
聞き手：初めて伺いましたが、広大な敷地で、きれいな
工場ですね。創業はおじいさまだそうですね。

鈴木社長：当社の創業は祖父が1931年（昭和6年）に「高
砂工業所」として駄知の町中で事業を興したのが始まりで
す。祖父は瑞浪市大湫の出身で、名古屋の電気工業メー
カーで仕事をしていたことがありました。1953年に株式会社
となる際、縁起のいい高砂の名前をつけ高砂工業となり、
今日まで至っています。

聞き手：もともと焼き物を作られていて工業炉の製造
へ、というわけではないのですね。

鈴木社長：以前の窯や炉というと、職人がレンガを積み上
げて作るようなものばかりでした。周囲に設計者や技術者
がいたこと、そして大量生産へと向かう世の中の需要に
マッチしたこともあり、工業炉を手掛けることになったようで
す。創業当時から今も製造しているのが、陶器やタイル・瓦
などのセラミックスを焼成するトンネルキルンなどです。
　ちなみに駄知町を選んだのは、戦時中地元に航空部品
を製造する会社があったことも理由の一つだと聞いていま
す。技術者の方を自社に受け入れ、会社の基礎を固めた
のです。

聞き手：キルン＝窯、炉、なのですね。どのような業界で使わ

れているのでしょうか。

鈴木社長：もとはタイルや瓦といった窯業向けが中心でし
たが、現在は様 な々業界の粉体材料の熱処理に使用され
ています。LEDに使用されるハイアルミナ材、ハイブリッド車
や携帯電話に使用される二次電池材料、薄型テレビ用の
PDPパネルなど。そのようなニューセラミックスと呼ばれる分
野に使用されることが、15年程前から増えてきました。リサイ
クル業界に利用されている例もあります。熱を使う工程が関
わる業界として、食品や化粧品の原料といった分野にも関
わっています。

聞き手：地元の窯業向けというだけでなく、様 な々業界へと
販路を広げられたのですね。

鈴木社長：関東、九州、北海道といったいろいろな地域に
納入してきました。日本政策投資銀行からの勧めもあり、東
南アジアへも輸出するようになりました。次第に台湾、中国な
ど各国に合弁会社ができていき、現在では30ヵ国への輸
出実績があります。
　当初の海外営業は本当に大変だったことと思います。設
計こそ日本でしますが、現地での設置、調整・試運転、そし
て納入先の皆さんが使えるまでトレーニングすることも当社
の仕事ですので。

聞き手：窯業以外に目を向けられたのが15年前、社長に
就任される少し前でしょうか。

鈴木社長：私が入社した少し後ですね。ちょうど、アナログ
からデジタルへという時代の流れで、化学材料がたくさん使
われ始めた頃です。当社で作る機械はオーダーメイドのも
のばかりですから、販売先も変わり、炉で扱う材料も設備も、
営業のアピールポイントも大きく変わりました。現在は商品の
サイクルも早く、数年で熱処理炉を更新される企業も多い
ので、我 と々してもニーズを先取りして開発していかなけれ
ばいけないと考えています。
　一方で、金属の強度・精度を高める熱処理を行う「真空
炉」も約4年程前から開発を進めています。自動車部品製
造の場面で世界的にも注目されており、ベアリングやギヤと
いった、表面が硬くないと摩耗してしまうような部品の熱処
理に使われています。当社は後発でしたので、独自性を打
ち出すべく、革新的な能力を持った炉を開発し、試験設備
を持って委託試験なども請け負っています。

聞き手：真空炉については、特にデザイン性にもこだわって
いらっしゃるのですね。

鈴木社長：工業デザイナーにお願いし、当社のシンボル
マークの赤を使い、タッチパネルをつけるなど、若手技術者
にも喜んでもらえるスリムな感じを目指しました。環境配慮の
面も意識しています。

聞き手：お客様の職場環境も改善していこうというのは良
いアイディアですね。専門性の高い職場ですが、人材育成
にはどのように取り組まれていますか。

鈴木社長：現場に出れば必ずしもマニュアル通りにはいき
ませんから、本人が現場でどれだけ苦労するかだと考えて
います。もちろん、基本は教えます。以前は新入社員研修に
半年や1年かけていたこともありますが、今は製造系で2ヵ
月、技術系で1ヵ月、合計3ヵ月間のOJTとしていて、日替わり
で先輩がついて育成します。また、メンターもつけて生活面
や精神的な相談ができるようにしています。

