
事例 2-3-1. 日東電化工業株式会社 

メッキ事業の技術をもとにヘルスケア事業へ進出する企業 

群馬県高崎市の日東電化工業株式会社（従業員 50 名、資本金 1,600 万

円）は金属部品に防錆用のメッキ加工を行う事業者である。同社が防錆加

工を行う金属部品は自動車のエンジンやブレーキを始め、OA 機器・複合機

器のシャフト等に用いられている。 

1990 年代から、将来的に自動車のエンジンが電動モーターへ取って代わ

られると予測していた同社では、主力事業の将来性に危機感を覚え、事業

多角化の必要性を感じていた。メッキ事業で培った技術を他の分野で活用

することを模索する中で、今後成長が期待されるヘルスケア領域に目をつ

けた。メッキ事業で用いていたボイラー・排水設備等のユーティリティやメッ

キ事業で培った排水中の微量金属の測定技術と、化粧品ブランドの立ち上

げに関するコンサルティング業を経て入社した同社取締役の茂田正和氏の

知識を活かし、2004 年にヘルスケア事業部を立ち上げ、化粧品製造を開始

した。化粧品は肌に直接触れるものであり、品質が重要との考えから、金属

表面処理加工で培ったミネラルを活用する技術を応用して、ミネラルの肌へ

の有効性を探求することで、同社のノウハウを活かした化粧品ブランドの立

ち上げに成功した。 

自社の化粧品を市場に浸透させてくために、同社は多種多様な化粧品ブ

ランドを展開している。これは、様々な顧客ニーズに対応していく必要があ

る、という考えや、出来る限り販売チャネルを網羅したい、といった背景があ

るためである。例えば、販売チャネルに関しては、化粧品専門店とドラッグス

トアでは限定品を異なるものにしないと商品を扱ってもらえないため、ブラン

ドを細分化し、商品を展開している。 

また、自社の商品の PR に当たっては、雑誌広告への掲載やテレビショッ

ピングへの出店を精力的に行い、自社ブランドの知名度を向上させていっ

た。加えて、地元群馬のキャラクターである「ぐんまちゃん」とコラボし、子供

向け商品の開発にも取組んだ。商品の知名度向上に伴い、販路も拡大させ

ている。ネット通販やテレビショッピング、問屋を経由した小売店舗での店頭

販売に加え、現在は、直営店の運営を行うまでになっている。 

こうした取組の結果、ヘルスケア事業は同社の売上の 18％を占めるまで

に成長した。「ヘルスケア事業を、メッキ事業に次ぐ同社の二本目の収益柱

として育てていきたい。」と茂田氏は語る。 



 



事例 2-3-2. 東海バネ工業株式会社 

IT を活用した顧客対応力強化により、自社の付加価値を価格に反映し、高

収益を実現できている企業 

大阪府大阪市の東海バネ工業株式会社（従業員 86 名、資本金 9,644 万

円）は、金属バネの設計・製造・販売を行う事業者である。同社のバネは、

単品受注・オーダーメイドが特徴であり、用途は自動車部品の試作品から

個人のライター用バネ等、多岐に渡る。 

他社には作れないバネを少量受注生産するビジネスモデルでは、大量生

産できる製品に比べて単価は決して安くないため、納品先メーカーから値下

げ要請を受けることも多く、付加価値に見合う価格をいかに維持していくか

が同社の大きな課題となっていた。そこで、同社の渡辺良機社長が取り組

んだのは、バネ職人の技術力を向上させるための人材育成の仕組みの構

築と、顧客対応力向上のための IT 活用であった。 

同社のビジネスモデルを維持していくためには、顧客から求められればど

んなバネでも生産できることが不可欠であり、そのためにバネ職人の技術

力を常に向上させていかなければならない。バネ職人の育成に最も重要な

のは「自分が成長している実感が得られること」と考えた渡辺社長は、各職

人の成長度を細かく記録するとともに、社長自ら全社員と面談を実施し、成

長している点を積極的に評価するなど、職人のモチベーションを高めてき

た。 

また、同社の製品は、特殊用途で使用されることが多く、発注は不定期で

少量だが、短納期を求められることが多い。従来は、注文を受けると過去の

発注書や設計図をキャビネットから探し出し、そこから改めて納期を算定・

提示するため、対応に時間がかかっていた。そこで、過去の受注情報をデ

ータベース化することで、過去の取引履歴から顧客の要望をすばやく把握し、

加えて生産現場との連携も IT を活用して自動化することで正確な納期を迅

速に回答する等、受注時の対応力を強化することで顧客からの信頼を徐々

に獲得していった。同社にしか作れないバネの受注を、正確かつ迅速に対

応し、加えて 99.9％と高い納期遵守率を達成することで、同社は「言い値」で

販売することが可能になっていった。 

さらに、2000 年代のはじめに、基幹システムベンダーから提案され、紹介

された外部コンサルタントのアドバイスを受けホームページをリニューアルし

た。リニューアル後のホームページでは、バネに関する情報を豊富に掲載し、



「バネの“困った”」を抱える人に役立つホームページを目指した。同社が持

つ技術情報を惜しみなく開示するなど、これまで一般には入手困難な情報

まで掲載することでアクセス数が劇的に増加し、単品・小ロットでバネを調達

したいものの発注先がなかった法人・個人から、多くの新規受注を獲得する

ことができた。 

今後の成長に向け、同社はグローバル市場にも目を向けている。渡辺社

長は、「どんなバネでも、どんな小ロットでも注文を受けるという当社のビジ

ネスモデルは、世界的に見ても珍しい。ホームページの英語化も進めており、

海外からの受注も増えてきている。」と語る。 

 



