
聞き手：まず御社の歴史からお聞かせください。

伊藤社長：もとは、祖父が燃料卸の㈱伊藤商会を立ち上
げたことから始まります。そちらは兄が継いでいるのです
が、ガソリンなどの燃料を仕入れて売るという仕事では、な
かなか商品に付加価値が付けられません。そこで父である
会長がメーカーをやってみたいと考え、1972年にタイルメー
カーを創業しました。タイル業界では最後発ということになる
と思います。国内では既に先発企業がたくさんありましたの
で、最初から輸出の多いメーカーとしてスタートしました。

聞き手：転機などはありましたか。

伊藤社長：創業からしばらくした頃、1985年のプラザ合意
で為替レートが大幅に変わり、輸出するには厳しい状況と
なっていました。色 と々検討を重ね、1989年に合弁で中国広
東省に工場を建てることになりました。中国を選んだ理由
は、窯業の歴史があることと、良質な材料が豊富にあるこ
と、そして人材面でも窯業に慣れ親しんだ人が多いというこ
とでした。おかげで最初から良いタイルができたので、そこか
ら徐 に々中国での生産を増やしてきて、今に至っています。

聞き手：中国で生産し、海外に輸出されるのですか。

伊藤社長：日本のメーカーですので、日本でももちろん販売
しています。今は6割が日本、3割が中国で、1割がアジアを
中心とした海外といった具合です。当社には「最適地生産」
というキーワードがあります。今は中国も人件費が上がりつ

つありますが、歴史的なこともあり、最適地だと考えています。

聞き手：景気の変動が創業や転機に影響していたのです
ね。ご自身でも中国にはよく行かれるのですか。

伊藤社長：実は大学時代に父から言われ、1年間留学して
中国語を勉強しました。1994年から2001年までの8年間は
中国の工場で実際に働いたので、コミュニケーションの点
では中国語でできています。
　一緒に働いた経験から文化の違いも感じ、中国の工場
は中国人スタッフが、日本の工場は日本人がまとめるべきだ
と考えるようになりました。日本人スタッフは1人くらいしか派
遣しておらず、採用も教育も中国のスタッフに任せていま
す。私は月1回、年間で15回くらい中国に行っています。

聞き手：販売における展望などはいかがでしょうか。

伊藤社長：マンションでは半分くらいに外装タイルが使
われているのですが、戸建て住宅については、タイルの
模様が印刷されたサイディングボードを貼る場合が多
く、本当のタイル貼りは5％程度です。ですが、耐久性な
どの点で注目されつつあるので、10％程度にまで引き上
げていきたいところです。潜在的なマーケットはまだま
だ大きいと思っています。
　当社は、もともとOEM製品が主でしたが、大きく舵取
りをして現在では自社ブランドが6～7割を占めるように
なりました。業界としてもリーマンショック以前は量の確
保が重要でしたが、今はむしろ付加価値をどう上げてい
くか、独自の地位をどう築くかということが大切になって
います。

聞き手：中国と日本の工場では生産内容が異なるのでしょ
うか。

伊藤社長：中国からは輸送にも時間がかかりますし、扱う
ロットも異なりますので、日本の工場では短納期・小ロットの
ものを主にしたりしています。
　とはいえ開発の方向性は一緒ですので、例えば、タイル
を貼る職人さんの数や手間を減らせるよう、ユニット状、パネ
ル状のタイルで省施工を目指すといったこともしています。
一方でお客さんも目が肥えてきていますから、要求レベルも
上がっています。商品開発や、生産する際の工夫といった
点に携わる日本側は人材への投資、中国側では設備への
投資がそれぞれ重要だと考えています。

聞き手：人材育成については、どのように取り組まれている
のでしょうか。

伊藤社長：日本の社員については、年に2回、全員が集まる
BT大会（Big Tomorrowの略 改善活動や新しい取り組
みは大きな明日に繋がるという意味が込められている）を開
催しています。前期の総括と次期の計画の発表会です。そ
の場でQC発表も行うのですが、1日で20チームですから、
なかなか大変です。そこで優勝したチームが県のQC大会
に参加しています。
　中国のスタッフについては、1年に1回は4工場の幹部が
本社に集まり同じくＢＴ大会を開催しています。

