントロール）活動です。

原則として職場内でチームを編成し、改善活動を行い、お客様満足を向上させることを

目指しています。年に二つのテーマに取り組むことを目標にしており、今年度は延べ 136

チームの活動がありました。毎年多くの優良事例が出てくるので、それを水平展開する

ことを目的として、営業所、東西ブロック、全社での発表会を開催します。また活動内

容は社外でも評価され、2011 年度ＱＣサークル石川馨賞を受賞しました。しかし、ＳＱ

Ｃへの取り組みも初めから順調だったわけではありません。サービス業の数値化は非常

に難しいからです。またこれだけ盛んに活動していても、楽しんで取り組んでいる社員

ばかりではないと思います。ですが、一方で必要性を感じるから取り組んでくれている

と思います。 

 

～今後の事業展望について～ 

いかに「売り物」を磨いていくか、に尽きると思っています。つまり、当社が持って

いる商品・技術と、それを取り巻く付加価値・サービスを含めた「売り物」への評価を

どう高めていくかです。世の中には「高いけど売れているもの」があります。それは、

購入者にとって、「この品質やサービスでこの値段なら安い」というものです。当社は、

①経営理念、企業理念の共有、②人づくり教育の実施、③サマンサ流ＱＣ（ＳＱＣ）の

実施、④ＩＳＯによる品質管理を更に向上させることで、「売り物」の質を高めて、「こ

の品質やサービスでこの値段なら安い」と言われる商品を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆☆☆関関関連連連施施施策策策☆☆☆   
・おもてなし経営企業選 

（経済産業省） 

   