聞き手：受注から設備の完成までには時間がかかると思
いますが、どのような体制で取り組まれているのですか。

鈴木社長：チームを組み、複数の仕事を同時に進めてい

ます。1つの仕事に半年から1年はかかりますね。ただ、仕
事の具合によっては一時的に別のグループに入ってもら
うこともありますので、3～5年で部署を異動してもらってい
ます。
　設計関係だけでも約80人の社員がいますので、部署
が異なると話したこともない社員がいることもあります。コ
ミュニケーションを図る為に３つくらいの部署を合わせて
約30人くらいの規模の社内懇親会を催しています。会社
が費用負担し、私も参加します。また、月1回の全員参加
の朝礼では、その月に誕生日を迎える社員に前に出ても
らい、皆でハッピーバースデーの歌を合唱します。

聞き手：社内のコミュニケーションが活発になるように工夫
されているのですね。若手の採用についてはいかがです
か。

鈴木社長：5年程前から新卒採用に力を入れています。東
京で3回、名古屋では5回程度の個別会社説明会を開催
し、社長自ら会社概要を説明し、続いて技術・営業の若手
社員が話をします。こちらの思いに共感してもらえる方に入
社していただきたいという思いから、1回目はこちらから出向
き、2回目に会社を見学してもらいます。この5年で入社した
方については、出身地も様々ですが、ありがたいことに離職
率が低いですね。海外からの受注も多いですし、どの仕事
も答えがあってないようなものですから、チャレンジ精神が
あって、自分でやりたいことを伝えられる学生さんに入社し
ていただきたいですね。

聞き手：最後に、休日の過ごし方やご趣味について教えて
ください。

鈴木社長：趣味といえるのはゴルフですね。会社にゴルフ
部があることもあり、社員が一緒に回ってくれます。よく歩くの
で健康管理にも良いですし、いろいろな社員と話せるのも
楽しいですね。

●住　　所： 土岐市駄知町2321－2
●Ｔ Ｅ Ｌ：0572－59－1234
●Ｆ Ａ Ｘ：0572－59－2033
●Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.takasago-inc.co.jp/
●事業内容：

●従業員数：266人（平成 29 年 2月現在）

熱化学の力で世界のハイテク産業に
アプローチ
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高砂工業 株式会社
代表取締役社長

～日本企業の細やかさを活かして、熱処理設備をオーダーメイド～

窯業が盛んな土地で
工業炉の開発製造をスタート

“小さくても丈夫”を叶える
真空炉の開発

鈴木 達也 氏

各種熱処理設備、熱処理ラインの一貫生産
熱処理炉、真空炉や搬送ラインからなる設備
を、試験、設計、製造、据付、メンテナンス
まで一貫して手掛けます！
豊富な試験設備を用いてお客様をサポート！

窯業分野からハイテク分野へ
そして日本から海外30ヵ国へ
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経営者インタビュー
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社員の順応性を高めつつ
より風通しの良い職場へ

入社説明会にも社長自ら登壇

（一社）岐阜県経営者協会　広報部会委員
丸理印刷 株式会社

代表取締役 伊藤 健太郎 氏

聞き手

▲ 本社事務所 ▲ ローラハースキルン（連続工業炉）
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【岐阜県内の有効求人倍率　一部地域では一時2倍超に】
岐阜労働局は署別の有効求人倍率を発表した。
各労働基準監督署の有効求人倍率の状況については下記の通り。

資料出所：岐阜労働局「有効求人倍率の推移（平成29年6月30日更新）」

資料出所：厚生労働省「平成28年『労働組合活動等に関する実態調査』の結果」

（パートを含む全数）

（単位：％）

は前月より上昇。 　※平成28年12月以前の有効求人倍率（岐阜県全数）は、新季節指数により改訂。
※大垣所分は揖斐出張所分を含み、関所分は岐阜八幡出張所分を含む。