聞き手：提案制度なども採用されているのでしょうか。

伊藤社長：改善提案を受け付けたこともありましたが、今は
「こう工夫しました」という自己完結型の改善結果のみを出
してもらうことにしています。最初は「出さなければ人事評価
に影響しますよ」と強調しましたが、今では年間2,000件弱く
らい出るようになり、定着してきましたね。1人でできない改善
案であれば、QCテーマにしたりしています。

聞き手：5Sのチェックもされていますか。

伊藤社長：昔は「5Sは仕事前にやるものだ」といった意識

があったのだと思いますが、私は5Sを各自の義務としたかっ
たので、就業時間内の朝15分に設定しています。時間が
余った社員は、庭など共有部分の掃除をしてくれています。

聞き手：教育方針についても教えてください。

伊藤社長：「毎日100.1％で取り組む」ということを全体での
朝礼で唱和しています。なかなか一気には成長できません
から、毎日は0.1％でも、過去より良くなっていってほしいと考
えています。
　最近は会社独自の「スキルマップ」を作成し、各自の「で
きる」、「できない」を整理して、「できる」幅を広げていくように
しています。マップの作成には1年くらいかかりましたが、社
員にもわかりやすくなったと思います。
　社長になって8年、最初の頃は業績重視だったのが、途
中からは社員の幸せについてもより深く考えるようになりまし
た。能力と評価がバランス良く上がっていくようにと考えてい
ますが、皆が納得できる評価や制度というのもなかなか難
しいですね。朝礼などでも説明しますが、社内版社長ブロ
グを書いて、背景を伝えたりもしています。あえてコメントは
聞きませんが、皆それぞれに見てくれているようです。

聞き手：社員間のコミュニケーションで大切にされているこ
とはありますか。

伊藤社長：これまでは中途採用がほとんどで、新卒採用の
ような同期がいませんでした。そこで、部署混合のチームを
10人強で作ることにしました。例えば本社には5チームあり、
半年ごとにイベントを企画して、選ばれたイベントを提案した
チームが主催しています。次第に横のつながりができてき
て、先日は「次は運動会をやりましょう」という案も出ていまし
たし、サークルも誕生したりしていますよ。

●住　　所： 多治見市大薮町1989-5
●Ｔ Ｅ Ｌ：0572－27－6161（代）
●Ｆ Ａ Ｘ： 0572－29－4028
●Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ic-ryowa.com
●事業内容：タイル製造販売
●営業品目：

●連結従業員数： 1,426人（グループ合計）

「最適地生産」でタイルの可能性を追求する
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外装モザイクタイル／外装タイル／床タイル／透水性
セラミックブロック／セメント系エクステリア／舗装用タ
イル／舗装用ブロック／天然石／レンガ等景観材料

株式会社 アイコットリョーワ

伊藤 洋二 
代表取締役社長

氏

～佛山、景徳鎮など窯業の歴史ある中国で、良質な外装タイルを生産～

燃料卸売の企業から誕生した
国内では後発のタイルメーカー

中国こそが生産の「最適地」

タイルの付加価値を
どのように高めていくのか
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経営者インタビュー

社内ＱＣ発表大会 中国工場20周年パーティー
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「毎日100.1％」の努力を
社員皆で積み重ねる

QC発表会では
1日に20チームが発表

（一社）岐阜県経営者協会　広報部会委員
丸理印刷 株式会社
代表取締役社長 氏

聞き手

伊藤 健太郎
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【平成29年3月卒業予定の県内高校生に対する求人倍率は1.74倍】
　厚生労働省は来春高校を卒業
する生徒について、平成28年7月
末現在の求人・求職の状況を取り
まとめた。
　県内における求人数は7,674人
（前年同期比13.9%増）、求職者数
は4,418人（同1.4%減）〔内訳：男子
2,662人、女子1,756人〕、求人倍率
は1.74倍（同0.24ポイント増）。

