
聞き手：御社の事業の近況はいかがですか。

吉村所長：1943年に名古屋工場の疎開工場として事業を
スタートさせ、1960年代には有圧換気扇、ダクト用換気扇を
開発・発売し、「風の中津川」と呼ばれてきました。現在で
は、「風」「空気」「水」「光」の４つのキーワードをベースとし
て事業を展開しています。風の事業では、有圧換気扇が
昨年、開発・発売から55周年を迎え、ダクト用換気扇は来
年50周年を迎えます。空気の事業では、全熱交換形換気
機器「ロスナイ」が2020年に50周年を迎えます。省エネの
要求も高まっており、空調事業と連携しながら、国内をはじ
め、国外でも販売を始めています。水の事業では、温水床
暖房システムからスタートし、2002年からはヒートポンプ式温
水床暖房システム「エコヌクール」を開発・発売しています。
省エネに貢献し、将来性が高い商品であると考えていま
す。光の事業は、1996年からスタートし、2013年にかけて大
きなピークを迎えました。近年は電力の買取価格が下がり、
市場は縮小傾向が続いていますが、政府は住宅を、省エ
ネ性能の高い機器と太陽光発電システム等を用いて、一
次エネルギーの消費量を正味ゼロにするZEH（ネット・ゼ
ロ・エネルギー・ハウス）化を進めており、ZEHのシステム提
案を確実に進めていきたいと考えています。

聞き手：海外の展開はいかがですか。

吉村所長：換気送風機は国内では強いシェアを持ってい
ますが、市場は飽和状態にあります。5年ほど前から、海外
のマーケットへ参入を始めており、いま持っている製品のラ

インアップを海外に展開しながら、市場の要望を把握し、
次のステージに移っていく計画です。換気扇事業は、タイ、
マレーシア、シンガポール、ベトナムなどのアジア圏を中心
に展開し、欧米ではロスナイやジェットタオルの販売拡大
に力を入れています。

聞き手：2013年には創業70周年を迎えましたが、1943年
の創業以来、大切にしていらっしゃる「中津川精神」につい
てお聞かせください。

吉村所長：中津川精神は伝統的に語り継がれています。
中津川は「小さく生んで大きく育てる」という事業展開をして
きました。その中で、「一番手商法」は、狙った市場で一番
になるということで、10年ほどかけて一つの大きな事業にし
てきました。ロスナイ、ジェットタオルはその代表例です。また、
「顧客志向」も大切にしています。設計者が営業部門ととも
にお客様を巡回し、直接、声を聞いて製品を生み出してき
ました。そのほか、仕事に熱意を持つことも大切にしていま
す。中津川全体でチームとしてやっていくことが、この地域
で仕事をしていくベースになると考えています。私自身、中
津川出身ということで、中津川精神を継承しやすい立場に
あると思います。新しい時代を迎えている中で、中津川精
神をしっかり従業員に伝えていきたいです。

聞き手：中津川が他の地域と比べて優っていると感じると
ころはありますか。
吉村所長：お客様ヘの接し方が丁寧といえます。また、工
場を案内する女性「ウエルレディー」は、お客様志向を体現

していると思います。入社した当時、設計を担当していまし
たが、仕事をすると必ず難しい判断が出てきます。当時、先
輩から「判断に迷ったら、お客様にとって何が一番いいか
考えろ」と言われた言葉が強く残り、中津川のお客様志向
を表す言葉であり、今でも意識しています。

聞き手：人材育成の取り組みについてお聞かせください。

吉村所長：チームがうまく成果を出せるかどうかは、リーダー
がキーとなるため、課長、部長などの管理職をはじめ、中堅
クラスや現場でリーダーとなる班長も対象に研修を重ね、
リーダー格の強化に力を入れています。また、若い層を中心
にOJTを積極的に進めています。海外OJT研修には、毎
年3～4人が1年ほど行っています。「本来の目的は何か」と
いう視点を持ち、一つひとつの取り組みが形骸化しないよう
に努めています。また、さまざまな職種を経験することも増や
し、職場のローテーションも行っています。

聞き手：お客様思考ということで、消費者ニーズをつかむ
ために工夫されている点はいかがですか。

吉村所長：換気扇を例に挙げると、建築関連のサブユー
ザーが採用機種を選ぶことが多いので、建築関連の皆
さんに対し、技術提案活動をしています。住宅用設備事
業は、見方を変えれば、住宅の一つのパーツという位置
付けであり、ニーズをつかむために住宅建築業者の方と
意見交換することが重要です。いろいろなニーズに応え
るために、ラインアップを増やしてきました。分厚いカタログ
も市場のニーズに応えてきた70年の歴史と言えるかもし
れません。

