ための改善提案を行っているほか、

所を５回まで訪問し、課題解決の

会保険労務士などの専門家が事業

入されるほか、２０２３年４月に

とする時間外労働の上限規制が導

月４５時間、年３６０時間を原則

来年４月からは、中小企業でも

導入や事業場内最低賃金引上げを

セミナーなどに講師を派遣してい
は月６０時間超の残業に対する割

中、福岡労働局が委託する「福岡

る。そして、働き方改革にかかる
増賃金率が５０％に引き上げられ

支援する「業務改善助成金」など

費用面についても、出退勤管理ソ
る。それを前に中小企業・小規模

働き方改革推進支援センター」で

フトウェア導入、更新費用に関す

事業者には、さらなる労働環境の

「働き方改革関連法」が今年４月１日に施行された。年次有給休暇
の確実な取得、フレックスタイム制の拡充などが課せられたほか、
来年４月には中小企業の時間外労働の上限規制の導入（大企業は今
年４月１日から）が迫っている。本特集では県内企業の課題や、働
き方改革関連法施行に先駆けて労働環境を改善した企業の実例を紹
介。そのほか、働き方改革を推進する企業の特効薬となりうるサー

たが、中小企業経営者や小規模事

境の改善に取り組む会社が多かっ

「大企業では、以前から労働環

る一方で、
「まだ中小企業に基本

ることを認識してほしい」と答え

正規雇用者、役職者も労働者であ

らないように対処することと、非

ビスも紹介する。
は「盆や正月など各社の所定休日
と年次有給の兼ね合い、パートや
アルバイトなどの非正規雇用者や、
部長や課長など管理職にも適用さ
れるのか」という。これについて

