
聞き手：御社の歴史転換期、ご苦労された点などをお
聞かせください。

種田社長：当社は、昭和17年に種田製作所として創
業しました。昭和28年には種田鉄工所を設立し、昭和
37年に両社を合併させ、オイダ製作所として発足し、
現在に至ります。創業者は父の種田 三郎で、2代目が
兄・種田 雍人、私は3代目で、昭和63年に社長に就
任しました。
　当時は労働組合も活発で、社長になる以前から組
合の担当者と交渉のやりとりを行い、掛け合ってきまし
たが、累積赤字は2億円を超え、会社を継続していくか
どうかの岐路に立たされていました。当時売上げが10
億円前後で、その5％、5000万円を金利の支払いに回
している状態でした。
　そんな折、取引先である大手のエンジンメーカーか
ら、安定した生産性、品質改善などあらゆる基準をクリ
アしたとして、「品質管理優良認定工場」の認定をい
ただき、大きな励みとなりました。従業員にも団結力が
生まれ、一つの方向に進むきっかけができました。ちょう
どその頃からバブルも始まり、経営も軌道に乗り始め、
取引先からの注文増もあり、平成4年には赤字を解消
することができました。
　その後も右肩上がりで成長を続けましたが、平成20
年に起きたリーマン・ショックの影響は大きく、以前の業
績まで回復できず、ピーク時の8割ほどで横ばいという
状況が続いています。

聞き手：御社の事業内容とその特徴を教えてください。

種田社長：主にエンジン部品の製作を行っています。
エンジンといっても、用途としましては舶用（船舶）、農業
機械、建設機械、空調など多岐にわたって使用されて
おり、それらの部品を製造しています。そのほか、産業機
械、分析機器、航空機などの部品も担っています。
　弊社の特徴のひとつは、打ち合わせから設計、製
造、検査に至るまで、徹底した管理体制で、常に確か
な製品づくりに努めていることです。特に、製品を機械
生産するために必要となる治具や工具は自社で設計
して製作しています。ものづくりにおいて、加工する時
には位置を決めて固定化することが必要になります。
治具や工具の良し悪しによって製品の品質、出来栄
え、加工時間も大きく変わります。治具をしっかり安定さ
せることで、短時間で高品質の製品を作り出すことが
できます。

聞き手：4年前には中国にも進出しています。

種田社長：大手の取引先が中国市場での拡大を図り、
弊社も平成24年に中国の青島市に取引先と合弁で
子会社を設立しました。需要が伸びると見込まれてい
ますが、排ガス規制の認可に時間がかかっています。
認可が下りれば販売にも力が入っていくと思っていま
す。中小企業にとって海外に進出するということは負
担も大きいのですが、現在派遣している2人の社員が、

●住　　所： 岐阜県大垣市草道島町13番地
●Ｔ Ｅ Ｌ：0584－72－2181
●Ｆ Ａ Ｘ： 0584－72－2184
●Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.oida.co.jp/index.html
●事業内容：

●従業員数： 115名

高い技術力で高品質なエンジン部品を製造
全社員参加の改革で「有言即実行」

2 人と経営 2016年3月 Vol.462

汎用・舶用エンジン部品、産業・農業・航空・自動
車・工作機械部品

株式会社オイダ製作所

種田  文彦
代表取締役社長

氏

品質管理優良認定工場で活路 自社製の治具、工具で高品質を実現



現地でいろいろな経験を積み、様々な会社と
も交流する中で、視野を広くし、日本で生かし
て欲しいと期待しています。

聞き手：TPM活動（Tota l  Produc t i ve  
Maintenance）「生産効率を極限まで高める為
に全社的生産革新活動」にも力を入れていま
すね。

種田社長：平成11年の「TPMキックオフ」以
降、「有言即実行 全員参加のＴＰＭ」をスロー
ガンに、全社一丸となり、活動を続けています。
TPMは、生産性と稼働率向上のためにあらゆ
るロスを見直し、徹底的に改善する全社的な
改革を言いますが、いかに機械の故障を減らし、不良や
在庫を少なくしていくかに努めています。その成果もあ
り、これまでに（公社）日本プラントメンテナンス協会より、
TPM優秀賞（第2類）、TPM優秀継続賞（同）を受賞
しました。現在は同協会を退会しましたが、自主保全活
動として継続しています。

