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女性が働く職場
Report
No.1

子どもと多く過ごしながらも働ける環境を

〜アコレの真心と気配りの環境づくりへの取り組み〜
VOCEやMAQUIAの人気美
容雑誌で紹介され、フリー
アナウンサーの田中みな実
さんも愛用というナチュラ
ルパフを製造し、子育て中
の女性が多数活躍している職場としても有名なアコレ
株式会社の後藤芳代表取締役と後藤佳陽子専務取締役
にお話を伺いました。
（報告：岡村昌樹・関澤新一）

Corporate Data
アコレ株式会社 代表取締役 後藤 芳
静岡県富士宮市万野原新田3636-8 (本社)
電話：0544-66-3636 FAX：0544-66-3637
https://acore-puff.com/ スタッフ数：約100名

◆安心して働ける職場

ど、ハード面においても随所に女性に

アコレの約9割が女性従業員、そのう

この背景には、自らも働きながら子

ち約8割が子育て世代の従業員です。そ

育てをしてこられた佳陽子専務の「18

なっていました。

うした環境の中、24時間体制で工場を

歳までは子供とできるだけ多くの時

◆本格的な保育所作りを目指して

円滑に稼働しています。

間を一緒に過ごして欲しい」という強

子育て世代の女性が働きやすいよう

い想いがあるようです。

やさしい、女性に喜ばれる職場環境と

現在、子供と一緒に出勤し会社内の
託児所へ預けることができるのは土

にフレックスタイム制を採用し、突然

他にも、女性を意識した色合いの

曜・祝日・長期休暇のみ。将来的には本

決まった学校行事にも出席できる体制

ロッカールームや高級感のあるパウ

格的な保育所を作り、子育て中の女性

を整えており、従業員の皆さんが気兼

ダールーム、休憩室内の広いキッチン

従業員の増員も計画中です。

ねなく勤務中に学校行事で中抜けした

や機能的でユニークな形状をした

徹底した品質管理でお客様のニーズ

り、産休や育休をとったりすることの

テーブル、仮眠をとれる畳のエリアな

に合った高品質なオリジナル商品を作

できる社風が根付いています。

り続ける社長の経営手腕と自らの子育

また、土曜・祝日・長期休暇は、子供と

て経験を活かした専務の職場環境づく

一緒に出勤し、会社内の託児所に子供

りの二人三脚で、今後も優秀な女性従

を預けてお昼休憩は子供と一緒に過ご

業員をさらに増員し、
これからもヒット

すことができるなど、子育て世代の働

商品を増産し続けていくことでしょう。

きやすい環境を整えています。
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◆きっかけは専務の思い

いまや『女性活躍』『仕事と育児の両立』などの言葉は、

時間制約のある人材を活用し、育児中や介護中など働く時

意識していない企業はないというくらい注目度が高いキー

間に制約のある労働力を活用する動きが急激に加速してい

ワードとなっています。なぜ今、日本の企業では女性が社

ます。

会で活躍する事が注目されているのでしょうか。

今回、富士宮市内で、職業生活と家庭生活との両立を支

1990 年以降、日本の労働人口は減少しています。企業

援するための職場環境を整備している企業、また、子育て

としては、労働力人口を確保することが求められ、使える

支援制度を導入している企業を中心に、多様な働き方を可

労働力はフルで活用し、なるべく男女ともに長く働くこと

能とする雇用環境整備の状況、取り組みによる効果等につ

ができる環境整備が必要です。このような中、各企業では

いてお伺いしてきました。

Report
No.2

わたしの居場所がそこにあるありがたみ

〜アリエの「当たり前を当たり前に」への取り組み〜
OEMでの化粧品製造に特
化して業績を上げ続ける同
社の躍進を支えている女性
従業員の働きやすい環境づ
くりの為に、どのような取
り組みをしているのか、鈴木取締役、井出総務部長、惟
村主任はじめスタッフの皆さんにお話を伺ってきま
した。
（報告：田邉元裕・篠原和歌子）

Corporate Data
株式会社アリエ 代表取締役 石橋 奈央子
静岡県富士宮市外神東町118
（富士宮本部）
電話：0544-58-5900 FAX：0544-58-5477
http://arie.co.jp/ スタッフ数：約500名

