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変える、変わる。
愛媛ワークスタイル
少子・高齢化の進行に伴う人口減少社会に突入した
と い わ れ て 久 し い 昨 今。2010年 と 比 較 す る と、2040
年には愛媛県の生産年齢人口が約30万人も減少すると
推定されています。現役世代が減少する一方で、子育
てや介護など時間等に制約を持った部下・スタッフは
ますます増加していきます。
人材確保や地域活性化の観点から、長時間労働の削
減や柔軟な働き方の実現等により、男女ともに働きや
すく、働きがいのある職場環境の整備を進める「働き
方改革」が求められています。これを進めるには、ま
ずトップが組織の働き方を変えていくのだという意思
表明をすることが第一だと考え、県では愛媛県版イク
ボス「ひめボス」を推進することとしました。現在、え
ひめ女性活躍推進協議会や20市町と連携して、県内事
業所へひめボスの輪の波及に取り組んでいます。
この度、「我こそはひめボス！」と名乗りを上げた、
活き活きと魅力的な上司が取り組みを発表し、皆で共
有する「ひめボスグランプリ」を開催。その事例集とし
て「愛に、来てください！ ひめボス図鑑」を発行いた
しました。皆さんの事業所でもぜひご活用いただき、
働き方改革の一助になれば幸いです。
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掲載企業・組織リスト
03 グランプリ

アビリティーセンター株式会社 松山オフィス 西野 雅史

人材総合ビジネス

04 準グランプリ

株式会社ヴァンサンカン

石原 美良子

総合美容・エステティック

05 準グランプリ

株式会社エス・ピー・シー

横山 ぬい

出版・広告代理業

06 準グランプリ

愛媛トヨタ自動車株式会社 空港通店

井手野 好太郎

自動車小売業

07 準グランプリ

一般社団法人 Sign

正岡 弘樹

障がい者福祉提供サービス

08

株式会社あわしま堂

野間須 陽

食品製造業

09

イケダ産業株式会社

井上 敦夫

建設業

10

石岡建設株式会社

宮川 尚久

建設業

11

株式会社伊予銀行

髙岡 公三

銀行業

12

株式会社ウイン

疇谷 淳也

システム開発・ホームページ制作・人材派遣

13

株式会社愛媛銀行

井上 和弘

銀行業

14

公益財団法人えひめ女性財団

越智 やよい

その他

15

親子通園みのり

大野 親子

児童発達支援事業所

16

鬼北町役場

松本 幸男

公務員

17

株式会社クラッチ

渡邉 泰正

就労継続支援 A 型事業／ネット販売小売業

18

小規模保育園みその

浅井 江美

保育園

19

西予市役所

宇都宮 裕

公務員

20

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

篠原 勝章

損害保険

21

株式会社藤堂組

石丸 寿

建設業

22

株式会社風土

笠木 佳子

建設業

23

株式会社フジ

大西 文和

総合小売業

24

社会福祉法人松山紅梅会 高齢者総合福祉施設 梅本の里 亀本 堯

高齢者介護サービス

25

マルマストリグ株式会社

四之宮 泰

建設業

26

三浦工業株式会社

髙橋 一敏

製造業 機械（はん用機械器具製造業）

27

株式会社宮嶋組

宮嶋 幸雄

建設業

28

株式会社ヤツヅカ

井上 佳二

自動車リサイクル部品販売

29

山下クリニック

山下 与企彦

医療業

30

株式会社山全 愛媛営業所

牛尾 研太

建設業

31

医療法人ゆうの森

前島 啓二

医療業

ひめボス図鑑の見方・使い方
A 企業・組織データ

B ひめボスの紹介

A

会いに、来てください！
見かけたら、気軽に声をかけてお話してみてダーク！

B

C ひめボスインタビュー
Q1. 部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
Q2. 業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
Q3. あなたにとって、ひめボスとは？
の質問に答えてもろたけん！

D 部下からの推薦メッセージ
C

ひめボスと一緒に働く部下たちから、
「わが社の自慢のひめボス」について
コメントをもらったダーク！

C

D

E

E みきゃんのつぶやき
ひめボスをインタビューして感じたこと、
人物像などをつぶやいてみたけ～ん。

02

アビリティーセンター株式会社 松山オフィス

グラ
ンプ

リ

ボス
め
ひ

西野 雅史（ニシノ マサフミ）
◎松山オフィス リーダー
松山市永代町13 松山第2電気ビル7F

電話（089）932-5006（代） FAX（089）932-5847

業種：人材総合ビジネス

従業員数：20名（会社全体114名）

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

毎朝10分、毎月1時間の整理整頓

誕生日にはみんなでバースデーソング
社員の誕生日に、オフィスメンバー全員でバースデーソングを
歌い、お祝いと日頃の感謝の気持ちを伝えています。実は、私
が入社した時に既にあった取り組みです。人を大切にする組織
風土が強みの会社です。

残業時間の削減をチームで取り組む
「退社時間宣言カード」

勤務時間は9時から18時。それぞれパソコンにその日の退社時
間宣言カードを貼り付け、周りにも意思表示しています。18時ま
でなら青色、19時までなら黄色、それ以降なら赤色のカードで
す。また、退社時間が近づくと、若手の環境整備委員が
「退社1
時間前です」
「30分前です」
など、全員に呼びかけます。
19時以降に残る場合は残業申請をします。残業目標時間は、
月20時間に設定しています。そして、3年以内に残業ゼロ、かつ
売上を上げていくというオフィスビジョンを共有しています。
また、社員が何時間残業しているかを
「見える化」
し、オーバー
気味の社員がいれば、共に今後のスケジュールを確認しています。
有給休暇や半休などは積極的に取得して OK と定期的に呼びか
け、申請があれば即承認しています。
このような取り組みを続けた結果、現在は次のような状況です。
均残業時間は
2ィ年前が
34 時間、1 年前が 28 時間、現在は 21
・オフ
スの離職率は約4％（直近1年で1名のみ）
・オフィス月平均残業時間は2年前が34時間、1年前が28時間、
から比較すると 116％UP、粗利益は 118％UP
現在は21時間と徐々に短縮。売上は2年前から比較すると
116％ UP、粗利益は118％ UP
月平均残業時間の推移
残業時間削減の上

30
20

売上

34
時間

10
0

2 年前

28

116%UP!

時間

21

1 年前

現在

粗利益は 118％UP

時間

A2
時間の使い方を見直し、改善する
「オフィス環境改善会議」
毎月1回2時間＋毎週1回1時間、計6時間行っていた会議は、
月2回の1時間ずつ、計2時間に削減しました。
また、
「オフィス環境改善会議」
を定期的に開き、各自の仕事
で負荷や時間がかかっていることを発表し、
①今すぐ改善できる
②次回会議までに改善してみる
③オフィスだけでは改善できない全社的な課題
の3つに分類して解決法を考えます。

03

改善を楽しみ
、
成
果
に
こ
だ
わ
る
風
土
づくり

A1

40

環境整備のセミナーや講演も承ります。
オフィス見学もご相談ください。

そのほか、取り組みやすくすぐに結果が出る環境整備も、積
極的に行っています。毎朝10分と毎月1時間、全員で同じ時間に
掃除や整理整頓をする、緊張感をほぐすために音楽を流したり
お香を焚いたりする、などです。

A3
柔軟性を持つひめボスでありたい

「せねばならない」
という視点で部下に接するのではなく、
「受
け入れたい、理解したい」
という意識を持つようにしています。カ
リスマ性ではなく、部下を後押しできるサーバントリーダーシップ
で、仕事と生活の両立を進める、柔軟性のあるひめボスであり
たいと思います。
時間と徐々に短縮。 自分は率先して早く仕事を終え、周りも帰りやすい雰囲気をつ
くるよう心がけています。家族の時間を大切にし、休日の家族の
時間をブログに UP。地域のお祭り、清掃活動にも参加し、人
とのつながりを大切にしています。そのほか、愛媛マラソン、高
知龍馬マラソンに過去5回参加。サッカー社会人県リーグのクラ
ブに所属し、仲間とともに汗を流してきました。

部下の手本となる姿勢を自ら実践
西野リーダーのスケジュールには、お子さんの
「旗当番」
が
書かれていて、自信をもって仕事と子育てを両立していい
んだと肩の力が抜けました。リーダーが率先してお子さん
の行事で休みを取られるので、私たちも取りやすい。休み
に応じて仕事の段取りも万全、お手本になる存在です。

みきゃんのつぶやき

推薦者
三谷 公彦（ミタニ キミヒコ）
◎クライアント担当 兼
コーディネート担当
山口 知永
（ヤマグチ チエ）
◎コーディネート担当

オフィスは本当にモノや書
類がなくてキレイ。みきゃ
んも片付けたくなったけん。
楽しんで仕事をしているバ
ランス感覚が素敵なリー
ダーやったよ。

株式会社ヴァンサンカン

準グ
ラン

リ
プ

ボス
め
ひ

石原 美良子
（イシハラ ミヨコ）
◎代表取締役
松山市二番町4-2-18

電話（089）934-0025

業種：総合美容・エステティック

FAX（089）934-0039

従業員数：25名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

上がり、増収増益になっています。

A1
働く女性を数多く見てきましたが、「頑張れなくなったら働け
ない」
と思い込む方が多いですね。でも、そうではないのです。
頑張れる時に、一緒にやってきたからこそわかるのです。
女性はライフスタイルが変わると、体も心も影響を受けやす
い。子育て、介護、結婚など、自分の人生に変化がでてくると
大変になり、「自分はもう頑張れなくなったから働けない」
と感
じ、仕事を離れるという選択をする。大切なスタッフを失うの
はとてもつらいです。

働く人に合わせた個別雇用契約を作る
働く人には人生があります。一人ひとり事情が違います。契
約後に変わることもあります。短時間勤務の正社員やパートな
ど、希望する労働時間等を考慮して働き方を決定するといった、
多様な働き方に対応する個別雇用契約をし、1年ごとに見直し
をしています。結果、スタッフの8割にあたる子育て中の女性（お
子さんは乳児から大学生まで）
が頑張ってくれています。

変化を見逃さず、積極的に寄り添う
個別契約書という制度ができても、スタッフ自身が働きやす
さを実感できなければ意味がありません。日々の状態をよく観
察し、変化を見逃さないようにしています。
「朝礼の時、目を見ているか？」
「笑顔があるか？」
「ちょっとしたミスや遅刻はないか？」
各部署のリーダーや人事担当がきめ細かく寄り添ってくれて
いて、変化を感じたらさりげなく声をかけ、立ち話から始めます。
面談も徹底して行い、お子さんの状況や家庭で今起こっている
ことを聞き、把握するようにしています。

A2
「仕事に人をつける」
ように改善
専門分野以外は部署を超えて仕事ができるようにしています。
休暇申請時には、代理で仕事をやってもらう人に自ら依頼し、
その旨書類に記載します。上司に責任を委ねるのではなく、自
己で責任を持つ。スタッフ同士にギブ＆テイクの精神が生まれ
ます。

お客様満足は、従業員満足から
当社では、癒しや安らぎを求めるお客様全てのご希望に添い
たい気持ちがあります。そのため、あえて日曜日は、勤務でき
るスタッフが無理なく対応できるように、お客様の制限をするよ
うにさせていただいています。スタッフが余裕を持って施術でき
るために質を落とすことなく、結果的にお客様のリピート率が

一人ひとりの
ス
タ
ッ
フ
に
徹
底
的
に
寄
り添う

「頑張れなくなったら働けない」
の？

アロマの香りと美しいお花がお迎えします。
5階の研修室は一般の方にも貸出していま
す。

A3
経営者が変わると現場は変わる
働く人も経営者も、それぞれの立場に寄り添い、同じ方向を
見ることが大切です。
「従順ではなく、素直に変化」
することで、
日々が幸せになる働き方を創り上げていくことができると感じま
す。
まず、経営者が強く
「変わろう」
と思うこと。取り組み始めて5
年あまり、「劇的に雰囲気が良くなった」
と実感しています。み
んなの心の状態が変わりました。
私は
「仕事は尊い遊び」
だと思っています。遊ぶために元気
でいたい。城山での週2回のウォーキング、5人の孫の世話など、
スタッフにはいつも元気だと言われます。
また、持続可能な未来に少しでもお役に立てればと、難病
の子どもたちの夢を叶える
「メイク・ア・ウィッシュ」
や、オーガニッ
クコットンの種植えから収穫までを子どもたちと一緒に行うなど
の活動をライフワークにしています。

こんなボスがもっと愛媛に増えてほしい
「たくさんのお客様の希望を無理してでも対応することに
より、スタッフ1人が辞めてしまうことがつらい」
と、スタッ
フのライフスタイルに合わせて仕事を組む体制づくりを有
言実行されている石原社長。私たちも安心して働けるか
らこそ、貢献したい気持ちにつながっています。

みきゃんのつぶやき

推薦者
川口 悦子（カワグチ エツコ）
◎人事担当

徹底してスタッフに寄り添
う想いが素晴らしいけん。
人事担当者やリーダーのサ
ポートもスゴイ。みきゃんも
アロマで癒されたけんね。

04

株式会社エス・ピー・シー

準グ
ラン

リ
プ

ボス
め
ひ

横山 ぬい
（ヨコヤマ ヌイ）
◎常務取締役
松山市湊町7-3-5

電話（089）931-6001

業種：出版・広告代理業

FAX（089）931-6661

従業員数：108名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

お問い合わせ、見学等お気軽にご連絡く
ださい。女性が元気になる職場づくりを応
援いたします！

A1

まずは遊びの計画から
「5連続休暇取得促進」
有給休暇の消化率を上げると共に、長期休暇を取るための仕
事の調整、効率化促進、協力体制の向上を目指しています。昨
年は、わずか19名の取得者。そこで、今年は4月に土日を絡め
た5連続休暇取得予定日を、各部門で調整の上決定。3月まで
に47名もの予定が確定、前年比247％の伸張となります。ポイン
トは、
「休暇が取りやすい職場風土づくり」
にありました。

働き方、自由自在！「フレックス短時間勤務制度」
育児休業後の働き方は、個人の希望に沿って自由に設定で
きるよう制度を改定。10時～ 16時、9時～ 17時45分（残業なし）
など、ライフスタイル、家族の支援状況によって柔軟に設定可
能。現在3名の女性正社員が希望時間で勤務し、業務の質を
変えず、パフォーマンスの高い働き方に挑戦してくれています。

仕事も家庭も強力パートナー「社内結婚♥熱烈歓迎」
両立支援を本気で応援すると、社内結婚の推奨は自然な流
れ。お互いの仕事の重要性が理解、尊重でき、家事や育児
の協力体制もスムーズになり、女性の就業継続が促進されます。
一方で、信頼性に優れた人事評価・育成システムの導入が公
平性や納得性を保つ重要なツールとなっています。

A2
笑顔が広がる感謝の連鎖
「スマイルカード運動」
仕事で関わったメンバーに、感謝の気持ちを言葉にして伝え
る社内運動を実施。どこが嬉しかったのかを具体的に記述する
ためには、普段からの観察や成長ポイントを見つける努力が必
要。自ずとマネジメント力の向上も図れるのです。また、お互い
を承認する風土は、確実に信頼感の向上につながっています。

「仕事の自分ごと化」
で、モチベーション UP
「任せるマネジメント」
を意識し、目的やゴールの明確化、共
有化を大切にしています。業務の詳細な作業指示を与えるので
はなく、目的達成の施策を部下自身に考えてもらうことで、問題
解決能力、進行管理能力の育成はもとより、モチベーション UP
につながっています。また、社内を横断して女性メンバーによる
マーケティング支援サービスの推進プロジェクト
「ヴィーナスプロ
ジェクト」
を結成。ワクワクする新しい仕事の挑戦機会を提供し
ています。
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前例のない
と
こ
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楽しさ

出版業界は華やかなイメージの一方、個人の裁量労働に委ね
られた働き方が根強い。出産後離職していく優秀な女性たちが、
安心して活躍できる会社を目指し、取り組んでまいりました。

