
聞き手：御社の歴史についてお聞かせください。

和井田社長：私の父が東京は蒲田で昭和8年（1933年）に
創業したのが始まりです。母親が古川の出身ということや、
高山市長から誘致があったこともあり、昭和１６年に高山工
場が作られました。その後国策で和井田製作所の名前は
一度なくなったのですが、昭和21年10月に高山で株式会社
和井田製作所を設立しました。ちょうど70周年となります。
　もとは自動車のエンジン、そしてエンジンを修理するため
の機械を作っていました。エンジンは内部で爆発を起こして
力を得るものなので、非常に硬い材質で作られています。そ
のためシリンダーボーリングマシンにはドイツから輸入した超
硬合金の刃物を使っていました。その刃物も高価なため、
ダイヤを固めた砥石で何度も再研磨して使うのですが、そ
の技術が今の事業につながっています。

聞き手：現在では飛騨地区で唯一の上場企業となられ
ていますね。

和井田社長：父には非常に精密な機械を作りたいとい
う思いがありましたので、スイスのような環境であること
も高山を選んだ理由だと思います。
　自動車の整備機械の製造がひと段落したのは昭和
30年代で、それまで積み重ねてきたコア技術を使いな
がら高精度な工作機械を作り始めました。世の中にな
い機械を作りたいという父の思いのもとで、他にはな

い、特殊業界向けに特化した機械を作ろう、ニッチトッ
プを目指そうと頑張ってきました。
　切削工具については、工具そのものではなく工具を
作る機械を作り始めました。そしてスマートフォンなど電
子部品に使われることの多い精密金型を作るための
機械、この2つの分野が売上の90％を占めています。
10％は半導体関連、LEDランプなどの心臓部となる
ICチップを研削する機械などです。
　以前は日本国内での売上が70％ほどを占めていま
したが、リーマンショック後は海外の比率が60％くらい
になり、現在の中期計画ではグローバルニッチトップに
なろうということを掲げています。

聞き手：代理店を使わず、直販にこだわってらっしゃると聞き
ました。

和井田社長：切削工具業界は、世界でも何十社程度で
数え切れるほどです。お互いの機密事項もありますから、
商社を通じるメリットがあまりないのです。それよりも、業界の
リーダー的な企業であるお客様と直接対話し、深い関係を
続けていくことで、需要を引き出せるという効率の良さもあり
ます。一方で、精密金型分野については中国・アジアへの
輸出が多いので、適宜代理店を使っています。そんな状
況で、営業も少数精鋭となっています。
　高山にあるメリットもありますが、もちろん情報のスピー
ドや輸送費などの面でデメリットもあります。それを凌駕
できるよう、少数名で最大の利益を上げること、賢く生き
残っていくこと、そして世の中から求められる機械作りを
していくことを常に考えています。

●住　　所： 高山市片野町2121
●Ｔ Ｅ Ｌ：0577－32－0390
●Ｆ Ａ Ｘ： 0577－37－0020
●Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.waida.co.jp/
●事業内容：

●従業員数： 165名（連結）　133名（単体）

高山から機械のグローバルニッチトップへ
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各種工作機械、産業機械および測定機器の製造
ならびに販売
計測および制御機器の製造ならびに販売
金型部品、機械部品および各種一般部品の加工
ならびに販売

株式会社 和井田製作所

和井田　光生
代表取締役会長兼社長

氏

～どこにもない高精度な機械を“日本のスイス”で作りたい～

創業は東京・蒲田
「世の中にない機械を作りたい」



聞き手：今後の事業展開についてはいかがですか。

和井田社長：既存製品をより良くすること、種類を増やすこ
となどが挙げられます。新しい技術や市場を作っていかな
ければと思っています。「うちしかできないものを作っていく」
というのが前提ですが、工具や金型以外についても、世界
に向けたマーケティングを進めていかなければいけません。
　そのためにも、人材教育をどうしていくのかも課題で
す。アメリカ、ドイツ、中国、韓国、タイなどに駐在している
スタッフもいますが、まずは語学力が必要になりますの
で、英会話の講師を呼んで希望者対象のセミナーを
行ったりしています。その結果なのかは分かりませんが、
国際結婚をしているスタッフが5％はいます。地元の文化
や歴史といった背景も分からないと仕事も進みませんの
で、表に出ない部分だとしても総合的に力を入れていく
必要を感じています。
　かつてはお金をかけて現地法人を立ち上げたことも
ありましたが、結局失敗となりました。現在は現地で力の
ある企業と提携する方式としました。今後はそれを増や
していくことも大切だと思っています。