◆求人募集で特別な事は何もしていない

◆安心して子育てから戻れる場所

観、企業体質だったりします。

有料求人広告を出していなくとも口

いおりさん（写真左）は産休後復帰

アリエでは早い時期からそうしたこ

コミで続々人が集まるというアリエの

の矢先に二人目の懐妊が判明。会社に

とに気づいて、突出した特別な事では

秘密は何だろうか？聞いてみると「特

緊張しながら報告すると「良かった

ないけれど、大切な事を当たり前に一

別な事は何もしていないのですよ」と

ね」と声をかけてくれて、足掛け三年

つ一つ積み重ねていることがこんにち

意外な答えでした。

の産休を経て現在も活躍中です。

の人気に繋がっているのではないで

元気なあいさつを基本に、明るい職
場雰囲気を作っています。新人には腕
章をつけ配慮しています。

「会社に申し訳ない思いが強かったが
本当に有難かった」と言います。
ちなつさん（写真右）は出産を機会

しょうか。
そして、そうした企業風土を作るた
めに、経営者自身や中核の社員がチー

有給休暇も半日単位でしっかり消化

に退職を選択。その後再就職を考えた

ムになって、良い雰囲気をつくる方針、

できます。従業員の声を聞くアンケー

時に、働き易い魅力に惹かれ古巣の門

環境を作ることが大事なのだとも感じ

ト等を実施し、人数の多い企業とは思

を叩きました。
「 会社も仲間も快く迎

ました。

えない程素早いフットワークで意見を

え入れてくれて本当に良かった。」と

取り入れて改善を実施しています。

語ります。

外国出身の従業員への言語面のサ
ポートも欠かしません。

◆当たり前の取り組みの積み重ね
「当たり前」は意外と難しいもの。良
い環境作りを阻むものは、古い価値
3
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富士宮商工会議所 の動き
河原﨑信幸会頭が再任

︻シンコーラミ工業㈱ 取締役会長︼

監事が選任される〜

〜副会頭︑専務理事︑

臨時議員総会が開催され、任期満了に伴う役員改選に
ついて審議を行い、河原﨑信幸会頭の再任が承認されま
した。また、今回の役員改選で副会頭、専務理事、監事２
名も再任され、監事１名、常議員４名が新たに就任され
ました。
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第一号議案「任期満了に伴う会頭選任」承認の件
会

頭 河原﨑信幸【再任】（シンコーラミ工業㈱）

第二号議案「任期満了に伴う副会頭選任」承認の件
副 会 頭 篠原

寛【再任】（富士宮信用金庫）

齋藤 哲雄【再任】（㈱大富士）
清

哲也【再任】（㈱大石組）

第三号議案「任期満了に伴う専務理事選任」承認の件
専務理事 鈴木 清秀【再任】
第四号議案「任期満了に伴う監事選任」承認の件
監

事 黒松健太郎【再任】（黒松税務会計事務所）
市川 祐司【再任】（㈱市川家具センター）
小野田次由【新任】（㈱小野田総合設備）

第五号議案「任期満了に伴う常議員選任」承認の件
※同封の新役員・議員名簿をご参照ください。

また、今回で退任されました役員・議員の皆様におかれましては長きにわたり地域産業振興及び当所
運営に多大なるご尽力をいただきありがとうございました。
総会終了後には、新役員・議員に須藤秀忠富士宮市長をはじめ多くの来賓の方々と懇親会を開催し、
新たなスタートを祝いました。

経営者･従業員の方々へ

休業補償プラン

■保険料の大きな割引があり、個別で契約するより安く
ご加入いただけます。（最大 60％）
■補償期間は最長 1 年間ですので、療養の際も安心です。
■詳細についてはお問い合わせ下さい。
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富士宮商工会議所
〈取扱損害保険会社〉
あいおいニッセイ同和損害保険㈱
東京海上日動火災保険㈱
三井住友海上火災保険㈱
損害保険ジャパン日本興亜㈱

お 問 合 せ

〜病気･ケガで休業しても
あなたの所得はしっかり守ります〜

「所得補償保険団体契約」
（0544）263101
（0545）618711
（0545）514191
（0545）661164
（0545）529630

富士宮市に要望提出

富士宮市役所において河原﨑信幸会頭
より、須藤秀忠市長に要望書を提出いた

④回遊性のあるまちづくりについて
⑤雇用対策及び定住人口増加対策として
の奨学金返済補助制度の延長について

しました。
今年度は、昨年から継続案件６件と新
規案件４件の合計10件について要望をい
たしました。

⑥移住・定住政策の拡充について
【新規案件】
⑦ＪＲとの連携による地域の活性化につ
いて

要望内容の項目は次のとおりです。
【継続案件】

⑧中小企業向け工業団地の早期実現につ
いて

①住宅リフォーム宮クーポン事業の継続
について

⑨県道大坂富士宮線と１級市道大塚弓沢
線の交差点（通称「よろづや交差点」）の

②新東名高速道路のアクセス道路「岳南
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改良及び信号機設置について