事例 2-3-3. 株式会社ナカムラ 

WEB を活用した市場分析や知名度向上により、新規顧客の開拓に成功す

る企業 

愛知県名古屋市の株式会社ナカムラ（従業員 8 名、資本金 1,700 万円）

は菓子の卸売業を営み、近年は組み飴 21 の企画・販売で注目されている。

1980 年代以降大手小売チェーンの物流網の発達により、菓子メーカーは大

量生産・即日出荷を求められるようになってきた。しかし、伝統的な製法で

少量生産を行い、大きな在庫を抱えられない中小の組み飴メーカーはその

流れに対応できずにいた。中小メーカーが生産した商品の卸売りを手掛け

る同社も、既存の事業だけでは成長が見込めない状況にあった。 

同社の中村貴男社長は、中小菓子メーカーや問屋が生き残る手段として、

顧客のニーズに合わせて受注の都度生産し、在庫を抱えないオーダーメイ

ドに着目した。同社が組み飴の企画・販売を担い、以前から取引のある組

み飴メーカー4 社にて組み飴を生産する形で「まいあめ工房」を 2007 年に立

ち上げた。さらに、中村社長は、経営資源に限りがある中小企業が効率的

に販路を開拓するためには WEB の活用が不可欠と考え、オンライン上で組

み飴のオーダーメイド受注を開始した。 

「まいあめ工房」では営業活動を行っておらず、主に WEB マーケティング

の取組によりインバウンドでの受注を増やしている。検索エンジンの検索ロ

グを分析し、ヒットしやすいワードを自社サイトの内容に反映する等、自社コ

ンテンツが検索結果の上位に来るよう工夫を凝らしている。加えて、季節や

ニュースに合わせたデザイン飴を製作し、WEB ニュースや SNS で注目を集

め、自社製品の知名度を向上させている。 

また、自社サイトへの訪問者からの受注確度を高めるため、ペルソナ分

析 22 を行っている。アクセスログ 23 の解析を行ったところ、自社サイトに訪れ

る人は営業企画や CSR 部門に所属する、28 歳から 35 歳にかけての女性

が多いことが分かった。以上のようなサイト訪問者の人物像を想定し、訪問

者が販促・PR のためのデザイン飴を用いた企画を社内で通しやすいよう、

サイトに様々なオーダーメイド事例や大手企業との取引実績を掲載し、信頼

性を高めることで企業からの受注につなげている。 

結果的に、現在「まいあめ工房」では企業からの受注がメインを占め、ま

た全体売上の約9割を自社サイトと電話経由で受注している。中村社長は、

今後、WEB マーケティングや EC サイトの運営ノウハウ、オーダーメイドに特



化したビジネスモデルを他の中小菓子メーカーに横展開していきたい、と語

る。 
21 組み飴とは飴細工の一つで、棒状の飴のどこを切っても、同じ絵柄が出てくる飴のことをいう。 

22 顧客の具体的な人物像を理解することで、マーケティング方針を決めていく手法。 

23 WEB サーバへの通信記録。 

 