聞き手：人材育成の点で社員の方に求めていることなど
はありますか。

和井田社長：一番強調しているのは「チームワーク」で
すね。「飛騨の匠」とは宮大工の世界ですが、技術は人
から盗め、見て覚えろという世界です。しかし作ってい
る機械が高度化すれば、一人ではとても作れません。そ
のため、年配層からの技術継承であったり、ディスカッ
ションをすることが大切です。金属分野でも匠の集団
ができれば、街の活気にもつながると思うのです。それ
が高山への恩返しにもなるのではないかと思います。
　それから、小さな会社であってもいくつかの部門が
できると壁ができてしまうものです。変な縄張り意識な
どは取っ払えるように、月2回の朝礼なども利用して、
情報共有に努めています。

聞き手：社会貢献の面、教育活動についてもお聞かせい
ただけますか。

和井田社長：5年ほど前から、東大教育学部の研究室によ
る、子どもたちを対象とした「ものラボ」プロジェクトに参加し
ています。最初は東大赤門近くの会場でものづくりの種に
なるような活動をしたり、2泊3日で中学生を高山へ受け入
れ、工場でものづくりの体験をしてもらったりしていました。
　その後は地元の高山市からも支援があり、今は年間5
回のプログラムに、市内の小学生24名を受け入れていま
す。3Dプリンタなどを使うことで「ものづくりって楽しいん
だ」と感じてもらったり、楽しさを教えていくことも私たちの
仕事かなと思っています。県内でも輪が広がっていくと良
いですね。
　実は、戦後の一時期にはパンも作っていたのです。そ
のこともあり「和井田製作所は一体何を作っている企業な
んだ」という人も多いのです。機械を作っていることをもっと
PRして、若い方に働いてみようかなと思ってもらえるように
したいですね。

聞き手：休日はどのように過ごされていますか。

和井田社長：最近では、社員の結婚式に3ヵ月連続で呼
んでもらっています。結婚しない若者が増えているという
話も聞きますので、本当に嬉しいことだと思います。高山
の人口減少は深刻なことですから、そんなご縁を作って
いければとも思います。
　それから、時間がある時はゴルフもしますし、街中を散
歩したりしています。身体が資本ですから、できるだけ歩
くようにしたいところです。天気が良い時は、松倉町辺り
からお弁当を持ってピクニックに行ったり、山登りをするこ
ともありますよ。

経営者インタビュー

3人と経営 2016年5月 Vol.464

金属分野における
飛騨の「匠の集団」を育てたい

ものづくりの楽しさを
次の世代に伝えるために

（一社）岐阜県経営者協会　広報部会委員
高山信用金庫

理事総務部長 青木 幸宏 氏

聞き手

3月ドイツの展示会への出展 ものラボ活動の様子
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【岐阜労働局が平成28年度の雇用施策実施方針を発表】
　岐阜労働局は、この度平成28年度の行政運営方針を発表した。雇用施策実施方針については下記の
通り。（※詳細内容については岐阜労働局ホームページをご参照ください）

【女性の活躍推進　優良企業に対し「えるぼし」認定を開始】
　岐阜労働局は、4月14日（木）に「えるぼし」認定交
付式を行った。4月1日現在における全国の認定状況
については16件で、このうち東海4県（岐阜、愛知、三
重、静岡）で認定されたのは岐阜の3社のみとなって
いる。
　同認定は、女性活躍推進法の施行に伴い、平成28
年4月1日より同法に基づく行動計画の策定等を
行った企業のうち、女性の活躍推進に関する実施状
況の優良な企業が都道府県労働局への申請により、
厚生労働大臣の認定を受けることができるもの。評
価項目を満たす項目数に応じて、3段階での認定と
なっている。

平成28年度　雇用施策実施方針　概要

資料出所：岐阜労働局「平成28年度　雇用施策実施方針」

資料出所：岐阜労働局「女性が活躍しています『えるぼし』認定！」

１．求職者への総合支援
（ア）岐阜県総合人材チャレンジセンターにおける連携の強化
（イ）地域の人材育成ニーズに対応した人材育成の取組支援
２．若年者に対する就労支援
（ア）若者の適職選択の支援　（イ）大学生等や高校生向けの合同企業説明会の開催
（ウ）若年者支援のためのワンストップサービス事業の実施
３．障がい者の就労促進
（ア）障がい者の職場実習における協力体制の強化
（イ）「働きたい！応援団ぎふ」登録制度の普及啓発　（ウ）障がい者の就労支援事業の強化
４．高年齢者の就労促進
（ア）シルバー人材センター事業の推進　（イ）生涯現役社会実現事業の実施
５．女性の活躍促進
（ア）女性が活躍できる職場環境の整備　（イ）ひとり親に対する就業対策の強化
６．外国人に対する就労支援
（ア）外国人労働者の適正な雇用の推進
７．人手不足分野の人材確保に向けた取組の推進
（ア）人手不足分野（介護・医療・保育職種）の人材確保
８．重層的なセーフティネットの構築
（ア）生活保護受給者等就労自立促進事業の実施
９．働き方改革の実現
（ア）「働き方改革」の推進　（イ）最低賃金の引上げのための環境整備

