株式会社ヴァンサンカン

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

松山市二番町4-2-18

従業員数：20名（会社全体114名）

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？

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
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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。
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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。

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？

「頑張れなくなったら働けない」
の？
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

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。

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

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。

上がり、増収増益になっています。

A1

一人ひとり
の
ス
タ
ッ
フ
に
徹
底
的
に
寄り添う

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。

改善を楽しみ
、
成
果
に
こ
だ
わ
る
風
土
づくり

誕生日にはみんなでバースデーソング
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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。

毎朝10分、毎月1時間の整理整頓

A1

準グ
ラン

石原 美良子（イシハラ ミヨコ）
◎代表取締役

電話（089）932-5006（代） FAX（089）932-5847

業種：人材総合ビジネス

ボス
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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
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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。
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