注：3年前とは、平成25年6月をいう。なお、組合結成後3年未満の労働組合は、結成当時と比べた状況を回答。

労働組合員数の変化

有効求人倍率の推移

【労働組合活動の重点事項　1位は「賃金・賞与・一時金」】
厚生労働省は、労働環境が変化する中で労働組合の組織及び活動の実態等を明らかにすることを目
的に調査を実施した。3,246の組合から回答を得たもので、結果は下記の通り。

3年前（平成25年6月）と比べた組合員数の変化をみると、組合員数が「増加した」34.1％、「変わらな
い」22.2％、「減少した」41.7％となっている。
3年前と比べた組合員数の変化別割合（単位労働組合）

27
年度

28
年度

28年 29年

（単位：％）

労働組合活動の重点活動
労働組合活動において、これまで重点をおいてきた事項（複数回答主なもの5つまで）をみると、「賃
金・賞与・一時金」91.5％が最も高く、次いで「労働時間（労働時間の適正把握を含む）・休日・休暇」
78.3％、「組合員の雇用の維持」43.2％などとなっている。
組合活動におけるこれまで重点をおいてきた事項 及び 今後重点をおく事項別割合（抜粋）
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22.2
22.1

減少した
41.7
47.1

不明
2.0
0.7

80.3
68.3
41.3
40.5
22.6
21.1
23.4

91.5
78.3
43.2
37.3
23.0
22.1
19.7

賃金・賞与・一時金
労働時間（労働時間の適正把握を含む）・休日・休暇
組合員の雇用の維持
職場の安全衛生（メンタルヘルスを含む）
企業内福利厚生
育児休業制度・介護休業制度・看護休暇制度
定年制、継続雇用制度（勤務延長・再雇用）

事　　項

平成28年調査計
前回調査（平成20年）

区　　分

これまで重点を
おいてきた事項

今後重点を
おく事項



資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構「『改正労働契約法とその特例への
　　　　  対応状況及び多様な正社員の活用状況に関する調査』結果」

有期・無期契約労働者間の労働条件の不合理な相違
を禁止するルールに対応するため、フルタイム契約労働
者あるいはパートタイム契約労働者を雇用している企業
のうち、「既に見直しを行った」割合は5.7％。「今後の見
直しを検討している」10.3％と合わせても6社に1社程度
にとどまった。
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労働行政レーダー
ヘッドライン

【精神障害による労災請求は1,586件】
厚生労働省は、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓
疾患や、仕事による強いストレスなどが原因で発病した精
神障害の状況について年1回取りまとめている。
平成28年度における精神障害に関する事案の労災補
償状況については、請求件数は1,586件（前年度比71件
増）、支給決定件数は498件（同26件増）となっている。業
種別の請求・支給決定件数の状況は下記の通り。

【配偶者出産後の休暇取得は55.9％】
内閣府は、配偶者の出産直後における、男性の休暇取
得率の現状値を把握するとともに、配偶者の出産に係る
休暇取得の実態や、休暇の取得促進に必要なことがらは
何かを明らかにすることを目的に調査を実施した。
配偶者の出産後2か月以内の休暇取得率は55.9％。休
暇取得率が最も高いのは出産日の52.3％で、出産日から期
間が離れるほど休暇取得率は低くなった。

「無期転換ポータルサイト」がリニューアル

資料出所：厚生労働省「無期転換ルールに関する情報を発信する『有期契約労働者
　　　　　の無期転換ポータルサイト』をリニューアルします」

無期転換ルールについて多く寄せられている質問を
Q&A形式にまとめて新たに掲載。また現在、有期労働
契約で働いている人にも分かりやすく使いやすいホーム
ページとなるよう情報の整理・追加などが行われた。

求人票と実際との相違　28年度は9,299件

資料出所：厚生労働省「平成28年度のハローワークにおける求人票の記載内容と
　　　　　実際の労働条件の相違に係る申出等の件数を公表します」

平成28年度、ハローワークにおける求人票の記載内
容と実際の労働条件の相違に係る申出件数は9,299件
（前年度比15％減）となった。申出等の内容は「賃金に関
すること」が2,636件で最も多く、続いて「就業時間に関
すること」1,921件、「職種・仕事の内容に関すること」
1,311件となっている。