　厚生労働省は、景気の変動が雇用
などに及ぼしている影響や今後の見
通しについての調査結果（四半期ご
とに実施）を発表した。
　平成28年8月1日現在における正社
員等労働者、パートタイム労働者の
過不足状況は、全体（調査産業計）で
それぞれ21期連続、28期連続の不足
超過。未充足求人がある事業所の割
合は全体で51％で、欠員率は2.6％と
なった。

　一方全国では、求人数が約32万4千人（同13.3％増）、求職者数が約18万5千人（同0.6％減）〔内訳：男子
約10万8千人、女子約7万7千人〕。求人倍率は1.75倍（同0.21ポイント増）となり、平成23年以降6年連続
で増加している。

【労働者の過不足状況
　連続で不足超過の傾向】

中部三県の高校新卒者求人・求職状況

資料出所：厚生労働省「平成28年度『高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職状況』取りまとめ」

資料出所：厚生労働省「労働経済動向調査
　　　　　（平成28年8月）の結果」

　総争議の件数は425件（前年比70件
減）で6年連続の減少となり、比較可能
な昭和32年以降、最も少なくなった。
　争議の際の主な要求事項（複数回
答。主要要求事項を2つまで集計）は、
「賃金」に関するものが195件（同62件
減）で最も多く、次いで「経営・雇用・人
事」に関するものが167件（同10件増）、
「組合保障及び労働協約」に関するも
のが112件（同44件減）となっている。

【平成27年も労働争議件数は減少】

資料出所：厚生労働省「平成27年『労働争議統計調査』の結果」

※求職者数とは、学校または公共職業安定所の紹介を希望する者のみの数。
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労働行政レーダー
ヘッドライン

【平成27年の常用労働者数は62万人の増加】
　平成27年1年間の入職者数は775万人、離職者数は713
万人。この結果、常用労働者数は、事業所の新設や閉鎖等
の影響を除き差引62万人の増加となった。
　産業別の入職率は、「宿泊業、飲食サービス業」32.6％、
「生活関連サービス業、娯楽業」25.6％、「サービス業（他に
分類されないもの）」22.1％、離職率は、「宿泊業、飲食サー
ビス業」28.6％、次いで「生活関連サービス業、娯楽業」
21.5％、「サービス業（他に分類されないもの）」20.0％の順
に高かった。
　なお入職超過となったのは、16大産業のうち13産業、離
職超過となったのは3産業となっている。

資料出所：厚生労働省「プラチナくるみん認定企業が100社を突破しました！」

　平成27年4月から始まった改正次世代育成支援対策推
進法に基づく特例認定（プラチナくるみん認定）は、7月末
時点で102社となった。
　認定を受けた企業は、認定マークを広告等に表示し、子
育てサポート企業であることをPRできるほか、税制上の優
遇措置も受けられる。

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト開設

資料出所：経済産業省「平成28年中小企業の雇用状況に関する
　　　　　調査集計結果の概要等を取りまとめました」

　労働者一人当たりの平均賃金について「引き上げる／引
き上げた」とする企業の割合は、平成27年度は61.4％、28年
度は63.9％。引き上げた理由は、「人材の採用・従業員の引
き留めの必要性」が47.6％で最も多く、続いて「業績回復・
向上」32.6％、「他社の賃金動向」16.0％となった。

中小企業・小規模事業者における賃上げ状況

資料出所：厚生労働省「無期転換ルールの周知や無期転換制度の導入促進を支援する
　　　　　『有期契約労働者の無期転換ポータルサイト』を8月31日に開設します」

　厚生労働省は、労働契約法に基づく無期転換が本格
的に行われると見込まれる平成30年4月まで残り2年を
切ったことを踏まえ、8月31日にサイトを開設。無期転換
ルールの概要や、制度導入のポイント、厚生労働省が実
施する支援策などについて広く発信していく。