A3
部下の人生を応援し、業績を上げる上司
社員の数だけ、人生があります。一人ひとりの人生の夢を叶
えるために、最も頼りになる相談者になりたいと思います。仕事
の夢、私生活の夢、少し先のありたい姿を一緒に探し、具体的
にロードマップを描き、行動に移す。PDCA を見守りながら、工
夫改善を繰り返し、一歩一歩、成果にこだわる人財を育ててい
きたいと思います。
私自身は、社外での様々な活動にも携わっています。フジ社
外取締役として
「女性活躍推進プロジェクト」「女性のちからプ
ロジェクト」、松山市シルバー人材センター副理事長として、女
性会員の活性化策「暮らしのものづくりプロジェクト」
を発案・
推進しています。8年前より休日を活用し、産業カウンセラーや
キャリアコンサルタントなどの知識、技術の習得に努め、国家資
格を取得しました。
現在では、愛媛版イクボス
「ひめボス講師」認定をいただき、
ひめボスの普及促進のお手伝いもさせていただいています。

「命令」
ではなく
「示唆」
を与えてくれる
仕事や人生の大事な節目に勇気を与えてくれる方です。
温かく見守りながら声かけやフォローをするなど、女性な
らではの細やかなマネジメントも勉強になります。いざと
いう時は全力で助けてくれる
“母”
のようなボスです。

みきゃんのつぶやき

推薦者
佐伯 里奈（サイキ リナ）
◎クリエイティブ事業部
ディレクションチームリーダー

愛媛の働く女性ロールモ
デルと言われるだけあって、
元気エネルギーがスゴイ！
社内だけでなく、社会全体
のことを考えるボスやけん。

愛媛トヨタ自動車株式会社 空港通店

準グ
ラン

リ
プ

ボス
め
ひ

井手野 好太郎
（イデノ ヨシタロウ）
◎空港通店 店長
空港通店／松山市高岡町377-1（本社／松山市宮田町109-1） 電話（089）973-5161 FAX（089）973-5119
業種：自動車小売業

従業員数：空港通店19名（全社218名）

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

ぜひ、お店に遊びにお越しください。
趣味の話をしましょう。ご試乗もお気軽に！

A1
2015年6月に店長に昇進するとともに、空港通店に配属され
ました。元気な若手社員が多い店舗で、「店舗売上を上げた
い！」
が最重要課題でした。売上 UP だけが目的なら、プレイン
グマネージャーである私自身が頑張れば、ある程度達成されま
す。しかし、それでは意味がありません。現在では、
「みんなで一緒に達成感を味わいたい、分かち合いたい」
「社員みんなが仕事と生活を楽しめるチームをつくる」
が最重要課題に変わりました。

「観察して気づくこと」
から始まる
「部下とのコミュニケーションの質と量の向上」
「組織風土の醸成」
ひめボスとして、最も大切なこととして取り組んだことです。
「部
下をよく観察し、変化に気づくこと」
から全ては始まります。ちょっ
とした会話や表情、行動が大事なのです。
プレイングマネージャーなので不在が多く、在社時や食事会
などのあらゆる機会に、できるだけ多くの部下と会話することを
意識しました。時には部下を自宅に招き、食事会を開催するこ
ともあります。また、部下のご家族とも交流するよう心がけてい
ます。今では、部下全員の趣味や家族状況などを把握できて
います。
両立支援に向けて、店舗一丸となって取り組んだ例の一部
です。
◆エンジニアの残業が多い
→予約の平準化徹底（月平均16時間の残業削減）
→社員個別のノー残業デーの設定
◆店舗初の育休取得者（女性）
→人材確保難の予測から、半年以上前から代替要員の確保を
開始。産休に入る1か月前から余裕を持った引き継ぎ実施。取
得者本人も周りも安心して対応できた

A2
固定概念を打ち破る、全員で変革
ひめボスとしての私の取り組みに、部下たちは戸惑っていまし
た。これまでの習慣とは正反対のことを指示したからです。
「売上目標を達成できなくても休暇は取る」
「休日は曜日不問で取得する。連休も OK」
「閉店時間より前でも、顧客への電話案内や事務処理をする」
まずは、組織風土の変革です。悪習慣を変えると、仕事の
効率や時間短縮も全員で取り組むようになりました。「情報共
有の強化」「お客様との接触方法の優先順位は、生産性意識
を持って自ら決定する」
など、自分ゴトとして改革が進みました。

部下たちが
驚
く
ほ
ど
の
斬
新
な
働
き
方改革

最重要課題を
「売上」
から
「働き方」
へ

A3
ひめボスとは
「見せる、魅せること」
仕事と生活の両方を大事にしている姿を
「見せる」。「魅せる」
役職者になる。
まず誰よりも自分自身が、両立する姿を
「魅せる」
ことが大切
だと思うのです。店長として
「輝く姿を魅せる」
ことで、管理職を
目指そうとする社員を増やしたいと思っています。
店長になって良かったことは、部下を素直に認めることがで
きるようになったことです。教えられることも多い。ワンマンだっ
た自分が変わりました。
私個人としては、社外のネットワークを広げ、豊かな人間関
係や趣味を楽しむよう努めています。愛媛ダーツの会、松山商
業高等学校の OB 会、松山道後秋祭の神輿のかき夫などです。
そのほかにも、松山まつり、野球拳おどり、愛媛マラソン、
海外ボランティア、社内サークルなど、愛媛トヨタで行っている
地域活動にも積極的に関わっています。

自ら実践し、背中を見せてくれるリーダー
自分で判断できるように導き、仕事を任せようとしてくれ
ます。困ったときは指示をするのではなく、ヒントを与え
てくれ、褒めるときにはみんなの前でしっかり褒めてくれ
ます。ご自身が生産性の高い働き方とプライベートの充
実を目指されていることに刺激を受けます。

みきゃんのつぶやき

推薦者
取附 久徳（トリツキ ヒサノリ）
◎空港通店 営業 G 係長

仲間を大事にする、包容
力のあるひめボスやったけ
ん。自分の考え方をしっか
り持っとるのもスゴイ。社
員さんがみんな礼儀正しく
て笑顔が素敵やったけん。
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一般社団法人 Sign

準グ
ラン

リ
プ

ボス
め
ひ

正岡 弘樹
（マサオカ ヒロキ）
◎多機能型事業所パドル
［法人本部］代表理事
今治市八町東6-4-22（法人本部／多機能型事業所パドル） 電話
（0898）48-5200
業種：障がい者福祉提供サービス

FAX（0898）48-5310

従業員数：31名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

いつでもどうぞお越しください！ 今治の美
味しい魚を釣ったり、ソフトボールもぜひ
一緒にしたりしましょう。

A1
事業の拡大ごとに、子育て中の女性職員が増えてきました。
創立当初から有給休暇を取得できる環境でしたが、次第に「家
庭の都合で迷惑をかけるから辞めます」
という言葉を聞くことが
ない職場づくりが必要だと感じ始めました。そして、気兼ねなく
休めるようにするために、他の職員の負担やバランス、協力体
制を築くことから始めました。
業務では、全職員の月間予定表やタイムスケジュール、業務
分掌を共有・把握できる仕組みを構築しました。見える化する
ことで各人の仕事量も一目瞭然となり、残業になりがちな職員
がいるとその都度、業務分掌を見直し、ブラッシュアップして
います。

離職率減少の秘訣は「制度理解と風土」
私を筆頭に管理者が定時に声かけをし、遠慮なく退勤でき
る環境もつくりました。加えて、全職員でメール共有をしたり、
3か所の事業所ごとに LINE を立ち上げたりしています。時間制
約のあるパート職員、育児・介護等で休む職員ともリアルタイ
ムで情報共有ができています。そこで各々がコメントを発信す
ることで、カバーしているメンバーはもちろん、全員が感謝の
気持ちをくみ取る場にもなっています。
しかし、組織運営をするためには、目的を理解しないとうま
く機能しません。就業規則を整備した時に、どういう思いでルー
ル化したのか、背景も知った上で運用することがさらなる共感
を生みます。制度理解と風土醸成の両輪によって、誰もが安心
して長期旅行で休め、有給扱いでの看護・介護休暇を利用し
たりできるようになりました。離職率はここ3年で、1/5に減少し
ています。

A2
統一された意思と対応が質の向上に
業務は就業時間内に行うことを基本とし、会議やスキルアッ
プ研修も定刻に設定しています。また、屋内作業の他に施設外
就労の割合が増えたことで、職員の急な休みでも対応できる手
厚い人員配置やフォロー体制を確立しました。しかし、複数人
が行う支援は、どの職員が担当しても質を一定にしなければな
りません。そのため、責任感と連携、意思統一力を上げるため
に情報共有を丁寧に行うことで、多能工化を実現しました。人
員に余裕がある時は、事務作業や外部との折衝に時間を充て
られるようになりました。
職員の充実が質の向
上を呼び、県下全ての
障がい者福祉サービス
事業所で、就職者数が
2年連続トップとなって
います。
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働きやすさ
と
質
の
向
上
で
み
ん
な
が
笑顔に

徹底した業務と人員配置の見える化

A3
笑顔の輪を広め、自らも笑顔に
たくさんの人を笑顔にし、その分、自分もたくさん笑顔にな
れる人です。
私が仕事とプライベートを楽しむ上で心がけていることは、
「心の切り替えをする」
ことです。私の亡き父は、仕事でつらい
こともあったと思いますが、家ではそれを一切見せませんでし
た。その影響もあってか、仕事もプライベートもメリハリをつけ
ることを大切にしたいと思っています。
現在は、夜間見回りのボランティアや子どもの学校の PTA 会
長、愛護班連合会、地域の公民館の審議委員を拝命しています。
地域と連携することで、障がい者への理解にもつながっています。

親身に聞いてくれ、即実行！
それぞれの生活環境を配慮しつつ、カバーする職員に対
しては同時進行で負担の配慮をしてくれます。だから職員
も、仕事に貢献したい気持ちが高いんです。また、家族
や友人同様に
「仲間」
として思ってくれています。

みきゃんのつぶやき

推薦者
山本 正恵（ヤマモト マサエ）
◎多機能型事業所パドル
［法
人本部］事務

陽気な笑顔と感謝の気持
ちの表現がピカイチのひ
めボスやけん。自ら率先し
て動くことで、みんなの気
持ちを同じ方向に動かせ
るところがすごいんよ。

株式会社あわしま堂
野間須 陽
（ノマス アキラ）
◎管理部情報課 課長
八幡浜市保内町川之石1-237-53

電話（0894）36-1707

業種：食品製造業

FAX（0894）36-3133

従業員数：880名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

しています。業務が属人化しやすい仕事なので、緊急対応時の
判断にも役立っています。

A1
管理部情報課は、一般的に
「情報システム部門」
と呼ばれる役
割をしています。外部の専門企業の力を借りながら、社内の情
報や IT 機器等をスムーズに使えるようにマネジメントする部署で
す。
4人で支店も含めた会社全体をカバーするのですが、少数精
鋭だからこそ理解し合って工夫し、助け合って仕事と生活の両
立を目指しています。そのために、プライベートも積極的に把握
し合い、それぞれの私生活が充実するように配慮をしています。
◆部下の構成
・定年後に継続雇用された66歳のベテラン男性社員
→健康状態に配慮が必要、高齢の親御さんの面倒も見てい
る
・2人のお子さんを持つ共働きパパ社員
→2人目のお子さんが誕生した時に約4か月の育児休業を取得
・今年結婚したばかりの新婚男性社員
→1週間の新婚旅行を楽しむ。新婚生活が充実するよう配慮
・40代の中堅男性社員
→以前はモーレツ社員だったが、定時退社を進め、趣味の
時間をつくっている
○年次有給休暇の取得率：
2015年度 33.3％ ⇒ 2016年度 58.3％
○月間平均残業時間：2016年度 7.9時間／ 1人

A2
そのタスクは本当に必要か？
業務そのものの必要性を考えています。時には別のものと一緒
にしたり、やめることも大切です。
また、毎日朝礼時に部下の仕事の進捗状況を確認し、1人だ
けに仕事の負荷がかからないように分担するなどの配慮をしてい
ます。バラバラになっていた多くの資料を1つに集約し、他部署
の効率改善にもつなげる成果を出しました。
緊急の案件が多い部署ですが、仕事の緊急度を見極め、状
況に応じた対応をしています。その時も、部下のプライベートも
考慮して仕事を割り振っています。
有給申請に理由は問いませんが、さりげなく状況を知るように

個々の状況
に
配
慮
し
な
が
ら
チ
ー
ム
で協力

社内の情報を4人のチーム力で支える

あわしま堂の
「ぴーなつ焼き」
が私のイチオ
シです！ 工場見学もできますので、ぜひお
越しください。

A3
働き方改革そのものは目的ではない
多様な人材の働きやすさを考えることが、企業の新しい価
値観を創り、イノベーションを起こす。単なる時短などではなく、
働き方改革の意味を考えるひめボスでありたいと思います。
自分自身は、仕事も生活もとても充実しています。家庭では、
3人の子どもの育児、洗い物や洗濯などの家事をしています。子
どものサッカークラブのお世話を積極的に行い、休日等の試合
には必ず応援に行っています。近隣のパパ友との親交も深めて、
お祭りや芋煮会など地域の活動に参加するのも楽しみです。
業務上、繁閑の差が激しいため、基本的に定時退社を心がけ、
遅くまで仕事をした際には、翌日に遅出出勤をするなどして残業
の削減に努めています。

仕事の割り振り上手で、部下思い
普段から個人の状況を把握してプライベートに配慮してく
ださいます。仕事の割り振りはもちろん、他部署の人や
協力会社さんとの協調も上手で、緊急な案件にもたくさ
んの協力を得ながら、冷静に対処。部下の負担を減らし
ながら、業務が滞らないよう対応してくれます。

みきゃんのつぶやき

推薦者
市川 晋（イチカワ ススム）
◎管理部人事課 課長

「部下たちは優秀なんです」
と笑顔で話す姿が印象的。
自部署の役割を果たそうと
する熱意があるひめボスやけ
ん。少数精鋭で全国の拠点
を網羅しているのがスゴイ！
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イケダ産業株式会社
井上 敦夫
（イノウエ アツオ）
◎課長
松山市久万ノ台189-1

電話（089）925-5590

業種：建設業

FAX（089）925-5594

従業員数：8名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

オープンマインドで部下に関心を持つ
日頃から、プライベートについても部下とよく話します。部下か
らも話しやすいように、自分のことを積極的に話す関係づくりを
しています。年に数回、食事会、バーベキュー、ドライブ、年末
の餅つきなど、家族ぐるみのイベントで親睦を深めています。仕
事を超えてプライベートも部下と一緒に充実させることで、信頼
関係が強固になり、仕事にも好循環をもたらしています。

仕事と育児にバランスのいい配慮
私自身も家族との時間を大切にしていますので、部下の子ども
の保育園行事や急な病気などで対応が必要であれば、できる限
りフォローしています。部下が仕事も育児も両立できる環境を支
援することは、上司の仕事だと思っています。

部下が真似てくれることを意識する
仕事でもプライベートでも、何事も継続して努力することが大
切です。ありがたいことに、部下もそれを見てくれています。その
方法や姿勢を見せることも、部下の育成につながります。可能
性を秘めた原石に対して、魚を釣ってやるのではなく、魚の釣り
方を教えてあげる立場を取っています。

A2
書類の共有化と情報伝達の効率化
担当者ごとに点在していた書類を、業者ごとに PDF ファイルに
変換し、フォルダ分けをしました。それに加え、手書きの書類を
Excel 等でデータ化し、単価表などもパソコンで管理するように
しました。紙のデータ化、情報の共有をすることで、探す時間
の無駄を省いてデータの整理整頓をすることができました。
また、報告・連絡はメールや LINE を活用することで効率化を
図っています。文字で残るため、記録にもなり聞き漏れもありま
せん。そして、相談にはしっかりと対応し、メリハリをつけ、部
下のメンタル面に配慮しながらモチベーション向上を促すよう努
めています。
「相談」
に対しては、
課題を成し遂げられるよう
「援助」
をすることが大切です。

A3
何事も楽しむ！
どんなことをするにも楽しんでやること！ がモットーです。私自
身、仕事はもちろんですが、プライベートも楽しんでいます。料
理をすることが好きで、家族のイベントや空いた時間に、みんな
が好きなメニューを作ったりパンを焼いたり。料理から広がる夫
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業務の効率化を図り、
メ
ン
タ
ル
面
か
ら
サ
ポ
ー
ト