１０．非正規雇用労働者の待遇改善
（ア）非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善の推進　

「えるぼし」マーク

▲ 今回「えるぼし」認定を受けた3社の皆様

1段階目 2段階目 3段階目

第3段階　　㈱十六銀行
　　　　　 たんぽぽ薬局㈱
第2段階　　㈱トーカイ
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労働行政レーダー
ヘッドライン

【平成26年度の派遣労働者は前年比4.6％増】
　厚生労働省は、平成26年度の派遣元事業主における運
営状況についてまとめた。
　派遣労働者数は約263万人（対前年度比4.6％増）。一
般労働者派遣事業のうち、常時雇用労働者は約55万人
（同5.4％増）、常時雇用以外の労働者は約44万人（同
4.7％減）、登録者数は約180万人（同4.8％増）、特定労働
者派遣事業における常時雇用労働者数は約28万人（同
1.4％増）となった。
　派遣労働者の派遣料金、賃金の状況は以下の通り。

【雇用保険法の一部を改正する法律案】
　3月29日（火）雇用保険法等の一部を改正する法律案
が参議院本会議で可決・成立した。法律案の主な改正と
施行日程については以下の通り。

資料出所：厚生労働省「平成27年度『能力開発基本調査』の結果を公表します」

　厚生労働省の調査では、企業が労働者の教育訓練に支
出した一人あたりの費用平均額は、OFF-JTへの支出が1.7
万円、自己啓発支援への支出が0.6万円となった。
　人材育成に関して何らかの「問題がある」と回答した事
業所は71.6％。「指導する人材が不足している（53.5％）」、
「人材育成を行う時間がない（49.1％）」の順に多くなった。

平成27年度　企業の能力開発・教育訓練状況

資料出所：文部科学省「平成26年度　大学等におけるインターンシップの
　　　　  実施状況について」

　文部科学省の調査によると、平成26年度においてイン
ターンシップを単位認定している、もしくは学生の参加状況
を把握している大学の合計は740校で95.4％となった。参
加学生の合計は約58万人（全体の20.7％）。

全国9割超の大学がインターンシップを実施

資料出所：厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果（平成26年度）」

　平成26年度に賃金不払残業における是正指導が行われ
た企業は全国で1,329企業（前年度比88企業減）。支払われ
た割増賃金合計額は142億4,576万円（同19億378万円増）
で、対象労働者数は20万3,507人（同88,627人増）となった。

監督指導による賃金不払残業の是正結果
資料出所：厚生労働省「平成26年度 労働者派遣事業報告書の集計結果」

資料出所：厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要」

〈岐阜県からのお知らせ〉

　平成28年6月1日を期日として
実施する、経済センサス‐活動調
査は、我が国における産業構造
を包括的に明らかにすることを
目的とする政府の重要な調査
で、｢統計法｣に基づいた回答義
務のある基幹統計調査です。 
　調査票は、平成28年5月末日ま

でにお届けします。 
　ぜひ、インターネットでご回答ください。

雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要

17,282円

11,840円

17,017円

11,688円

派遣料金

派遣労働者の賃金

派遣料金

派遣労働者の賃金

24,062円

15,408円

23,678円

15,492円

派遣料金と派遣労働者の賃金状況
（労働者1人1日（8時間）当たりの平均額）

【平成28年4月1日施行】
・失業等給付に係る雇用保険料率引き下げ（現行1.0％
⇒0.8％）
・シルバー人材センターの業務について、都道府県知事
が市町村ごとに指定する業種等では、派遣・職業紹介
に限り、週40時間までの就業を可能に

【平成29年1月1日施行】
・育児休業の対象となる子の範囲の拡大、育児休業の申
出ができる有期契約労働者の要件の緩和等
・介護休業の分割取得（3回まで、計93日）、所定外労働
の免除制度の創設、介護休暇の半日単位取得
・65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用
対象に
・妊娠した労働者等の就業環境の整備
・雇用保険の就職促進給付の拡充

【平成28年8月1日施行】
・介護休業給付の給付率の引き上げ（賃金の40％⇒
67％）

平成
26年度

一般労働者
派遣事業

特定労働者
派遣事業

平成
25年度

平成28年経済センサス
‐活動調査を実施します。

総務省・経済産業省・岐阜県・市町村
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岐阜県経営者協会
青年経営者部会 ～新時代の経営者を目指して～活動のご紹介