業者の意識も高まり、問い合わせ
的な認識が出来ていないように思

は「労働条件の不利益な変更にな

件数が増えた」と話すのは、古賀

また、働き方改革を進める企業

うので、同関連法に関する周知を

に施行された「年次有給休暇の確
が増える中で、人員の少ない中小

薫福岡労働局労働基準部監督課課

実な取得」についての問い合わせ

企業では、売り上げに占める一人

進めなければならない」と意気込

が多いという。使用者は１０日以

一人の割合が高いため、
「売り上

長。県内企業の働き方改革への取

上の年次有給休暇が付与される労

げ水準を保てるか」という悩み

む。

働者に年５日を確実に取得させな

を 抱 え る 経 営 者 も 多 い。 そ ん な

り組みが着実に進む中、今年４月

ければならない。相談内容の多く

働き方改革実践企業

とが、真の働き方の改善に繋がる

小規模事業者が着実に実施するこ

本の雇用の７割を担う中小企業、

るための改革だ。そのためには日

方を、自分で選択できるようにす

の事情に応じた多様で柔軟な働き

働者が、子育てや介護などの個々

正が目的で、
「働き方改革」は労

今回の法案は、長時間労働の是

魅力ある職場作り。それが人材の

や意欲・能力を存分に発揮できる

性向上とともに、就業機会の拡大

投資やイノベーションによる生産

中で中小企業に求められるのは、

ざまな課題に直面している。その

者のニーズの多様化」などのさま

伴う生産年齢人口の減少」
、
「労働

現在国内では、
「少子高齢化に

の枠組みを超えた取り組むを促す。

九州テン。前期売上高は過去最高

保守をワンストップで手掛ける㈱

盤に無線通信機器の開発・製造・

富士通グループとして九州を基

『会社が賃金コストを抑えるため

制度を説明したという。
「社員が

ら全拠点へ足を運び、直接社員へ

制度の導入時には、間嶋社長は自

昇進できる仕組みを構築した。新

化し、若手社員も成果次第で早く

施。人事制度では階級をより明確

準まで賃金の引き上げを実

保の給与水準から福岡の水

に本社移転した同社は、佐世

理由に佐世保市から福岡市

０１７年に採用面の強化を

制度と賃金制度の改革だ。２

まず取り組んだのは、人事

と振り返る間嶋社長。

見据えて本格着手に至った」

年を迎え、今後の事業拡大を

旧制度のままだった。５０周

度や給与体系は長年に渡り

たが、依然として人事評価制

堅企業の仲間入りを果たし

円を達成し中小企業から中

１０年に売り上げ１００億

革に取り組んでいる。
「２０

〜労働環境改善で業績アップ！〜

だろう。古賀監督課課長は「ビジ

確保、業績の向上につながり、利

の１８４億円を突破するなど成長

左から間嶋力彦社長、社員の相川香織さん、寺岡優花さん、吉川友康さん

各種助成金制度が揃っている。

る「時間外労働等改善助成金」や、
改善が求められている。

ネスは相手があるものなので、各

益増になる好循環を生む理想形の

路線を歩む同社は、創立５０周年

㈱九州テン

は、専門家の無料派遣を実施。社

生産性向上に資する設備・機器の

社単体で働き方改革を進めるのは

構築となるように、働き方改革に

を迎えた２０１７年から働き方改

魅力ある職場づくりが人材確保、業績向上に繋がる

難しい。全事業者が相互協力して

取り組んで欲しい。

社員の心つかんだ働き方改革

-indexアイコムソフト
ジェーシービー
大和リース
中小機構九州
日本システムスタディ
福岡県社会保険労務士会

進めてほしい」と企業規模や業界

■

福岡労働局
労働基準部監督課課長
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古賀 薫

CASE1

脱・人手不足 働き方改革の特効薬

か不安視

ではない

しまうの

と感じて

むのか』

に取り組

新化するなど、積極的な設備投資

際に工場の生産管理システムを最

組む企業としての姿勢がある。実

取り組み、個々の負担軽減に取り

はなく、会社全体で業務効率化に

業務効率化や残業削減を促すので

成長していくことができるし、そ

り組むことができれば企業として

先』と『感性型企業の確立』に取

会社として当り前。
『顧客第一優

「従業員の幸福を追求することは

る。 そ の 理 由 と し て 間 嶋 社 長 は

が、そう

していた
度改革と業務効率化に同時に着手

を通じて効率化を進めている。制
る。わざわざ理念のカテゴリーに

の結果従業員も幸福に導いていけ
内ポスター、さらに動画メッセー

を掲げており、今後は小冊子や社

ｐｅｅｄ」
「Ｕｎｉｔｅ」の ７ つ

の当社のポテンシャルでは３００

入れることではなかった」と明か
ま た、 新 た に 制 定 し た 行 動 憲
億円達成は不可能ではないが、決

することで社員の理解を得た同社

章「７Ａｃｔｉｏｎｓ」では、
「Ｃ
して簡単な道ではない。目標達成

したことは比較的なく、納得した

ｈａｌｌｅｎｇｅ」
「Ｃｈａｎｇ
のためにも、全社員がベクトルを

ジで周知を広めていくという。「今

ｅ」
「Ｌｅａｄｉｎｇ Ｍｙｓｅｌ
合わせて頑張っていきたい」と意

す。

紹介・推薦する「リファラル採用」
ｆ」
「Ｃｕｓｔｏｍｅｒ Ｆｏｃｕ
気込みを語った。

の業績は、過去最高売上高を６期

このほかに毎週水曜日の「ノー
の導入も検討しており、引き続き
ｓ」
「Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ」
「Ｓ