聞き手：社員教育にも積極的ですね。

種田社長：「ものづくりは人づくり」と言われていますが、
まさに人は財産です。そのため、会社の制度として、平
成20年より「オイダマイスター制度」を創設しました。技
術力や技能を向上させるために、一定の資格要件を
満たした社員に対してインセンティブを与えています。
現状の仕事をはじめ、後進の指導にも力を発揮しても
らっています。決して十分とは言えませんが、そのような
活動が定着することにより、技術水準が向上していくも
のと思っています。これからも今以上に制度を浸透さ
せていきたいと考えています。
　また、新入社員から管理職まで階層ごとの教育に
も力を入れています。中でも、部課長勉強会は毎月1
回、土曜日に大垣市の赤坂スポーツ公園で清掃活動
をした後、2時間ほど開催しています。部課長に限ら
ず、いろいろな人が自主的に参加しやすい形にして
います。労務をはじめ、自己啓発など人間性の向上
に関する講座が多いのが特徴です。さらに、技能検
定に積極的に取り組んだり、経営者協会が主催して
いる講座も受けるようにしたりしています。
　そのほか、昨年初めて社員やOBによる作品展示会
を開催しました。彫り物、能面、水彩画、油絵、ボールペ
ン画などの作品が並び、文化活動の発表の場を設け
ました。今後も不定期に開催したいと思っています。

聞き手：今後の目標について伺えますか。

種田社長：弊社の経営理念は「顧客第一主義」「魅力
ある企業」「社会への貢献」です。それらは「買い手よ
し」「売り手よし」「世間よし」という近江商人の「三方よ
し」の経営哲学に通じ、これまで実行してきました。近
年、グローバル化の進行で価格競争がし烈ではありま
すが、これまで積み上げてきた技術と信頼に磨きをか
けながら、筋肉質で体力のある会社として挑戦し続け
ていきたいと思っています。

聞き手：最後に休日の過ごし方はいかがですか。

種田社長：以前はゴルフを週1回ほどしていましたが、
今は1カ月に1回ほどしています。会社にもゴルフのクラ
ブ活動があり、年4、5回参加しています。古希を迎え、
健康管理も注意するようにしています。また、最近は囲
碁で気分転換しています。

経営者インタビュー
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オイダマイスター制度創設
技術力、人間力向上に努める

技術と信頼を積み重ね、筋肉質で
体力のある会社作りを

（一社） 岐阜県経営者協会　広報部会委員

経営企画本部人事・総務部
総務グループ固定資産管理チーム

イビデン㈱

チームマネジャー岡本 正保 氏

聞き手
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【くるみん・プラチナくるみん認定による税制優遇措置】
　次世代育成支援対策推進法が平成26年4月23日に改正・施行され、法律の有効期限は平成37年3月31日
まで10年間延長された。施行に伴い、平成27年4月1日より新たな特例認定（プラチナくるみん認定）制度
が創設されている。これは、くるみん認定を受けた企業がさらに高い水準の取り組みを行い、一定の
基準を満たした場合に付与される認定で、それぞれ下記のような税制優遇を受けることができる。

【岐阜県内における労働災害　平成27年の死傷者数は1,765人】
　岐阜労働局の発表によれば、平成27年の労働災害による死傷者数は1,765人（前年同期比2人減）と
なった。署別、業種別の状況については以下の通り。

　平成27年度からの制度では、企業が「次世代育成支援対策資産」を一般事業主行動計画に記載した
上で導入し、くるみん認定、またはプラチナくるみん認定を受けた場合に、その資産について割増償
却ができることとするもの。期間は平成30年3月31日までとなっている。