聞き手：県経営者協会の副会長、中津川支部長としても

ご活躍いただいていますが、木曽駒トップセミナーへの取り
組み、経営者協会に期待することはありますか。

吉村所長：中津川の地で、協力工場と連携して事業をやら
せていただいていますが、地域が健全になっていくというの
が企業活動のベースになることは間違いありません。意見
交換しながら、お互いが啓発し合うことが大切であると思っ
ています。木曽駒トップセミナーでは、著名な講師から有益
なお話をいただき、会員の情報交換の場としても意義ある
取り組みです。今後も多くの方に参加していただき、継続し
ていきたいと思います。

聞き手：今後の展望をお聞かせください。

吉村所長：住宅のマーケットは今後、新築戸建住宅の半分
がZEHに変わり、ZEHを中心としたスタイルに変わっていくと
思います。省エネや環境保全が世の中の暮らしを支えるス
タイルになる中で、各メーカーは付加価値を高め、シェアを広
げていくという動きになっていきます。2019年、20年に向け、
どのように対応していくかを検討しています。

聞き手：最後に休日の過ごし方や趣味はいかがですか。

吉村所長：前任の京都製作所では、観光地巡りをしたり、
山歩きをしたりしていました。時間があれば本を読むことが
多いです。

聞き手：今日はどうもありがとうございました。

●住　　所： 中津川市駒場町1－3
●Ｔ Ｅ Ｌ：0573－66－2111
●Ｆ Ａ Ｘ：0573－66－9931
●Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.mitsubishielectric.co.jp/
●事業内容：

●従業員数： 約1,100人

「風」「空気」「水」「光」をベースに事業展開
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電気機械器具製造業。主な製造品目：太陽光発電システム（太陽
電池モジュール・パワーコンディショナ）、換気扇、換気空清機ロスナ
イ（住宅用）、全熱交換形換気機器「ロスナイ」（業務用・設備用）、
ヒートポンプ式冷温水システム「エコヌクール」、業務用産業用換気
送風機（有圧換気扇、空調用送風機、エアーカーテンなど）、ハンドド
ライヤー「ジェットタオル」、喫煙用集塵・脱臭機「スモークダッシュ」。

三菱電機株式会社 中津川製作所
所長

～70年にわたり「中津川精神」を受け継ぐ～

海外マーケットにも参入

小さく生んで大きく育てる

吉村 恒則 氏
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経営者インタビュー

▲ ダクト用換気扇＜DCブラシレスモーター搭載タイプ＞

▲ 太陽光発電システム

▲ 局所用ロスナイ

▲ ヒートポンプ式冷温水システム　エコヌクール ▲ ハンドドライヤー　ジェットタオル
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リーダー格の強化に全力

健全な地域が企業活動のベース
（一社）岐阜県経営者協会　広報部会委員
株式会社 加藤製作所

代表取締役社長 加藤 景司 氏

聞き手
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【厚生労働省による「過労死等ゼロ」緊急対策（案）】
　厚生労働省は緊急の長時間労働対策を発表した。概要は下記の通り。

（1）  新ガイドラインによる労働時間の適正把握の徹底
　　企業向けに新たなガイドラインを定め、労働時間の適正把握を徹底する。

（2）  長時間労働等に係る企業本社に対する指導
　　違法な長時間労働等を複数の事業場で行うなどの企業に対して、全社的な是正指導を行う。

（3）  是正指導段階での企業名公表制度の強化
　　過労死等事案も要件に含めるとともに、一定要件を満たす事業場が2事業場生じた場合も公
　　表の対象とするなど対象を拡大する。

（4）  36協定未締結事業場に対する監督指導の徹底

・使用者向けに、労働時間の適正把握のためのガイドラインを新たに定める。
・内容として、下記等を明確化する。（平成29年より実施）
　①労働者の「実労働時間」と「自己申告した労働時間」に乖離がある場合、使
　用者は実態調査を行うこと
　②「使用者の明示または黙示の指示により自己啓発等の学習や研修受講を
　していた時間」は労働時間として取り扱わなければならないこと

1　違法な長時間労働を許さない取組の強化

（1）  メンタルヘルス対策に係る企業本社に対する特別指導
　　複数の精神障害の労災認定があった場合には、企業本社に対して、パワハラ対策も含め個別
　　指導を行う。