A1

大人も子どもみんなで一緒に楽しめるこ
と、いっぱいしましょう！

婦や家族の絆を、これからも深めていきたいと思っています。
休日や仕事の合間には、清掃活動や祭り、
「亥の子」
などの地
域行事にも積極的に参加しています。子どもの学校行事、PTA
活動もしており、準備や片付けも含めた活動、スポーツチームの
練習の見守りや遠征合宿、試合の引率なども行っています。
また、地域の高齢世帯の冠婚葬祭や農業のお手伝い、義両
親が作っているキャベツや米の植え付け・収穫・出荷なども一
緒に行っています。地域を支える人間として、周囲を巻き込みな
がら自ら楽しんでいます。

公私ともに私のロールモデル
ワークライフバランスが取れた理想的な働き方をされてい
て、公私ともに見習うところが満載です。人間的にも尊
敬できる、私のロールモデルです。

みきゃんのつぶやき

推薦者
藤岡 徹（フジオカ トオル）
◎主任

楽しさいっぱいの気さくな
ひめボスやったよ。家で
は腕前の確かなクッキング
パパで、人の輪を広げる
のがうまいけん、いつもみ
んなから慕われとんよ。

石岡建設株式会社
宮川 尚久（ミヤガワ ナオヒサ）
◎営業部 部長
喜多郡内子町大瀬中央5860

電話（0893）47-0321

業種：建設業

FAX（0893）47-0123

従業員数：15名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

ワイワイ弾む話をみんなでしましょう！ マラ
ソンやボランティア活動もしていますので、
ぜひ一緒にいかがですか。

A1
部下の業務量を把握し、的確に判断することに注力していま
す。生産性を高めて残業を削減するためにも、誰が今、どんな
仕事をしているか、進捗状況はどうなのかを確認し、ケアするこ
とを心がけています。成長させる因子を残しながらも必要に応じ
て寄り添い、タイミングを合わせてフォローしています。

冷静な分析と熱いリーダーシップ
どんなことをする時もまず、部下を尊重しています。尊重する
には信頼をし、できた時は褒める。これを信条にしています。
一方で、人事考課の際には公正公平な評価をするために、冷
静に部下の分析を行っています。これは、いかに客観視できるか
という、評価者の能力が問われる一面でもあります。私情を挟ま
ないで仕事の評価をすることが、逆に信頼につながり、部下や
同僚が頼りにしてくれることにもなっていると思います。自分に寄
せられた悩みや相談は、全力で受け止めています。
同年代の社長は、私の仕事を十分に理解してくれています。
その分、私も社長の思いを部下に伝え、前進させる役目があり
ます。部下をその気にさせながらも部下の動きに合わせる。その
時々で勇気づけながらもそれを感じさせない。リードしつつも配
慮と鼓舞を忘れません。

A2
事前準備と整理整頓で効率化
会議の際には、時間管理はもちろん、事前準備をしっかりす
ることを心がけています。建設的で効率的な進行ができ、会議
から生まれる成果量がぐんと上がります。
パソコンのデータは、誰が見てもわかりやすいようフォルダ整
理をしています。データ検索に時間を取らないことは、一緒に仕
事をする相手への思いやりでもあります。
また、仕事の優先順位を常に考え、全体の業務が滞らないよ
う手持ち無沙汰な時間を減らす取り組みを行っています。やるべ
き業務やアイディアを思いついた時には必ずメモを取り、その内
容が終わったら消していきます。難易度に関係なく漏れのない仕
事ができ、さら
に記録としても
残るので、 か
なり効果があり
ます。

信頼関係を
構
築
し
て
楽
し
み
な
が
ら
働く

部下の成長を目指す
「寄り添いマネジメント」

A3
一生懸命が笑顔を呼びます
周囲が笑っていると、自分自身も充実できているように思いま
す。時には家族よりも長い時間を部下と過ごしますが、自分がい
つでもどんな時でも楽しむことを大切にしています。一生懸命さ
は笑顔を呼ぶんですよね。
私は、仕事も地域行事も子育ても、積極的に参加するよう
にしています。ボランティア活動も行なっているため、様々な方
面へ人脈を広げることができ、それが仕事でも活かされていま
す。イベントやボランティア活動では、いろいろな情報へのアン
テナを張り、何かにつなげることができないかと常に考えていま
す。社内で愛媛マラソンに挑戦したり、仲間とリレーマラソンや
サイクリングをしたり、趣味のゴルフやバレーをしたりもしています。

宮川部長に絶大な信頼を寄せている石岡社長

期待に応えたい憧れの上司
仕事は楽しんでするものということを自然と学びました。
部下に対しても信頼をおいてくれているので、期待に応え
たいという気持ちにさせられます。これからもお世話にな
ります！

みきゃんのつぶやき

推薦者
伊達 智仁（ダテ トモヒト）
◎営業部

冷静さとひたむきさを併せ
持つひめボスやったよ。そ
こに魅力を感じて職場のみ
んなが前向き。安心して仕
事のできる環境をつくり出し
とるところがすごいんよ！
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株式会社伊予銀行
髙岡 公三
（タカオカ コウゾウ）
◎地域創生部 部長
松山市南堀端町1

電話（089）941-1141

業種：銀行業

FAX（089）932-8772

従業員数：約4,300名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

一期一会の出会いを大切にしています。ぜ
ひお会いできる機会を楽しみにしています。

チームの仲間の一員として一緒に肩を並べて仕事をし、気軽に
話し合える職場風土をつくっています。

A1
イクボス宣言で魅力ある職場づくり

1. 早期退行を目指す
「育暮巣
（いくぼす）運
動」
それぞれの机に今日の退行時間を書いた
カードを置き、見える化して目標達成のた
めの時間管理を促しました。
2.「家族の記念日ノー残業デー」
本人や家族の誕生日、結婚記念日などの
大切な日は残業しない、させないようにして
います。私が若い頃、家族の誕生日に上司
から飲み会のお誘いがあり、結局断れずじ
まいになったことがありました。支店長になった時から、私は
手帳に家族を含む職場全員の誕生日や結婚記念日などをメモ
し、朝礼でみんなでお祝いをしています。この取り組みによっ
て、チームが一体化するのもさることながら、その日はメンバー
で仕事をシェアするなど、サポート意識も醸成されています。
3.「マイライフ休暇」
の創設
通常の休暇制度を加速するため、年2回、プライベートを充実
させる休暇を始めました。定着すれば順次拡大予定です。
2017年度1～ 9月の時間外労働は、前年度比6.6時間減少、
年休取得率は7.4ポイント上昇し、WLB のモデルケースになって
います。

異動希望者 NO.1を目指す
地域創生部は、まち・ひと・しごとを生み出すための地域経
済活性化に関する企画から運営までを一貫して担う、新産業育
成の専門部署です。今までにないものを創出する部署ですので、
働き方も率先して創り出しています。全行で最も行員が異動した
い部署 NO.1になるような部署づくりをしています。

A2

新しい試み
に
取
り
組
み
仕
事
力
を
向上

2017年10月、長時間労働縮減と年次有
給休暇の取得促進のため、職場独自の具
体的な目標をつくってイクボス宣言を行いま
した。

チャレンジで人間力向上

人間力を高めることが大切だと思っています。それには、何で
もやってみることが大事！ 失敗しても、経験は未来への成長財
産です。
プライベートでは、休日に夫婦で四国内のあちこちへ出かけ、
キャンプや山歩きをしたり、道の駅を訪ねたりしています。仕事
でおつきあいのあった方に誘われて始めた山歩きは、助言をも
とに二人で機能が充実したウェアを準備し、楽しく登っています。
夫婦円満であると、どんなに困難な仕事も苦になりません。行っ
た先でその土地の宝を再発見し、地域創生の力になれる支援に
結びつけています。
また、以前、上司から絵手紙の魅力を教えてもらいました。
支店長時代には行員の誕生日に朝礼でお祝いし、はがきにエー
ルの言葉を添えた絵手紙を贈っていました。

チーム力を上げ、仕事の進め方を見直す
支店勤務の時に、一緒に仕事をさせていただきました。
チーム全員で考える端緒となったり、団結力が向上した
りする明確な言葉がけや行動をして、働きやすい職場づ
くりを行ってくださっています。

みきゃんのつぶやき

仕事の断捨離で仕事の流れを変革する
メリハリの効いた仕事を浸透させていくため、職場マネジメン
トを変革していくことが私の役割だと思っています。
「捨てる」
「創
る」
「変える」
の発想で、仕事の断捨離をしています。会議と資
料はシンプルにし、私に上がってくる案件は決断材料をもらった
あと30分以内に返答するよう心がけています。決断が早ければ、
次へのステップがスムーズになり、仕事の進みが早くなります。
また、縦の関係よりも役割と責任を明確にしたフラットな組織
を理想とし、
「部下」
という呼称は禁句にしています。フロアでは、
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A3

推薦者
白石 良平
（シライシ リョウヘイ）
◎人事部 課長代理

会った瞬間から、場の雰
囲気を明るく変えるひめボ
スやったよ。一緒に仕事
をするとワクワクする！ と
思わせる魅力がいっぱい
詰まっとるけん。

株式会社ウイン
疇谷 淳也
（クロタニ ジュンヤ）
◎ IT ソリューション事業部 事業部長
松山市二番町3-6-5

電話（089）989-3838

FAX（089）972-0022

業種：システム開発・ホームページ制作・人材派遣

従業員数：232名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

ぜひ、一度遊びに来てください。

A1

A3

人手不足は業界全体の大きな課題

会話の機会を意識してつくる
部下が悩んでいることについて話しやすい環境づくりを心が
けています。部下に対する自分から話しかけ、雑談の投げかけ、
笑いを交えた冗談話など、仕事以外のことで話す機会を設ける
努力をしています。
また、同じような悩みや課題を持った部下同士の会話の機会
を持ち、克服に向かって目標を複数人で共有できるようにしてい
ます。それが、社員の連帯感とコミュニケーション能力の向上に
つながっていると思います。

A2

情報や目
標
を
共
有
し
合
え
る
雰
囲気に

会社全体の残業が多いことが問題になっていたので、1年ほど
前から両立支援への取り組みを本格的に進めてきました。当社
はシステム開発・ホームページ制作・人材派遣などのサービス
を提供していますが、人手不足や長時間労働は社内だけの問題
ではなく、業界全体の大きな課題になっています。特にシステム
開発の人材不足は深刻で、日本国内だけでなく、海外発注をす
るなどして対応している事業所もあります。

雰囲気づくりをできる人でありたい
I T 関係の仕事は、仕事が属人化しやすく、隣の席の社員が
何をしているのかわからないということもあり得ます。担当部分が
異なるからとお互いが干渉しなくなると、仕事の成果も労働時間
にも大きく影響してきます。話をする仕組みをつくり、お互いに
関心を持ち、気軽に会話できるような雰囲気づくりをすることを
大切にしています。
職場以外での私は、地域の清掃活動や地方行事に参加する
ことで、地域コミュニティの活性化に協力しています。1か月に2
回程度、会合に参加したり、行事の準備をしたりしています。
公私にわたって組織の中での活動や役割を認識する機会が増
え、いろいろな年代の方々と触れ合うことも多くなりました。職
場でも、同じように地域活動に参加している社員がいることがわ
かり、情報交換や新たなコミュニケーションにつながっています。

非常に頼りがいのある上司
非常に頼りがいのある上司で、小さな不安や心配事にも
全力で相談に乗ってくれます。ご自身も業務を抱えお忙し
いとは思うのですが、相談事を持ちかけて、他愛もない
話題で盛り上がってしまうこともしばしばあります。

みきゃんのつぶやき

コミュニケーションで仕事を進める
まずは自分がやってみて、次は部下と一緒にやってみて、最後
に部下にやらせてみてアドバイスをすることを心がけています。ま
た、定期的な部署ミーティングを開催し、部下の一つの課題に
対して参加者全員が意見を出し合い、解決に努めています。
その結果、情報共有ができるようになりました。社歴の浅い
社員の早期スキルアップと能動的な発言を持つことにも役立って
いると思います。

推薦者
浮穴 伸一（ウケナ シンイチ）
◎ Web ソリューション課
課長代理

業界や地域全体のことを
考えていて、明るくてバイ
タリティに溢れたひめボス
やけん。笑いを交えなが
ら相手を緊張させず、話
を聞いてくれるんよ。
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株式会社愛媛銀行
井上 和弘
（イノウエ カズヒロ）
◎人事教育部 部長
松山市勝山町2-1

電話（089）933-1121

業種：銀行業

FAX（089）933-0118

従業員数：1,687名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

仕事は楽しく、子育ても楽しくやりましょう！

A1
子育て世代を中心に両立をバックアップ

A2
業務が滞らない副任体制の構築
各業務の副任体制を構築して、みんなで協力しながら業務に
取り組めるようにしました。お互いの仕事を理解することで、急
な休みにも対応できる体制を作り上げました。
それを実行するためには、部下を信頼すること。そして、部下
も権利を主張するばかりでなく、きちんと仕事をすることの両輪
が大切です。業務効率には、信頼関係が不可欠です。部下た
ちは本当によくやってくれています。

仕事も子
育
て
も
「
大
家
族
」
で
支
える

当部には仕事と子育てを両立している女性行員がいます。毎
週初に管理職以上を交え、お子さんの学校スケジュールや家庭
行事について共有し、制度休暇や半日休暇を積極的に活用しな
がら子育てに協力するようにしています。
他の行員についても、男性行員のお子さんの参観日などへの
参加を推奨しています。男性の育児休暇取得者が行内でも出て
きており、男女問わず生活も大切にする組織風土ができていると
思います。
また、2017年3月1日には、事業所内保育施設
「ひめぎんこども
倶楽部」
を開設し、子育て世代の行員が安心して仕事と子育て
を両立できる環境作りをしていきます。

A3
ひめぎんファミリーの精神そのもの
行員の家族を大切にし、家族同士がつながり、大家族を作る」
というスピリッツが受け継がれています。退職された OB の方も
大切にしています。
特徴的なのは、1年に1回、上司が部下の家庭を訪問し、ご
家族と会話をする仕組みです。特に、県外の支店に転勤した時
などは、社宅でプライベートでも交流する機会があると本当に
心強いのです。ひめぎんファミリー、大家族の良さを実感します。
ひめボスの精神が自然と養われ、継承されています。
私が管理職としての経験が浅い頃は、業務遂行や目標達成以
外の精神的余裕がありませんでしたが、職場の雰囲気づくりは
管理職の重要な仕事だと実感し、今は楽しめるようになってき
ました。また、愛媛県や当行で主催するイベントやボランティア
活動には積極的に参加しています。

フットワークが軽く、話しやすい上司
フットワークが軽く、とても話しやすい上司。家庭のこと
も気兼ねなく話せる雰囲気づくりをしてくれます。仕事の
相談をしても肯定しながら聞いてくれるので、仕事に対す
るストレスも減りました。おかげで私も他店の行員の相談
に乗ってあげたいと思える、心の余裕が生まれました。

みきゃんのつぶやき

推薦者
青野 剛史（アオノ タカシ）
◎人事教育部 調査役
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穏やかな笑 顔と語り口で、
優しく話を受け止めてくれる
雰囲気。長時間労働が当た
り前だった時代を知ってい
るからこそ、本当に大切な
ことがわかっとるんやね。

公益財団法人えひめ女性財団
越智 やよい
（オチ ヤヨイ）
◎常務理事
松山市山越町450

電話（089）926-1633
業種：その他

FAX（089）926-1661

従業員数：12名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

いつでもご来館ください！ 顔を付き合わせ
て何でも語れるネットワークが大切です。
職員一同お待ちしています。

A1
毎日定時に終礼を行っています。そして、終わるとすぐに私が
退庁することで、時間内に業務を終え帰宅する風土も醸成され
ています。地元の地域活動をしている職員や子育て中の職員な
どもいますので、積極的に休暇を取得する雰囲気づくりを行って
います。
職場の雰囲気を変えるにはまず、自らが率先して動くことだと
考えています。