事例 2-3-4. 株式会社田中金属製作所 

アウトソーシングを活用したブランド戦略でニッチ市場を創出 

岐阜県山県市の株式会社田中金属製作所（従業員 30 名、資本金 1,000

万円）は、シャワーヘッドの開発、製造及び販売を行う事業者である。同社

の製品は、マイクロナノバブル 25 を生成する装置が組み込まれ、美容作用

や洗浄作用が期待できるとして人気がある。 

2003 年頃まで、同社は下請メーカーとして水栓バルブ部品の製造を行っ

てきた。しかし、住宅着工の低迷による需要の停滞や価格競争の激化によ

り、主要取引先の水栓バルブメーカーの廃業が相次いだことで、売上高が

約 10 分の 1 まで落ち込んだ。そこで、下請取引に頼らない、自社製品の開

発と販路開拓の必要性を感じた。 

同社はシャワーヘッドに組み込まれる節水バルブを製造していたが、シャ

ワーヘッドが高額で流通されていることを知り、自社でシャワーヘッドまで開

発することを決意した。そこで、2003 年に開発した特殊な節水用アダプタを

シャワーヘッドに組み込んだ一般消費者向け商品「アリアミスト 26」の販売を、

2005 年に開始した。 

「アリアミスト」の販売を開始したものの、販売代理店を募集しても集まら

ず、商社を通した販売も売行きは良くなかった。そこで、節水に加えて新た

な付加価値を商品に付与することを考え、当時美容作用や高い洗浄作用を

発揮するとして話題だったマイクロナノバブルに着目した。マイクロナノバブ

ルを発生するシャワーヘッド「アリアミスト ボリーナ 27」の開発を進め、2011

年に商品化にこぎ着けた。 

「アリアミスト ボリーナ」の商品化後、田中社長自ら実演販売を行うなど、

積極的に商品の PR 活動を実施した。また、更なる商品の知名度向上を狙

い、ブランディング戦略構築をブランディング・プロデューサーにアウトソーシ

ングした。「節水しながら美しくなる」といった製品のコンセプトを明確にする

ことで、顧客からの認知度を高めている。美容や健康志向に感度の高い 30

歳代の女性をターゲットとし、「保湿」や「温浴作用」等のヒットしやすいワー

ドを広告で押し出すことで製品 PR を図っている。 

こうした取組により、自社製品のブランドや知名度を 3 年近くかけて確立し

てきた結果、売上高は 2 倍程度まで増加した。同社の田中社長は、自社製

品の開発やブランディングによる販路開拓の経験とノウハウを活かして、中



小企業の新製品開発やブランド戦略構築、販路開拓を支援する事業も拡大

していきたいと考えている。 
25 直径 50μミリ～0.1μミリの超微細な気泡のこと。 

26 2005 年に販売した節水用シャワーヘッド。 

27 同社の基幹商品で、2011 年から販売。マイクロナノバブルを生成する発生装置を組み込んだシャワーヘ

ッド。 

 



事例 2-3-5. 株式会社岐阜多田精機 

IoT を活用し、生産プロセスの効率化と製品の高機能化に取り組む金型メ

ーカー 

岐阜県岐阜市の株式会社岐阜多田精機（従業員 85 名、資本金 5,500 万

円）は、プラスチック射出成形用金型やダイカスト 30 鋳造用金型の設計・製

造を行う事業者である。同社の金型は、自動車のドアハンドル・ドアミラー等

の製造に使用されている。 

1995 年頃から、海外との価格競争が激化したことを受け同社では、三次

元 CAD/CAM システムをいち早く導入し、図面では対応が困難とされる曲面

形状等も引き受け、差別化を図ってきた。その後、自動車業界からの軽量

化やコスト削減の要求の高まりから金型部品の樹脂化が進み、同社では、

経済産業省の「戦略的基盤技術高度化支援事業（以下、「サポイン事業」と

いう。）」を通じて、技術交流等の社外のつながりを築き、最新技術の導入や

耐熱性の高い樹脂性の金型開発を進めた。 

同社は製品の開発に加え、生産効率を向上させるための技術開発にも

取り組んだ。2012 年に、複数の工作機械の運転状態を遠隔で一元管理す

る「アンドンロイド」と呼ばれるシステムを、支援機関や県内企業と共同開発

した。 

「アンドンロイド」は、工作機械のアンドン（稼動状態を表示する信号灯）の

情報を、Android31 端末に通して集約し、遠隔で一覧表示することができるた

め、従来のパソコンを用いた遠隔監視システムと比較し、低コストで導入が

可能となる。当システムの導入前は、メーカーや導入時期が異なる複数の

工作機械が混在し、作業の合間に機械の稼動状態を一つずつ見て回って

いた。導入後、加工終了後すぐに次の段取りを進められ、異常停止に素早く

対応することで工作機械の稼働率を向上させることができた。 

さらに、サポイン事業を通じて培った社外とのつながりを活用したセンサ

ー技術等、「IoT」に関連した技術の研究に力を入れている。樹脂成形に利

用する金型にセンサーを搭載し、温度や圧力の変化から成形状態をモニタ

リングしやすくした「スマート金型」を開発した。これまで、成形するのに最適

な条件（温度、圧力、振動）を収集できておらず、生産管理や不具合発生時

の原因究明が曖昧だった。「スマート金型」により、製品を成形するのに最

適な条件のデータをセンサーから抽出することで、自動で不具合を検出し、

より精度の高い生産手段を提供することが可能となった。同社の多田社長



は、今後、「スマート金型」の技術を活かして、メンテナンス等の保守サービ

スや製造条件のコンサルタント等、新たなビジネスモデルの構築も視野に

入れている。 
30 金型に溶融した金属を圧入することにより、高い寸法精度の鋳物を短時間に大量に生産する鋳造方

式。 

31 Google 社が開発した、スマートフォンやタブレット等の携帯端末や組み込み機器に搭載される OS 及び

プラットフォームのこと。 

 