日本人の就業実態に関する総合調査

資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構
　　　　　「国内労働情報2016第2回日本人の就業実態に関する総合調査」

　2014年の調査では、就業者の割合（就業率）は77.8％
となった。性別でみると男性の就業率は87.8％、女性は
69.5％。2010年調査と比べると男性には変化がないが、
女性が3ポイントと若干の伸びが見られ、年代別でもす
べての年代で伸びが見られた。

平成27年の人口状況は28万人減少

資料出所：厚生労働省「平成27年（2015）人口動態統計(確定数)の概況」

　平成27年の出生数は101万人、死亡数は129万人、自然増
減数は28万人減となり、9年連続減少となった。

資料出所：厚生労働省「平成27年『雇用動向調査』の結果」

平成27年1月1日　4,744万人（100.0％）

仕事と子育ての両立支援に
積極的な企業が増加中
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3,612万人
（100.0％）
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1,132万人
（100.0％）

入職者775万人（16.3％）

一般
447万人
（12.4％）
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328万人
（29.0％）

離職者713万人（15.0％）

一般
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（11.8％）

パート
285万人
（25.2％）

平成28年1月1日　4,806万人〔+62万人〕

一般
3,631万人
〔+19万人〕
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1,175万人
〔+43万人〕
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平成27年の常用労働者の動き
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▲ 第一部 講演 須田 慎一郎氏

　9月8日（木）、長野県木曽町の木曽駒高原ホテルにおいて『第42回 木曽
駒トップセミナー』を開催しました。『新たな企業経営への挑戦～混迷する日
本経済の中で、我々がなすべきこと～』を総合テーマに、今後の日本経済の
進むべき方向について考えました。今回は各支部から約80人のご参加をい
ただきました。
　はじめに主管である中津川支部 支部長 吉村 恒則氏（三菱電機㈱中
津川製作所 所長）、本部を代表して、副会長の加藤 智子氏（ヤマカ㈱ 代
表取締役社長）より挨拶がありました。

第42回 木曽駒トップセミナー

【各支部から約80人が参加】

　続いて、経済ジャーナリスト 須田 慎一郎氏が『日本経済の行方～いま起
こっていること、これから起こること～』と題して講演。「安倍首相は、アベノミ
クスの第２ステージとして「一億総活躍社会」を掲げ、東京オリンピックが開
催される2020年頃に名目ＧＤＰ600兆円を目指すとしている。今後、シルバー
世代、女性、障がい者等の雇用拡大に伴う活躍促進が進み、従来の社会
構造が大きく変化することが予測される。従来の延長線上だけで物事を考
えている企業は取り残され、社会構造の変化に対応した新しいニーズ、新し
いマーケットの掘り起しに取り組む企業が勝ち組になる。経済は総体的には
良い方向に進むであろうが、それを実感できる企業と実感できない企業の
二極分化が進むであろう」と語られました。
　続いてスポーツジャーナリストの二宮 清純氏は『勝つリーダー、勝つ組織
の条件』と題して講演。「元女子マラソン選手の高橋 尚子氏がシドニーオリ
ンピックで金メダルを獲得するためにとった戦略から、勝負に勝つためには「準備力」が必要である。また、Ｊリー
グの立ち上げに多大な貢献をした川淵 三郎氏の新しいことにチャレンジする姿勢から、組織を変えるために
はリーダーのブレることのない覚悟、決断が必要であり、２１世紀のリーダーの条件として、Passion（情熱）・
Mission（使命感）・Action（行動力）の３点が挙げられる」と説かれました。
　最後に、イタリアのサッカー指導書から「il bello dorso」（毅然とした背中）という言葉を紹介。「よきリーダー
たらんとする者は、よき背中を持ちなさい」という意味で、 「選手は監督やコーチのどこをみているか？ それは
顔ではない。背中なんだ。部下は上司のどこをみているか？ それは顔ではない。背中なんだ。」と講演を締めくく
られました。