自分の話をする、対話する
職員は、私が夫と協力して孫の幼稚園送迎をしていることや、
私の趣味などもよく知っています。仕事と生活の両立はそれぞれ
の価値観や尺度がありますが、子育て、孫育て、介護、そして
夫婦の関係について進んで自身の私生活をオープンにすることで、
職員の安心感にもつながります。お互いを分かりあうコミュニケー
ションをすることで、互いに協力し合う関係を築くことが出来るの
です。
信頼関係が構築されてこそ、目指す先のゴールを伝えることで
目的意識が共有され、行動の方向付けができます。

組織でサポートする
家族の看護が必要となった職員に対し、勤務の交代、代替職
員を配置するサポート体制を作りました。また、業務運営に支障
が出ない仕組みとして、主査と副主査を置き、業務をシェアする
ことで職員の突発的な休みにも概ね対応できるようにしています。
組織で体制を整えることは、全員の心づもりにもつながります。

A2
終礼の効果を活かす
終礼の利点として、まず、その日に行った業務や出来事を職
員全体で共有し現時点での業務の進捗状況を確認することで、
明日以降の連携につなげられることが挙げられます。また、それ
ぞれの気づきの報告が、キャリア形成の一助にもなっています。
さらに、終礼を区切りにして時間管理もできます。

研修でスキルアップと情報共有
業務の参考となる研修会には、県内外にかかわらず積極的に
参加できるよう配慮しています。学びや気づきを通して職員のス
キルを上げ、しっかり全体で共有することにより日々の業務の中
で実践できることが大切だと捉えています。

組織で体制を
整
え
、
安
心
し
て
働
け
る
職場に

雰囲気づくりの名手

A3
ぶれない愛がここにある
私の役目は皆さんと未来をつくることです。部下も同じ役割を
担っています。今後、あらゆる分野で活躍を期待する部下のた
めに、一つひとつ着実に成長できる働きかけを続けることが私の
役割だと思っています。
私自身は、平日の退庁後、近距離に住む保育園児の孫の
世話を夫婦で行い、働く若い世代を応援しています。また、週
末の時間が取れる時は、趣味のゴルフを夫や仲間と満喫したり、
旅行に行ったりします。
高校で教鞭を執り校長職を務めた経験、そして現在のネット
ワークから、自分は " 人をつなぐ " 役割を担っていると考えてい
ます。今後も、男女共同参画社会が目指すパートナーシップの
輪を広げるための架け橋として、一翼を担っていきます。

仕事を通じて本気度を見せる・信じる
業務中の集中力と定時退庁後のプライベートの充実は、
私たちのお手本です。また部下を信じ任せていただくこ
とで職員一人ひとりの責任と自覚を持った働き方につな
がっています。

みきゃんのつぶやき

推薦者
恒岡 里美（ツネオカ サトミ）
◎事業課長

県内津々浦々で、幅広い
内容の講座に登壇されよ
んよ。冬はスタッドレスタ
イヤに変えてどんな雪道で
も行けるように準備！ 誰も
が憧れる
「先生」
やけん。
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親子通園みのり
大野 親子
（オオノ チカコ）
◎管理者
松山市余戸中3-10-35

電話（089）972-3250

業種：児童発達支援事業所

FAX（089）989-6685

従業員数：5名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

「大丈夫よ。私が絶対守るから！」
と言って
ハグしてあげます！

A1
当園は、発達に心配の見られるお子様と親子で通園できる療
育支援事業所です。ペアレントトレーニングを取り入れた会話や
遊びを通して、一緒に成長していくことを目指しています。そして、
スタッフみんなが子育て真っ最中です。全員が制約を持った中で
「頼める」
「休める」環境を創出しており、開園時からお互い様
の関係を構築しています。家庭の充実は仕事の充実と捉え、誰
もが心置きなく勤務できるよう配慮しています。
ご利用者様が
「みのりに来るのが楽しみです」
と言ってくださる
のは、スタッフの家庭を最優先に考えるからこそなのです。

部下の資格取得をバックアップ
資格試験に挑戦中のスタッフには、試験日の数日前から勉強
に専念しやすいシフト調整を行っています。スキルアップすれば、
利用される方々に質の高い支援を提供できますし、スタッフ自身
の能力を発揮できる場がさらに広がります。それぞれのスタッフ
の夢を応援することも、ひめボスの役割だと思っています。

3つのポリシーが支え合う文化を醸成
「健康で」
「明るく」
「楽しい」
職場。これが私のポリシーです。
自分自身のことをありのままに伝えることで、スタッフとの間に理
解と共感が生まれています。スタッフも、他愛もない会話から自
分の得意分野や趣向を話してくれるので、それを業務に活かして
います。例えば、手芸の得意なスタッフにはその才能を役立てて
もらい、不得手の分野があれば別の得意なスタッフにカバーして
もらう。お互いが敬意を払える関係を大事にしています。

A2
ぶれない目標を共有し、具現化する
みのりでは、
目標である
「お子様の支援、
そしてお母さんの支援」
を常に共有しています。何をすればいいか迷った時に、このぶれ
ない目標を分かち合っているからこそ、スタッフから毎日忌憚の
ない提案が上がってくるのだと思います。また、より良い支援に
向けて研修会を開催し、それぞれが学んだ実践的な知識を共有
し、質の向上を図っています。
そして、勤務形態や勤務年月、療育内容にできるだけ差がで
きないよう、
「チームである」
ことを普段から伝えています。スタッ
フは同じ方向を向く最高の仲間であり、お互いが響き合うからこ
そ、日々いい仕事ができるのです。
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目標を共有
す
る
最
高
の
仲
間
た
ち
と
ともに

スタッフ全員が子育て真っ最中

A3
いつも守ってくれる最高のチームメイト
本当のボスは、誰かの上には立ちません。みんなと同じ視点
から、どんな時でも絶対に味方になって守ってくれる、そんな存
在だと思っています。
私自身も、いろいろなことに挑戦しています。家族と釣りやサッ
カー、バレーを楽しみますし、音楽を聴くのも大好きです。野球
の応援に出かけることもあります。スタッフからは
「聞けば聞くほど
出てきますね」
と言われます。
PTA で地区役員を務めるほか、松山市内の児童館で月に一度、
イベントのボランティア活動も行っています。自分自身のスキルアッ
プやモチベーション維持のため、発達支援に関する研修受講や
アロマの資格取得もしました。仕事でもプライベートでも、やっ
てみたいと思うことはやってみる！ メリハリをつけてワークライフバ
ランスを楽しんでいます。

「ありがとう」
が飛び交うリーダー
小さなことでも感謝され、気遣いと優しさに溢れています。
私たちも役立ちたい気持ちに突き動かされます。家庭や
体調も気にかけてくれるワーキングママです。

みきゃんのつぶやき

推薦者
棟朝 真佐栄
（ムネトモ マサエ）
◎指導員

ハートがいっぱい詰まった
先生やけん。仕事の使命
に燃えつつ、スタッフとキ
ラキラ光る橋をたくさん架
けとんよ。 名 前も偶 然？
必然 !? “ 親子 ” さんなんよ。

鬼北町役場
松本 幸男
（マツモト サチオ）
◎総務財政課 課長
北宇和郡鬼北町大字近永800-1

電話（0895）45-1111（代） FAX（0895）45-1119

業種：公務員

従業員数：170名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

さまざまな物理的仕掛けもしました。
「書棚の上に書類や荷物を
置かない」
など、デスク周りの環境整備に力を入れるようにしたこ
とで、担当者以外でもわかりやすく書類が片付けられ、業務効
率が上がりました。

A1
私が先に帰ると部下も帰りやすいのではないかと思い、終業
時間がくると意識的に仕事を切り上げ、職場の雰囲気を
「帰る
モード」
に切り替えるようにリードしています。部下が残業する時
は、ひと声かけてから帰ります。
「健康な体と心で仕事をしてほし
い」
と願っています。仕事でストレスをためてほしくないのです。

残業時間の削減、振替休暇取得を推進
出退勤はパソコンで管理し、有給休暇も WEB 申請です。休
日出勤をすると振替休暇の提案が自動で表示されるので、取得
の促進につながっています。
財政係は年間を通じて残業が多かったのですが、繁忙期以外
は改善されています。他の係にもベンチマークするよう促し、ノウ
ハウをシェアするようにしています。
ノー残業デーは、2015年まで水曜日だけでしたが、今は金曜
日も追加されて週2回。朝の放送で全庁にインフォメーションが
流れます。パソコンが使えなくなるので、必要なら17時までに申
請する仕組みです。

人に判断を委ねず、自分で判断する力を
「現場に任せ、責任は持つ」
ことを心がけています。朝礼と終
礼も実施し、折に触れて情報共有をしています。仕事の力をつけ
るために、問題解決力を高めて、自分で判断できる力を養ってほ
しいのです。判断を人に委ねるのではなく、
「自分でまず考えて
みる」
ことを指導しています。

A2
庁舎再生が建物と職員のリ・クリエイトに
文化財として保存した庁舎再生が、第11回日本ファシリティマ
ネジメント大賞の
「優秀ファシリティマネジメント賞」
を受賞しまし
た。鬼北町庁舎は、建築家のアントニン・レーモンドの事務所
による1958年の設計で、国の登録有形文化財にもなっています。
老朽化に伴って建
て替えを検討してい
ましたが、文化財
を残す改築の道を
選んだことがオフィ
ス改革をもたらしま
した。
そ の ほ か、ICT
活用による事務の
見直しはもちろん、

鬼北町版ひ
め
ボ
ス
「
イ
ク
ボ
ス
の
鬼
」
宣言

どちらが先に帰るか部下と競い合う

庁舎の見学にぜひお越しください。
鬼北町の美味しい地酒もご紹介します。

A3
ひめボスとは、信頼できる人
部下が気兼ねなく仕事をしやすいように、精神的な垣根を取
りたいと願っています。仕事と生活の両方を充実させるためには、
信頼関係なくては成り立ちません。
また、職員が会長になって作った課内会が、懇親会や旅行な
どの課内コミュニケーションをつなぐリードをしてくれています。
私自身の生活も充実しています。趣味はウォーキングやサイク
リングで、ストレスをためないように心がけています。仕事を終え
ての晩酌が毎日の楽しみです。

気軽に話しやすく、頼れる上司
部下の仕事内容も把握して、早く帰るよう声をかけてくれ
ます。仕事と生活のメリハリがあり、始業前にウォーキン
グをするなど健康にも気を遣われています。

みきゃんのつぶやき

推薦者
佐竹 美伎（サタケ ミキ）
◎企画振興課 主査

鬼北町版ひめボス
「イクボ
スの鬼」宣言もしとる、優
しい笑顔のひめボス。改
修の制約を、鬼のような
アイディアと熱意で長所に
変えるところがすごいけん。
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株式会社クラッチ
渡邉 泰正
（ワタナベ ヤスマサ）
◎代表取締役
松山市木屋町2-3-6 イーエヌマンション2 1F

電話
（089）989-4024

業種：就労継続支援 A 型事業／ネット販売小売業

FAX（089）989-4024

従業員数：7名（就労者23名）

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

ぜひ、遊びに来てください。
趣味のバイクの話もしましょう。

A1

A3
マンガ
『ONE PIECE』
のルフィ！

この問いかけに、みんなが
「YES」
と答えられる職場は、仕事と
生活の両立の満足度が高いと思っています。当社は、障がい者
のための就労継続支援 A 型事業をしており、
「クラッチ」
という社
名は
「人をつなげる」
という意味を込めています。
私自身の子どもも障がいがありますが、だからこそそういう人
たちが将来働く場を作りたい！という気持ちを、入社希望者には
丁寧に説明します。そして、その考えに賛同してくれた人に入社
してもらっています。社員、
就労者やそのご家族、
みんな自分にとっ
て家族のような存在です。

ルフィは夢や希望を語る一方、自分の失敗も弱さもちゃんと認
めて、人に見せる。相手を受け入れる心の広さがある。土壇場
で相手を全力で守れる人。
私にとって、働く仲間は
「家族」
です。本当に困った時に、全
力で家族を守れるのがひめボスです。
自分自身の仕事と生活はとても充実しています。特に、子ども
の成長を実感できた時が嬉しいですね。以前は子どもの寝顔ば
かりを見ることが多かったのですが、今は起きている時間に帰宅
でき、一緒に眠りについています。土日も休めるようになり、公
園に連れていくのが楽しみです。妻との会話も増え、ケンカも少
なくなりました。

時間内にできるのがカッコイイ！
いつまでもダラダラと働くのではなく、時間内にしっかり終え
る。自分のプライベートが充実していないと、いい仕事はできない。
そんな価値観を共通認識にしています。就労支援の場ですから、
仕事と生活の模範を見せるのも大切なのです。

「他人を傷つけない」
「悪口を言わない」
性格も考え方も異なるメンバーが信頼関係をつくる上で、経
営者としてこの2点は譲れないことです。他人を傷つける人とは
信頼関係は築けない。悪口を陰で言うなら、直接言いたいこと
を言ってケンカするほうがいい。
信頼関係ができているから、相手の仕事を信頼し、自分の仕
事への責任感も強くなる。売上が上がらなければ、みんなで遠
慮なく意見交換し、解決策を考えて試してみる。
「いいチームで
いい仕事をする」
ことが、両立へとつながっています。

A2
複数の業務スキルを習得すれば休みやすい
一つは、複数部門の業務スキルを習得すること。複数部署の
業務ができると各人が休みを取りやすいのです。採用後に4つの
部署を全て経験した後にメイン部署を決定、さらにもう1部署の
仕事も覚えてもらっています。

会社に関
わ
る
人
は
み
ん
な
「
家
族
」！

自分の子どもを働かせたい職場か？

素敵な上司
渡邉さんは、アットホームな職場作りに奮闘している姿が
素敵！

みきゃんのつぶやき

推薦者
村上 武嗣（ムラカミ タケシ）
◎専務取締役
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普段からコミュニケーショ
ンがちゃんと取れているの
は、様々な努力をしてい
るからやったよ。みんなを
守ってくれる愛情と覚悟に
満ちたひめボスやけん。

小規模保育園みその
浅井 江美
（アサイ エミ）
◎園長
松山市余戸中3-10-35

電話（089）972-3250

業種：保育園

FAX（089）989-6685

従業員数：11名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

子育ての相談にのりながら、
ハンドマッサー
ジをプレゼントします。

A1
保育計画には、いろいろな行事が策定されます。保育士は子
どもたちに愛情を注ぐ分、準備も怠りません。しかし通常、日中
は子どもたちに関わるため、お昼寝時間や降園後に、事務作業
や次にある行事などの準備に追われます。そこで、園を立ち上げ
た時から、職員が残業をしないための工夫をしてきました。その
一つとして、計画性を持って早めに準備を始めるようにしていま
す。この早めの準備のおかげで、勤務時間内に製作物を作れる
ようになり、気持ちよく働ける環境になっています。時間のかか
る作業は役割分担をし、効率的に作業を進めることで心理的負
担も軽減されます。
保育のあり方は、保育士の働き方に連動します。保育士の道
を志し、資格を取得した若い保育士でも、働く意欲が湧くよう
な職場環境を整備しています。

「働けない」
ではなく
「働ける」
仕組みを創る
時間差のある勤務体制ですので、気持ちよく退勤できるよう
声かけをしています。旅行などのためのまとまった休暇も、理解
し合ってシフト調整をします。自分の子どもの行事があるときは、
自らも率先して休みます。
また、職員ごとに柔軟な勤務ができるよう、面談をしています。
働きやすい時間帯を相談し、業務に集中できるようにしています。
そして、児童クラブの預かりがない日には、職員の子どもが学習
できるスペースを園内に設けたり、土曜出勤でも働きやすいよう
にベビーシッターと契約したりしています。

A2
保育の現場に ICT を活用
経験の浅さ・深さで見るのではなく、誰でも意見を言える職
場にしています。若い職員の目線を取り入れ、チャレンジできる
体制づくりも行っています。
私は
「保育の現場を変えたい」
という気持ちから、園長職を引
き受けました。新しい保育園ですから、自分たちが思い描く理
想の保育ができるという期待もありました。業務の効率化には
ICT の活用が必須であるという思いが社長と共感でき、開園時か
ら保育ソフトを使用しています。従来の方法での業務運営や書
類作成とは異なり、保育
内容の充実と時間短縮の
両方が実現しました。

