
聞き手 ： 御社の歴史についてお聞かせください。

木村社長：昭和25年に関市で味噌、たまり醸造業として
創業しましたが、将来性を考え、わずか2年後に製紙業に
転換しました。当初は、古紙を原料とした黒ちり紙の製造
をしていましたが、その延長線でトイレットペーパーの製造
を始めました。その後、さまざまな企業がトイレットペーパー
に参入してきたため、取り扱う製品の転換を図りました。外
食のナプキン原紙、紙オシボリの原紙に着目し、最終製品
から中間素材へとシフトしました。大きな転機のひとつは、
アメリカの大手日用品メーカーであるP&G社に、紙オムツ
の吸収体を包む紙の供給を開始したことです。オムツは
当初は布が主流でしたが、昭和50年代に入り、日本でも
紙オムツが徐々に普及し始めました。そのような中、P&G
社から直接お声をかけていただき、昭和57年に正式に採
用されましたが、これは当時弊社が中間素材に特化して
いたから実現したのではないかと思っています。紙オムツ
がきっかけで、衛生材料分野に進出し、今日まで主力分
野として続いています。また、当初は紙だけでしたが、昭
和61年には、紙と同様の衛生素材として不織布の生産も
開始しました。現在は、紙と不織布の2つの事業を行って
います。

聞き手：御社の特徴をご紹介いただけますか。

木村社長：紙と不織布の両方を取り扱っているのは、国

内ではほかにありません。紙は、紙オムツ、紙オシボリなど
衛生用品に使用されています。特に紙オムツ向けの紙
は、お客様から「通気性を保ちながら強度を高めてほし
い」というような高度な要求もあり、高品質が求められる厳
しい用途です。不織布は、化合繊不織布とパルプ不織布
を生産しています。化合繊不織布は、ポリエチレン、ポリプ
ロピレン、ポリエステルなどの化学合成繊維を原料として
おり、紙オムツや生理用ナプキンなど衛生材料の素材とし
て使われます。一方、パルプ不織布は、パルプを原料とし
ており、クッキングペーパーやオシボリなどに使われます。
いずれも、衛生面でのニーズから、ディスポーザブル（使
い捨て）商品向けに採用され拡大してきました。この3種
類のシート化技術を組み合わせることができるのも、弊社
の特徴のひとつです。

聞き手：これからの展望についてはどのようなお考えですか。

木村社長：現在は外食産業と衛生材料の2分野ですが、

▲ ハビックスの素材が使われている製品

●住　　所： 岐阜市福光東3-5-7
●Ｔ Ｅ Ｌ：058－296－3911
●Ｆ Ａ Ｘ： 058－296－3921
●Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.havix.co.jp/
●事業内容：

●従業員数： 205名（平成27年9月時点）

紙と不織布の可能性に挑戦
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不織布関連事業：パルプ不織布（原反）、パルプ
不織布（加工品）、化合繊不織布（原反）、紙関
連事業：衛生用紙（原紙）

ハビックス株式会社

木村  敏之
代表取締役社長

氏

中間素材に特化　衛生素材を中心に製造

紙と不織布を取り扱う国内唯一のメーカー 医療、介護分野のディスポ商品に着目



今後、医療や介護の分野におけるディスポ商品にも着目
していきたいと思っています。医療分野では、例えば、手
術着や手術用シーツなどは衛生面を配慮して不織布製
のディスポ商品が使用されています。特にパルプ不織布
は吸水性に優れているため、第三の分野として市場を開
拓できるのではないかと期待しています。また、今後10年
で団塊の世代の方々が75歳になります。紙オムツの市場
は毎年4%伸びており、これからも成長が見込まれている
ため、介護分野も可能性が大きいと思っています。

聞き手：平成24年にはタイ王国にも事務所を設立された
ようですが、ASEAN（東南アジア諸国連合）エリアへの
進出についてはどのようにお考えですか。

木村社長：海外に目を向ければ、中国・東南アジアなど
で、紙オムツの市場は大きく伸びると考えています。特に日
本製の商品は人気で、今後もそのニーズは続くと思われ
ます。紙オムツに関しては、国内は大人用、海外は子供用
の市場を注視していきます。また、海外では日本食がブー
ムであり、日本食への関心が高まっています。それに伴
い、日本独特の文化であるオシボリも東南アジアで普及し
始めており、今後、市場をしっかり見極めていきたいと思っ
ています。そのほか、日本の自動車メーカーがタイを生産
拠点のひとつとしていますが、自動車の室内の天井にも
不織布が使われており、弊社の現地法人は自動車部材
メーカーに天井裏材という不織布の加工品を販売してい
ます。弊社の現地法人は販売会社として活動しておりま
すが、今後は現地企業との合弁等も視野に入れながら、
生産拠点の設立も検討していきたいと思っています。