【著名な講師2人による講演】

　講演会終了後には恒例の懇親パーティが行われました。副会長の市原 

好二氏（東濃信用金庫 理事長）の乾杯に始まり、和やかな雰囲気の中行

われました。当セミナーの大きな目的である、支部の垣根を越えた交流を十

分に深めていただけました。また翌日の9月9日（金）には記念ゴルフコンペが

木曽駒カントリークラブで開催され、秋の気配を感じる爽やかな天候のもと、

交流を深めることができました。

【支部の垣根を越えた会員交流】

中津川

▲ 中津川支部 吉村支部長 挨拶

▲ 加藤副会長 挨拶
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支
部
コ
ー
ナ
ー

▲ 第二部 講演 二宮 清純氏

▲ 支部の垣根を越えて交流を図りました



飛騨

▲ 第13回　飛騨支部 管理・監督者養成講座
　 （乗鞍青少年の家）

▲ 人事・労務担当者セミナー（ロワジールホテル）

▲ ここだけは、押さえておきたい
　 就業規則改定セミナー（グランヴェール岐山）

▲ 

　9月2日（金）・3日（土）乗鞍青少年の家において1泊2日の合宿
研修にて開催し、12社より31人の職場のリーダーおよび候補者の
方にご参加いただきました。
　支部会員企業5社の現役人事労務管理者が講師を務める飛
騨支部独自のこの講座も今年で13回を数え、コミュニケーションを
図りチームをまとめるためのゲームやロールプレイ、グループ討議・
発表など参加型のカリキュラムと、夜には異業種交流を深める懇
親の場も設けながら、管理・監督者の役割と使命について1泊2日
で徹底的に学び、話し合い、考えていただく機会としました。

第13回　飛騨支部 管理・監督者養成講座
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西濃 　9月21日（水）ロワジールホテルにおいて開催し、17社より25人に
ご参加いただきました。
　講師には、木村 麻理氏（㈱ママプロ 代表取締役・社会保険
労務士）をお招きし、「「女性の活躍」を経営に活かすには」をテー
マにご講演いただきました。
　①女性活躍推進法の概要、背景、②女性の就労状況、課題、
③育児・介護休業法、④イクメン・イクボス、⑤ダイバーシティ経営
女等について解説いただきました。
　講演終了後には懇親会を開催し、会員同士情報交換を行っ
ていただきました。

人事・労務担当者セミナー

岐阜
ここだけは、押さえておきたい 就業規則改定セミナー

　9月27日（火）グランヴェール岐山において開催し、45社53人に
ご参加いただきました。
　講師には、服部 英治氏（㈱名南経営コンサルティング 社会保
険労務士・人事コンサルタント）をお招きし、就業規則の改定につ
いて解説いただきました。
　就業規則とはそもそもどのような目的で作成するものであるか、
労働基準監督署や社会保険労務士の着眼点について確認しま
した。また、今後改正が必要なルールについてもご説明いただきま
した。
　就業規則は「作成したらゴール」ではなく、作成してからスタート
するもので、さらには、定期的なメンテナンスをすることが重要であ
るとして、本セミナーを締めくくられました。

