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代表取締役 藤河 次 宏
一流の中小企業』を企業の目標と して掲げ、「
『
障害
書雇用と支援」、「
子育て応援ヨ言」、「
地域の美化活動」、
等で感謝状や表彰を受けるなど様々な取 り組みを続ける
拓新産業佛。
そのような活動を行いながらも 「
年次有結休暇の完全
消4 ヒ
」を推奨 し、有給休暇の完全消化はほぼ 100%で あ
り、過去に新聞にも掲載さている。そこにはどのような
きつかけがあり、どの ような効果が表れるのだろうか ?
今回は藤河代表取締役と社員の方にお話を伺いま した。

,

プロフ ィー, レ
経歴

S21年 2月 福 岡市中央区大名町に生まれる。現在64歳
S43年 3月 福 岡大学卒業
S52年 4月 摘 新産業株式会社を設立
趣味
学生時代より登山
近況
厳しい経営環境の中で、社員の虐用を守ることを最優先に、財務q3b
の成長より、健全性を重視した経営を行つています。

― 貴社では、以前から週休2 日 制の実施や有結休暇取得の促進等を行つておられるとお
聞きして
いますが、そのきつかけとな つたものは何ですか。またどんな取 り組みをされていますか。
2 2 年 前か ら、それ までの中途採用 か ら新卒採用 に切 り替 えたことが きっか けです。それ以来、
今 日まで新卒採用を2 2 年 間か ら継続 してお りますが、2 2 年前 は採用難で、なかなか大学生を採用
す ることは難 しかった環境で した。
大学生 と面談 した り、大学訪問 してい く中で感 じた ことは、職場環境 を改善 しな くては、特 に
中小企業では、働 きやす い職場、楽 しい職場作 りを心掛 けな くては、優秀な人材は集 まらないこ
とを新卒採用活動 を通 じて 自覚 させ られ ました。そこで、 まず 「
職場環境 の改善」か ら、本気で
取 り組む ことに しました。
そ こで 、法令遵守の立場か ら就業規則 は きちん
と守 ることか ら始 め ました。就業規 則 の本 を購入
し、労働基 準法 の勉強か らは じめ、就業規 則 を改
善 しました。 と くに、休 日消化 には徹底 して取 り
組む ことに しました。完全週休 二 日制、有給休暇
の完全消化、 ノー残業 の積極的な促進 に取 り組ん
でい きました。お陰様で今で は、毎年数 名 の採用
に、数百人 の学生が会社訪問す るよ うにな りまし
た。
社 内研修

― 休みが多くなると社長さんとして会
社の業績等、心配の部分もあるかと思います。そうなる
と社員の意欲を高めることも大切なことと思いますが、そのために何か取 り組んでおられる
ことがありますか。
企業は人な り」 と言われて い ます。社員を大事 にすれ ば、社員 も応 えて くれ ます。意
昔か ら 「
No307

ロー コス ト経営」を凡事徹底 して くれれ
欲が高 まる ことは もちろんですが、当社 の方針で あ る 「
ば健全な利益は確保で きます。 また、時間内に、効率的 に業務を終わらせ る習慣を徹底 させ るこ
とによ り、休 日出勤や残業をな くしていけば、割 り増 しな人件費 も必要あ りません。労働 は時間
( 量) よ りも効率的な作業 ( 質) だ と考 えています。
また、当社の基本方針では、 まず安全が第一です か ら、顧客か らの無理な要望 には応 えられな
い と、 はつきりとした姿勢 を示 してい ます。その反面、仕事 を失 う危険性 もあ ります。 しか し、
事故 が起 きてか らでは会社 も、社員 も、そしてお客様にも不利益がかかって きます。
一 今後の担負やその他取 り組まれて いることがあればお聞かせ下さい。
社内 にはいろん な委員会があ りますが、その中で もサ ークル委員会は、年間十数回のサ ークル
企画を立案 し、運営 しています。バ レー、バ スケ、バ ドミン トン、卓球、フットサル、ス ノボー、
ドッジボール、ボー リング、 ソフ トボール、バ スハ イク、魚釣 り大会、地引 き網大会な ど毎年盛
りだ くさんの自主的な企画提案により、社内の良 い コ ミュニケー シ ョンに貢献 して くれています。
当社 の地域貢献活動 の中心は継続的な障害者雇用です。で きるだけ養護学校 の実習を受け入れ、
保護 より、
可能な限 り雇用 に結びつ けて い ます。なぜ なら、雇用は企業 しかで きないか らです。 「
一
地域社会福祉活
働 く機会を」を原点 にしてい ます。 もう つ は、 1 5 年前 か ら毎年続けて い ます 「
動振興基金」へ の寄付 による地域支援です。
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― 私が感 じる 「
一一
働きやす い環境」
社会人 にな った ら帰省す るのは難 しい」 と思い、お正月や夏休み には許 される限 り
学生 の頃、漠然 と 「
帰省 してい ました。私の実家は帰 るための移動だけで半 日はかかる所 にあ ります。 しか し拓新産業 に入社
し、私の予想は外れ ました。夏 も冬 も有体を取 り、 のんび り実家を味わ っています。 しか も日数的 に も余
裕があるので家族で過 ごす だけでな く、中学校 ・高校 の友人 とも会 うことがで き、良 い刺激 を受けて い ま
す。
また、 これか ら先、女性 として結婚 をし、子供 を持つ親 になる ことを考 えて も不安を感 じることはあ り
ません。拓新産業で働 く女性 のはぽ半数 が結婚 をし、子供 を持 つて も普通 に仕事を こな して いる姿を目に
しているか らです。 もちろん、保育園か らの急な呼び出しの電話等がかか って くることもあ ります が、誰
一人嫌な顔をす ることな く送 り出しています。
普通」 にな つている、そのことが私たちを働 き
有体を取得 した り子育てを しなが ら働 くことが社内で 「
やす くして くれているのだ と思います。
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