北部地区幹線」の早期実現について
③中部横断自動車道の完成に伴う富士宮

⑩宮おどりの市内小中学校への普及につ
いて

へのアクセス道路となる国道469号の
早期実現について

通称「よろづや交差点」

新年賀詞交歓会のご案内
新年の門出に際して会員の皆様が一堂に会

会員事業所
模範従業員表彰のご案内

し、会員同士の交流が図れるような有意義な場
所になるよう、新年賀詞交歓会を下記の通り開
催いたします。
多数の皆様のご参加をお待ちしております。
日

時

2020年１月16日（木）
16：30〜
「タカラヅカに学ぶ
コミュニケーション力」
講師：大峯 麻友氏
（女優・歌手・コミュニケーションアドバイザー）

18：10〜
会
会

場
費

新年賀詞交歓会

クリスタルホールパテオン

当所では、会員事業所に10年以上勤続する従
業員の表彰を毎年実施しております。
該当する従業員の方がおられましたら、是非
ご推薦下さい。
開 催 日 2020年2月18日
（火）
16：00〜
会

場 フォレストヒルズ

表彰負担金 1名 10,000円

申 請 期 限 2020年1月10日
（金）
※詳しくは、同封したチラシまたは当所HPをご参照ください

5,000円
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若手社員研修を開催

7 22

9 9

消費税増税や人手不足を乗り越えられる若
手社員の育成を目的に『段取り力を鍛える』
『問
題解決力を磨く』をテーマに㈱Ofﬁce REVO・
中村雅子氏を講師に迎え、参加者は自身の普段
の仕事内容や社内の様子を思い出しながらグ
ループワークを中心に課題に取り組みました。

働き方改革と今後の
労務管理のポイント

9 6

2019年4月より働き方改革改正法がスター
トし順次適用されている今、何をすべきか？を
テーマに㈱スタッフコンサルティング代表取
締役・特定社会保険労務士の森

紀男氏を講師

に迎え働き方改革及び労務管理のポイントを
解説するセミナーを開催しました。
実際に講師が体験した内容も交えた説明に、
参加者は大変興味深く聞入っていました。
【厚生労働省 特設ページ】

https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/

【働き方改革BOOK】

http://www.fujinomiya-cci.or.jp/tpics/
2019̲hatarakikatakaikakuBOOK.pdf

役員・会員懇親ゴルフ
9 18
コンペ開催！

小規模企業振興委員
長野県視察を実施

9 14

小田急西富士ゴルフ倶楽部にて、48名の

商店街の振興として全国から視察の問い合

方々が参加されました。当日は昼過ぎから少し

わせを多く受けている新潟県新潟市にある「沼

雨も降りましたが、参加者は和気あいあいとし

垂テラス商店街」を訪問しました。

た雰囲気のなか、富士山を仰ぎながら気持ちよ

沼垂テラス商店街は、もともと市場として使

くプレーすることができました。主たる各受賞

われていた長屋を改装したものとなっており、

者は、
以下の通りです。

2010年から少しずつ店舗を増加させ、2015年

●

優

勝 松田

●

準優勝 安尾

●

３

●

ベストグロス 安尾

位 望月

には旧長屋の全てが店舗として開業されたそ

雅博（アクサ生命㈱）

…………グロス94・ネット70.0

圭太（UTB ゴルフスタジオ）

…………グロス75・ネット70.2

一成（㈲マルモ食品工業）

…………グロス76・ネット71.2

圭太（UTB ゴルフスタジオ）

…………グロス75

優勝した
松田氏と会頭

6

9 13

うです。
また、長屋だけに留まらず、隣接する商店街
への出店の支援を行うことで、商店街全体の活
性化に尽力している取り組み等を説明して頂
きました。

女性会だより

青年部だより
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経営者の為の
資質向上セミナー
at

ベルヴィコラボ

弁護士の栗田勇氏を講師に迎え「働き方改革」

9 /5
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第51回
全国商工会議所女性会
連合鹿児島全国大会に参加