～会社を守る未然防止策について考える～
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出向先

開催案内

会 場 ㈱水明館
（下呂市幸田1268　TEL 0576-25-2800）

日 　 　 時 平成28年10月5日（水）　16：00～　※総会終了後懇親会を開催予定

下呂分会通常総会、懇親会飛　騨

会 場 久々野総合運動公園グラウンド
（高山市久々野町無数河818-1　TEL 0577-52-3490）

日 　 　 時 平成28年10月23日（日）　午前9時プレイボール
雨天の場合は中止（当日8時までに連絡責任者へご連絡）

参 加 費 10,000円

お 問 合 せ 飛騨支部　事務局　TEL 0577-34-5379（高山商工会議所　渡邊）

第32回 産業人ソフトボール大会

経営者・労務管理セミナー
「ホワイト企業になるための３つの視点を考える」

各務原

お 問 合 せ 飛騨支部下呂分会　事務局　TEL 0576-25-2009（益田信用組合　柏木）

会 場 岐阜県金属団地協同組合研修センター
（各務原市金属工業団地173　TEL 058-263-7111）

日 　 　 時 平成28年10月18日(火)　14：00～16：00

講 　 　 師 アームス経営工房・吉村社会保険労務士事務所
中小企業診断士・特定社会保険労務士　吉村 庸輔氏

お 問 合 せ 各務原支部　事務局　TEL 058-371-1100　（ムトー精工㈱　金子）

　社会人になってゴルフを始めたい方におすすめの講座で、プロゴルファーから直接指導を受けること
ができます。

講 　 　 師 大島 靖生氏（プロゴルファー　㈱大島電氣工事　常務取締役）

日 　 　 時 平成28年10月23日（日）　14：00～16：30頃（受付開始は13：30）

会 　 　 場 クラウンカントリークラブ
（瑞浪市陶町猿爪1030  TEL 0572-65-3939）

対 　 　 象 東濃支部　会員企業・関係者
定 　 　 員 15人

お 問 合 せ 東濃支部　事務局　TEL 0572-25-5000（多治見商工会議所　木次）

ゴルフマナー講座東　濃
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厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります

「特定適用事業所」とは

加入対象となる「短時間労働者」とは

上記のように法人番号が同じ適用事業所のグループであれば、被保険者の
合計が500人を超えるので、いずれの事業所も特定適用事業所として、短時
間労働者の適用拡大の対象となります。

平成28年10月1日より

　現在は、一般的に週30時間以上働く人が厚生年金保険・健康保険（社会保険）の加入対象ですが、平成28年10月からは、
従業員が501人以上いる会社（特定適用事業所）については、週20時間以上働く人（短時間労働者）などにも対象が広がりま
す。変更のポイントをご紹介します。

　勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の①～④の全てに該当する人が適用拡大の対象となります。

①週の所定労働時間が20時間以上であること

②雇用期間が1年以上見込まれること

　週の「所定労働時間」とは、就業規則や雇用契約書等により、その人が通常の週に勤務すべき時間のこと。雇用保険の取扱いと同様
です。

　雇用について、期間の定めがない場合や1年以上である場合、あるいは1年未満でも契約が更新される旨や可能性が明示されている
場合、更新等により1年以上雇用された実績がある場合は該当します。

〈例〉平成28年4月から平成29年3月末までの契約（契約更新が明示されておらず、同様の雇用契約により雇用された者が更新等
により1年以上雇用された実績もない場合）の労働者が契約更新等となった時

③賃金の月額が8.8万円以上であること

④学生でないこと

　週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が8.8万円以上である場合に該当となります。た
だし、結婚手当や賞与等の臨時のものや、時間外労働、休日労働等への割増賃金といったものは除外されます。

　生徒または学生（大学、高等学校、専修学校、各種学校等）は適用対象外となります。ただし、卒業見込証明書を有していて、卒業前
に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の人、休学中の人、定時制課程の人等は被保険者となります。

※この短時間労働者の適用拡大の詳しい内容、届出方法等については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
　URL http://www.nenkin.go.jp

　同一事業主の適用事業所において、厚生年金保険の被保険者
数（短時間労働者を除き、共済組合員を含む）の合計が、1年のう
ち6ヵ月以上、501人以上となることが見込まれる事業所が該当し
ます。

法人番号：×××××
被保険者数：300人

○×株式会社

被保険者期間

雇用期間

法施行日において1年以上の雇用が見込まれない

⇒被保険者とならない

契約更新等により1年以上の雇用が見込まれる
⇒見込まれることとなった（新たな契約を締結した日等）
　時点から被保険者となる

○×株式会社　○○支店
法人番号：×××××
被保険者数：250人

H28.4.1
採用日

H28.10.1
法施行日

H29.4.1
契約更新等（1年間）

H29.4.1 被保険者資格の取得

６ヵ月 １年以上


