コラム・泣き笑いシリーズ ¦ 大阪府中小企業家同友会
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コラム・泣き笑いシリーズ
『泣き笑いシリーズ』は、様々なテーマに基づき、大阪同友会会員企業が仕事で感じた泣き笑
いのお話をお伺いするコーナーです。
会員向けの月刊誌「OSAKA 中小企業家」で紹介した記事を掲載しています。（2014年5月号
から）
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テーマ「インターンシップ」（2015年12月号）

インターンシップを通じて、学生たちに働く楽しさを伝える
-社員共育とモノづくり業界の未来を見据えて第23回の「泣き笑いシリーズ」のテーマは「インターンシップ」で
す。インターンシップ制度は、1997年から日本政府による取り組みがス
タートし、それから徐々に浸透し、2005年には推計12万人の学生が、
この制度を利用していると報告されるまでになったそうです。
学生に対するインターンシップ制度の普及により、職業意識の向上、ま
た職業選択に役立つ経験を得る機会が得られるようになってきたと言わ
れています。

株式会社山田製作所
代表取締役専務
山田 雅之
（大東支部）

今回はインターンシップについて、山田製作所の山田専務に話をしてもらいました。
同友会へのかかわりに積極的な山田製作所は、その活動のなかで社員共育と地域社会への
貢献の重要さに気づきました。2010年頃、同友会の中で知り合った大学や合同求人で出
会った高等学校から、インターンシップの要請が来るようになります。社員教育と地域へ
の貢献のため、インターンシップを当然のように受け入れ、毎年どこかの学校とかかわり
を持ち続けています。

同友会会員へのメッセージ
同友会運動にかかわっていると、共同求人や憲章運動で、学校とのかかわりが出てきます。
また、中小企業の社会的責任を考えたとき、学校教育に企業は少しでもかかわるべきだという
思いになりました。はじめてインターンシップの依頼があった時は、企業として当然のように
受け入れたのですが、実際は日々の業務に追われているなかでの受け入れは、様々な格闘があ
りました。しかし、毎回インターンシップを終了する日に、学生たちと社員たちが非常に仲良
くなり、別れを惜しんでいる姿をみると社員の成長と共に、学生が働くことで、少し気づきが
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あったのだと感じます。これから先、皆さんの会社にインターンシップの依頼があれば、ぜひ
受け入れてみてください。社員さんたちが１ランク成長してくれることは間違いありません。
いつも、最後の挨拶で「将来、モノづくりの世界に入ってきてほしい」とお願いしています。
特にモノづくり企業の方は、このような活動でひとりでも多くのモノづくり屋を作っていくよ
うに働きかけましょう。

「泣」

インターンシップの受け入れ当初は、まず１日目に経営理念の話をしていましたが、学生はま
ったくちんぷんかんぷんでした。そのため最近では、まず現場で職場の雰囲気になれてもらう
ようにし、後半で理念の大切さを話すように変えました。2015年売り手市場といわれている
今年、インターンシップの体験中に、就職の話題がでたのですが、山田製作所に就職したいと
いう声がまったくでなかったことは、とても残念に感じました。あと、ツライと感じること
は、仕事が忙しいときに社員の手が止まることですね。

「笑」

若い社員がインターンシップでの教育を担当しているのですが、社員の成長を非常に感じるこ
とができます。また、この期間は若い人が増えるので、社内は活性化します。社内で、学生に
どのような体験をさせようかと検討していたときに、10cm3のサイコロを作ることに決定しま
した。これは1リットルの容積であり、水なら1kg、鉄なら7.9kgになるということが、社員教
育の教材になっています。2012年のインターンシップに、城東工科高校から女生徒（当時2年
生）が、体験しに来ました。その女生徒が山田製作所に就職したいと申し出てくれたのです。
そして、次の年の就職活動で山田製作所が逆指名し、現在では現場女子として活躍してくれて
います。これは、当社にとっては、非常に嬉しいことでした。