資料出所：厚生労働省「一般事業主行動計画を策定し、『くるみん認定』
　　　　　『プラチナくるみん認定』を目指しましょう!!!」

資料出所：岐阜労働局「岐阜県における労働災害統計」

くるみん認定を受けた場合

くるみん税制とは

常時雇用する労
働者が100人
以下のくるみん
認定企業（※）

常時雇用する労
働者が101人
以上のくるみん
認定企業（※）

平成27年

平成26年

585人

595人

岐阜

328人

313人

大垣

150人

173人

高山

298人

297人

多治見

231人

211人

関

111人

128人

恵那

62人

50人

岐阜八幡

1,765人

1,767人

合計

適用期間：初めて認定を受けた事業年度（1年間）

建物及び建物附属設備

車両・運搬具及び器具・備品

24％

18％

32％

24％

※常時雇用する労働者数は、行動計画届出時の数字。　

企業の区分

資産の区分

新「くるみん」マーク

プラチナくるみん認定を受けた場合 適用期間：初めての認定を受けた事業年度から3年間

建物及び建物附属設備

車両・運搬具及び器具・備品

15％

12％

資産の区分

「プラチナくるみん」マーク

全ての
プラチナくるみん認定企業

署別　死傷災害発生件数

平成27年

平成26年

626人

637人

製造業

239人

235人

建設業

202人

188人

運送業

6人

8人

鉱業

83人

95人

農林・畜産
・水産業

609人

604人

商業等
の事業

1,765人

1,767人

全産業

業種別　死傷災害発生件数
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労働行政レーダー
ヘッドライン

【11月末現在、大学生就職内定率は69.4％】
　岐阜労働局は新規学卒者の就職状況について発表し
た。平成27年11月末現在の状況は以下の通り。なお大学
生については就職活動時期が27年度より変更されている。

【県内の外国人労働者は前年比1,067人増】
　岐阜労働局は、外国人労働者の雇用状況について発表
した。県内において平成27年10月末時点で外国人労働者
を雇用している事業所は3,194カ所（前年同期比171カ所
増）で外国人労働者数は21,451人（同1,067人増）となった。
なお産業別の外国人雇用事業所の割合は以下の通り。

※「サービス業（他に分類されないもの）」には、労働者派遣業、ビル
メンテナンス業等が含まれる。

資料出所：内閣府「第4次男女共同参画基本計画」

　平成32年度までの具体的な成果目標として、民間企業の
女性登用における課長相当職は15％、係長相当職は25％
と設定。また平成26年度に平均2.3％だった民間企業の男
性育児休業取得率については、13％とした。

「第4次男女共同参画基本計画」が閣議決定

資料出所：第25回　産業競争力会議「『産業競争力強化のための重点施策等に
　　　　　関する報告書』の概要」

　「日本再興戦略　改定2015」に基づく重点施策をまとめ
た「産業競争力の強化に関する実行計画」（2016年版）案に
は、雇用制度改革・人材力の強化として、労働時間制度改
革の取り組み推進、女性活躍の推進等が盛り込まれた。

政府重点施策の実行計画案が固まる

資料出所：岐阜労働局「平成28年3月新規大学等卒業者の就職状況（岐阜県）」
　　　　  「平成28年3月新規学校卒業者の職業紹介状況」

資料出所：岐阜労働局「外国人雇用状況の届出状況について
　　　　 （平成27年10月末現在）」

3,346人

3,419人

－2.1％

2,321人

2,376人

－2.3％

69.4％

69.5％

－0.1ポイント

　現役の国家公務員が企業等に対し、他の現役公務員・
ＯＢの再就職を依頼することや、国家公務員・ＯＢの情報
提供等を行うことは禁止されています。

国家公務員の再就職等規制にご協力を

〈内閣府からのお知らせ〉

就職
希望者数

就職
内定率内定者数

平成27年度
（平成28年3月卒）
平成26年度
（平成27年3月卒）

対前年度比

4,338人

4,259人

＋1.9％

3,826人

3,747人

＋2.1％

88.2％

88.0％

＋0.2ポイント

就職
希望者数 就職率就職者数

平成27年度
（平成28年3月卒）
平成26年度
（平成27年3月卒）

対前年度比

■ 公務員やＯＢの再就職をあっせんする行為

　現役の国家公務員が、職務として携わる契約や処分な
どの相手方となっている利害関係企業等に対し、在職中
に求職活動を行うことは禁止されています。

■ 利害関係のある企業への求職活動

　再就職した国家公務員ＯＢが、再就職先の契約や処分
に関し、便宜を図るよう元の職場（省庁）に働きかけること
は禁止されています（ただし、原則として退職後２年間に
限ります）。

　企業の皆様におかれても、規制違反を未然に防ぐ観点
から、国家公務員・ＯＢにこうした行為を求めないようご
協力をお願いいたします。また、規制違反が疑われる行為
を見聞きした場合には、下記連絡先まで情報提供をお願
いいたします。

■ 再就職した公務員ＯＢが契約や処分に関して元の
    職場に働きかける行為

各企業へのお願い

◇ 連絡先　内閣府再就職等監視委員会事務局
TEL 03-6268-7660～7668　
ＵＲＬ http://www5.cao.go.jp/kanshi/index.html