新しい試み
で
理
想
の
保
育
環
境
を
つ
くる

早めの計画でストレスフリーの現場づくり

A3
愛媛を愛し、愛媛に貢献する
私は愛媛が大好きです。そして、私自身も5歳、10歳の息子
の母親でもあります。だからこそ、保護者のニーズに合う保育提
供を心がけています。
現在、企業保育園の開園に向けて準備中です。一般企業で
働く保護者の方が安心して子どもを預けられる園を立ち上げるこ
とで、さらなる社会貢献をしたいと思っています。仕事をしなが
ら子育てをしている方々をサポートしたいという思いは、膨らむ
ばかりです。また、当園併設の
「親子通園みのり」
に寄与できる
児童発達支援管理者の資格や、アロマハンドセラピストの資格
を取得しています。
もちろん、家族との時間も大切にしています。特にバドミントン
や走ることが好きで、家族で運動を楽しんでいます。

頼れる上司に日々感謝です！
体調不良で休んでいるときに、自宅にまで食事を届けてく
れたり、子どもの行事や家庭を優先させてくれ、いつで
も家庭と仕事が両立できる環境に感謝です。

みきゃんのつぶやき

推薦者
福羅 香代子（フクラ カヨコ）
◎主任

保育業界全体や社会情勢
まで考えるすごい園長さん。
今までの概念にこだわらな
い新しいアイディアをどん
どん取り入れて、働き方
改革をしよんよ。
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西予市役所
宇都宮 裕
（ウツノミヤ ヒロシ）
◎総務企画部総務課 課長
西予市宇和町卯之町3-434-1

電話（0894）62-6400（直通） FAX（0894）62-6501

業種：公務員

従業員数：852名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

趣味の家庭菜園の話をしましょう！

A1

ひめボス力の継承・伝達

西予市では、2015年3月からコミュニケーションの活性化、業
務の効率化を目的にオフィス改革に取り組んでいます。2016年11
月、庁舎4階をモデルに働く場をリニューアルしました。総務課が
ある4階は、他のフロアと異なり、フリーアドレスのオフィスになっ
ています。
●パワーランチを起点に、働き方改革を実践へ
より働きやすく効率的な仕事のために、さらなる働き方改革に
取り組んだのは、2017年4月以降でした。まず5月に
「パワーラン
チ」
を実施。職員が現状の問題点をピックアップし、解決案を考
えて実行する、職員主導型の方法で進めてきました。フリーアド
レスになっても、課内のコミュニケーションを意識的に取る仕組
みづくりが不可欠だという共通認識ができ、今では、以下のよう
な習慣が根付いています。
①17時15分に終礼を実施し、17時30分退庁を徹底
16時30分にチーム内で一度打ち合わせをし、進捗をシェア。
残業になりそうな業務はチームで分担する。それでも残業が発生
する時は、今日中にやるのか、翌日に実施したのでいいのかをみ
んなで判断する。毎週水曜日には朝礼も行い、持ち回りでスピー
チ。プライベートな話も出て、コミュニケーションを深める機会に。
②時間外勤務命令・事前決裁の徹底
残業になる場合は終礼時に報告し、所属長より
「残業カード」
を配布。それを PC 等に貼り付け、全員がわかるようにする。残
業のない人も気兼ねなく帰ることができて好評。
また、休暇の取得につい
ても、以下の目標を掲げて
います。休暇の取得状況は、
みんなでシェアできるように
し、休暇取得が偏らないよ
うに工夫しています。
・年次休暇取得促進
（目標
／年12日以上）
・WLB 休暇取得促進
（目標
／ 5日以上）

ひめボスがいなくなっても、異動で部署が変わっても、職員が
自ら考えて自発的に創り上げる力がついていれば、進化し続ける
組織ができます。私が組織をつくるのではなく、組織を創れる職
員を育てたいと思っています。
私もメリハリをつけて仕事をし、自らが率先して定時に退庁し、
休暇も適宜取得しています。趣味の家庭菜園を楽しんだり、役
員としての地域活動の参加をしたりと、充実しています。
仕事と生活を切り替えられる職員を育てるのは、
「良い品質で
仕事をするための人材育成」
でもあります。仕事の成果が自分の
テンションや感情で左右されすぎると、いい結果が出ません。気
持ちや考え方を切り替える力があれば、失敗やトラブルがあって
も素早い切り替えができるようになると思います。

情報共有を科学する会議イノベーション
会議資料等は事前にデータにて送付し、会議時間の短縮な
どに取り組んでいます。質問や意見も出やすくなりました。
また、職員の発案で、仕事の進捗を報告する会議を月1回開
催するなど、情報を共有する仕組みをつくっています。総務課は
4つの係に分かれていますが、他の係に協力してほしいことや前
もって状況を伝えたほうがいいことはシェアし、スムーズな仕事
の体制をつくっています。
定時に帰る習慣がつくと、終業時間を過ぎても電話をかけてき
ていた他部署への周知にもつながります。
「定時になると総務課
は電話に出ない」
となると、早めに電話がかかるようになりました。

情報も業
務
も
シ
ェ
ア
し
て
オ
フ
ィ
ス
改革

職員主導型の働き方改革がスタート

A2
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A3

部下への声かけや配慮も怠らない
所属長自らが率先して定時退庁、休暇取得に積極的に
取り組んでいます。他部署の所属長にも働きかけて庁内
全体が変わるように動く姿には、心が動かされます。「そ
ろそろ17時15分になるよー！」
と、定時前に声かけしてく
ださるなど、帰りやすい雰囲気づくりをしてくれています。

みきゃんのつぶやき

推薦者
浦田 和喜（ウラタ カズヨシ）
◎総務企画部総務課 係長

自分の課だけでなく、他
の課にも働きかける行動力
はすごいけん。未来の西
予市のために人づくりをし
ようとしている、使命感を
持っとるひめボスやったよ。

損害保険ジャパン日本興亜株式会社
篠原 勝章
（シノハラ カツアキ）
◎愛媛支店 支店長
松山市千舟町4-6-3

電話089-946-0360

業種：損害保険

FAX（089）932-6191

従業員数：149名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

今年50歳になります。同じ世代の方、愛
媛のいいところをいろいろ教えてください。

A1
社会情勢の変化から、
「全国転勤でき、長時間働ける男性社
員」
から、
「地域採用で時間の制約がある女性社員」
の割合が確
実に増えてきています。メイングループが男性から女性へと変わ
り、男性が行ってきた業務内容を女性が行っています。
そのため、リーダーも変わる必要性が出てきました。これまで
のステレオタイプのマネジメントは通用しません。制約の多い女
性社員にいきいきと長く働いてもらうことが、マネジメントにおい
て重要になりました。愛媛県下の業界初となる、企業主導型保
育園事業に参入する認定保育園との提携も、その変革を支える
ために進めました。

A2
本気モードの早帰りの仕組みづくり
ローカルルールなど、内向きで価値を生んでいない業務を見
極め、お客様視点に立った
「カイゼン活動」
（業務改善）
を行う
ようにしました。ただ
「早く帰れ」
だけでなく、
「なぜ時間が来ても
帰れないのか？」
にメスを入れる。リーダーが、止めるべき仕事
を決断することが不可欠です。
○消灯および情報発信
・毎週水曜日はビル内18時30分完全消灯を実施していたが、
2017年11月より毎週水・金曜日は18時消灯、それ以外の曜日
は19時消灯に変更
・月・水・金曜日に
「早帰りメール」
発信、18時には
「18時になり
ました」
メールを発信
○会議
・17時以降の会議はしない
・会議は30分間
（事前の準備、テーマの絞り込み、タイマーで管
理など工夫するように）

女性目線の嬉しい社員表彰制度
仕事のプロセスや結果で頑張った社員を表彰するとともに、そ
のノウハウを支店全体で共有するために表彰式を行い、強い支
店づくりに活かしています。女性が増えたので、式の会場も居酒
屋からおしゃれなレストランなどに変わっていきました。

組織として
自
走
す
る
体
制
や
仕
組
みづくり

女性が働きやすい制度改革の推進

A3
組織として広がる仕組みを作ること
ひめボスを、スローガンではなく、管理職の本業だと捉えたいと
思っています。女性活躍や働き方改革などの言葉をひとり歩きさ
せず、組織として自走する体制や仕組みを作り、それが広がるよ
うにしていくことが、理想のひめボスだと感じます。
私は転勤で愛媛県に来ましたが、とても住み心地が良いところ
です。会社として、愛媛県に貢献することも充実につながってい
ます。
例えば、愛媛県との包括連携協定を結び、
「自転車新文化の
推進」
や
「サイクリングパラダイス愛媛」
の実現に向けた普及活動
をしています。また、県内企業とともに女性活躍推進を目的とし
た異業種交流会を開催しています。そのほか、次年度に当社の
本社において、愛媛県特産品の販売などを行うマルシェの開催
を予定するなど、積極的に活動しています。

有言実行で前向きに支店を牽引
若さとバイタリティあふれる、明るく元気に支店を牽引して
くれる存在。上下関係なく気さくに話しかけてくれるので、
私たちも話しやすいです。時間をやりくりして、全員の面
談を定期的に実施。積極的な提案についてはまずは肯定
し、即断即決。仕事へのモチベーションにもなっています。

みきゃんのつぶやき

推薦者
野間 純子（ノマ ジュンコ）
◎業務課長

そばにいてくれるだけで、
ぐっと引き込まれて元気に
なれるような雰囲気を持っ
とるけん。話をしっかり聞く
だけでなく、やる気にさせ
てくれるひめボスやったよ。
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株式会社藤堂組
石丸 寿
（イシマル ヒサシ）
◎総務部長
宇和島市津島町岩渕甲838

電話（0895）32-2757

業種：建設業

FAX（0895）32-5567

従業員数：25名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

津島は美味しいものがいっぱいです。シラ
ウオ祭りなどもあり、踊り食いや郷土料理
などご案内します。

A1
残業短縮には、社員の働き方を変える必要がありました。し
かし、それぞれの仕事を最適化するために、業務の割り振りを
行う仕組みをつくることは、ものすごくエネルギーが必要でした。
ただ、責任感から一人で抱え込んでいた仕事を周囲が共有する
ことで仕事の成果が出ると理解した時、協働意識の高いチーム
に強化されました。また、多能職にすることで人材育成ができる
仕組みにもなっています。
現在は、毎日の朝礼で業務の進捗状況を発表し合っています。
そこで部下の業務の状況を把握し、社内業務量をどのように最
適化するか検討します。どの部下の仕事が多くて誰に割り振るの
が一番適切か。社員とコミュニケーションをしながら決定してい
ます。

残業申請の導入による意識改革
仕事の分担・共有化とともに社内ルールを整備し、明確な残
業時間の管理を行うための申請・承認制を導入しました。する
と社員の意識にも変化が起こり、限られた時間の中で成果を上
げることが重要であることを認識し、各々が効率を上げる工夫を
行うようになりました。
以前は1か月あたりの全従業員の残業時間が270時間だったと
ころ、100時間未満まで削減できました。今後も、定時退社を
する意識を高められる雰囲気の醸成を、継続的に行っていきます。

A2
成果による報酬還元の見える化
残業時間が減った分の収入の目減りを補うため、取り組みの
結果を評価し、昇給や賞与に反映できる仕組みへと、経営層と
ともに変更しました。
また、予算から施工まで、担当者が自主性を持って業務に当
たっていたので、もともと備わっている " 考える力 " を一層発揮
できるような促しを行いました。自主性を重んじ、努力を成果と
して見守ることを大切にしています。
そして、緊急事態や災害による復旧作業においても、建設業
はその一翼を担っています。いち早く情報を共有することで作業
効率が高まるほか、社員の安全管理ができます。2年前から社内
でコミュニケーションアプリを活用し、日頃からの情報共有によっ
て緊急時の対応能力も鍛えています。

自主性を重
ん
じ
な
が
ら
仕
組
み
か
ら
改善

多能職育成による仕事の最適化

A3
自分に対して素直になること
仕事をしていると、社員それぞれの熱い思いがぶつかる時があ
ります。みんながその思いを気負いなく言えること、そしてそれを
聞いて整理するには自分に素直になることが大事だと考えていま
す。問題があっても、その日のことはその日で解決し、後へ引き
ずらないことも秘訣です。
仕事もプライベートも地域貢献も、どれかに偏るとどれも充実
しません。プライベートでは、家族と積極的にコミュニケーショ
ンをとることを大切にし、ドライブをしながら愛媛各地に出向い
て美味しいものを食べ歩いています。会社では、地域貢献を兼
ねて、宇和島市津島町の嵐坂ポケットパークで年2回、花植え
や清掃などのボランティア活動を行っています。

総合的に見回して改善してくれる
初めての現場でも分かりやすく教えてくれます。早く帰れ
ることで、家庭の時間が充実できてありがたいです。残
業が少なくなったことを賞与で評価してくれるので、モチ
ベーションも上がります。

みきゃんのつぶやき

推薦者
池田 順也（イケダ ジュンヤ）
◎工事部
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温かい雰囲気を醸し出すひ
めボスやったよ。部下を育
てる名人で、自主性を重ん
じるところに器の大きさが
見えたけん。社長の右腕と
して信頼されとったよ。

株式会社風土
笠木 佳子
（カサギ ヨシコ）
◎管理部 課長
松山市来住町1344-1

電話（089）976-7311

業種：建設業

FAX（089）976-3279

従業員数：17名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

「お家のふすまの張替からお家や店舗設計・
建築まで」幅広く対応できる建築会社です。
個人的趣味は
「パン屋さんめぐり」
です。美
味しいパン屋さん情報教えてください。

A1
管理部所属ですので、直属の部下だけでなく、社員全員の仕
事と生活の両立を意識しています。営業や工務担当者はほとん
ど社外に出ているので会社へ戻ってきたら一声かけるように心掛
けています。私自身も家族の話をして、仕事からプライベートま
で気軽にお互い話せる雰囲気になるよう努めています。

オープンマインドの自然な協力体制
入社したての時は、お互い相手を知らないことで個人の業務
過多の時も手伝えませんでしたが、現在は社員同士お互いに現
在の状況がわかり合っているので、最近は忙しい際にお手伝い
や協力をし合える人間関係を築くことができています。個人的に
はじっとしているのが嫌いなので日頃から
「なんでも手伝いますよ」
と声に出して言っています。制度的には半日有給休暇を活用され
る方も徐々に増えてきました。お子様の行事に参加している方や
お子様との旅行の出発準備に活用されていたりします。直属の
部下は子育て真っ最中。折に触れて子育ての様子がわかるのが、
私の楽しみにもなっています。

A2
やめる・集中・整理整頓で時間を生む
社員の時間を奪わないためには、思い切って
「やめる」
ことが
一番です。特に社内資料・社内会議は、他社に比べて圧倒的
に少ないと思います。その代わり、会議の中では話したいことを
話すようにしています。時々白熱して脱線しますが、会議終了時
間を意識して進行しています。社員の書類・ものを探す時間を
減らしたり、備品の不要購入削減のために整理整頓を心掛けた
りしています。特に共通で使用するものは保管場所を決定するよ
うにしています。

無駄なく無
理
な
く
協
力
し
合
え
る
雰囲気に

声をかけ、話を聞く。雰囲気づくりが大切

A3
話を
「聴き」
、さらに行動できる人
私にとって理想のひめボスとは、
「話を
『聴いて』
くれて、できる
こととできないことをはっきりと判断しわかりやすくかみ砕いて説
明できる人」
です。ただ
「聞く」
だけでなく、できないことも曖昧に
せずにきちんと伝えられる人が、本当のひめボスだと思います。
当社に入ってから、様々なセミナーに参加し、多くの方と出会い
年賀状・暑中見舞いなどを出したり、時には若い人の悩み相談
にのったりなどして、縁をつなげるようにしています。
単身赴任で松山に来ています。お休みはしっかり取って夫と過ご
す時間も大切にしています。仕事にとても理解のある夫でいつも
感謝しています。

仕事と生活の両方を楽しむロールモデル
笠木さんは、部下の話をよく聴いてくださり、いつも笑顔
で優しくて安心感があります。社員の家庭のことも理解し
てくれていて、お休みも取りやすいです。社員に
「仕事も
頑張ろう！」
と思わせてくれる大切な存在です。