「取材を終えて」
最近、DIYをする女性が多くなっていますが、さらに溶接もしたいという女性も増えている
ようです。山田製作所では、現在インターンシップをきっかけで入社し、働いている現場女子
が活躍していますが、まさに時代にあった人材を確保しています。山田製作所では、はじめて
の現場女性ということで、社内でもかなり活性化されたらしく、特に笑顔がカワイイ女性なの
で、仕事場も華やかに変化しています。また近年、山田製作所でのインターンシップの学生
に、ものづくり体験だけでなく、営業や展示会にも同行したりと、職場体験をすることもある
らしいのです。このような体験をした学生たちが、社会に出たときに、山田製作所での経験が
基盤となり、活躍するのではないかなと感じました。
ページトップ ▲

テーマ「海外進出」（2015年10月号）

海外進出のキーワードは“人材”
-海外との交流は社員の価値観も変化「泣き笑い」シリーズ第22回のテーマは“海外進出”です。今回取材し
たのは、鍛え抜かれたコーティング技術であらゆる産業分野にソリュー
ションを提供している日本フッソ工業(株)の豊岡敬社長です。社長は、同
友会副代表理事、オンリーワン研究会会長、日中経済交流研究会顧問と
しての顔も持っているということで、海外出張の合間をぬっての短時間
の取材となりました。
日本フッソ工業(株)の海外進出のきっかけは、先代社長の60歳での海

日本フッソ工業(株)
代表取締役
豊岡敬氏
（河南支部）

外留学で、アメリカのシリコンバレーでした。もともと、先代は学生時
代ロシア文学を学び、いつかは海外を舞台で活躍したいと思っていまし
た。
アメリカ進出は需要不足、人材不足などで撤退を余儀なくされますが、半導体の本場シ
リコンバレーに工場があるという事実は、国内での半導体ビジネスの急成長の波に乗り順
調に業績を伸ばしました。日本での業績とアメリカでの経験を生かしての韓国進出は、最
初は不調でしたが、同友会で学んだ「人を生かす経営」を実践し、社員教育に力を入れる
ことで、見事に難局を克服します。
リーマンショック以降、生産の拠点が東南アジアに移る中、地理的に中国、インド、ア
セアンの中心タイを新たな拠点とし、アメリカ、韓国での経験を重ねた社員が、活躍の舞
台に上っています。また、社内に外国人社員が存在していることは、社員の価値観に変化
が起こり、何事にも積極的に行動するようになりました。先代の気概が受けつかれている
のかもしれません。
最後に、先代社長が留学した時、豊岡さんは社長就任前の30歳。社長が不在の期間を先代
が与えてくれた独り立ちへの試練の時ととらえ、懸命に努力したそうです。豊岡さん自身
が、経営者として鍛えられた時間だそうです。
よく、中小企業の海外進出は、お客さんの海外移転やコストカットが理由になりますが、
日本フッソ工業(株)の場合少し違う一面があったような気がする取材になりました。

同友会会員へのメッセージ
ふっ素樹脂は、くっ付かない、よく滑る、薬品に腐蝕しない、不純物が出てこない、絶縁性
が高い、等々の色々な特徴を持ったプラスチックです。日本フッソ工業では、このふっ素樹脂
のコーティング・ライニングによって、その時代、その時代に日本の産業が抱える課題問題を
解決してきました。海外進出は、先代社長の「海外でビジネスを展開したい」という熱い想い
から始まったのですが、今日では、お客様の生産拠点が海外に広がっているという事情もあ
り、我々もグローバルに貢献をして行かないとならない状況に変わってきています。これから
も世界の産業の発展にお役に立てる企業でありたいと願っております。

「泣」

「半導体ビジネスはやらない」が口癖だった父親が、60歳でカリフォルニア留学をした時に、
突然「これからは半導体」とアメリカ（シリコンバレー）進出を決めました。多額の投資をし
ましたが、シリコンバレーが既に空洞化していたことや、環境基準の厳しいことなど調査不足
でした。また、サブプライムローン問題に端を発したアメリカバブルの崩壊の兆しを感じたこ
ともあり2007年撤退しました。韓国に進出した時は、韓国の商売のやり方でスタートをしま
したが、業績は好転せず苦しい時代を経験しました。

「笑」

韓国人経営者は身内を重用し、社員に任すことはしませんでした。社員がやりがいを持って

働きませんので、社内に覇気がありません。韓国人経営者との激しいやり取りの末、日本フッ
ソ工業の「人を生かす経営」を韓国に持ち込みました。韓国入りした副社長、総務部長、営業
部長、工場責任者の4名が実践を繰り返してくれましたので、業績は好転しました。やはり、
海外進出のキーワードは人材です。業績の好転とともに、対立関係にあった韓国人経営者も、
役所や銀行、地域社会といった我々には不慣れな部分で力を発揮してくれるようになりまし
た。
この時の副社長がタイに赴任しています。韓国での経験を土台に新天地タイで現地社員ともに
「人を生かす経営」を実践してくれています。