新入社員の傾向は「人並みに働き　楽しい生活を」

資料出所：（公財）日本生産性本部／（一財）日本経済青年協議会
　　　　　「平成29年度 新入社員『働くことへの意識』調査結果」

平成29年度新入社員の「働くことの意識」について、働く
目的では、「楽しい生活をしたい」が42.6％で過去最高を更
新する一方、「自分の能力をためす」は10.9％で過去最低を
更新。会社選択の理由は40年以上変わらず「能力・個性が
いかせる（31.2％）」が最も多くなっている。

資料出所：日本商工会議所「『人手不足等への対応に関する調査』集計結果」

人員の過不足状況について、「不足している」と回答し
た企業は60.6％（前年度比5.0㌽増）。調査開始から3年
連続で人手不足感が強まっている。業種別割合は宿泊・
飲食業が83 . 8％で最も高く、続いて運輸業74 .1％、介
護・看護70.0％、建設業67.7％となった。規模別では301
人以上の企業が78.1％で最も高くなっている。

有期・無期労働者の条件　見直す企業は約16％

人手不足を感じる企業割合が昨年度より増加

資料出所：厚生労働省「平成28年度『過労死等の労災補償状況』を公表」
※（　）内は自殺（未遂を含む）の件数で、内数。

資料出所：内閣府「男性の配偶者の出産直後の休暇取得に関する
実態把握のための調査研究事業【概要版】」　　　　　

精神障害の請求件数の多い業種

（単位：％）

医療・福祉
製造業
卸売業・小売業
運輸業・郵便業

1
2
3
4

請求件数
302件（16件）
279件（55件）
220件（24件）
173件（19件）

業種（大分類）

製造業
医療・福祉
卸売業・小売業
建設業

1
2
3
4

請求件数
91件（19件）
80件（  8件）
57件（  3件）
54件（16件）

業種（大分類）

精神障害の支給決定件数の多い業種

各期間で利用された休暇の種類

38.3

43.4

3.6
1.5

9.4

3.8

11.3

3.1

8.9

2.3

54.2

45.6

8.0
2.3

78.0

14.9

11.5
6.2

年次有給休暇
配偶者出産休暇（勤務
先の就業規則等で特別
に定められた休暇制度）
代休
育児休業
その他の勤務先の
特別休暇
種類は覚えていないが
休暇を取得した

退院翌日から
出産後
2か月以内
（ｎ=436）（ｎ=485）

出産日

（ｎ=530）

出産翌日から
退院まで
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第５１回岐阜県監督士養成講座 全日程終了
～26社48名の新監督士が誕生～

▲ 認定委員長の山口嘉彦氏より受講者48人全員が
　 岐阜県監督士に認定されたことが発表される

▲ 受講者一人ひとりに認定書が授与される ▲ 受講生代表が職場のリーダーとして活躍すること
　 を宣誓

▲ 第8講「ものづくり現場の改善の進め方」

　5月12日（金）に開講した「第51回岐阜県監督士養成講座」は、7月7日（金）から7月8日（土）にかけて第8講以降
を開催し、全日程を終了いたしました。（第7講までの開催内容については、同機関誌前月号までに掲載してお
ります。）

第8講 「ものづくり現場の改善の進め方」
　　　7月7日（金）　講師：土方 恒雄
○「ムダ、ロスを見つける着眼点」は自職場でも活用できると感じた。
○改善し、維持し、標準を変えてレベルアップしていくために、「改善
サイクル」をしっかり回していかなくてはいけないことが分かった。
○「改善の重要度」を改めて感じた。「改善の効果」をしっかり数字で表
し、内容を現場の一人ひとりが理解し共有しなければ意味が無いと
思った。

●第8講～第10講

▲ 第9講「工場実習」（改善案作成と発表会）

第9講 「工場実習」（改善案作成と発表会）
　　　7月7日（金）・8日（土）　講師：登録講師4名
○他社の工場で作業観察をすることにより、単純な作業の中にもムダ・
ロスが隠れていることが分かった。
○「改善」のためには、一つ一つの作業分析から、無駄な動線や作業方
法の見直しを積み重ねることが重要と感じた。
○改善の効果を時間や距離、金額などの数字で出すことや、資料をグラ
フ化することなどの作成方法を実践することができた。