みきゃんのつぶやき

推薦者
真木 まみ
（マキ マミ）
◎管理部

会社や社員さんを大切に思
う、笑顔と包容力が魅力
のひめボスやけん。みんな
が責任感を持って仕事をし
ているから、信頼し合える
んだと教えてもらったけん。
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株式会社フジ
大西 文和
（オオニシ フミカズ）
◎上席執行役員
松山市宮西1-2-1

電話（089）922-8113

業種：総合小売業

FAX（089）923-2598

従業員数：4,222名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

スポーツを観戦して、多くの人と一緒に
同じ感動を感じるのは非常に楽しいもの。
ぜひご一緒しましょう。

A1
株式会社フジは、
「この街に、あってよかった。
」
のスローガン
のもと中四国６県にスーパーマーケットを展開し、地域の皆様に
親しんでいただいています。2017年、創業50周年という大きな節
目を迎え、次の時代へ向けさらに成長し続けていくため、働き
方の多様性を推進しています。その一環として2018年2月１日に
は、事業所内保育園
「にじいろ保育園」
を開設するなど、ワーク・
ライフ・バランスを考えた働きやすい職場づくりを行っています。
また2015年には、中堅女性従業員を中心とした女性活躍推進
プロジェクト
「ｆｆｆ
（フフフ）
」
を立ち上げました。
「両立支援体制
の確立」
「キャリアアップの推進」
「ワーク・ライフ・バランスの
推進」
の３つの視点から現状の課題を出し合い、県内の先行企
業と情報交換をしながら、課題解決に向けて１２名のメンバーが
方策を考えています。

A2
情報とモノの管理など身近なことを徹底
グループウェアの活用や週１回の部内ミーティングの実施に
よって、積極的に情報共有ができる環境をつくっています。部下
の仕事の進捗状況などを把握し、適切なフォローとアドバイスを
することで部下の成長を促すとともに、部内全体の業務がスムー
ズに行えるよう配慮しています。
また、常に意識しているのは、自分自身の身の回りの整理整
頓です。必要な情報、モノをスピーディーに取り出すことでロス
をなくし、まずは自分が部下の見本になれるよう心がけています。
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活発なコミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
強
み
を
伸ばす

創業50周年を越え、もっと働きやすい職場へ

A3
強みを伸ばすことができるリーダー
ひめボスとは、チーム内でのコミュニケーションを活性化させ
ることで、メンバーの行動や意識を変化させ、一人ひとりの強み
を伸ばし、個性を活かすことができるリーダーだと思っています。
そのためには、メンバーの生活環境を配慮しながらチーム全員
で協力することはもちろん、私が率先して仕事もプライベートも
充実させ、働きやすい雰囲気づくりをすることが大切だと感じて
います。実際に、休日には子どもの部活動の応援や愛媛ＦＣの
観戦に行ったり、愛媛マラソンなどの地域のスポーツ行事や松
山まつり野球拳踊りにも積極的に参加しています。仕事以外のコ
ミュニティを持つと、視野が広がり刺激を受けることが多くありま
す。そのつながりを大切にし、仕事に活かしています。

部下を気遣い、話に耳を傾けてくれる
育児勤務をしながら働く社員はもちろん、その他の社員
への気遣いが素晴らしい！ 部下の話にいつも耳を傾け
てくれます。企業規模的にも各種制度は整っていますが、
大企業であるほど改革は大変。社内で
「種をまく人」
を増
やしているのが大西部長の素晴らしいところだと思います。

みきゃんのつぶやき

推薦者
中西 信将
（ナカニシ ノブカツ）
◎人事総務部 労務政策課長

責任ある立場でみんなを
リードする、これからのフ
ジを支えるひめボスやけん。
振る舞いはスマートだけど
強い信念と熱い心、優し
い笑顔が魅力的やったよ。

社会福祉法人松山紅梅会

高齢者総合福祉施設 梅本の里

亀本 堯（カメモト タカシ）
◎社会福祉法人松山紅梅会 高齢者総合福祉施設 梅本の里 理事長
松山市北梅本町1624-1

電話（089）975-6985

業種：高齢者介護サービス

FAX（089）975-7946

従業員数：172名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

A1
ごちゃまぜ福祉でみんながイキイキ

最高の評価は、親が勧める職場
昨年から、同じ介護の世界で活躍している親子がいます。親
である職員が、自分の子どもに当法人で働く魅力を伝えてくれた
のです。自らの職場を子どもに勧められる、それは法人からする
と最高の評価を職員から与えられたということだと感じています。
自分の仕事を、そして職場を誇れる環境をつくれていることを大
変嬉しく思います。

A2
プラスに向くしかけづくり
当法人は、
ひとりひとりの特性を発揮するための“しかけづくり”
にこだわっています。
①職員主導のプロジェクトチームを設置
・施設建設にあたり、導線や必要な設備、人が快適に思える
空間作りなどのアイディアを持ち寄り、職員の力を存分に発揮。
挑戦が仕事の幅を広げ、権限を持たせることで責任感を生み
出す。
・予算に関して委員会で検討。これをきっかけに、職員からバ
ランスシートの見方を知りたい、税理士に研修をしてほしい等
の声が上がり、
「自立」
から
「自律」
へ移行している。

”ごちゃ
ま
ぜ
福
祉
で
み
ん
な
が
”
幸
せに

子育て中の職員が仕事と両立できるように、デイサービス施
設内に託児所を開設しています。なので、高齢者も職員も、そし
て子どももいつでも行き来できる環境になっています。また、卒
園児たちが、学校帰りに他の友達も連れて施設を訪れるなど、
誰もがお互いを認め合いながら安心して過ごせるコミュニティが
できあがっています。この “ ごちゃまぜ福祉 ” は予想以上の効果
があります。高齢者は、会話が豊かになり、自分の役割を自ら
がつくっていきます。子どもはお年寄りと交流することで、思いや
りが芽生えます。さらに、親の仕事の様子を触れることで、介護
の仕事への理解も深まり、親を誇らしくも思います。
この取り組みは、
「えひめ子育て応援リーダー企業」
愛媛県知
事賞の他、建築、照明分野でも受賞しています。なお、開設以
来、5年間で育休取得者10名全員が職場復帰を果たしています。

高齢者も子どもも、地域の人たちも集う楽
しい場所です。いつでも小梅にいらして下
さい。

②仕事とプライベートの充実は相乗効果をもたらす
・講習費用貸付制度による職員の資格取得促進や絶対評価
による努力促進等、仕事での学びが家庭・プライベートに活き、
プライベートでの学びが仕事に活きるワークライフシナジーを
奨励。
③今までにない介護サービスを実現
・施設内の独自通貨
「うーめ」
を発行し、利用者がやってみた
かったことや夢を実現できる取組みを推進。職員だけでなく、
利用者も働くことでやる気を引き出す “ しかけ ” を考案。

A3
誰もが幸せになる仕組みをつくる
全ての人がお互いを支え合い、健康で生きがいを持てる組織・
地域づくりを推進することです。
私は社会福祉協議会事務局長を退任後、当法人の理事長を拝
命しました。長年の職業人生で培った福祉事業と介護の現場、
そして地域をつなぎ応援する役目をいただいていると思っていま
す。
休みの日にはゴルフをしたり、施設では利用者の方々と将棋や
碁を打ったりと、趣味も謳歌しています。

優しくおおらかで器の大きいひめボス
ぶれない理念を持たれ、「ごちゃまぜ福祉」
の実現のため
にそれぞれの職員に仕事をまかせてくれます。一生懸命
努力されている姿は職員の誇りです

みきゃんのつぶやき

推薦者
杉本 太一（スギモト タイチ）
◎特別養護老人ホーム
梅本の里 統括施設長

職員さん自らが理想とす
る介護について、考えた
り実行したりできる環境を
自然と作ってあげとったよ。
理事長さんがおるだけで、
和やかな雰囲気になるんよ。
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マルマストリグ株式会社
四之宮 泰
（シノミヤ ヤスシ）
◎松山本社 取締役部長
松山市問屋町3-6

電話（089）922-2121
業種：建設業

FAX（089）922-7711

従業員数：125名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

餅つき大会、ぜひご参加ください！

A1
活動的な社員が多いですね。仕事が終わった後や休日にス
ポーツを楽しんでいる人が多く、子どもにバスケットを指導したり、
習字などの習い事をしたりしている人もいます。かつては、入社
後もスキー競技を続けて、国体選手として活躍した女性社員も
いました。
お互いがそのような取り組みを理解していて、応援し合ってい
ます。活動の妨げにならないように、周りが全面的にバックアッ
プして支えています。その結果、お互いの信頼関係が強くなると
ともに、仕事の ON と OFF がはっきりして、メリハリをつけて働く
ことができるようになりました。私生活も充実しないと、仕事だ
けではうまくいかないと思います。

年間20回以上の親睦会が信頼関係を強くする
綱引き、海水浴、花見、ゴルフ大会、ボーリング大会、餅つ
き大会など、一年を通じて楽しい行事があります。社員だけでは
なく、家族や協力業者さん、時には地域の方も集まってくれます。
みんなで楽しめる場所を作りたいのです。また、これはコミュニ
ケーションを深める大切な機会でもあります。仕事に関わる方々
がわかり合うことで、協力体制ができています。
普段の仕事の中でも、部門で飲み会を実施し、交流の機会
を作っています。一人2,500円の補助が出るので、積極的に活用
しています。昼の交流としては
「みんなでカレーランチを食べる日」
が月に1回あり、2階の休憩室でワイワイとカレーを楽しんでいます。

A2
資格取得、勉強会応援制度
年1回は、全ての拠点の社員が一堂に会して、営業売上や経
費節減の目標を立てて全員で共有しています。マルマストリグの
一体感を感じ、いい刺激を受け合うことで、チームワークを向上
させています。
スキルアップのための資格取得は、合格すれば祝い金を支給
しています。勉強会については、自部署に関連するものだけでな
く、他部署の仕事を理解するための会も開催しています。
会社がそれらを全面的にバックアップすることで、向上心も高
まり、各自が技術力の向上に努めています。仕事の質が高まるこ
とで、お客様のクレームも少なくなりました。

みんなで楽
し
み
、
学
び
、
仕
事
に
つ
なげる

ライフの充実が仕事の充実に

A3
みんなに幸せになってもらいたい
仕事でもプライベートでも、幸せな時間を過ごして欲しいと思っ
ています。そのために役に立ちたいのです。何か困りごとがあっ
た時には、
「四之宮さんに相談してみよう」
と思ってもらえる上司
でありたいですね。
私は
「倫理法人会」
に加入していて、学んだことを会議等で披
露するとともに、愛媛マラソンや清掃などの地域のボランティア
活動に積極的に参加しています。また、FC 今治のマッチスポン
サーゲーム
（2017年は年2回）
に参加しています。これには、多く
の社員も応援に参加しています。プライベートでは、休日に登山
や旅行を楽しんでいます。素晴らしい景色を見たり体験をしたり
しては、みんなに話をするのが楽しみです。

上からも下からも意見が集まる
普段から話しやすい雰囲気づくりをしてくれています。仕
事の相談はもちろん、何気ない会話から生まれた信頼関
係は、仕事にも良い影響があると思います。部長には上
からも下からも意見が集まり、それをこなしつつプライベー
トも積極的。そんな部長は私の目標です。

みきゃんのつぶやき

推薦者
安藤 伸晃
（アンドウ ノブアキ）
◎松山支店 総務 課長代理
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優しくて気さくに話してく
れるひめボス。相手を緊
張させない愛情があるん
よね。みんなを家族のよう
に大切に思う気持ちが伝
わってくるボスやったよ。

三浦工業株式会社
髙橋 一敏
（タカハシ カズトシ）
◎人財開発部 次長
松山市堀江町7

電話（089）979-7014

FAX（089）979-7011

業種：製造業 機械（はん用機械器具製造業） 従業員数：3,263名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

「家庭用軟水器」
の、モニター体験もできま
す。ぜひお声がけください！

A1
自由な社風と独自のコミュニケーション応援制度

両立支援が当たり前の企業文化
仕事と家庭の両立支援は、10年以上前から会社全体で取り
組んできたことなので、特別なことではありません。よりよい方法
を試しながら、みんなでカバーしあっています。
私の部下は4人とも女性で、子育て中の者もいます。残業の
制限など個々の事情を把握し、事情がある社員もそのことで引け
目を感じることなく仕事をしてほしいと思っています。仕事の調整
が必要なことが発生したら、振り分けをメンバーに任せるのでは
なく、私が調整するようにしています。
短時間勤務の社員にも、やりがいのある仕事に挑戦してもらっ
ています。お子さんの病気など家庭を優先しないといけない時以
外は、育児休業前と同様、またはそれ以上の成果を期待してい
ます。仕事量も特に減らしません。まずやってみて、できなかっ
たら方法を変えています。

A2
柔軟な考え方を持ち、新しい方法を試す
不要な打ち合わせや資料作成はやめる。必要なら戻す」
「早く帰ることを優先し、全員揃わなくても打ち合わせをする」
時間内に業務が効率よく進むことを優先し、これまでの価値
観やルールに縛られず、自由な発想で新しい試みを行うようにし
ています。
また、 多 能 工 化を進めて
チームでフォローできる環境を
つくるため、業務のメイン担当
を定期的に変えることで、誰
もがフォローしあえるスキルを
身につけています。
新しく異動してきた人にも、
責任を持ってメイン業務を担
当してもらいます。前任者と同
じ仕事の進め方をしなくても
いいので、自分で自由にやり
方を考えてもらうことを大切に
しています。

自分らしい
働
き
方
で
成
果
を
出
せ
ばいい

部下と積極的にコミュニケーションをとり、何でも相談してもら
える環境づくりに力を入れています。あえて機会をつくらなくても、
仕事中に自然にコミュニケーションを取れるのが一番いい。仕事
中も、みんなが黙々と静かに取り組んでいる、というわけではあ
りません。折に触れて、ちょっとした雑談や仕事の話を気軽にで
きる自由な雰囲気は、三浦工業の社風ともいえます。
時には、費用が補助される社内の
「ノミニケーション制度」
は
毎月1回1人3,000円と充実しています。じっくり話もでき、さらに
コミュニケーションが深まります。

A3
やりがいのある環境をつくる人
やりがいのある環境をつくる」
のが、ひめボスの仕事だと思いま
す。部下たちは、
モチベーションも能力も高い。リーダーとして、
「働
きやすい環境と質の高い仕事」
を提供することで、成長の機会を
与え、その人の能力を活かすよう努める。そうすることで、部下
たちが長く仕事を続けられるようにと願っています。
私は、子どもが起きている時間に帰って、少しでも一緒の時
間を過ごすことを楽しみにしています。私自身がほぼ17時30分の
定時退社ができているため、子どもが寝る前に、一緒に遊んだり、
本を読んであげたりしています。
入学式などの子どもの行事には、有給休暇を取って参加して
います。休日は家族で、公園や動物園などで楽しんでいます。ま
た、地方祭にも子どもと積極的に参加しています。

女子より女子の気持ちがわかる上司
結婚・出産で時間に制約ができた時、髙橋さんは
「他の
社員と同じように働けるということが成果ではなく、自分
に合った働き方で新しいことをすればいい」
と。時短勤務
中も、先に周りに協力要請してくださいました。そのおか
げで、部下たちも進んでサポートしてくれます。

みきゃんのつぶやき

推薦者
三浦 正子（ミウラ マサコ）
◎人財採用課 主任

部下の気持ちを察してさり
げなく支える、愛情あふ
れるボス。部下に感謝さ
れて、照れた笑顔に癒さ
れたけん。
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株式会社宮嶋組
宮嶋 幸雄
（ミヤジマ ユキオ）
◎代表取締役
西条市朔日市892

電話（0897）56-2058
業種：建設業

FAX（0897）56-2294

従業員数：12名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

昨年、創立80周年を記念して
「愛媛民藝
館」
でオリジナルグッズを作成。一緒にお
話しましょう。

A1

A2
10年計画で目標の明確化

どの分野においても労働力不足の声が上がっていますが、建
設分野においても他産業を上回るペースで人材の確保が難しく
なっています。そこで、長年地域に密着してきた当社では、
「地
元の西条・新居浜で活躍してもらえる新卒の学生を」
ということ
で、新しい試みとして就職合同説明会に参加することにしました。
それぞれの仕事を抱えながらも、若手の社員が主体になり、
企画から当日の運営まで携わってくれました。綿密な準備や働
きのおかげで、当社の魅力を存分に伝えることができ、予想以
上の反響がありました。昨年10月に男性2名、女性1名が内定し、
内定式も執り行いました。今年の春からは新しい社員が仲間入
りします。全員参画の経営がさらに充実します。