「取材を終えて」
日ごろから、活動範囲や、視野の広さを感じさせてくれる豊岡さんからは多くの学ぶべきと
ころがあります。今回の海外進出のテーマからも沢山の気づきがありました。
初めて海外展開したシリコンバレーでは、その後に訪れるリーマンショックをいち早く予測
し、撤退。韓国への進出時は当時起こっていた通貨危機の中、韓国の早い立ち直りを予測を
し、進出を決断。その先を読む目、情報力そして素早い行動力に驚愕し、少しでも見習いたい
と感じました。
業績が上がらない韓国の会社を立て直す時の判断やその戦略には、人間尊重の精神を元に社内
改善をし回復させた話からは、自分自身が同友会運動にたずさわり、活動していくことに対し
て自信を持つことができた取材でした
ページトップ ▲

テーマ「省エネルギー」（2015年9月号）

「紙創り」を通して、循環型社会に貢献
-環境経営への取り組みの原動力は経営理念「泣き笑い」シリーズ第20回目のテーマは“省エネルギー”です。今回
取材したのは、昭和3年広島で創業し昭和26年より泉南市で、大型紙袋
（セメント袋など）の口縫い用に使用されるクレープ紙などの産業用包
装資材のメーカーの山陽製紙(株)の原田六次郎社長です。
山陽製紙(株)の転換期は会社設立50周年を迎えたころでした。主力商

山陽製紙（株）
代表取締役
原田六次郎
（かんくう支部）

品のクレープ紙の需要が年々減少していました。50周年を社員一同で祝
った時も、社員の喜ぶ姿を見ながら、将来の展望が開けず苦慮していま
した。

そこで、原田社長は自社の事業目的を考え直すことから始めます。紙を生産することは社
会にとって大切なことであるが、生産するうえで大量の電力と水と重油を消費していまし
た。環境負荷の大きな産業です。これをなんとか軽減することはできないだろうか。ま
た、消費者の意識も“使い捨て”から“リサイクル”へと変化する時期でもありました。こ
の2点から生まれたものが「紙創りを通してお客様と喜びを共有し、環境に配慮した循環
型社会に貢献する」という経営理念です。これを実践するための指標になったものが同友
会で学んだエコアクション21です。社員が中心となり、平成20年8月に認証を取得しまし
た。そして認証取得と同時期に重油ボイラーをガスボイラーに転換してCO2の削減に挑戦
しました。ただ、エコアクション21は取得よりも継続に意義があります。社員みんなに協
力してもらうには苦労も伴いましたが、EA21委員会ができ「みんなが協力してやってい
きたい」「やる気になる仕組みを作っていこう」としました。社員が器用なのでリフトに
乗って設備の修理などをして、役所からお叱りを受けたこともありますが、日々自分たち
のできることを創意工夫しながら現在に至っています。

同友会会員へのメッセージ
製紙業はもともと環境に負荷をかける産業です。紙を造る過程で大量の水とエネルギーを消
費するからです。そんな私たちを受け入れてくれる地域社会に謝意を示したい。そんな想いか
ら工場のすぐそばを流れる男里川の清掃活動を10年位前から始めました。マガモ、カルガモ、
アオサギ、シロサギなど野鳥が多く訪れる生態系豊かな男里川。社員の一人がHP用の川の写真
を撮影しようとしたところ、ゴミの散乱を発見したのがきっかけでした。今では「男里川の自
然を守る会」の事務局を当社におき、社員の家族や地域の皆さんと一緒になって自然環境を守
る活動を積極的に推進しています。また、同友会主催のEA21取得スクールに社員数名と一緒
に参加して認証取得しましたが、環境に関する知識をより深める為にエコ検定に全社員で挑戦
しています。まだ70％程度の合格率ですが100％全員の合格となるように日々精進を続けてい
ます。エコ検定合格者はHPに顔写真を掲載するなど、自覚を促すと共にモチベーションを高
め、社員同士が刺激しあい、一人でも多くのエコ検定合格者が出る土壌づくりに励んでいま
す。また紙づくりも環境活動につなげたい。そんな想いからKAMIDECO（紙でエコ）サービ
スが生まれました。使用済みのコピー用紙を小ロットで再生して封筒や名刺などにして発生元
にお返しするシステムです。「紙はゴミじゃない！」紙は分別して再生することが当たり前の
世の中になる事を目指しています。