▲ 第10講 経営者特別講演「監督士に期待すること」

第10講 経営者特別講演 「監督士に期待すること」
　　　　7月8日（土）
　　　　講師：福田 克則氏（福田刃物工業㈱ 代表取締役社長）
○「社員に任せ、考えさせることで、部下が成長し、企業が発展する」と
いう言葉が印象に残った。これからは自分も部下の話をよく聞き、納
得させ、考えさせるコミュニケーションを取りたい。
○リーダーとして必要なこととして、「自分をオープンにする」「プラ
ス思考」「情報を正確に伝える」「決断力があること」など、これまで
の講座でも学んだことだが、改めて実践しようと思った。
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▲ 第51回監督士養成講座認定者　計48名

　最後に、今年度の受講者全員が規定の出席率とレポート評価を満たしたことが発表され、一人ひとりに「岐阜県
監督士」の認定証が授与されました。受講者代表からは職場のリーダーとしての誓いの言葉をいただきました。
　今回新たに「岐阜県監督士」の仲間入りをされた皆様には、本講座で学ばれたことを自身の職場でも生かしてい
ただき、ご活躍されることを心より期待しております。

「第51回岐阜県監督士養成講座」認定者

田中 義樹

常冨 正晃

栗林 輝佳

国井 大介、長澤 崇

筒井 貴弘

奥村 真一、薫田 聡

今井 悠平、重永 佳郎

柳瀬 智幸

熊田 将吾

平木 和弘、松井 剛

西村 匡史、堀 雅樹

倉地 航平、菱田 好洋

河合 一輝、冨山 崇

畦地 康弘、佐藤 圭太、
服部 良宏、舩渡 宏昌、
宮脇 貴仁、若山 哲也

平野 賢治、山下 修平

喜屋武 章貴、野々村 充康

小川 北斗

長屋 昇、松浦 真也

味岡 由浩

丹羽 健太、藤井 亮

奥村 健二、廣瀬 正人

大野 秀明、柴田 佳和、
田口 栄次、山本 篤

庄司 竜大

澤頭 大介、森 幹雄

阪口 裕紀

木田 昌宏、松本 健司

イビデン物産㈱

岩戸工業㈱

カイインダストリーズ㈱

河合石灰工業㈱

岐セン㈱

岐阜車体工業㈱

岐阜プラスチック工業㈱

クラレプラスチックス㈱

㈱ＫＶＫ

コーテック㈱

新興機械㈱

信和㈱

大福製紙㈱

太平洋工業㈱

高砂工業㈱

中部精工㈱

天龍ｴｱﾛｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ㈱

東栄管機㈱

㈱トーカイ

㈱東和製作所

日電精密工業㈱

森松工業㈱

リスパック㈱

（順不同、敬称略）

ハビックス㈱

丸栄コンクリート工業㈱

三菱日立ホームエレベーター㈱

受講を終えて（受講者の感想・一部抜粋）
○今回の受講で改めて自分の仕事を見直すことができ、部下とのコミュニケーションを密に行うことが自
分にとって最も重要だと気付いた。
○今まで接点のなかった異業種の方とグループになり、自分では今まで気が付かなかったアイデアを吸収
できた。
○全講座を通して、グループ討議主体で行われ、まず自分で考え、その後グループで話し合って答えを出す
進め方により、自分の考えの不足している点や、他のメンバーの優れた意見に気づくことができた。

【認定者の方へご案内】 岐阜県監督士養成講座　フォローアップ研修

日 時
会 場
対象者
費 用
講 師
内　容

：平成29年10月25日（水）　10：00～17：00（集合は9：50）
：長良川スポーツプラザ（岐阜市長良福光青襖2070－7）
：第51回岐阜県監督士養成講座　修了者
：無料
：（一社）岐阜県経営者協会　登録講師　　川﨑 衞氏
○監督士養成講座受講者向けの講座です。
○本講座で学んだ内容を仕事にどのように活かしたか好事例を共有する場とします。
○職場のリーダー・組織の中核としてどうあるべきか、どのように取り組むべきかグループ討議
を通じ、考えを出し合いながらまとめていただきます。