数10年の経営の中で思い描いたことはたくさんあり、それを経
営計画に落とし込むことが長年の懸案事項でした。そこで、事
業継承も含めた10年計画を策定しました。建設業は景気による
波が大きいので、長期的な計画をもとにした強い体制づくりが
必要です。今回の新卒採用もその一つです。売上と雇用目標を
明確にし、社員にも伝え、共有しています。定期的に月に一度、
仕事の進捗、新たな受注、月ごとの損益等を報告する会議を
開催し、ここで社員から出た課題も検討しています。今後も当社
の強みを伸ばしていき、質の拡大をしていきたいと思っています。
社員に展開し、会社運営を全員で行うことが私の理想です。

プラスワン休暇制度の促進
当社は、有給休暇を積極的に消化することを勧めています。
今年度は、半ば強制的に5日間のプラスワン休暇を取得する試
みを推進しています。頑張ってくれている社員に、仕事と生活の
良質なバランスを保ってもらいたいと考えています。今後は、入
社後すぐから取得できる年次有給休暇制度も導入予定です。

ハードの見直しで快適な職場づくり
当社の強みは、男女にかかわらず社員全員が戦力であるという
ことです。それぞれが責任を持って業務に当たっています。今年
度、雇用管理の見直しを行う機会に恵まれたこともあり、ハード
の見直しにも取りかかりました。事務所や現場作業員の詰所を
改装したり、トイレを一新したりしました。快適な職場は、やっ
ぱり気持ちいいものです。

長期計画
を
立
て
全
員
で
企
業
運
営を

春から新入社員3名が入社

A3
生きる道しるべをともにつくっていく
チャレンジ・改革・改善を通して、魅力ある企業や地域として
の道を社員とともにつくっていくことです。
私は地域の自治会長をしており、人と地域を結びつけることで、
同じ地域で暮らしている人々とコミュニティの活性化を図ってい
ます。特に、秋には県内有数のイベントである西条まつりがあり、
縁の下の力持ちとなって地域の皆さんと積極的に参加しています。
また、私にとって家族はとても大切な存在です。特に孫はかわ
いいですね。社長室にはいつでも孫が見られるように、
写真を飾っ
ています。

家庭の事情を配慮する理解者
子どもの学校行事がある時は気兼ねなく休ませてもらっ
ています。小さいお子さんがいる従業員も、お子さんの
体調不良の時には早退・連休が可能な環境です。

みきゃんのつぶやき

推薦者
日野 由紀子（ヒノ ユキコ）
◎事務部
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見るからに紳士なひめボ
スは、社員、家族、地域
の人を大事にする地元の
名士さんやけん。会社も、
靴を脱ぎたくなるくらい床
がピカピカに磨き上げられ
とったよ。

株式会社ヤツヅカ
井上 佳二
（イノウエ ケイジ）
◎営業部営業課 国内部品 課長
伊予郡松前町徳丸233-4

電話（089）985-0111

業種：自動車リサイクル部品販売

FAX（089）960-3020

従業員数：35名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

車の楽しい話ができます。エアバック処理
や車の解体作業の様子が見られますよ。

A1
当社は、2013年に次世代育成支援対策推進法に基づく
「くる
みん」
の認定企業となっています。男女ともに仕事と子育てを両
立することは当たり前のことだと皆が思っています。ライフステー
ジが変わるごとに出てくる障壁を取り除くため、時間単位の有給
休暇や毎週水曜日のノー残業デー、バースデイ休暇等、当社独
自のルールを設けて働きやすい職場環境を担保しています。
また、
「えひめ家庭教育サポート企業」第1号として、県立図
書館と共同で、従業員や家族に図書の貸し出しも行っています。
親子読書を通して、子育て環境を育んでいます。

様々な認定・協力企業として貢献
中高生の職場体験インターンシップの受け入れ企業、愛顔の
健口支援認定協力事業所、えひめ結婚支援センター協力企業
として、また日常では、工場や支店周辺の清掃を行うなど、地
域に根ざした活動を行っています。東日本大震災の時には、復
興作業のため当社車両を貸し出し、社員3名が1週間現地に入り、
復興支援を行いました。
社会情勢をキャッチしながら、働きやすさと働きがいの両方を
生み出せる職場づくりをしています。

大きな声でラジオ体操を実施
毎日の朝礼で、元気にスタートを切れるよう、大きな声を出
してラジオ体操を実施しています。声を出し、体をほぐすことで
仕事を快適に始められます。
「おはようございます」
「お疲れ様で
す」
「行ってきます」
などの挨拶も、必ず全員で声をかけ合います。
挨拶は大事なコミュニケーションです。

A2
定期的な改善提案で社内活性化
毎月、全員が改善提案を提出し、委員会で報告して業務改
善を行っています。例えば、紙媒体をなくして PDF でデータ化
することで、デスク周りに書類をためない、などの提案が実現し
ました。提案賞や改善賞を設け、優秀な提案の表彰も行います。
また、かなり以前から、業務中に有線放送をかけています。
社員が選曲したモチベーションが上がる BGM をかけ、フレッシュ
な気分で仕事をしてもらうことで、業務効率を高めています。電
話の保留音も連動していて、お客様にもリアルタイムで社内の雰
囲気に触れていただくことができます。

当社独自のル
ー
ル
で
働
き
や
す
い
環
境
づくり

制度構築・運用で
「くるみん」
取得

A3
チャンスは平等、結果は不平等
与えられるチャンスは平等にありますが、得られる結果はその
人の努力によって変わってきます。自分のあり方次第で未来が変
わります！
私個人は、連休には家族や仲間たちとともにキャンプに出か
け、えひめや近隣の県の山や川、海などの景色、自然、食べ物
を満喫しています。社内では、登山部、キャンプ部、女子姫会
など、遊び心満載の部を立ち上げています。男女ともに盛り上が
るコミュニケーションの場を積極的につくり、会社からしっかり
補助金も支給してもらっています。
また、近くの神社の夏祭りで、屋台の出店やお芝居のサポー
トも行い、地域の方々との交流も図っています。

お互いが敬意を払いながら認め合える
数字に強く、業務の流れをよく観察・把握してくれていま
す。部下を立てつつアドバイスや助言をしてくれ、努力を
怠らない姿勢は業務への安心につながっています。けっ
ぱれよ！

みきゃんのつぶやき

推薦者
森 隆（モリ タカシ）
◎営業部営業課

年上の部下もおる若いひ
めボスやけど、しっかりし
た考えを持っとるんよ。写
真画像や ICT の機能につ
いてなど、豊富な知識を
持っとるところも頼もしい！
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山下クリニック
山下 与企彦
（ヤマシタ ヨキヒコ）
◎院長
宇和島市桜町1-38

電話（0895）22-5030
業種：医療業

FAX（0895）22-5031

従業員数：9名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

「フェアネス」
に対する思い
開院当初から、
「フェアネス」
という言葉を大事にしています。
スタッフは、それぞれのバックボーンやストーリーを持って働いて
います。そこには譲れない核となるキーパーソンやキーワードがあ
ります。開院のため求人募集をすると、その核を大切にした新た
な働き方を模索される方が大半でした。
ご縁があってともに働く仲間です。全てのスタッフが公正さを
担保され、できる限り希望した働き方ができるような仕組みをつ
くろうと考えました。
例えば、急な欠勤があった場合でも、柔軟に運用ができるよ
うなシフトを作成しています。可能な範囲で生活環境を報告し合
い、事前に把握している子どもの行事、介護訪問日等、必要な
休みを表に当てはめ、そこからシフトを組み入れます。業務の開
始・終了の挨拶も、勤務時間内に業務を完了させるための工夫
です。職種や重きをおくものはそれぞれ異なりますが、
「フェアネ
ス」
の軸に従って制約を取り払う取り組みを行っています。多様
な働き方の一つとして、仕事の日65％、生活の日35％の割合で
働ける環境を目指しています。

幸せにつながるキーワード
" 幸せ " とは？ と考えた時に、まず健康であること。そしてお金
と自由な時間があること。そこには " 希望 " があるのです。子ど
もであったり、介護であったり、ペットであったり、キャリアであっ
たり。一人ひとりが大切にしている " 希望 " を、仕事を通して実
現できる職場でありたいと常に願っています。

A2
得意分野をシェアしてプロを育てる体制
当院は、低下した腎臓の働きを治療する、人工透析設備を
完備した泌尿器科クリニックです。安全でより高度な医療を行う
こと、患者様が快適に透析を受けられる環境を提供することは
もちろんですが、さらなる質の向上を目指しています。透析は特
殊な分野ですので、学会では認定試験もあります。経験や知識
の豊富なスタッフを中心に、お互いの得意分野をシェアして透析
業務のプロとして日々研鑽しています。
そして、マイ機器やマイ管理担当をつくることで、それぞれの
担当のものがマイカーのようにピカピカです。ものを大切にする
心が、無駄のない仕事や職場の居心地の良さにもつながってい
ます。

キャリアアンカーを大
切
に
そ
れ
ぞ
れ
の
働
き
方
を

A1

宇和島の魅力をお伝えできます。いつでも
気軽にお越しください！

A3
自らが楽しめる人、それがひめボス
私自身も共働きの子育て中で、仕事を持ちながら家庭を維持
する大変さは身にしみて理解しています。だからこそ、ワークもラ
イフも楽しんでやっていこうと思っています。目指すところはしっか
り押さえ、気持ちは軽やかに進めていくことが大事ですね。私生
活では、子どもと遊んだり一緒に寝たりする時間をつくれる環境
を自らコーディネートし、ライフスタイルの変化を楽しんでいます。
治療に訪れる患者様はもちろん、週3回の透析患者様とは家
族に近い親近感が芽生えます。誕生日祝いの声かけや、嬉しい
こと悲しいことに寄り添える雰囲気づくりを心がけています。以
前は勤務医として、手術や診察、当直と目まぐるしく毎日を過ご
していましたが、今後はより地域の方々と触れ合える、開かれた
クリニックにしていきたいと考えているのです。

患者様同様、スタッフも一番に
スタッフには、失敗を責めずに次につながる助言やフォ
ローをしてくれます。患者様にとってはアイドルで、治療
だけでなく心も満たしてお帰りになっています。

みきゃんのつぶやき

推薦者
金谷 美香（カナタニ ミカ）
◎看護部 看護師
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スタッフへの思いやりが
いっぱいに詰まった先生
やったよ。命を預かる仕
事だからこそ愛情が溢れと
んやね。先生の言葉がみ
んなのやる気に変わるんよ。

株式会社山全 愛媛営業所
牛尾 研太
（ウシオ ケンタ）
◎愛媛営業所 所長
西条市朔日市781-10 マルイビル1F

電話（0897）47-1670

業種：建設業

FAX（0897）47-1671

従業員数：10名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

生産性向上や環境を配慮した山全ならで
はの取り組みをご紹介できます。間伐材を
使用したオリジナル商品を製作しています。

A1
当社は、自然環境とのバランスをコンセプトとして、環境に
配慮した
「新しい建設工事モデル」
を目指す会社です。そのため、
社員がより働きやすい職場として、仕事と生活のベストバランス
を取れる企業でありたいと思っています。
もともと、社員の両立支援は検討していましたが、女性社員
の育休をきっかけに、2016年10月から一般事業主行動計画を
策定し、育児休業の取得や職場復帰のしやすい職場であること
を周知しました。出産によって仕事を諦めなくてもいいというメッ
セージが伝わったことは、非常に良かったです。また、子育て中
の社員に対しても、お子さんの学校行事への参加のための休暇
制度を導入し、仕事も生活も充実できるよう応援しています。

建設業界の常識を変える
建設業界は休みが少ないというイメージがありますが、ワーク
ライフバランスを本格的に推進するには、その課題を解決しなけ
ればなりません。そこで昨年度から現場単位で完全週休2日制を、
さらに今年度からは祝日は全社休暇日としました。この取り組み
により、雇用が定着したほか、社員が心身ともにリフレッシュし、
質の高い仕事ができるようになりました。建設現場には納期がつ
きものですが、施主側もこの取り組みに賛同してくださっています。
社員の満足度を向上させることが、逆に良い評価につながってい
るのです。社内の働き方改革が、
対外的にも追い風となっています。

A2
現場対応製品開発で、生産性の向上を図る
稼働日の減少を補うために、創意工夫をしています。例えば、
改良が必要な作業に着目して自社で製品開発を行ったり、性能
の高い重機等を保有したりしています。それらの使用で、品質、
作業効率、安全性の向上など、多面的な効果が現れています。
現場から生まれた製品ですので実用的であると評価され、活用
ランキング全国1位を獲得するなど、国や県から様々な賞をいた
だいています。
また、建設現場での CO2削減の取り組みとして、
「カーボン・
オフセット」
を実施しています。その活動内容や成果を各種新聞
や当社 HP 等に掲載することで、現場担当者や社員のモチベー
ションアップに役立てています。

環境にも、
社
員
に
も
優
し
い
企
業
を
目指す

ベストバランスを考える

A3
冷静さと情熱を兼ね備えている人
仕事もプライベートも充実できるよう、働きやすい組織づくり
をすることがひめボスだと思います。この意識が社員にも浸透し
ていくよう、着実に実行していきます。
当社が愛媛に拠点を置いた県外企業だからこそ、私も愛媛に
貢献したいと思っています。西条市の
「愛リバー・サポーター制度」
に登録し、年に3回、河川堤防内の除草作業や清掃活動を実施
したり、サイクリングイベントなどに社員と積極的に参加したりし
て、
休日の楽しみ方や健康づくりを呼びかけています。また、
地元・
徳島ではマラソン大会にも出場し、スポーツを楽しんでいます。
今回開催された
「愛顔つなぐえひめ国体」
では、大会協力企
業として登録し、競技大会の整備工事やボランティア活動など、
会社を挙げて大会を応援しました。

相談でき、信頼・尊敬できる上司
最新の OA 機器を導入するなど、作業環境を迅速に改
善してくれます。社員間のコミュニケーションの場として、
食事会も開催してくれます。

みきゃんのつぶやき

推薦者
和田 真美
（ワダ マミ）
◎愛媛営業所

本社のある徳島県三好市
は、四国中央市の隣。愛
媛県を応援してくれる姿勢
が頼もしいけん。前向き
で、かつ戦略的に行動す
る姿がかっこいいんよね。
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医療法人ゆうの森
前島 啓二
（マエジマ ケイジ）
◎事務局 事務課業務チーム
松山市別府町444-1

電話（089）911-6333

業種：医療業

FAX（089）911-6334

従業員数：99名

FROM HIMEBOSS

BOSSに
質問！

Q1
Q2
Q3

部下の仕事と生活の両立への取り組みは？
業務効率を高めて成果を出すための取り組みは？
あなたにとって、ひめボスとは？

育児休業が当たり前の職場
最長3年まで取得可能な育児休業制度があり、2000年から現
在にかけて29名が利用しました。うち9名は2回以上取得していま
す。常に育休中の職員がいる状況ですので、心理的に抵抗なく
報告し、利用することができます。周囲の理解も得やすく、助け
てもらった分、自分が復帰した時にはできる限り協力するように、
自然となっています。復帰後も、家庭の状況に合わせながら短
時間勤務制度も活用するなど、働きづらいという障壁を取り払い、
実情に合わせられるような環境を整備しています。
寄り添う医療を目指している当法人の理念は、職員に対しても
同じです。

男性が家庭の役割を果たすことを応援
育児休業、短時間勤務制度、看護休暇など、両立のための
制度は女性だけが利用できるものではなく、当然ながら男性も利
用できます。
男性職員の一人も、短時間勤務制度を1か月間利用し、夫婦
で協力して育児を行いました。実家が県外にあった奥様にとって、
生まれたての第1子のワンオペ育児は肉体的、精神的に疲労が
伴います。夫である男性職員は、この時期に支え合いながら育
児をすることが、今後の長期的な家庭生活に重要であると考え
ていました。その気持ちを尊重したいと思い、部署内の業務調
整において一切遠慮しないように伝え、無理なく時短勤務がで
きるように促しました。これを皮切りに、他部署でも男性職員の
制度利用の実績ができています。

