第2回
「人を大切にする
『良い会社 』
ベンチマーク」
リポート

●企業概要
代表取締役 ●新免 流
本
社 ●神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-2
友泉新横浜ビル5F
事 業 内 容 ●パッケージサービス販売事業、
システムコンサルティング事業、
システム開発・支援事業、
飲食事業、
ミャンマーマーケティングサービス、
職場改善コンサルなど
従 業 員 数 ●80人
（2016年2月現在）

2年連続でGPTW「働きがいのある会社」ランキング第1位を受賞するなど、
人材育成や職場の取り組みなどで、高い評価を獲得している同社。

社員が楽しく働き、成長するためのアイデアと成果を見せていただいた。

ンキング一位 ︵＊︶
に選ばれました︵編集

昨年は﹁働きがいのある会社﹂国内ラ

たちと試行錯誤を行ってきた弊社が︑

働きやすい会社を作りたい︑と社員

は続いており︑これが評価されて昨年

ようになったのです︒以後︑全社禁煙

い﹂と︑より優秀な人材を採用できる

シーをしっかり出しているところがい

心配をいただきました︒しかし﹁ポリ

外から﹁応募者が減るのでは﹂とのご

めました︒当時は画期的なことで︑社

喫煙者は採用の対象としないことも決

きっぱりたばこをやめました︒その際︑

パーティーなど︑さまざまなコミュニ

ランチ会︑退社後の懇親会︑社長宅の

などができる仕組みのほか︑同期での

要です︒当社では常に相談や情報交換

と同時にコミュニケーションの場も重

また︑人を育てるには︑学びの機会

や情報を共有しています︒

後は︑社内のフィードバック会で知識

に参加する際には補助金を支給︒受講

しています︒一方︑社外でのセミナー

い人は自宅や空き時間に学べるように
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全社員で話し合い︑
生み出してきた
働きやすい会社のためのさまざまな仕組み
創業時から人事に携わり︑夫である社長の流さんとともに
﹁社員が気持ちよく仕事し︑成長できる﹂環境づくりに尽力してきた新免玲子さんに︑

部注 ベンチマーク開催後︑二〇一六

は第四回﹁健康寿命をのばそう！アワ

今までの取り組みやポイント︑成果についての講話をしていただいた︒

年も連続で一位を受賞されました︶
︒

ード﹂厚生労働省健康局長優良賞もい

納得するまで話し合い
決めたことはすぐ行動

さらに第五回﹁日本でいちばん大切に

働きやすい環境は上司側が作らなけ

したい会社﹂大賞では審査委員会特別

このように全社員での話し合いは︑

ればなりません︒しかし管理者側だけ

ケーションの機会を設けています︒
私たちの重要な文化︒ただ話すのが苦

でなく各自が声を出し︑会社全体で構

ただきました︒

手な社員もいます︒そこで﹁どうすれ

築していくことが重要と考えています︒

ですが︑社風の取り組みでも評価して
私たちは﹁何でもみんなでオープン

ば話しやすくなるだろう﹂についても︑

いただき︑光栄に思っております︒
に話し合う﹂のが基本︒各自の考えを

小さな会社は人材教育が大切と考

社員がしっかり学び︑
大いに楽しめる場を用意

考え︑多様な施策を展開しています︒

賞もいただきました︒
﹁技術﹂の会社

新免玲子さん

しっかりと述べ︑納得するまで時間を
かけて議論します︒給与や賞与につい
ても︑社員がお互いを査定して話し合
３６０﹂という仕組みを実施しています︒

え︑私たちは年間一〇〇以上の﹁ＥＤ

（日本実業出版社）

●プログラム
事前研修／新免玲子副社長講話／
質疑応答／社内見学／懇親会／

「働きがいのある会社」1位！
社員が主役の会社づくりの仕組みとは

アクロクエスト
テクノロジー株式会社
取締役副社長

アクロクエスト
テクノロジーが
25年をかけて試
行 錯誤してきた
「実践の仕組み」
が 満 載！ 英 語
版も出版されて
います。

い で 報 酬 を 決 め る﹁ ハ ッ ピ ー 査 定
社内ルールについても同様です︒た

講師は社内の技術者です︒内容は録画

Ｕ︵社内講習会︶
﹂を開催しています︒
題にあがり︑討論の結果︑全社禁煙が

してサーバーにアップし︑出席できな

とえば一五年前には社内での喫煙が議
決定︒ヘビースモーカーだった社長も︑

『会社を元気にする
51の
「仕組み」』

●訪問先
アクロクエストテクノロジー株式会社

アクロクエストテクノロジー株式会社

＊世界49か国での調査結果を基に発表される
「Great Place to Work」
の従業員25〜99人部門で受賞

懇親会

社内見学

副社長講話

最後は会場を移し、社長と若手・ベテラン社員の
みなさんと一緒に懇親会。食事をしながら取り組み
についてさらに詳しい話をうかがったり、情報交換
をしたりと楽しく有意義な時間を過ごした