「泣」

製紙業では電気とともに水も大量に使用します。泉南市は下水道がまだ100％完備されていま
せん。完備されると、より厳しい水質基準を要求されます。下水道に排水するとなると下水道
料金は年間1億円以上になるという試算ができています。そうなると社内の浄化設備をより高
度化する必要に迫られます。数億円の設備投資になります。現状から考えると厳しいものでは
ありますが、環境負荷を軽減することが使命と考える以上、社員とともに創意工夫してチャレ
ンジしてくつもりです。
また、エコアクション21で他社が取り組まれているグリーンカーテンというものがあります
が、虫が寄ってくるので製品への混入の可能性もあり、残念ながらわが社では実施できない状
況です。

「笑」

「アンダー30」という30歳以下の若手社員の自主活動の中で近隣の男里川にゴミが散乱して
いることに気づき、清掃活動が始まりました。最初は社員が中心でしたが、それを見ていた地
域住民も手伝ってくれるようになりました。今では社員や社員の家族、そして地域住民が一緒
になって清掃活動を行っています。地域の自然環境を守ろうという取り組みは、地域住民とつ
ながりを持つようになりました。このような地域住民とともに生きているという社員の意識
は、自分も会社も社会にとって役に立っているという “誇り”になっていると思います。

「取材を終えて」
エコアクション21のリーダーが「家でもできることは会社でもする。会社でできることは家で
もする」と言われました。当たり前のことなのですが、私には新鮮でとてもとっつきやすい言
葉でした。会社と社員の気持ちの根底に共通な思いがあることを表現するものだと思います。
だからこそ、取材の最後に「わが社の経営理念はわかりやすいと」いう言葉がでてきたのだと
思います。環境負荷を何とかしたいという思いから経営理念ができ上がり、それが実践される
ことにより、社員一人一人が変わり“誇り”をもつようになっていることに感銘を受けました。
ページトップ ▲

テーマ「新規事業」（2015年8月号）

本当の課題なんて踏み出さないと見えてこない
-動き出すと出てくる課題にワクワク感で挑む“新規事業”１１年前。有限会社イケダクラフトを創業。持ち前の、センスと生産
対応能力で順調に業績を伸ばしていましたが、その矢先に襲ったリーマ
ンショックで業績はがた落ち。その後地道に顧客を増やし売上げを回復
してきました。しかしリーマンショックで味わった恐怖はいつも心にあ
りました。
同友会の会員に言われた「今、やっている仕事はなくなるよ」の言葉
がきっかけで、これまでの受注仕事をしながら、木と鉄を使ったオリジ

有限会社
イケダクラフト
代表取締役社長
池田 治（大東支部）

ナル家具の企画・製造販売や飲食店を経営している同友会仲間が出す新
店舗の内装を手がけるなど事業領域の拡大をしています。
そんな池田さんは2015年7月末に、大東市御領でこだわりのアンティーク家具を扱う雑貨
ショップ

＆.co（アンドコ）をオープンしました。

イケダクラフトがショップをすればただ家具を売るだけではなく、たとえばお店を開業
されるお客さんが家具を買いにこられた時には、イケダクラフトの技術でその店舗にあっ
たデザインや大きさなどを考えたオリジナルな商品を提案し製作することもできる強みが
あります。
また、お客さんが家具を見に来られても、工場の一角に置いてあるだけではイメージを
持ってもらうことができないとの思いがあり＆.coを立ち上げます。