聞き手：社員教育についてどのように取組まれていますか。

木村社長：企業の源は社員一人一人の人間力です。会
社員である前に一人の人間として、最低限のことはしっ

かりできることが大切です。物を見たり、聴いたり、感じる
など、敏感な人間になってほしいと思います。経営理念
には「創和」を掲げ、「熱意の基に繁栄あり」「誠意の基
に信頼あり」「創意の基に進歩あり」を社員の心掛け三
意としています。また、社風三気として「元気よく」「気分
よく」「雰囲気よく」を掲げています。経営理念、社員の心
掛け三意、社風三気は、朝礼をはじめ定例会議では必
ず唱和することを続けています。人を育てることは難しい
ですが、初年次研修、セクションごとの研修、外部研修
など、きちんとした研修体系を作りながら、人に応じて育
てていくことが、経営理念の実現につながっていくと思っ
ています。

聞き手：社員の皆さんとの交流はいかがですか。

木村社長：社風はいい意味で家族的で、経営層と社員
の距離が近いのが特徴です。経営層からすると、現場で
何が起こっているかよくわかります。社員からすると、経営
者が何を考えているのかがよくわかります。お互いが何を
考えているかを理解しながら、いい距離感を保っていくこ
とは大事であると思っています。従業員は200人を超えま
したが、今後、事業規模が大きくなっても実現していきた
いです。

聞き手：交代制を取っていますが、社員が交流できるよう
な工夫はされていますか。

木村社長：工場は24時間稼働しているため、全社員が
一堂に会するのは難しいです。そのため、年1回、12月29
日に家族も含めた懇親納会を行っています。「ご苦労様」
という思いを込めて、社員と社員を支えてくださった家族
に感謝する日として設けていて、顔を合わせながら、直
接、話をすることを大切にしています。

聞き手：最後に、休日の過ごし方を教えてください。

木村社長：近くにあるジムに通ったり、自宅のある美濃市
のうだつの上がる町並みの路地裏を散歩したりしていま
す。ゴルフもします。読書も好きで、最近では、半藤一利氏
の『昭和史』が読み応えのある一冊でした。

聞き手：本日は貴重なお話をお聞かせいただき誠にあり
がとうございました。

経営者インタビュー

▲ 化合繊不織布　紙オムツのトップシート
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市場拡大が期待される東南アジア

企業の源は社員一人一人の人間力
一般社団法人  岐阜県経営者協会  広報部会委員

株式会社文溪堂
総務部長 吉田 裕之氏

聞き手
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【若者雇用促進法　企業の雇用情報提供が義務化】
　厚生労働省の労働政策審議会において、若者雇用促進法の一部を改正する法案の取りまとめが行
われた。これは、昨年の第189回通常国会において9月11日に可決、成立したもので、段階的に施行され
ているものである。
　円滑な就職実現等に向けた取り組みの推進として（1）関係者の責務の明確化、（2）適職選択のため
の取り組み促進、（3）職業能力の開発・向上および自立の促進等が盛り込まれている。（2）については、
職場情報の提供義務化も含まれており、詳細については、下記の通りとなっている。

※情報提供を求める場合には、電子メールや書面により、①氏名、②住所また電子メールアドレス、
　③学校の名称、④在学年または卒業年、等を明示する必要あり。

類　型 情報項目（省令）

新規学卒者等への職場情報（青少年雇用情報）の提供　　【平成28年3月1日施行】

・学校卒業見込者（既卒3年を含む）等を募集する事業主は、青少年雇用情報（全て）を提供するよ
う努めなければならない。
・学校卒業見込者等から情報提供の求めを受けた場合には、青少年雇用情報（3類型からそれぞ
れ一つ以上）を提供しなければならない。
・提供する情報は、当該雇用区分（通常の労働者、通常の労働者以外）に関するものでなければな
らない。

・事業主等指針に、「特段の事情がない限り、求められた情
報項目を提供することが望ましい」とされていることに
留意が必要
・自社の採用ホームページ、CSR報告書などに掲載。学生等
から情報提供の求めがあった際には、掲載箇所を教示
・就職関連サイトへの事前の必要な情報の登録
・ハローワークの求人票への必要な情報の記載 等