上で制度を受け入れてくれた」と

残業デー」や、業態に応じた勤務
労働環境の改善に取り組んでいく

連続更新中だ。

形態の適用、定年引上げによるシ
方針を掲げる。健康経営の点では、

健康やサークル活動を通じた組織

■

ニア層の活用など柔軟な働き方も
４月に佐世保本店敷地内に社員向

退職した社員を再度就労する「カ
横断的な交流もサポートしている。

カムバック制度やリファラル採用なども検討

推進する九州テン。今後は育児・
けの運動場が完成を迎え、社員の

ムバック制度」や、社員が人材を

創業以来、不
動産仲介・管理
をはじめ、
「ホー

ループでは、１５年から本田社長

ＥＮ ＰＲＩＤＥ」と総称してい

直しを行い、これら３つを「ＱＴ

に社是・企業理念・行動憲章の見

億円を掲げる同社では、今年６月

２０２３年までに売上高３００

きっかけに、本田社長は「楽しく

楽しくならない”という言葉を

福追求」の文言をあえて外してい

の幸福追求」のうち「従業員の幸

優先・感性型企業の確立・従業員

回の改定で企業理念の「顧客第一

る。社是はこれまで通りだが、今

を図りながら働きやすい会社につ

ングを開き、コミュニケーション

極的に社員との飲み会やミーティ

む同社の今期の業績は、離職率が

織造り・労働環境の改善に取り組

サルを招き、よりスピーディな組

２０１８年１月からは外部コン

ムメイト」のＦ

自らが主導となり、労働環境の改
仕事をする」という一心で組織改

いて何度も話し合いを重ねたとい

■

善に努めている。
「以前の当社は
革に取り組み始めた。まず始めた

約１・５倍となる２億２０００万

きたアルマデグ

業領域を広げて

画・運営など事

テル不動産の企

Ｃ運営や民泊ホ

属人的な会社で、離職率も高く個
た。組織として未熟で社内の関係

いった時期もあった」と当時を振

たり、幹部社員が次々と退社して

時にクライアントを持っていかれ

とで、社員間の情報共有やコミュ

～６人のチーム制へと変更するこ

して担当していた業務の流れを５

けだ。これまで１人の社員が一貫

次に着手したのは、業務の横分

で理念にまつわるエピソードを社

は、朝礼時にプライベートや仕事

れている。理念の浸透という点で

採用したユニークな朝礼も取り入

あいさつなど、社員のアイデアを

所属する同社ならではの４か国語

りの業務効率が着実に上がってい

え、定着率の向上で社員一人ひと

などさまざまな要素があるとは言

ないという点だ。事業領域の拡大

１５人前後とほとんど変わってい

は、２０１５年と現在も社員数は

を更新する勢いだ。驚くべきこと

円を見込んでおり、過去最高業績

り返る。社員の離職に思い悩んで

ニケーションが不可欠な環境をつ

員が話す１分スピーチの時間を設

る証拠と言えよう。

■

いた中、知り合いの社長から言わ

くりだした。
「導入当時は分担制

けている。

性も希薄だったこともあり、退職

れた“社長が楽しまないと会社は

に適応できずに退職していった社

こ の ほ か に、 朝 礼 時 で の ハ イ

にしたかった」と思いを語る。

ンを一緒に実現したい人の集まり

する社員ではなく、当社のビジョ

ンセンティブをモチベーションに

おり、
これについて本田社長は「イ

も歩合制から固定給へと変更して

ている。また、同時期に給与形態

週休２日まで増やすことに成功し

時の出資制度、留学のための長期

ような就業不能保険制度や、独立

なくなった社員に一定額を出せる

という。事故などで一時的に働け

善に向けた新制度も検討している

本田社長はさらなる労働環境の改

新卒採用を開始した。これに伴い、

を社内に吹き込むべく昨年度から

ジ ョ ン に 掲 げ る 同 社 で は、 新 風

「舞台のような街づくり」をビ

強く語った。

組織体制を整えていきたい」と力

いうことでもあるので、引き続き

会に一歩出る責任を当社が負うと

新卒を採用するということは、社

員に与える影響は多いと判断した。

しれないが、それ以上に今いる社

例だ。
「即戦力にはならないかも

休 暇、 テ レ ワ ー ク な ど が そ の 一

■

タッチや、グローバル人材が多く

果的に隔週２日だった休みを完全

社員の個々の負担は軽減され、結

員もいた」と話すが、この制度で

業務の分担制導入で年間休日数アップ

ピークだった２０１５年と比べて

企業理念の「従業員の幸福追求」を外した理由

社長自ら率先し労働環境を改善

介護・配偶者の転勤などを理由に

話す。その背景には、単に社員の

社内ポスター

う。

本田幸一郎社長

のは、社内の信頼関係作りだ。積

㈱アルマデ

人プレイヤーが集まった会社だっ

CASE2

就業不能時の制度や
社員独立時の出資支援なども検討

第1回経営方針発表会での集合写真
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今年4月に完成した社員向けの運動場