事例 2-3-6. 十勝バス株式会社 

IoT を積極導入して顧客満足度を高め、成長する地域密着企業 

北海道帯広市の十勝バス株式会社（従業員 250 名、資本金 5,000 万円）

は、1926 年創業の十勝管内 1 市 13 町村にてバス事業を運営する事業者で

ある。同社は「一生涯利用していただける企業」を目指し、バス事業に加え、

近年では高齢者向けの介護事業や学童保育事業にも展開している。 

自家用車の保有台数増加を背景に、十勝管内のバス利用者数は、1969

年の約 2,300 万人から、2010 年までに約 400 万人に減少した。同社は利用

客数の減少に危機感を覚え、2008 年頃より一般住民向けの戸別訪問によ

る営業活動を開始し、その際にバスを利用しない理由も調査した。すると、

「バスでの移動が不便だから」ではなく、「バス停の場所や乗り方、運賃、ど

こを走っているのかなどが分からず不安だから」といった利用方法の分かり

づらさが、利用しない大きな理由であることが分かった。 

そこで、バス利用上の不安を解消するため、外部の IT ベンダーと共同で

路線バスのルート検索アプリ「もくいく」を開発した。同アプリを利用すれば、

目的地を入力するだけで最寄りの停留所や経路、所要時間に関する情報

が提供され、利用者は停留所名が分からなくてもバスで目的地まで行くこと

ができる。 

また、十勝の冬は寒く、バスを極力外で待ちたくないという利用者からの

意見を基に、IoT 技術を応用したバスロケーションアプリ「バスロケ」を導入し

た。各バスに GPS 情報を発信するスマートフォンを搭載し、バスの位置情報

をアプリ上で提供。これにより、利用者はバスの到着時刻を予測することが

でき、より一層の利便性の向上を図ることができた。さらに今後は、経験則

に頼ってきた停留所ごとの乗降客数の把握を、カメラセンサーを用いて計測

することで、ダイヤ改正等に活かす方針である。 

十勝バスでは、以上のようなバスの利用者離れ対策の取組が奏功し、

2011 年からは前年対比で増収が続いている。また、「もくいく」の運営費用を

すべて広告費で賄うなど、コストカットに頼らない経営を目指している。さら

に、アプリ上で十勝管内の観光地情報を紹介するなど、観光客の増加によ

る地域活性化にも積極的に取り組んでいる。 



 

 



事例 2-3-7. 軒先株式会社 

いつでも、どこでも、気軽に空きスペースを活用できるサービスを提供する

企業 

東京都千代田区の軒先株式会社（従業員 17 名、資本金 1 億 8,770 万円）

は、物件や空きスペースの貸主と利用希望者をマッチングし仲介する WEB

サービスを提供している。 

同社では、「軒先ビジネス 35」というサービスを展開しており、従来の不動

産市場に流通しないような店舗の軒先や屋上等の空きスペースを、既存サ

ービスよりも短時間から利用することができる。同社のサービスは、「シェア

リングエコノミー」と言われ、貸主はインターネットを介して遊休資産を手軽

に貸し出すことができ、また、利用者は安価に遊休資産を活用できる、とい

う双方にメリットがあるサービスとして注目されている新しいビジネスモデル

である。 

「軒先ビジネス」には、店舗の空きスペースや空き地等、全国約 3,500 箇

所のスペースが登録されている。利用者は WEB 上で空きスペースを検索し、

利用したい日付を予約し、貸主から承諾を得ることで出店することができる。

利用料金は貸主が設定するが、マッチング後に利用者と貸主で金額を交渉

することもできる。 

その手軽さ、便利さから、現在約 4,000 社以上が利用しており、その大半

を個人事業主や中小企業が占めている。貸し出される空きスペースは、ラン

チの移動販売、雑貨・衣料品の出張販売、保険・不動産のプロモーション、

あるいは、教室やサロンの開催等、様々な用途で利活用されている。 

同社では、利用者の会員登録時に資格や保険加入状況等の審査を実施

したり、利用者がスペースの一部を損壊してしまうなどのトラブルに備え損

害保険を契約したりするなど、利用者と貸主の双方が安心してサービスを

利用できる仕組みを整えており、トラブルを未然に防いでいる。また、出店

場所の相談や、集客・告知のサポート等、特にノウハウや人手不足に悩む

中小企業にとって便利なサービスも提供している。 

空きスペースに短期間出店し、お客様に商品体験をしてもらいつつ販売

するビジネスモデルは大企業も展開しており、空きスペースの利活用はま

すます活発になると、同社の西浦明子社長は見ている。今後は、起業する

前のお試し出店の希望者を支援するパッケージ商品の提供や、自治体と連

携した地域の不動産活用の事業化も視野に入れている。 



35 同社では駐車場のシェアサービスとして「軒先パーキング」も展開している。 

 