同友会会員へのメッセージ
新規事業を立ち上げるきっかけとなったのは、リーマンショックで仕事が激減し、その教訓
からと言っても過言ではありません。
当時の不況下では新しく何かを始めるにしても、金融機関からの支援を受けることも難しい状
況にありました。その後アベノミクス効果が現れはじめたのか緩やかではありましたが、業績
も回復し始めました。ここで勝負をしなければ・・・その思いはあったはずなのに投資をする
ことに臆病になっている自分がいます。しかし今回の計画は当時のメンバーでは立ち上げるこ
とはできない。片手間で出来る事業ではありません。自身との葛藤が続きました。同友会の仲
間達が次々と新しいことにチャレンジしている姿を見て決心することができました。思い切っ
て２名の雇用をしてようやく新規事業に着手することができました。
もたもたと雇用することに躊躇し続けていたらリーマンショック以前と変わらないまま待ち仕
事の状態が続いていたでしょう。
今回の新規事業を通じて学んだことはたくさんありますが、やはり経営者自身の決断だったと
思います。

「泣」

持ち前の技術と思いだけで新規事業をスタート。これまで人の店は作ってきましたが、自分

の店となると計画が立てられない、思いがいろいろありすぎて、詳細のイメージがまとまらな
い、扱う商品のセレクトなど実際には経験のないことばかりです。
1歩踏み出せば課題にぶち当たる。今はそれを一つひとつクリアにしていくことに追われて
いるとのことです。
経理上でも、小さな会社が動くとすぐに債務に大きく影響がでます。怖くなる時もあるが前
を向いて進んでいくしかないとのことです。

「笑」

なんといっても新しいことに挑戦するワクワク感です。今の工場に移った時も同じようなワ

クワク感がありました。これを感じ続けていたいから動いていくとのことです。
6月、まだ何も入っていない店舗に子どもたちを連れてきて夢を語ったことは、永遠に忘れ
ない思い出になるとのことです。

「取材を終えて」
「本当の泣きはこれからでしょう」と池田さんは笑いながら言っています。しかしその目は前
を向いて走っている者にしかないワクワク感に満ち溢れていました。
新しいことに挑戦するためには、マーケティング戦略や計画が必要なのは間違いないです。
しかし、何も動いていない時には本当の課題なんて見えてこないことを教えてもらいました。
新しいことに向けて動き出すと、壁がすぐに立ちふさがるようです。新規事業の話は華やかな
ところだけが表にでますが、出てくる大小の課題を解決していくには地道な作業が続いていく
ことがわかりました。なによりもワクワク感が、その原動力になるのだと感じた取材でした。
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テーマ「は大学新卒雇用」（2015年3月号）

「魅せる」「惹かれる」パッケージ創りで社風に改革を興す!!
-大学新卒雇用で仕組み作りが大きく変わってきた「泣き笑いシリーズ」第18回のテーマは大学新卒雇用です。今回取材
させていただいたのは谷町で紙器製造業を営む川田紙工株式会社の川田
昭宏さん(中之島支部所属)です。
7年間のサラリーマン生活を経て、川田紙工に入社した川田さんは営業部
に携わります。当時はメーカーの下請け業者として賃加工が大きな柱で
した。しかしIT化等の業態の変化によって賃加工業の売上は年々下がっ
ていきます。

川田紙工株式会社
代表取締役社長
川田 昭宏

そんな折、予てから脱下請け業を考えていた川田さんは自社ブランド品ができないかと
「川田カレンダー」を提案し、社内に企画チームを立ち上げます。「そんなんやる間ない
わ」とこれまで賃加工業に慣れ親しんだ古参職人は乗ってくれませんでした。わが社には
長年培った加工技術があるのだが、その技術の伝承が上手くいっていない、それは中途採
用で即戦力となる職人を雇用してきた結果、人に物を教える仕組み(風土)がない、人の入
れ替わりが多い現場に雰囲気も悪くなっていく…そんな時、同友会の先輩から「新卒社員
が社員数の半数を超えたら会社は劇的に変わるで」と聞かされた川田さん『うちに新卒な
んて無理や、育てる自信も環境もないわ』と尻込みしていましたが、そう言っていられな
いと奮起し、合同企業説明会に参加しました。
会社案内やHPの作成・就業規則の見直しなど、新卒雇用をするには会社の環境も変えて
いく、そのことが現社員の意識を変えるきっかけになりました。新卒雇用は今期で4年目
を迎え、これまで3名の新卒者を雇用できました。そして今年は3名の内定者が決まってい
ます。「先輩ぶるのではなく先輩らしくふるまえ」と社風作りに力が入ります。春が待遠
しいと声高らかに笑う川田さん、川田紙工のつぼみは今年もさらに大きく膨らみ始めてい
ます。