A2
男性の育児参加が生産性の向上に
育児短時間勤務を男性職員が取得するにあたり、以前から使
用していた To Do リストアプリを改善し、優先順位のつけ方、段
取りを見直すきっかけになりました。限られた時間の中で、さら
にどのようにうまくハンドリングできるかの意義づけをしたことが、
現在でも業務をする上で役立っています。
男性の育児参加は、業務に様々なメリットをもたらします。タ
イムマネジメントが進み、もともと少ない残業時間を、それ以上
どれだけ削減できるかという意識に変わりました。また、複数人
での仕事の共有化によってコミュニケーションも深くなり、協力
体制が強化されました。法人内でも、業務の生産性向上になる
良い事例となりました。

男女ともに ”育休 を
取
得
し
“
や
す
い
環
境
づ
く
り

A1

僭越ながら、当法人ならではの働きやすさ
の仕組みや、風土についてお話をすること
ができます。いつでも見学にお越しください。

A3
縁の下の力持ちというリーダーシップ
ツールとしての制度に乗り、コミュニケーションを積み重ねな
がら風土をつくる。みんなの役に立つ方法を考えることですね。
仕事上では、やりがいがある、挑戦できる環境を整えつつも、
部下が制約のある状態にある時は、本人の努力を応援しつつ安
心して仕事を任せられるような取り組みを行っています。
また、職員が講師となって地域の方々向けの健康教室を開催
する際や家族も参加できる社内運動会では、運営の下支えもし
ます。仕事と生活を充実させるために、ON と OFF の切り替えが
できるよう心がけています。

短時間勤務の希望を後押ししてくれた
「夫婦で協力して育児をしたい」
という私の気持ちを優先
してくれ、ご自身も多忙を極める状況のなか、気を配っ
てくださいました。その優しさに触れ、より一層、業務に
邁進したい気持ちが強くなりました。

みきゃんのつぶやき

推薦者
多田 翔太（タダ ショウタ）
◎事務局 事務課業務チーム
事務
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部下の思いに向き合って、
優しくフォローしてくれるひ
めボスやけん。仕事の姿勢
も人柄も誠実そのもの。肩
肘張らずに相談に乗ってく
れるから、信頼が厚いんよ。

愛媛県版イクボス

ひめボス宣言
変える、変わる。愛媛ワークスタイル

県では愛媛県版イクボス「ひめボス」を推進しています。
働き方改革や女性活躍は経営戦略の一環です。
長時間労働の削減や柔軟な働き方の実現など男女ともに働きやすく
働 き が い のあ る 職 場 環 境 の 整 備 を 進 め 、
ひ い て は 愛 媛 の 地 域 や 経 済を 活 性 化 す る た め 「 ひ め ボ ス 宣 言 」 を し て
一緒に取り組みを進めていきませんか？

「ひめボス」とは、愛媛県版イクボスです
愛媛の活性化を願い、愛媛で働く人を応援する上司（経営者・管理者）のことです。
「イクボス」とは、職場で共に働く部下・スタッフの仕事と生活の調和を考え、
その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、
自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司（経営者・管理職）を指します。
対象は男性管理職に限らず、女性管理職を含みます。

「ひめボス宣言」とは
「ひめボス」の趣旨に賛同し、経営者や管理職が署名した「ひめボス宣言書」を作成・公表するものです

なぜ「ひめボス」が必要か？
少子高齢化が進み、人口減少社会を迎える中で社会の持続的成長を維持し、
地域経済を活性化するには、男女がともに働きやすく、働きがいのある職場が求められています。
現役世代が減少する中、子育てや介護など、時間等に制約を持った部下・スタッフが
活躍できる企業・組織が求められています。その実現には、
部下の仕事と家庭の両立を支援しながら地域活性化を願う「ひめボス」の存在が欠かせません。
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平成29年度えひめ
トップの意識改革
■ひめボスグランプリ
愛媛で働く人を応援する活き活きと魅力的な「ひめ
ボス」を発掘・表彰し、地域活性化につながる取
組み事例や経営面でのメリットなどを紹介しました。
また応募のあった取組を冊子にまとめ、先進事例と
して啓発しました。
○募集期間
平 成29年9月21日～ 11月30日
○応募件数
30件
○審査員
白河 桃子（基調講演講師）、えひめ女性活躍推
進協議会会長、愛媛県県民環境部長
○グランプリ
アビリティーセンター（株）
松山オフィスリーダー 西野 雅史さん
職場環境整備を元に、業務内容の整理、見える
化を実行し、労働時間削減につなげている

■ひめボス講師養成講座・実践研修
講座を開催して講師を養成・派遣する体制を整備
し、市町やひめボス宣言事業所等が実施する
「ひ
めボス」実践研修に講師を派遣することで、地域へ
のひめボス拡大を図った。
○講座受講者
29名
○ひめボス講師登録者
20名
○研修実施回数
18回
※フォローアップ講座も行い、ひめボス講師の経
験を踏まえた研修のブラッシュアップを実施。
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■トップランナーミーティング
ひめボスグランプリの審査を公開審査方式で実施、
表彰するほか、働き方改革をテーマとした講演会を
実施しました（詳細は P35・36参照）。
○日時
平成30年2月1日13：00～ 16：00
○会場
国際ホテル松山
○基調講演
講師：白河 桃子
（内閣官房「働き方改革実現会議」議員）
テーマ：
「御社の働き方改革間違っていませんか？
経営戦略としての働き方改革」
○参加者
ひめボス、
女性リーダー等
（約220名）

■女性活躍推進アドバイザー派遣
中小企業等の要請に応じ、女性活躍推進アドバイ
ザーを派遣し、女性活躍推進や具体的な取組に関
するアドバイスを実施しました。
○女性活躍推進アドバイザー
78名
○ひめボス宣言事業所
493事業所（H30.2.28現在）
○女性活躍に関する自主目標設定企業数
737社（H30.2.28現在）

女性活躍推進事業
女性の人材育成
■女性リーダー育成ワークショップ
課題解決型のワークショップを開催し、将来の女性リーダーとなるべき人材を育成しました。
○日時
平成29年8月31日、9月15日、10月19日、平成30年1月19日（全4回）
○参加者
女性リーダーや次代の女性リーダー等（27名）
○講師
りそな総合研究所 リーナルビジネス部長 藤原 明さん
○第1回ゲストスピーカー
株式会社エス・ピー・シー 横山 ぬいさん
○成果発表会（平成30年1月19日）
聴講者：参加者の上司や施策に関心のある方33名

■女性リーダーネットワークの構築
女性リーダーが情報交換や情報
共有を図ることで連携を拡大し、
有機的なネットワークを構築できる
ような場を設定しました。

その 他
■未来のひめボス育成事業
愛媛大学と連携して社会力入門講座（1～ 2回生の全学部が受講）
で男女参画や女性活躍に関する講義を実施し、約2,000人が受講
しました。
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平成 29 年度トップランナーミーティング

グラン
プ
リ

ひめボスグランプリ表彰式
したけん
決定
!
が

- REPORT -

愛媛で活躍するひめボスたちから5名を選出し、事例を発表していただきました。
各人様々な取組みを参考にしようと、たくさんの人が集まり耳を傾けたなかで、
グランプリ1名、準グランプリ4名を決定。表彰式を行いました。
開催日／平成30年2月1日
（木） 会場／国際ホテル松山

主催者
あいさつ

中村時広愛媛県知事 挨拶
ひめボス
みきゃんも登場！

愛 媛 県のブランド
花、さくらひめが飾
られた壇上

ひめボス
グランプリ
公開事例
発表

5社がそれぞれの取組みを発表しました。
●西野 雅史さん
（アビリティーセンター株式会社）→事例 P.03
●石原 美良子さん
（株式会社ヴァンサンカン）→事例 P.04
●横山 ぬいさん
（株式会社エス・ピー・シー）→事例 P.05
●井手野 好太郎さん
（愛媛トヨタ自動車株式会社）→事例 P.06
●正岡 弘樹さん
（一般社団法人 Sign）→事例 P.07

審査の観点

イクボス＋ひめボスの特色である地域参画ができているか、
地域貢献の視点が持てているか
①部下の仕事と生活（育児・介護、地域活動等）
の
両立への配慮・取組み・成果
②業務効率を上げ、業務上の結果を出すための取組み・成果
③自らの仕事と生活の充実及び愛媛の活性化を願い、
積極的に地域参画、地域貢献する取組み
④部下からの推薦メッセージ

左／皆さん、自社のひめボス育成に役立てようと、真剣な表情で聴き入っていました
右／審査員の方々から講評をいただきました。写真は基調講演の講師として来県さ
れた白河桃子さん
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ユニークな取組みが
いっぱいやけん！

基調講演

御社の働き方改革
間違っていませんか？
経営戦略としての働き方改革
講師：白河 桃子
Profile

少子化ジャーナリスト、作家、相模女子大学客員教授。『働き
方改革実現会議』
の有識者議員を務めるほか、ファザーリング・
ジャパンのイクボス企業同盟に 所属している。山田昌弘氏との共
著である
『「婚活」時代』（2008年発行）
は19万部を超えるヒットと
なり、婚活ブームの火付け役 に。著書に
『御社の働き方改革、
ここが間違ってます』（PHP 新書）
ほか多数。

講 演のポイント
□働き方改革でやるべきことは
「リーダーシップ」「インフラ整備」「マインドセット」

マインドセット、つまり皆さんの気持ちが変わっていくことが
一番重要かつ難しいところ。

□本気で取り組んでいるのかチェックリストを作成する

会社を本気で変えていくには、経営者は本気なのかということが
一番重要。何のためにやるのか、ヴィジョンは共有しておく。

□働き方改革は暮らし方改革

経営者にとっては経営課題は何か？ 個人にとっては？ 40代以上の
人こそ自己研鑽が大事であり、生き方を決めるチャンス。

表彰・講評

審査の結果、グランプリは
西野 雅史さん（アビリティーセンター株式会社）に決定！

みんな素敵な
ひめボスなんダーク！

審査員

●審査委員長：えひめ女性活躍推進協議会会長
愛媛県法人会連合会会長 森田 浩治
●審査員：基調講演講師 白河 桃子、愛媛県県民環境部長 大森 尚子

審査委員長より表彰状と副賞が
受賞者に手渡されました
審査員・受賞者の皆さ
んで記念撮影も

参加者による
交流会

ひめボスが連携し、誰もが働きやすい
職場にするため、取組みを共有しました。
社員を支えるのがひめボス、
ひめボスを支えるのが経営者。
働きがいのある
愛媛県にしようねぇ～！
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編集後記
ひめボスとは、愛のひと
多くのひめボスの皆さんのお話をお聞きしながら感じたこと、それ
は
「身近な人を大切にする愛情」です。ひめボスたちは、部下、取引
先、お客様、家族などを、実によく観察し、理解しようとしています。
「身近な人に愛情を持って接し、幸せにしたい」という、愛のひとです。
その想いを理解した部下は、
「ボスを慕い、自慢に思い、貢献意欲が
湧き、今度は自分がまわりへの愛を実行する」という、好循環のサイ
クルがまわっています。

平成29年度地域女性活躍推進交付金事業
愛媛県県民環境部県民生活局 男女参画・県民協働課
〒790-8570

愛媛県松山市一番町四丁目4-2

TEL.089-912-2332

FAX.089-912-2444

<受託先>
一般社団法人 愛媛県法人会連合会

隣のひめボスから、学ぶ
ボスに順位をつけることは、本来誰にもできません。エントリーした
どのボスも、素晴らしいひめボスです。その中でもグランプリ5 社は、
特に、仕組化、改革力、実行力などに際立つ個性がありました。
「隣
のひめボス」を知り、働き方や生き方を感じ合える機会がこの事業の
魅力です。
ボスと部下が仲良く笑いあって話をする姿。質問に答えながら、お
互い初めて知った想いや出来事。絆が深まる瞬間を拝見できたことは
とても幸運でした。同時に、体感したことを伝えきれないもどかしさも
感じています。ぜひ皆さんも、報告書の事業所さんに会いに行ってくだ
さい。
インタビューにご協力いただいた皆様、愛媛県、法人会、拙い取材
原稿を一緒に見てくださり監修いただいた、ひめボス講師である
（株）
エス・ピー・シーの横山ぬいさんには心からお礼申し上げます。

（えひめ女性活躍推進協議会事務局）
〒790-8570 愛媛県松山市大手町ニ丁目5-7

愛媛県版イクボス「ひめボス」講師 木曽 千草

（中小企業指導センター内）
TEL.089-933-5596

FAX.089-947-4251

（所属：能力開発システム研究所）
Profile

四国を中心に、産・官・学の３分野の人材育成のプランニングや講師として関わり、人と
組織の成長を支援する。平成18年より代表取締役就任。愛媛県「さくらひめ大使」・愛媛

取材・編集／木曽 千草、脇本 美緒

県行政評価システム外部評価委員 等

監修／横山ぬい（愛媛県版イクボス「ひめボス」講師）

会うともっと魅力が伝わるひめボス
愛媛県独自の取り組みとして開催された
「ひめボスグランプリ」
。今回、
“ ひめボス ”、部下、そして関係者の皆様と直接お会いする機会に恵ま
れましたことに大変感謝申し上げます。
実のところ、どの “ ひめボス ” も好事例集に書ききれない豊富な経
験や魅力の持ち主ばかりでした。また、内に秘めた信念やひたむきさ
も溢れんばかりに伝わってきました。このような素晴らしいボスたちが
脚光を浴びたことは、職場はもとより地域の方々にとっても、改めて誇
りとなる存在になったと感じています。
果てしなく続くひめボス効果
インタビューを通して、ひめボスの共通点が見えてきました。それ
は、部下を一律に扱うのではなく、個々に合わせた柔軟な解決策を一
緒に考えていることでした。そして組織の “ お互い様 ” 風土の醸成を
育みながら、フォロー者に対しては適切な評価をすることで、貢献す
る喜びやキャリア向上に繋げています。併せて自身のプライベートや地
域貢献にも力を注いでおり、多種多様な分野で活躍をされていました。
けれども“ ひめボス ” は、仕事と私生活の均衡を保つだけでは終わり
ません。努力や成果を喜びとして体現しているからこそ、発する言動も
周囲に深く印象づけます。部下の中には、その背中をずっと心の中で
温め、原動力にされている方もいました。だれもが安心して存在価値
を認め合える空間を産み出し、そこで一緒に共感しながら想いを実現
する。その過程では、部下との弛まぬ努力があり、伸び代が大きい分、
未来を変える力があるのです。
そして、そんな“ 愛 ”が詰まったひめボスから、また新たなひめボス
が輩出されることも確信しました。ひめボス効果は果てしなく続きます。

愛媛県版イクボス「ひめボス」講師 脇本 美緒
（所属：さくら社会保険労務士事務所）
Profile

関西大学卒。県内放送局にて会館業務や食品会社総務関係に従事。社会保険労務士の
他、第一種衛生管理者、女性労働協会認定講師、厚生労働省委託事業 育児・介護プラ
ンナー、女性活躍推進アドバイザー、母性健康管理相談担当
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平成29年度の「えひめ女性活躍推進協議会」の
構成団体は下記の通りです。
【えひめ女性活躍推進協議会】
一般社団法人 愛媛県法人会連合会
愛媛県商工会議所連合会
愛媛県商工会連合会
愛媛県中小企業団体中央会
愛媛県経営者協会
愛媛経済同友会
愛媛県農業協同組合中央会
日本労働組合総連合会愛媛県連合会
公益財団法人 えひめ産業振興財団
愛媛県社会保険労務士会
四国税理士会愛媛県支部連合会
社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会
一般社団法人 愛媛県医師会
一般社団法人 愛媛県建設業協会女性部会
愛媛県漁業協同組合連合会
愛媛県森林組合連合会
一般社団法人 愛媛県中小企業診断士協会
公益財団法人 えひめ女性財団
公益財団法人 松山市男女共同参画推進財団
えひめ男女共同参画推進大学等連絡協議会
まどんなサポートマネージャークラブ
まどんなメンターネット

【行動宣言応援 地域金融機関】
株式会社 伊予銀行
株式会社 愛媛銀行
愛媛信用金庫
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