事例 2-4-1. 株式会社喜久屋 

生産体制の工夫や公平な評価制度の運用、働きやすい職場環境づくりに

より、採用・定着に成功する企業 

東京都足立区に本社を置く株式会社喜久屋（従業員 191 名、資本金

1,000 万円）は、1956 年にクリーニング会社として出発し、現在は店頭クリー

ニングのほかにもマンションの管理会社等と連携したクリーニング取次シス

テムの運用、宅配クリーニング、衣類・布団等の無料保管サービス等、国内

外で幅広く事業を展開している。 

同社の主戦力であるパートタイム従業員 158 名の大半は女性であり、20

代から 70 代まで幅広い年齢層の者が、店舗のオペレーション、洗濯やアイ

ロンといった工場での作業、本社事務、ドライバー等様々な業務で活躍して

いる。 

パートタイム従業員の平均勤続年数は 10 年と長く、勤続 20 年以上が 11

名、勤続 30 年超も 2 名いる。このような高い定着率の背景には、業務の平

準化を図る生産体制の工夫、育児や介護といった個々の事情を抱えるパー

トタイム従業員の働きやすさを実現する企業風土、従業員の能力向上と継

続勤務のモチベーションとなる職能等級制度 9 がある。 

まず、生産体制の工夫として、同社では一人の従業員が複数の業務や機

械の操作を担当できるよう「多工程・多台持ち」の仕組みを導入している。こ

のため、急に休まなければならない者が出た場合でも、従業員同士で互い

の業務を補い合い、円滑に業務を進めることが可能となっている。また、クリ

ーニング業は曜日や季節によって業務量に大きな差があるが、同社では繁

忙期に従業員に長時間労働をしてもらい、閑散期に労働時間を短くすると

いうような運用は行わない。クリーニングの仕上がり日を一律に「受付 3 日

後」等と指定するのではなく、顧客自身に選んでもらうことで期日の集中を

回避し、業務量を平準化している。さらに平準化した一連の業務を計画生産

に落とし込むことで、業務を前倒しでこなすことも可能となり、例えば地元の

学校行事により従業員の休暇取得希望が集中する場合でも、円滑な業務

運営が実現できる体制が整っている。 

従業員同士で「お互い様」と言い合える雰囲気が醸成されていることも働

きやすさを後押ししている。同社は子連れ出勤を認めており、社内休憩室に

は幼稚園・学校帰りの子供たちが遊べる場所を用意している。こうして、日



頃から従業員同士が互いの子供の顔まで知っているため、子供の体調不

良により急に早退する場合も周りの者は気持ちよく送り出してくれるという。 

さらに、同社にはパートタイム従業員が対象の職能等級制度があり、能

力に応じた等級に基づき賃金を支給するほか、役職手当の支給、店長への

登用や、研修受講者を受け入れる模範店舗での全従業員のお手本として

の勤務、正社員転換等の制度も設けている。これらの制度を通じて、パート

タイム従業員の能力向上と継続勤務へのモチベーションアップを図り、現在

は役員に昇格した元パートタイム従業員もいるという。 

このような従業員が安心して長く働き続けやすい職場環境の情報は、イン

ターネットや各種メディアに取り上げられ、同社も積極的に求人情報等で発

信している。その結果、最近では募集人数に対し 15 倍以上もの応募がある

など、採用の状況も良好である。今後も従業員が安心して働ける環境づくり

を進めていくことで、「喜久屋で働きたい」という人材を確保し、従業員とお客

様双方の暮らしに価値を提供し続けられる企業となることを、同社は目指し

ている。 
9 必要とされる職務遂行能力（職能）を定義した「職能要件書」等を用いて、社員の能力を基準に等級を決

定する制度。 



 



事例 2-4-2. 株式会社長岡塗装店 

従業員の個々のニーズに応じて柔軟な働き方を実現し人材の定着につな

げる企業 

島根県松江市の株式会社長岡塗装店（従業員 27 名、資本金 2,550 万円）

は、1938 年に創業した塗装会社である。 

人材の流動性が高い建設業界において、かつては同社でも業界内での

転職を繰り返す職人や、塗装職人としてのスキルや資格を身につける前に

辞めてしまう若手社員が多く、後進の育成もままならない状況だった。 

常務である古志野純子氏は役員就任直後の 1997 年、状況を見兼ねた現

場の社員から「このままでは会社が潰れてしまう」と言われたことを受け、従

業員に長く活躍してもらうための働きやすい職場づくりに取り組み始めた。 

はじめに、子育てと仕事の両立に悩む男性社員を目の前にして、30 分単

位で取得可能な看護休暇制度を整備することとした。その際、制度があるこ

とが重要なのではなく、従業員がお互いに気持ちよく利用できることこそが

重要だと考えた。このため、制度を作る過程では、制度を利用しない者から

優先して意見を聞いたり、全員に丁寧な説明を心掛けたり、従業員の意見

を受けて育児支援制度と介護支援制度を同時に作ったりと、従業員間の公

平性の確保・摩擦の軽減を意識した。 

事情の異なる従業員一人一人と真摯に向き合った結果、現在では育児・

介護のための始業・終業時間の繰上げ・繰下げ、保育料や介護サービス利

用費用の 1/3 補助等、多種多様な制度を導入している。制度導入のほかに

も、社外の専門家を講師に働き方に関する勉強会を開催したり、日頃から

従業員同士の個々の事情を共有したりすることで、従業員の間にもワーク・

ライフ・バランスに対する理解が浸透し、お互いの事情を気遣える雰囲気が

形成されたという。この結果、当初古志野常務が目指したとおり、気兼ねな

く各種の制度を利用できるようになった。 

また、同社は制度の運用面でも柔軟な対応を図っている。例えば、同社

には子育て中の従業員だけでなく、介護中の従業員も少なくない。社内に

信頼関係が構築されていることで、介護等の家庭事情を相談しやすい雰囲

気があり、家族の通院がある日だけ就業時間を短縮するなど弾力的な運用

を行うことで、従業員の仕事と生活の両立を支援している。 

これらの取組により、離職率は大幅に下がっている。教育機関との連携

によるインターンシップの受入れやジョブカフェへの参加といった人材確保



に対する取組もあり、2000 年以降、従業員数は増加傾向にあり、若手社員

もシニア社員も生き生きと活躍できる企業となった。また、従業員の働きや

すさを追求した取組が国や地方自治体から表彰されることで、会社の認知

度向上につながったという。この結果、記事を見た求職者が多数集まったり、

新規受注につながったりと好ましい効果につながっている。 

「従業員が長く働いていれば一人一人に様々な事情が出てくることは当

然であり、中小企業だからこそ、それらの事情を皆で共有・理解して、柔軟

な働き方を模索することができている。従業員だけでなく、その家族や親戚

からも信頼される会社でありたい。働きやすい会社作りを進めることには良

いことしかなく、多くの会社に力強く推進してほしい」と古志野常務は期待し

ている。 



 