同友会会員へのメッセージ
新卒採用を始めて3年が過ぎました。当初は新卒採用など、環境も整っていない当社にはまだ
まだ遠い先の話だと思っていました。しかし、同友会の先輩経営者の方に勧められ、本気で理
想の会社にしていくなら絶対に必要だと感じ、やるなら早い方がいいと思い取り組みました。
わからないことばかりでしたが共同求人部会の方々に教えていただきながら、何とか採用する
ことができました。新卒採用を続けることで、本当に少しずつですが確実に社内の雰囲気が変
わってきていると実感しています。毎年、新入社員が入ってくることで、先輩は意識して成長
していきます。先輩が後輩を育てるという風土が生まれ、何かを伝える時や仕組みを考える時
には「新入社員でもわかるように」という考え方ができるようになってきました。育てなけれ
ばならないと思って、なかなか手を付けられずにいた新卒採用でしたが、今は、私を含め先輩
社員の方が教えられることが多く「もっと自分達が成長していかないと」と感じさせられてお
り、新入社員と共に成長して行こうという風土が芽生えてきたように思っています。

「泣」

新卒採用をして大変なのは、やはり育てて行く、教育していくこと。社内にそういう空気を作
る、環境改善(見直し)が大変でした。採用したら、当然、次は教育をしていかないといけな
い、しかしこれまで中途採用ばかりだったので、新入社員教育などしたことがないのです。初
日から、先輩社員に付いて作業をしながら覚えていけということしかやっていない、社員教育
のカリキュラムづくりや実際に教育していくことに初トライ。
教える側の先輩社員も、そういった教育を受けていないので教えながら自分も学んでいくこと
が大切なことに気付くのも作業（仕事）をしながら。その環境と時間と意識を持っていくこと
がなかなか難しく（教える側のほうが勉強不足で。そっちの「共育」も必要）新入社員と共に
育つ環境づくりをさらに進めていかなければと思っています。

「笑」

合同企業説明会はマイドーム大阪にて、各社ブースにおいて自社を20分間、数クール繰り返し
実施します。一昨年のことです、ここに大卒１期生の女子社員を同席させました。最初は私の
横で会社説明を聞いているだけでしたが、私が席を離れることがあって戻ってみると、その女
子社員が学生相手に商品などを上手く説明していました。後で聞くと説明会に行く前に「一人
で説明しなくてはいけない場面があるで」と先輩から聞かされていたから心構えができていた
とのこと。後輩の面倒を見る、我が社に教えるという風土ができつつあると確信できた瞬間で
した。

「取材を終えて」
川田さんとは青年部会時代のころから仲良くさせていただいています。知り合ったころは「俺
が、俺が」とバリバリの営業マンといった印象で、会社より個人の取り組みが前面に出ていた
感じでした。
しかし『川田カレンダー』に取り掛かったころからか、川田さんが会社でしたいことが見えて
くるようになりました。今後の取り組みの話の中でも社員の成長に合わせパッケージのアンテ
ナショップを考えているといった目標の話も聞けたり、取材をしていく中で経営指針について
共感できることがいっぱいありました。
お互い青年部会を卒業してからは顔を合わす機会も減りましたが、志す企業像に向かって学ぶ
姿勢は変わっていません。これからも良き仲間であり、ライバルであり続けていけるようこっ
ちも頑張らねばと思った次第です。
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テーマ「社員教育」（2015年2月号）

進化を繰り返した企業が、更なる進化を目指して新卒雇用
-それから3年、試行錯誤の社員教育（共育）で社員が大きく成長第17回「泣き笑いシリーズ」のテーマは、「社員教育」です。
創業90年の歴史がある福井化成は工業用薬品からプラスチック段ボール
まで幅広い商品を開発・製造販売を行っています。長い歴史があり、業
界でも信頼が厚くしっかりと経営をしている福井化成は、これまでも進
福井化成株式会社
代表取締役社長
福井 健純

化を繰り返してきました。

同友会に出会い、同友会での学びを実直に受け止めた福井社長は、3年前新たに進化す
る時と考え、始めての新卒雇用をしました。その社員が3年間で、会社の大きな戦力とし
て育ち、なくてはならない存在に成長しています。
今回は、社員教育をテーマにこの3年間での泣き笑いを話してもらいました。