《情報提供が義務のケース》

〈企業に求められる対応の例〉

学校卒業見込者（既卒者含
む）を募集する事業主 

（大学院、大学校、高等学
校、中学校、中等教育学校、
専修学校、職業訓練修了見
込者、上記学校等の既卒
者、等）

学校卒業見込者等から情報提供の求めがあった場合、以下
の（1）～（3）の各類型ごとに企業が選択した情報（少なくと
も一つずつ）を提供する必要がある。

（1）募集・採用に
関する事項

類　　型 情 報 項 目（ 省 令 ）
①直近の3事業年度に採用した新規学卒
者等の採用者数及び離職者数、②男女別の
直近3事業年度に採用した新規学卒者等
の数、③平均勤続年数

（2）職業能力の
開発・向上に関
する事項

（3）職場への定
着促進に関する
事項

①研修の有無および内容、②自己啓発支援
の有無および内容、③メンター制度の有
無、④キャリア・コンサルティング制度の
有無および内容、⑤社内検定制度の有無お
よび内容

①前年度の月平均所定外労働時間の実績、
②前年度の有給休暇の平均取得日数、③前
年度の育児休業対象者数および取得者数
（男女別）、④役員および管理職に占める女
性の割合

※就職関連サイトやハローワークに必要な情報を事前に登録・記載
しておいても、情報提供の求めがあった場合は、別途対応が必要

学校卒業者見込者等

青少年雇用情報の提供（義務）

①
情
報
提
供
の
求
め

②
情
報
提
供
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労働行政レーダー
ヘッドライン

【県内の労働組合員数　6年ぶりの増加】
　岐阜県は、県内の労働組合の状況について発表した。
　労働組合数は、615組合（前年比4組合減）で労働組合
員数は120,044人（同1,003人増）、推定組織率（推定雇用
者数に占める労働組合員数の割合）は14.9％（同0.3ポイ
ント減）となった。
　産業別の組合員数は「製造業」が最も多く36,931人（全
体の30.8％）、次いで卸売業・小売業で15,951人（同
13.3％）、公務15,431人（同12.9％）となっている。

【平成27年上半期  常用労働者は60万人増】
　厚生労働省は、平成27年上半期における入職・離職
及び未充足求人の状況等の状況について発表した。
　入職者数は459万人（前年同期492万人）、離職者は
399万人（同398万人）となり、常用雇用者数は60万人
の増加となった。

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」

　改正労働契約法とその特例（有期雇用特別措置法）
への対応状況に関する調査において、何らかの形で無
期契約にしていく企業が、フルタイム契約労働者で
66.1％（前回調査〔平成25年実施〕比23.9ポイント増）、
パートタイム契約労働者は63.1％（同27.6ポイント増）と
大幅に増加した。

改正労契法の対応
６割超が今後何らかの対応を行う

資料出所：日本生産性本部「2015年度 新入社員 秋の意識調査」

　日本生産性本部は平成27年度の入社半年後の新入社
員を対象にアンケートを実施した。女性新入社員は管理
職に「なりたくない」との回答が73.0％となり、前年調査
同程度となった。なりたくない理由の第1位は、「自分の
自由な時間を持ちたい（35.8％）」となっている。

新入社員意識調査
女性の管理職希望７割が「なりたくない」

資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構「平成27年 労働力需給の推計」

　労働政策研究・研修機構は、2030年までの全国にお
ける労働力人口の状況を需給モデルにより推計した。岐
阜県は「ゼロ成長・参加現状」の場合2020年は5.2％減、
2030年は13.8％減となった。「経済再生・参加進展」の
場合でも2020年は1.1%減、2030年は5.8%減とともに減
少する結果となっている。

県内の労働力人口
2020年・2030年ともに減少の見込み

資料出所：厚生労働省「平成27年上半期雇用動向調査結果の概況」

資料出所：岐阜県、厚生労働省「平成27年労働組合基礎調査」

岐阜

全国

岐阜

全国

岐阜

全国

615組合

24,983組合

120,044人

988万2千人

14.9％

17.4％

619組合

25,279組合

119,041人

984万9千人

15.2％

17.5％

－4組合

－296組合

＋1,003人

＋3万3千人

－0.3ポイント

－0.1ポイント

平成27年上半期の常用労働者の動き

平成27年1月1日4,744万人（100.0％）
一般

3,612万人
（100.0％）

パート
1,132万人
（100.0％）

平成27年6月末日4,804万人（＋60万人）
一般

3,651万人
【＋39万人】

パート
1,154万人
【＋21万人】

入職者459万人（9.7%）
一般

281万人
（7.8％）

パート
178万人
（15.8％）

離職者399万人（8.4％）
一般

242万人
（6.7％）

パート
157万人
（13.9％）

　マイナンバー制度の導入によって、平成28年1月以降、労
災年金の請求書などの様式にマイナンバーの記載が必要
となりました。
　マイナンバーが記載された労災年金の請求書等の取扱
いに際しては、より一層、適正な管理をお願いします。
　厚生労働省ホームページ（マイナンバー特設サイト）に
も詳細を掲載していますのでご覧ください。