事例 2-4-3. 三州製菓株式会社 

「一人三役」を軸に、女性が活躍しやすい職場風土が醸成された企業 

埼玉県春日部市に本社を置く三州製菓株式会社（従業員 254 名、資本金

8,600 万円）は、昭和 25 年に創業した高級米菓及び洋菓子製造・販売の老

舗である。 

254名の従業員のうち、正社員が75名、準社員と呼ばれるパートタイム従

業員が 179 名であり、女性比率は正社員で 4 割弱、準社員で 9 割以上と、

女性が戦力として大きな役割を果たしている。そのため、かねてから代表取

締役社長の斉之平伸一氏の主導で女性活躍を積極的に推進しており、

2004 年に埼玉県男女共同参画推進事業所の認定を受けて以降、数々の認

定・表彰を受けている。 

一般的に、女性は育児・介護等の事情により働き続けることが難しいケー

スもあるが、同社ではそのようなことはほとんどない。育児休業を始めとす

る育児・介護支援に係る制度は、正社員はもちろん、準社員も大いに利用し

ており、また、全員必要なときには気兼ねなく有給休暇を取得している。そ

の秘訣である「一人三役」とは、工場における多能工の考えを発展させたも

のだ。一人が 3 種類以上の業務を担当できるようにすることで、お互いにフ

ォローしあえる体制が整い、お互い様の風土の醸成が図られているのであ

る。 

人事制度の運用に際しては、業務の合理化や役割分担の見える化等の

いくつもの工夫を重ねている。第一に、「業務の割り振り」がある。具体的に

は、定期的に各自が自身の業務の棚卸しを行い、所属長がチェックすること

で業務の見直しを行う。また、同じような業務内容があった場合は、所属長

が精査し効率を図る。第二に、「業務習熟度ランクの公開」がある。各人の

スキルは業務ごとに自己申告式の 6 段階の習熟度ランクに整理され、その

一覧表を社内に掲示している。部署を超えて誰にどの業務を任せることが

できるか、予定外の休暇発生の際の代理を依頼できるかなどが一目瞭然で

あり、従業員にとっても全体の業務を俯瞰した上でのスキルアップへのモチ

ベーション向上につながっている。第三に、「人事評価への反映」がある。お

互いの助け合いが十分に機能していれば、女性だけでなく全社員が働きや

すい職場になる。元々女性比率が高い職場であり、以前から自発的に助け

合う傾向はあったが、「一人三役」の考えに沿った人事評価制度を導入し、

メインの職務の遂行能力と、ほかの職務を応援できるような、サブの職務の



遂行能力も盛り込んだ評価基準を公表することで、従業員も助け合いの重

要性を十分に理解し、率先して取り組むようになった。 

これらの取組により、女性の従業員も、柔軟な働き方によりワーク・ライ

フ・バランスを実現しながら基幹的な役割を担うなど、実力を発揮できる社

内体制が整っている。同社は近年独自商品の開発にも注力しているが、顧

客の大半を占める女性のニーズを的確に把握するため、商品開発に携わ

る従業員は全員が女性である。近年の一番のヒット商品である「揚げパス

タ」は育児中の若手女性従業員が考案し、売上全体の 1 割を占めるまでの

主力商品となっているが、斉之平社長はこれも「一人三役」を基軸としたお

互い様の風土があったからこその成果であると言う。 

同社では KPI（重要業績評価指標）に女性管理職比率を導入するほか、

準社員から正社員への積極的登用を明言するなど、今後も更に女性活躍

が進むものと考えられる。ロールモデルとなる女性が既に活躍していること

も、その推進の後押しとなっている。同社は、女性だけでなく、年齢や学歴、

国籍、障がい等に関係なく意欲のある全ての従業員が能力を最大限発揮

できる環境を整え、今後の更なる成長を目指している。 

 