１日目は、城山ホテルにて懇親会が行われ、

下における経営者・管理職が直面する人事・労務

約2,700名の会員が参加。歌手の城南海さんの

リスク！をテーマに、労務管理について事前の

沖縄独特の歌などが披露されました。

対策や意識を持つことが必要であるなど、経営

２日目は、全国大会が鹿児島アリーナで行

者、
管理職者にとって必要な知識を学びました。

われ、会長の望月律子さんが特別功労者とし

また、
「会社全体の働き方を見直し、無駄を省

て表彰されました。昨年の大河ドラマ「西郷ど

いていくことで、高効率な業務を推進していく

ん」の原作者、林真理子氏を講師に招いた記念

ことが大切である」
とアドバイスいただきました。

講演会では、母の介護の大変さや、女性の自立
の大切さなど自分の経験からの話をお話しい
ただき、私達に少し通じるところがあると思

新

規

会

員

事業所名

いました。

（佐野友子）

鹿児島アリーナにて

桜島を後ろに

期間：2019 年 5 月 24 日～ 2019 年 10 月 11 日
所 在

地

代表者名

業

種

あさぎりハーブ・シオン

上井出 3472-66

野田

豊

旭富士

中島町 366-3

小林

郷司

食堂・すし・うなぎ

㈱ＮＳシートメタル

安居山 1056-34

天野

直樹

建築板金業

行政書士あかつき法務事務所

北町 6-13

杉浦

輝

GROUND TRACE

矢立町 677

鈴木

義裕

自動車整備業

佐斫

粟倉南町 172

佐野

広樹

解体業

東町 16-20

諏訪部満春

飲食業

㈱志保

宮原 309-4

佐野佐知子

障がい福祉サービス業

スナック琥珀

小泉 1801-20

大河原貴恵

飲食業

外村法務司法書士事務所

淀平町 346

外村

憲輔

法務・司法書士事務所

たかのチェーン富士宮店

浅間町 12-10

小澤

政和

飲食料品小売業

Nail Salon PARANGSE

前田町 36-1 2F

望月

麻衣

ネイルサロン

杉田 781-21

前島るみ子

高齢者健康づくりサポート

㈲フジ・グローバル・ジャパン

外神 1889-3

吉野

武久

各種プラント設計・施工

ミラクル㈱

大宮町 12-1

内野

博隆

一般飲食店

MONT SAINT FUJI

外神 431-1

篠原健史郎

洋菓子製造販売

U TBゴルフスタジオ

源道寺町 1227

安尾

圭太

ゴルフレッスン

ワーズワース

万野原新田 4007-1 D103

小泉

享士

店舗向け販促サポート

（同）さんきゅーダイニング

（特非）ぴくにっく

ドライフラワー製造販売

中小企業支援（創業支援等）
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information

年末調整事務個別相談会
開催日時

2020 年１月 14 日（火）〜 17 日（金） ９：00 〜 15：３０
※予約優先、12：00 〜 13：00 は休憩時間

相談会場

富士宮商工会議所

※詳細は、同封のチラシまたは、富士宮商工会議所 HP をご確認ください。

「労働保険適用促進月間」のお知らせ
◆11 月は「労働保険適用促進月間」です。
労働保険（労災保険・雇用保険）は、労働災害や失業等が発生した際に、保険給付等を行うことにより労働者の
福祉の向上・推進を図るための、政府が管掌する強制保険制度です。
労働者を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模を問わず労働保険の適用事業所となり、
事業主は成立（加
入）手続きを行わなければなりません。
◆各種届出書等の事務処理については、労働保険事務組合等を利用することもできます。
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚
生労働大臣の許可を受けた団体のことです。
労働保険事務組合として認可を受けている団体には、主に商工会議所、事業協同組合、その他の事業主団体など
があります。
※事務を委託するには委託手数料が必要となります。
問合せ先
労働者（パート・アルバイトを含む）を雇用している事業主の方で、 富士宮公共職業安定所 業務係 ( 適用 )
未だ成立（加入）手続きを取っていない方は、速やかに管轄の労働基
電話：0544-26-3128
準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）へご相談ください。

静岡県最低賃金改正決定のお知らせ
社員、臨時、パート、アルバイト等の名称にかかわらず、静岡県内の事業場で働くすべての労働者に適用される
「静岡県最低賃金」が改正決定されました。
なお、特定の産業には「特定最低賃金」も設定されています。

2019 年 10 月４日（金）から

時間額 885 円

御照会・御相談は、静岡労働局労働基準部賃金室又は最寄りの労働基準監督署まで

軽減コールセンター（消費税軽減税率電話相談センター）のお知らせ
消費税の軽減税率制度に関する一般的なご質問やご相談は、軽減コールセンター（消費税軽減税率電話相談セン
ター）で受け付けています。
【電話番号】0120-205-553 【受付時間】9：00 から 17：00（土日祝除く）

融資まるごと相談会「一日公庫」開催のご案内

無担保・無保証人・低金利マル経融資のご案内

日本政策金融公庫職員が直接相談に応じる相談会です。
日

時 2019 年 11 月 21 日（木）

会

場 富士宮商工会議所 ※事前のご予約が必要です

注意点など

年

利

対

象

1.21％ （10/2 現在）
0.71％※ ※富士宮市の利子補給制度利用で年利
0.5％相当額が補給されます。（借入
小規模事業者
後２年間に限る）

・どちらも決算書等の用意いただく書類があります。
・相談受付から審査・融資実行まで一定日数を要しますので、お早めにご相談下さい。
・詳細は同封のチラシをご参考下さい。
お問合せは、富士宮商工会議所まで
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