労災年金についても
マイナンバー制度の活用が始まります。

お知らせ（岐阜労働局より）

労　働
組合数

労働組
合員数

推　定
組織率

平成27年 平成26年 対前年比
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　この度、（一社）日本経済団体連合会は、『2016年版 経営労働政策委員会報告』を発表した。同報告書は、労使の建設的
で実りの多い議論のための参考にとりまとめられたものである。概要については以下の通り。

2016年版 経営労働政策特別委員会報告【概要】
－人口減少化での経済の好循環と企業の持続的成長の実現－

　デフレからの脱却と経済の好循環実現に向けた取組みの継続が喫緊の重要課題。積極的な設備投資を通じた
成長機会の創出など主体的取組みが必要。深刻な人口減少への対応も中長期的な課題。企業の成長には労働力
の「量」と「質」の維持・確保と性別に関係なく働きやすい職場環境の整備が肝要。

第1章　多様な人材の活躍と働き方改革によるイノベーション創出

第2章　雇用・労働における政策的な課題

１．多様な人材の活躍推進

２．働き方・休み方改革の推進

（1）「女性の活躍」の戦略的推進
　さらなる活躍に向け、長時間労働の見直しや役割分担意識の払拭、男性による家事・育児を推進する。

（1）求められる経営者のリーダーシップ
　長時間労働を前提とした働き方からの脱却には経営者のリーダーシップと労務管理上の対応が不可欠。

（2）若年者の採用・定着、育成
　自らのキャリア形成に主体的に取り組む若年者を支援する職場風土をつくる。

（3）さらなるダイバーシティ経営の促進
　高齢者や障害者、外国人材など、多様な人材に働きがいをもって活躍してもらう取組みを行う。

（2）取組みの視点
　長時間労働の原因把握と業務改善が取組みの基本。イノベーション創出の観点からも働き方を改革する。

3. 健康経営のさらなる推進 
（1）健康経営の目的

　従業員の健康増進への関与は、生産性の向上と安全配慮義務の着実な履行、医療費の適正化にも寄与。
（2）取組み状況と今後の方向性

　自社の実情を踏まえた評価指標の設定と計画の進捗分析・見直し、保険者との連携強化を図る。

　企業労使の働き方・休み方改革の推進に大きく寄与する労働基準法等改正案の早期成立を強く要望する。

（3）過重労働防止への取組み
　労働関連法令の遵守にとどまらず、過度な時間外労働にならないよう最大限の努力が欠かせない。

4． 仕事と介護の両立支援

1. 労働時間制度改革の推進

　派遣先における新しい期間制限の仕組みの理解と有期雇用派遣労働者の受入れ管理を徹底する。
2. 改正労働者派遣法への対応

　介護休業の対象家族の範囲や分割取得の見直しなど大幅改正となるため速やかな準備と対応を行う。
3. 育児・介護休業法改正の動向

　最低賃金の引上げは、その影響を受けやすい中小零細企業の生産性向上に資する効果的な施策が不可欠。
6. 最近の最低賃金に関する動向

正社員登用制度の導入と登用実績の拡大、限定正社員の活用などによる不本意非正規労働者のさらなる
減少と、賃金引上げやキャリアアップ制度・福利厚生の充実などの処遇改善に取り組む必要がある。

4. 非正規労働者の現状と課題

開始時期変更に伴う影響把握など検証作業を進めた結果、2017年入社対象については、選考開始時期を卒業・
修了年度の6月1日以降とし、学事日程や留学経験者への配慮を行うよう指針と手引きを改定。