同友会会員へのメッセージ
同友会の先輩でもある古芝さんから、ある日「三位一体」とは何か、と質問されました。
「新卒採用・社員教育・経営指針」この時は、正直理解していませんでした。
いい経営者になるためには、企業を存続するためには、人財が企業の宝だと思い、三年前に
新卒採用をしました。
福井化成の育成方針は、自ら考えて行動できる社員になってほしいということ。私はあえて
自分の苦手なこと、不得意なことを社員に伝えました。そうすることで「社員自身がしなけれ
ばならない」という気持ちになり、積極的に行動するようになってくれました。
働きやすい環境を作るには、社員のモチベーションを上げることが大切だと学びました。
新卒採用に関しても、全面的に委譲することで自ら動いてくれました。そして、人を育てる
ことの難しさや、楽しさも実感しました。
それぞれが持っている特性を生かしながら、お互いに感謝しあえる関係でいることが、会社
を発展させていくことではないかと思います。

「泣」

会社を変えるため、一から人を育てていきたい。そんな思いだけで新卒を雇用したのです

が、入社してから人事に対しての整備不足を思い知らされました。
就業規則がないことをはじめ、教育に対して何もマニュアルがないことに、改めて気づかさ
れます。
これまで自分ひとりで学んできた福井社長は、人に教える経験もなく、業務のことをひと通
り説明したら、もうわかってると思ってしまい、「まだわからんか？」とよく言っていたそう
です。
試行錯誤しながらも、同友会の社員教育セミナーなどを活用して教育に取り組み、その社員
さんは大きく成長しました。

開発中のチップケース

「笑」

福井社長にとって初めての雇用で、社内のシステムを整備することができました。

任すことで会社を変えるのは社員だということに、気づけたことが何よりの財産となりまし
た。何事も自分の考えだけで決めていたら、上手くいかないことにも気づくことができまし
た。
来期、２人目の新卒雇用を計画しており、その求人活動や共同求人のブース設定なども任せ
ています。採用や営業するためには、会社案内や商品カタログが必要だろうということで、社
員が原稿を作成し、一人では思いつかないような発想で数々の提案をしてくれます。

会社案内

「社員さんからの泣き笑い」

社員の福井那緒也（ナオヤ）さん（身内の方ではありません）。
インタビューの途中から社員の福井さんに、社員の立場で話しをしてもらいました。
「泣き」については、ひとつだけ。何をしたらいいかわからなかったこと。これが大変だった
と言います。
「笑い」については、たくさんありました。
社長は何を聞いても、業務以外でも必ず答えてくれます。特に同友会で聞いた話をよくしてい
るようです。社長との会話の中で、会社の方向性がおぼろげながら感じることができているよ
うです。
そして、あらゆる研修に行かせてもらえたこと。特に同友会の「社員のための経営指針セミナ
ー」では、会社の方針や働くことに対しての考え方がわかってきたと言います。
先輩がいないことで苦労もあるが、自分が好きに動けること。今は将来入ってくる後輩のため
にいろいろな準備をしているようです。
元気いっぱいに話をしてくれる社員の福井さんを、嬉しそうに見ている福井社長の目が印象的
でした。

社員の福井那緒也（ナオヤ）さん（身内の方ではありません）。
「取材を終えて」
現在も新しい商品の開発を手がけている福井化成。開発から宣伝まで共に動いている福井社長
と社員の福井さんから、会社を変革することと、「社員雇用」「社員教育」は同じ舞台にある
ことを気づかせてくれました。
社長と社員との日常での会話が、何よりの社員教育になることを教えてもらった取材でした。
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テーマ「海外進出」（2015年1月号）

人の役に立つ技術・サービスを提供できる企業に
-海外進出はコストダウンだけではない第16回「泣き笑いシリーズ」のテーマは“海外進出”です。オンリーワ
ン研究会でも活動されている東大阪西支部の阪和化工機㈱の町井秀年社
長にインタビューしました。
阪和化工機㈱は、流体解析などのオンリーワン技術を世界にアピール
する老舗の攪拌機メーカーです。液体を扱う化学や製薬、食品関連の顧
客の多様なニーズに対応して、オーダーメイドで攪拌機を供給する企業
姿勢は高い評価を受けています。また、タンクとセットで攪拌機を販売