若手社員のガイドで、社内を見学。フリーアドレス
制の作業スペース、図書コーナーといった業務に
直結するものに加え、複数の空気清浄機や植物、
打ち合わせ用にソファ席など、居心地の良い職場づ
くりを実現している

「社長に反対意見をいえる会社を作りたいと思った
んです」と新免玲子さん。ユーモアを交えながら、
取り組みと社員への熱い思いを披露した

参加者の感想

会社を元気にする仕組み
株式会社協和
業務推進部
人事チーム

大築希和子さん
社の社長が「社員がイキイキと働く

弊 会社にしたい」と話していることも

あり、ＧＰＴＷの 1 位に輝いたこの会社
に興味を持ちました。今日、特に刺激を
受けたのは「ＭＡ」です。全員で決めてい
こうという姿勢がいいし、スピード感もす
ばらしい。私たちも複数の部門を串刺し
にするプロジェクトを立ち上げているの
で、参考にしたいと考えています。

株式会社
友伸エンジニアリング
総務部 部長

栗須健二さん

注目されている会社の取り組みを見

今、たいと思い、参加しました。私たち

は現在、
「健 康いきいき職場 作り」の活
動をしていますが、新免副社長にうかがっ
た仕組み作りと共通することが多く、総
務として自信になりました。今日学んだこ
とは、社内コミュニケーションを強化する
など、私たちの新たな取り組みにつなげて
いきたいです。

ＭＡ（全社員会議）
会社を元気にする取り組みの核となる、方針をはじ
めさまざまなことを決める会議。議題は社員も積
極的に提案し、職位や職歴にとらわれず発言。み
んなが納得するまで話し合い、決定事項は即、実
行している。職務に直結すること以外にも、誕生
日の人に全員が 1 本ずつ花を贈る「花一輪」など、
働きやすさや職場にうるおいを与える議題も多い。

AcroNote
独自に開発した実用新案取得の万能ノート。予定
と実績を 15 分単位で管理でき、社員は始業前に
一日の予定をすべて書き込む。上司の印鑑を押す
スペースも設け、ノートを
見ながら相 談 や 報 告 等 の
機 会を作るツールとしても
活用。定番の A4 サイズに
加え、小さなスペースでも
利 用 で きる 1/3 サ イズ の
「AcroMini」も。

15分のコーヒータイム
毎日 15 時から 15 分間はコーヒータイム。全員が
仕事の手を止め、自席を離れて仲間との会話とコー
ヒーを楽しんでいる。集中力が低下しがちな時間帯
の貴重なリフレッシュタイムでもあり、その際のよ
うすで悩んでいたり、仕事に行き詰まっている社員
を発見することも少なくない。

「ＭＡ」はお茶菓子などを用意したリラックスした雰囲気
で行われ、終了後は懇親会を開催

「ホメキンコン」と「バリ金」
仲間への感謝を示す「ホメキンコン」を実施。いい
ことをしてもらったら、ウサギのバッジと感謝金の
100 円を贈り、ラッパを鳴らす。職場の仲間たちは、
拍手を送る。逆に失敗したときは、カエルのバッジ
をつけてペナルティー金の支払いと鐘を鳴らす「バ
リ金」
（社員共通のバリューへの罰金）
で反省する。こ
れにより上長からの長い説教が不要になる、失敗を
公にすることで気持ちの切り替えができるなどのメ
リットがある。

第3回「人を大切にする『良い会社』ベンチマーク」 参加者募集！

「女性が幸せに働ける環境づくり」に取り組み
なおかつ、10年連続右肩上がりの成長を続ける会社
【訪問先】株式会社ランクアップ
代表取締役 岩崎裕美子氏
「女性も一生涯働ける会社」を目指し、
残業ほぼナシ、離職率 3 年間
（2012-2014
年）ゼロを実 現し、2013 年には、通
信販売業界初の東京ワークライフバラ
ンス「育児・介護 休 暇制度充実部門」
に認定。創業から 10 年、毎年増収を
重ねながらも、女性が活躍し、定年ま
で働くことのできる環境づくりを実現。
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開 催 日 ● 2016年5月12日
（木）
13：00 〜 16：00
開催場所 ●株式会社ランクアップ本社
（東京都中央区銀座）
※現地集合・現地解散
参 加 費 ●10,000 円／ 1 名
18,000 円／ 2 名
※3名様以上でお申し込みの場合は
1名様あたり 1,000 円引き

「月刊総務オンライン」からお申し込みください
● http://www.gsoumu.com/soumu/seminar/
または「月刊総務セミナー」で検索
●問い合わせ：gekkan-soumu@wis-works.jp
TEL.03 - 5312 -7472（担当：林）