事例 2-4-4. アース・クリエイト有限会社 

絶えず職場改革を行い、柔軟な働き方を可能にする環境を整備することで、

生産性を高めている企業 

岐阜県岐阜市のアース・クリエイト有限会社（従業員 23 名、資本金 300 万

円）は、道路標示・区画線等の路面表示工事を施工する交通安全施設事業

を主として実施する企業である。 

同社では、かつては長時間労働が常態化し、従業員は仕事をやらされて

いるという意識が強く、定着率も低かった。現取締役営業本部長である岩田

良氏は、代表取締役社長の中石俊哉氏に「会社をもっと大きく」、「もっと良

い会社にしたい」との思いをぶつけたところ、「任せる」との後押しを受け、

2005 年に改革が始まった。 

職場環境の改革に当たって、最も苦慮したのが「職人気質」から「オール

ラウンダー」への従業員の意識改革であった。従来は「この仕事はこの人し

かできない」という職人気質の風土であり、若手も育ちにくかったが、毎年、

本人の適性を勘案しながら配置転換・担当交代を行うことで、従業員一人

一人が複数の仕事をこなせるようになるとともに、若手であっても経験を積

む機会が増えた。従業員の能力が向上した結果、これまで 5 名体制で行っ

てきた仕事が 3 名体制でできるようなるなど、仕事の効率性が高まったこと

で、年平均時間外労働も従来の 3 分の 1 に減少し、生産性の向上にもつな

がっている。 

さらに、2007 年に岩田氏自身が同社で初めて育児休暇を取得したのをき

っかけに、子育て支援制度の拡充が始まった。配偶者の出産時に取得でき

る 2 週間の特別休暇制度は、これまで 8 人計 13 回の利用実績がある。この

ほか、子どもが義務教育の間は、子どもの学校行事・けが・病気等を事由に

取得できる日数が無制限の有給休暇制度も整備することで、男女の別なく

従業員のワーク・ライフ・バランスの充実を後押ししている。これら子育て支

援の制度については、あえて取得回数や休暇日数の上限を明文化してい

ないことが利用促進のポイントだという。 

加えて、二人一組で仕事をする「バディ制度」の導入・運用により、バディ

間で情報共有を図ることで、属人的な領域を排除し、個々人が休暇を取り

やすい風土を形成するほか、従業員間の信頼関係が醸成されているという。

「社内で信頼関係が構築されれば、休暇日数の上限をルール化する必要は

なく、無制限に休みを取る人は誰もいない。社長が以前から自分に一切の



やりたい業務を任せてくれ、職場環境の改革に当たって裁量を与えてくれた

のも、社長が自分をバディとして認めてくれていたからだと思う」と岩田氏は

語る。 

同社が柔軟な休暇制度の運用と、円滑な業務運営を両立させている背景

には、有給休暇の事後申請、タブレット端末からの日報・月報提出、SNS を

活用した情報共有、定型事務手続の簡素化等の、業務効率化のための改

善を同時に進めてきたということがある。これらの試みは、トップダウンの決

定によるものだけでなく、従業員との毎月の面談で寄せられた意見を受けて

導入したものも多く、従業員の不満解消にもつながっているという。 

一時 19 名であった従業員数も、現在は定着率の向上から 23 名にまで増

加した。常に改革を進める同社では、高齢で体力的に厳しくなってきた従業

員や、育児や介護等の事由により働く時間に制約のある従業員等、各々の

従業員の事情に合わせた「働く場」を提供し続けることを新たな挑戦として

掲げている。 



 