阪和化工機（株）
東大阪西支部
町井 秀年氏

する新たなビジネスも展開しており、技術力に対する信頼もさらに厚く
なっています。
海外事業を強化する戦略で、中国（上海）に現地法人を立ち上げ生産拠点としていまし
たが、中国の物価上昇のため、7～8年前から、コストの合わない時代になってきました。
しかし、中国の物価上昇を購買力の高まりととらえ、中国を市場と考え、生産拠点はベト
ナムへシフトすることを決断しました。
中国との政治的関係がぎくしゃくする中、チャイナ＋ワンとしてベトナムを選択された
町井社長。どんなエピソードが聞けるか楽しみです。

同友会会員へのメッセージ
私たち中小企業であれ大企業であれ「商圏」という言葉で、自分の囲いを作ってしまってい
る企業が多いと思います。しかし、そのマーケットに挑戦している企業もあります。
たとえば、和歌山県海南市の山の中にあるパン屋さんは、大阪や奈良などの県外からひっき
りなしに車で買いに来られ、午前中にはほとんど売り切れるそうです。
岡山県石見銀山の麓にある義肢を作っている会社は、日本中から入社希望者が集まり、世界中
からお客様が来られるとのことです。また、ブルドーザーを作っている小松製作所さんはい
ま、アフリカ中部のナミビアという聞いたことのない様な国で活躍されています。経営者はつ
い「景気が悪い」「業種が悪い」「ロケーションが悪い」と他のせいにしがちです。しかし商
圏を決めるのはお客様であり、人の役に立つ物や感動をもらえる物や技術・サービスを提供出
来れば必ずやその企業は世間から評価され実績に繋がっていくと思います。弊社もそんな会社
になっていけばと考え、社員さんと共に成長していきたいと思っています。

ベトナム支店

「泣」

ベトナムに進出した理由に中国の人件費の高騰があります。もちろんそのことは、少しずつで
すが確実にベトナムへも押し寄せてきています。ただ、このことはベトナムに限ったことでは
ないですね。
いろいろな部品が手に入った中国に比べ、一部の部品ではベトナム国内での調達が困難で
す。日本や中国からまだまだ輸入をしないといけない状況です。ですから、時間がかかること
もあります。その時間的ロスの原因に交通マナーの悪さもあるかもしれません。器用な国民の
はずなのに、ここの部分はなぜか中国を見習ったみたいですね。

ベトナム支店
オールステンレス製
HLTシリーズ

撹拌機

「笑」

まず、ベトナムで驚かされることは、彼らの器用さです。中国ではなかなか品質が進歩せず

目を離すと後退する場面がよくありました。しかし、ベトナムでは最初は時間がかかるけれど
も、正確なものづくりができるようになります。
工場環境の改善を求めると、必ずと言っていいほど改善されます。以前、彼らに日本の本社
を見学させると、戻るとすぐに棚ができ部品や工具が整理整頓されます。本社もうかうかして
いると抜かれてしまうかもしれません。それくらい彼らの向上心は素晴らしいものです。それ
が、ベトナム進出の決め手といっていいでしょう。
また、進出して感じたことですが、「ベトナムは契約社会」です。雇用する時も、詳細まで
契約を結びます。社員もそうですから、もちろん協力工場ともです。これが、約束を守るとい
う日本人の気質にも合致するのだと思います。
「取材を終えて」
ベトナムの人件費高騰の対応として、フィリピンも視野に入っているとのこと。人口のピラミ
ッドが見事に円錐形。以前は国内の治安に問題があり、外国企業の進出が少なかったため、国
内の労働力は、英語を学び海外に出かけることが多かった。ところが、治安が回復し、フィル
ピンは発展期を迎えるだろうということだ。
製造業において、人件費の高騰は避けることのできない問題です。次から次へと安い国を探し
ていくしかないのでしょうか？国内から韓国、中国。アセアン。そしてインドからアフリカ
へ。いたちごっこのように思っていました。しかし、町井社長は人件費だけを追いかけるので
はない。その地域に新たな産業や文化の基礎に関わっていくのだと言われます。
個人的に、海外進出は安い人件費を求めるという意識を強く持っていただけに、町井社長の
考えは心を揺さぶられるものでした。会員企業を訪問することの意義を再確認させてもらいま
した。
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