製造業
1,764事業所
55%

製造業
1,764事業所
55%

全事業所数
3,194事業所
全事業所数
3,194事業所

その他
406事業所
13%

その他
406事業所
13%

建設業
196事業所 6%
建設業
196事業所 6%

教育、学習支援業 
74事業所 2%
教育、学習支援業 
74事業所 2%

情報通信業
21事業所 1%
情報通信業
21事業所 1%

卸売業、小売業
266事業所 8%
卸売業、小売業
266事業所 8%

宿泊業、
飲食サービス業 
244事業所 8%

宿泊業、
飲食サービス業 
244事業所 8%

サービス業
（他に分類されないもの）
223事業所 7%

サービス業
（他に分類されないもの）
223事業所 7%

平成28年3月新規大学卒業者の就職状況

平成28年3月新規高校卒業者の職業紹介状況

産業別外国人雇用事業所の割合
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「おもてなしの心」「おもてなしの心」

　能登半島にある和倉温泉は、今から1200年前、大同年
間に発見されたと言われています。加賀屋の始まりは
明治39年、倶利伽羅峠を越えて湯治にやってきた祖父
が、田畑を売り払って12部屋30名の宿屋を始めたこと
で、110年の歴史があります。
　新幹線の開業により、北陸地方はこの上なく盛り上
がっています。東京から金沢までの移動が4時間半から
2時間28分に短縮され、1年間の席数にして1,700万もの
移動があるのです。我々はわくわくしながら昨年の開
業の日を待ちました。JRは約2.2倍の増加を見込んでい
ましたが、11ヵ月経った現在で3.03倍、このままなら
400％もあり得るのではと言われています。
　お客様が殺到した一方で、人手不足の問題も起きま
した。地域で実施しているアンケートに対しては、徐々
にいろいろなご不満も出てくるようになりました。も
う一度満足度を高めていかないといけない、1年でブー
ムを終わらせないために、金沢一極集中でなく、そして
観光産業だけでなく、食文化にもう一度焦点を当てて、
地産地消で取り組もうと一生懸命立て直しをはかって
いるところです。

　「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」というコン
テストがあり、ちょうど3日前に36年間連続日本一と
いう賞をいただいてきました。評価される基準は、一
つ目は旅館のハード、二つ目がお料理、三つ目はそれ
らを絡めたサービス。四つ目は他と差別化できるよ
うな企画です。

今では「おもてなし」が魅力だからと声をかけていただ
けるようになりましたが、そのきっかけの一つは母親
です。何も知らずにお嫁に来た母は、ある時お客様のお
迎えを寝過ごして、幹事さんにひどく叱られてしまい
ました。その失敗を契機に、このままではいけないと発
奮したのです。
　日本一36年といっても、その原点は、お客様が本当に
満足してお帰りになるかどうか、それをずっと考えて
きた結果なのです。ホテルの神様とも呼ばれるアメリ
カのスタットラーという人は「お客様の望むことをし
なさい、望まないことをしてはいけません」と言いまし
た。これが原理原則です。お客様のご要望にすぐに
「NO」と言うのではなく、汗を流して、ベストの答えが
見つからなくてもベターの答えを探し出してみなさ
い、ということなのです。

　お客様が何を望んでいるのかというのは、例えば暑
いさなかに到着されたお客様にはいきなり熱いお抹茶
ではなく、まずは凍ったようなお絞りと冷たい麦茶、汗
がおさまった頃に、よく状況を見てお抹茶を一服、とい
うようなことです。母はよく客室係に「あなたは白い歯
を見せて笑顔でにっこりしているのが一番きれいなの
よ」と言っていました。昔は、お客様が到着したらお部
屋に10回は伺いなさいとも言っていたものです。
　母は客室係を厳しく育てる一方で、仕事でくたくた
な時でもご家族の葬儀に駆けつけたり、子どもが学校
に合格すればお祝いをしたりと、とにかく親身になっ
ていました。彼女たちには陰日向なく愛情を注いで、

第45回　新春経営者懇談会

小 田  禎 彦 氏
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エンプロイー･サティスファクション、働いている方が
本当に気持ちよく働けているかどうかをいつも考えて
いたのです。