　一般社団法人 岐阜県経営者協会 青年経営者
部会は、昭和53年6月に設立され、今年度で39年
目を迎えます。現在60人の若手経営者が在籍し
ており、新しい経営感覚と豊富な知識を身に付
けるべく、日々相互に研鑽を重ねています。
　平成27年度は武藤 豪会長（㈱ムトー 専務取
締役）のもと、「変化の波が大きい今こそ、継続
的に支持される状況を作り出せる経営者にな
ろう」を基本方針として事業を行いました。そ
の活動状況をご紹介します。

若手経営者60人が参加

　明日を担う若手経営者が企業経営などについて学ぶ機会として、定時総会や年数回の例会では、外部より講師を
お招きしています。毎年開催される全国大会への参加、海外研修などを通じて、国内外の情勢についても理解を深め
ています。
　また会員それぞれで業種や企業規模が異なるため、例会後には必ず懇親会を行ったり、春・秋には親睦ゴルフ大会
を開催したりと、経営者同士で交流を深めるための様々な企画も行っています。

若手の「学びの場」、そして「交流の場」として

　武藤会長以下、役員人事と事業計画が満場一致で承認されま
した。後半の記念講演では、㈱髙島屋 日本橋店のコンシェル
ジュ、敷田 正法氏より「『最高のおもてなし』人の心を動かす気
遣い力とは」と題し、CSを継続的に得られるおもてなしの実践
についてお話しいただきました。

【第38回　定時総会】

　年に数回、外部より講師を招いて開催しています。平成27年
度は3回開催し、下記のようなご講演をいただきました。

【例会】

▲ 臨時総会にて、親会である岐阜県経営者協会　小野木会長を囲んで

▲ 6月例会

▲ 第38回　定時総会　記念講演

  6月： ㈱文化計画　代表取締役　　志澤 秀一氏
　　　  「“期待されていますか？”期待形成から始まるお客様満足」
12月： ミラクルマジック　代表　　香田 佳江氏
　　　  「5S　魔法の法則」
  3月： ㈱土里夢ファーム　取締役　笠井 博政氏
　　　  「6次産業化から　産地の活性化につなげる」
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　7月9日から12日にかけて、グアムにて海外
研修会を開催。9人が参加し、現地の文化やお
もてなしに触れながら企業の顧客満足につい
て考えました。また戦後70年ということで慰
霊碑を訪ね、日本とグアムの関わりや歴史に
ついても学びました。

【海外研修】

▲ グアムでの海外研修

　10月16日から17日にかけて、第40回となる
経営者協会青年部会全国大会が京都にて行わ
れました。岐阜からは事務局を含め21人が参
加し、記念講演や懇親会、また2日目には記念
ゴルフ大会、知恩院での伽藍内見学等を通じ
て、全国の部会員と懇親を深めました。

【全国大会】

　11月13日の東京研修には岐阜県議会議員の長屋氏にもご参加いただき、総理官邸及び靖国神社の見学、自民党野田
議員との懇談会を行いました。国政の向かう先、時代や環境の変化を肌で感じられる貴重な機会となりました。

【東京研修】

　今年度の会長として、榎本 尚浩氏（榎本ビーエー㈱ 代表取締役社長）が就任。「企業の成功は
経営者次第、何をおいてもリーダーシップ 自分なりの理想のリーダー像を作り上げよう」を新
たな方針として掲げ、4月から新体制で事業を行っています。

平成28年度の事業が新体制にてスタート

　青年経営者部会では、新入会員を募集しています。
　岐阜県下において事業経営に携わる方で、20歳以上55歳未満の方を対象としています。自薦・他薦は問いませんの
で、ともに学びたい、活動したいという方はぜひご入会ください。詳しくは下記担当までご連絡ください。

青年経営者部会では、ともに学び励む仲間を募集しています

▲ 全国大会　左：京都経営者協会部会長　佐々木 智一氏
                   右：講師 村田 吉弘氏（菊乃井 主人）

▲ 東京研修　野田 聖子議員と長屋 光征議員を囲んで ▲ 企業視察会（榎本ビーエー㈱）

▲ 平成28年度会長
    榎本 尚浩氏

　2月23日、副会長である榎本氏の案内
で、榎本ビーエー㈱ エニック第2工場を
視察しました。高品質なものづくりや、
常に新しい価値を創造するべく新分野に
挑戦する企業の姿勢に大いに刺激を受け
ました。

【企業視察研修会】

お問合せ：（一社）岐阜県経営者協会　青年経営者部会
　　　　　事務局（担当：岩佐）TEL 058-266-1151