5. 採用選考活動のあり方

（1）要介護認定者数と現役世代の介護負担
　少子・高齢化に伴う要介護者の増加と現役世代の減少により、介護を取り巻く環境の厳しさが増大。

（2）介護を理由とした離職者の増加
　介護負担の増大は離職者の増加につながっており、仕事と介護との両立支援策の拡充が急務。

（3）両立支援に向けた課題と方向性
　介護発生前・初期段階での自己申告を促進し、継続的な情報収集による効果的な支援を実施する。

（4）経済界の取組み
　「働き方・休み方改革セミナー」の開催や先進事例の公開等を通じ、企業の自主的な取組みを加速する。
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第3章　2016年春季労使交渉・協議に対する経営側の基本姿勢
1．労使パートナーシップ対話の深化
（1）労使コミュニケーションの現状と課題

○現場を支える人材の不足問題　　○テレワークの普及促進　　　○ストレスチェック制度
○労働契約法における契約期間5年超の無期転換への対応
○労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律について
○マイナンバー制度導入に伴う企業の対応
○物価動向と賃金の関係　　　　　○企業の持続的成長に寄与する内部留保（利益剰余金）

【トピックス】

　労働組合の有無にかかわらず、すべての企業が意識的に従業員への働きかけを強めながら、自社に適った
形で労使コミュニケーションを図り、さらなる労使関係の安定・深化に取り組む。

（2）個別労働紛争の動向と対応
　実際に紛争が発生した場合には、適切な初動をとり、早期かつ円満な解決に向け真摯に対応する。

2. 2015年春季労使交渉・協議の総括
（1）2015年春季労使交渉・協議の状況

　適切な総額人件費管理のもと、自社の支払能力を踏まえた賃金決定の原則に則りつつ、経済の好循環の
2巡目を回すとのマクロ的な認識も考慮して経営者が決断をした結果、大幅な賃金引上げが実現。

（2）課題解決に向けた賃金の引上げ
　若年層や優秀層への基本給での重点配分、諸手当の増額など、多様かつ創意工夫を凝らした方法で対応。

3. 労働生産性の現状と向上への対応
（1）わが国の労働生産性の現状

　2014年度の全産業の労働生産性は12年ぶりの高水準を記録。他方、サービス業や卸売業・小売業等の非製
造業の労働生産性は総じて伸び悩んでおり、その向上を目指した取組みが急務。

（2）労働生産性の向上への対応
　自社の事業特性に応じた生産性向上施策の推進にくわえ、「カイゼン活動」のサービス業への展開や、従業
員の多能工化など、他業種・企業の方策の展開も有効。施策の効果測定と見直しを継続的に実施。

4. 総額人件費の適切な管理
（1）基本的な考え方

　賃金引上げなどの人件費の水準は、その原資である付加価値の現状と今後の見直しを十分踏まえて決定。

5. 企業経営のグローバル化と賃金決定
（1）グローバル化の進展と海外事業の重要性の高まり

　人口減少による国内市場の縮小に伴い、旺盛な需要獲得のための海外進出の重要性は一層高まる。

6. 経営側の基本姿勢
（1）わが国企業を取り巻く経営環境

　わが国経済は緩やかに回復し、多くの企業が好業績を持続すると見込まれるが、業績見通しを下方修正し
た業種が多数あるほか、米国の利上げ等の新興国経済への影響などにより先行きの不透明感も強い。

（2）連合「2016春季生活闘争方針」への見解
　「2％程度を基準」とする連合の方針を踏まえて企業別労働組合が要求を提示する際、賃金決定における考
慮要素に照らして具体的な根拠を示すことが必要。多くの大企業が2年連続でベアを実施したことを踏まえ
た議論も重要。大手との格差是正を目指す中小組合の要求方針は納得感が得られにくい。

（3）経営側の基本スタンス
　賃金は、さまざまな考慮要素を踏まえ、適切な総額人件費管理のもと、自社の支払能力に基づいて決定す
ることが原則。今年は、経済の好循環を回すという社会的要請をどう勘案していくかが大きな課題。
　収益が拡大した企業において、2015年を上回る「年収ベースの賃金引上げ」に向け、自社の実情に適った方
法を多様な選択肢のなかから見出していくことが重要である。

（2）海外事業の重要性が高まるなかでの賃金決定
　国内外の従業員それぞれのグループ経営への貢献度合いを考慮して連結収益を公平に配分していくこと
で、モチベーションと一体感を高め、グループ全体の競争力強化につなげる観点からの検討も重要。

（2）法定福利費（社会保険料負担）増大の影響
　社会保険料の負担増は、企業収益と労働者の手取り賃金を減少させ、個人消費の下押し圧力となり、経済
の好循環実現の支障となる。社会保障の重点化・効率化など、政府による制度改革の断行が必要。