　年間30万人のお客様のうち、大体8％がアンケートに
答えてくださいます。毎年2万5000枚、前月と今月、そし
て昨年の同月とを比較しています。
　クレームの一番目は、お客様の立場を考えずに自分
の段取り優先で進めてしまうことです。二つ目は説明
が一言多すぎたりすること。三つ目はお客様のニーズ
が多様化・高度化したことで、どこまで対応できるレベ
ルかということです。ITの進んだ現代ですから、皆さ
ん情報はいくらでもご存知で、ウソは通用しないので
す。十人十色どころか、一人百色という複雑な時代にな
りました。
　そんな時代に対応できる人材を育成するために、人
事担当ができる仕事が五つあります。良い人を採るた
めの募集･採用、入ってからの教育・訓練。JCで可愛
がってくださった牛尾 治朗さんからは「休憩時に大工
道具に腰掛けながら、親方が弟子に手取り足取り教え
るようなtoolbox meetingが大事なんだよ」と教えてい
ただきました。
　三つ目は労務管理でどのように働いてもらうか、ま
たそれがしっかりできた時の評価・待遇。そして、福利
厚生です。最近の若い方は見る聞く記録する力が弱い
ように感じています。そこから考える力、時間力、また
金銭を試算する力、最終的に人を説得する力を、一つひ
とつタガをはめるように養っていくことが大切なので
はないかと思います。

　20年ほど前から、1年間に約1万人のお客様を台湾か
らお迎えしています。15年前には能登空港ができ、その
後300便のチャーター機をお迎えしました。
　李 登輝 前総統が偶然加賀屋にいらっしゃった時に、
日本で驚くのは精密機械のように正確に走る新幹線、
そして相手の立場に立ったサービスで、機会があれば
ぜひ台湾でも人を指導してほしいと言われました。そ
の内、台湾の観光庁からも「台湾の人にもっと国内旅行
をしてほしい」と加賀屋へ進出のお誘いがありました。
　日本はちょうど、リーマン・ショックなど「失われた
20年」の真っただ中です。しかし台湾のマンション業界
で元気の良い方が開発に乗り出すということで、地下
4階地上14階、90室というホテルのソフトを加賀屋が

請け負うことになりました。5人のお嬢さんを預かり、
着物も正座も経験がないところから客室係リーダーが
一生懸命教育しました。そこに加賀屋の7名のスタッフ
が加わり、新たに募集した70名にもしっかりと教育し
てスタートしました。

　昨年のインバウンドは2,000万人近く、これを3,000
万人にしていきたいところですが、それには人手不足
の問題も出てきます。近代化のエレメントは、物の移
動・運搬と、清潔感を保つことです。そのために、ロ
ボットの効果的な活用なども考えていく必要があり
ます。とはいえ、セールスプロモーションは人間にし
かできません。
　㈱JTBの田川会長は、日本が誇るモノづくりだけで
なく、プラスアルファが必要だと仰いました。「おもて
なし」は形がないものですが、ビジネスモデルとして組
み上げ、アジアをはじめとして展開していけないかと
考えています。「おもてなし」とは「対価を求めず相手の
喜びを自分の喜びとすること」です。そして「サービス」
は、日本では“タダ”とか“おまけ”という時に使われるこ
とが多い言葉ですが、本当は「プロとして訓練された社
員が給料をいただいて、お客様のために正確にお役に
立ち、お客様から感激と満足感を引き出すこと」です。
社員には丸暗記するようにと言っています。
　モノづくりに関わる人とも「おもてなし」やサービス
は無縁ではなく、これがうまくいけばビジネスが成立
します。サービスの本質は「正確性」と「ホスピタリ
ティ」です。正確さはひいては命にも関わることです
し、相手の立場に立って思いやる心も大変重要です。
マーケティングとは、お客様が持っていらっしゃる問
題の解決を、納得される形でご提供することです。それ
には、組織が気持ちを一つにして方向を定めること、ま
たお金さえあれば良いというのではなく、「こんなお客
様に来てほしい」というターゲットマーケットを持つ
ことです。そのためには、誰にも負けない流儀・ノウハ
ウを持つことが一番です。SDA―サスティナブル・ディ
ファレンシャル・アドバンテージ、「ずっと存続する競
争上の差別化」をしっかりと作り上げることです。要は
「どう人を作るか」ということだと思います。

現場にこそ宝がある

「加賀屋の流儀」を台湾へ

日本のモノづくりにも
「おもてなし」をプラス

※本稿は、1月26日（火）に大垣市・大垣フォーラム
ホテルで開催された新春経営者懇談会における
小田 禎彦氏ご講演の概要（事務局文責）です。