事例 2-4-5. 株式会社十一屋ボルト 

支援機関の専門家派遣制度による外部人材の活用により IT 化を果たし、

業績向上へつなげている企業 

宮城県仙台市の株式会社十一屋ボルト（従業員 14 名、資本金 1,000 万

円）は、1955 年に自動車修理工場専門のボルト店として開業し、土木、建築、

機械から特注品まで、各種用途に応じたボルト製作・販売を行う企業であ

る。 

2008 年、IT による発注システムを活用する大手企業との取引が始まった

ものの、同社は当初、受注、見積り、仕分、納品、検収等を電話や FAX によ

る手作業で行っていた。そのため、取引先の多品種少量注文に対応しきれ

ず、社員の業務負担が増えて納品ミスが続くなど、スムーズな取引ができな

くなっていた。 

2016 年まで社長を務めた佐藤兼紹会長は、「このままでは大手企業との

取引が継続できなくなる」と強い危機感を抱き、見積書作成や受発注処理、

在庫管理等ができる IT システム導入の必要性を実感した。しかしながら社

内には IT に詳しい人材がいなかったため、宮城県中小企業団体中央会へ

相談したところ、費用を抑えて専門家の指導が受けられる専門家派遣制度

の存在を教えられて同制度を利用することにした。 

早速、IT コーディネータの派遣を受けて電子データの処理と見積回答シ

ステムを開発・導入したところ、従来 3 日間掛かっていた見積作成が約 1 時

間で完了するようになり、大幅な事務処理コストダウンにつなげることができ

た。また、見積作成期間の短縮により作業時間に余裕が生まれ、作業の質

が向上して不良率の改善につながった。この結果、取引先が毎月発表する

納入業者品質管理ランキングでトップとなり、品質向上が取引先関連会社

の間でも評判となったことから、販路拡大及び売上増加にもつながったとい

う。 

これを機に、同社はみやぎ産業振興機構や仙台市産業振興事業団から

も専門家の派遣を受け、バーコード活用の検収システムや仕入管理システ

ム等を開発している。各種システムの開発・導入により、正確な在庫管理や

品種別集計、過剰在庫の是正等が可能となり、仕入先や取引先の要望に

迅速・正確に対応できるようになった。社内システムの IT 化対応により、取

引先のシステム改定にも即応できるようになり、大手企業との安定的な取

引を継続している。 



同社の特徴的な点は、専門家に一任するのではなく、今後業務の中で運

用していくことを踏まえて、システム開発段階から積極的に関与したことに

ある。具体的には、全てのシステム開発に際して佐藤会長自らが、社員の

意見も聞きながら社内の業務プロセスを見直し、特殊加工品に係る品種別

データ等汎用性が低い内容は手作業で入力するなど、システム化する部分

と手作業で対応する部分を明確に分けた。また、現場担当者が頻繁に利用

する受発注管理には多くの従業員に馴染みのある Excel を、大量のデータ

処理を要する在庫管理や品種別仕入れ・受注管理には Access を使い分け

るなどして、社員誰もが使いやすい IT システムとなるように工夫している。 

2011 年の東日本大震災では、商品や書類が散乱し、本社の建屋が一部

損壊したほか、宮城県石巻市にあった営業所が津波に襲われて通常業務

の継続が困難となった。しかし速やかに本社社屋の改修や商品在庫棚の

倒壊防止策へ取り組み、本社や八戸営業所を中心に業務を再開したことで、

震災からの復旧工事に伴うボルトの需要増加に対応することができた。ま

た、津波の被害に遭った石巻営業所では、図面等営業書類が全て流出した

が、みやぎ産業振興機構の復興相談助言事業を活用して、図面、単価表等

をクラウドに保管する「図面見積管理システム」を考案している。 

震災の後は、事業環境が大きく変化し、一時売上も低迷したが、新規顧

客を開拓すべく、宮城県よろず支援拠点の助言を受けてホームページ上で

の PR に力を入れ、業績回復につなげている。 

同社のホームページでは、これまで導入してきたIT システムについても積

極的に情報発信しており、商品のみならず受発注・在庫管理体制等も含め

てお客様から選ばれる企業となることを目指している。今後も更なる社内の

IT 環境整備を推進すること、顧客との双方向のコミュニケーションを意識し

たホームページ作りを進めることなどにより、「いずれは中小企業の新しい

ボルト販売モデルを作り、もっと会社を発展させたいですね。」と佐藤会長は

明るく語る。 



 



事例 2-4-6. 株式会社 Waris 

中小・ベンチャー企業とプロフェッショナルの女性フリーランサーを業務委託

契約にてマッチングする企業 

東京都港区の株式会社 Waris（従業員 11 名、資本金 646 万円）は、女性 3

名の共同出資により立ち上げた、人材のマッチングサービスを行う企業であ

る。 

特徴的な点は、マッチングの方法にある。具体的には、新規事業スタート

アップの際の企画や、PR・マーケティング業務、営業、人事・経理・財務等を

「プロジェクト」単位で任せたい企業と、フリーランスとして働きたいと考える

人材、中でもいわゆる「文系の総合職領域」での経験が豊富なプロフェッシ

ョナルの女性を、業務委託契約にてマッチングするプラットフォーマーの役

割を果たしている。 

約 1,100 社の顧客企業の 7 割が中小・ベンチャー企業であり、うち 4 割が

IT ベンチャー、その他は製造業やアパレル業等、顧客企業の業種は多岐に

渡る。大企業と比較し、高度な戦略部門がないことも多い中小・ベンチャー

企業は、社内リソースにも限界がある。例えば、新規事業に向けたプロジェ

クトを立ち上げる際など、社長の右腕ないしは相談相手となり実行できる人

材を新規採用することは費用や時間の面からも難しい場合がある。しかしな

がら、当該業務を経験豊富なプロフェッショナル人材に期間を定めて委託す

ることで、コストダウンを図りながら高いクオリティを実現することが可能とな

る。加えて、外部のプロフェッショナル人材と共に業務を進めることにより、

委託元企業の従業員に新たな知見や人脈が蓄積され、従業員の能力向上

にもつながる。これは単なる「外注」では得られない効果である。 

とはいえ、現状ではこのような新規プロジェクトや間接部門の業務委託契

約を締結した経験を持つ中小企業はほとんどない。同社は顧客企業に対し、

業務の整理・分解、必要とされるスキルの明確化、業務委託契約の内容精

査から契約期間中のフォローアップまで、各企業がマッチングサービスをス

ムーズに利用できるよう一貫した支援を行っている。加えて、委託料に関し、

同社における過去の契約事例に基づく相場観を顧客企業に伝えるなど、同

社は適正価格での契約締結を実現するための仲介機能も担っている。 

現在同社に登録する人材は約 3,500 名おり、その 9 割以上が女性である。

また、そのうち約半数がフリーランスとしての働き方を、約 4 割が雇用形態

等は気にしないものの自由な働き方を望んでいる。また、育児や介護等を



事由として、フルタイムの雇用ではなく週 3 日程度の就業を希望する者が多

いなど、フレキシブルな働き方へのニーズが強い。人材不足の中小企業を

業務委託という形式で支援するだけでなく、同社はこのような柔軟な働き方

を希望する女性へ、時間や場所にとらわれずプロとして働けるようサポート

する機能も果たしている。 

代表取締役の一人である田中美和氏は、「労働力人口の減少もあいまっ

て、特に中小・ベンチャー企業では一つのプロジェクトを上流から下流まで

担当できるハイスキルな人材の採用が厳しくなっている。そのような中、『雇

用』を前提にして人材採用を考えると、必要な時に必要な人材を確保できな

いリスクがある。是非発想を柔軟にし、業務委託という選択肢を考えてほし

い。」と話す。同社の提唱する「文系の総合職領域でのフリーランス」の活用

は、人手不足の中小企業にとって、新たな選択肢の一つとなるだろう。 

 



 
 