（2）  パワハラ防止に向けた周知啓発の徹底
　　メンタルヘルス対策に係る企業や事業場への個別指導等の際に、「パワハラ対策導入マニュ
　　アル」等を活用し、パワハラ対策の必要性、予防・解決のために必要な取組等も含め指導を行う。
（3）  ハイリスクな方を見逃さない取組の徹底
　　長時間労働者に関する情報等の産業医への提供を義務付ける。

2　メンタルヘルス・パワハラ防止対策のための取組の強化

（1）  事業主団体に対する労働時間の適正把握等について緊急要請

（2）  労働者に対する相談窓口の充実
　　労働者から、夜間・休日に相談を受け付ける「労働条件相談ほっとライン」の開設日を増加し、
　　毎日開設するなど相談窓口を充実させる。（現行週6日→7日）

（3）  労働基準法等の法令違反で公表した事案のホームページへの掲載

3　社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化

資料出所：厚生労働省「『過労死等ゼロ』緊急対策（案）」

違法な長時間労働（月100時間超、10人以上または1/4以上、労基法32条等違
反）が1年間に3事業場認められた場合（平成27年5月18日より実施、実績1件）

現在の要件

・現行の要件を以下の通り拡大。（平成29年より実施）
　① 月100時間超を月80時間超に拡大
　② 過労死等・過労自殺等で労災支給が決定した場合も対象
　③ ①②と同程度に重大・悪質と認められるもの
　→これらが１年間に2事業場に認められた場合で、企業本社の指導を実施
　し、是正されない場合に公表
・月100時間超と過労死・過労自殺が2事業場に認められた場合等にも公表

新たな仕組み

新たな取組
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労働行政レーダー
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【平成28年上半期　5年連続の入職超過】
　厚生労働省は、平成28年上半期における入職・離職及
び未充足求人の状況等について発表した。入職者数は
456万人（前年同期459万人）、離職者は426万人（同399万
人）となり、常用労働者数は30万人の増加となった。
　なお、年初の常用労働者数に対する割合である入職率
と離職率については、前年同期に比べて入職率が低下、
離職率は上昇となっている。

平成29年度厚労省関係税制改正について

資料出所：厚生労働省「平成29年度厚生労働省関係税制改正について」

　平成29年度に改正される厚生労働省関係の税制は、
子ども・子育て、健康・医療、医療保険、介護・社会福
祉、年金、雇用等全8項目について要望が取りまとめられ
た。年金については企業年金等の積立金に対する特別
法人税の課税停止措置の適用期限の延長等が盛り込ま
れている。

雇用保険　65歳以上も対象に

資料出所：厚生労働省「雇用保険の適用拡大等について」

　平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者も雇用保険
適用の対象となった。対象者がある場合は、事業所管轄
のハローワークへの届け出が必要（平成28年12月末時点
で「高年齢継続被保険者」である労働者を平成29年1月1
日以降も継続雇用する場合は除く）

人手不足が生じている企業は半数以上　

資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構「『人材（人手）不足の現状等に
　　　　　関する調査』(企業調査)結果及び『働き方のあり方等に関する調査』
　　　　　（労働者調査）結果」

　人材（人手）不足を生じている企業（52 .1％）のうち、
企業経営に何らかの影響があるとする割合は約3分の2
にのぼった。具体的には「需要の増加に対応できない」、
「技術・ノウハウの着実な伝承が困難になっている」等
が多く挙げられた。

資料出所：厚生労働省「平成27年度の監督指導による賃金不払い残業の是正結果
　　　　　を公表します」

　企業への監督指導を行った結果、不払いの割増賃金
が各労働者に支払われたもののうち、1企業で合計100
万以上だった事案を取りまとめたもの。対象労働者数は
9万2,712人で、支払われた割増賃金の平均額は1企業当
たり741万円、労働者1人当たり11万円だった。

平成28年の人口は約32万人減少と推計

資料出所：厚生労働省「平成28年（2016）人口動態統計の年間推計」

　平成28年の出生数は98万1,000人、死亡数は129万
6,000人、自然増減数は31万5,000人減と推計されてい
る。なお婚姻件数は62万1 , 0 0 0組、離婚件数は21万
7,000組と推計。死因については「悪性新生物」が37万人
余とされている。

【県内の大学生・高校生
  就職内定率は前年同時期より上昇】
　岐阜労働局は、平成28年11月末現在における県内大学
生と高校生の就職状況について発表した。いずれも、前
年同時期より就職内定率が上昇している。

資料出所：岐阜労働局「平成29年3月新規大学等卒業者の就職状況（平成28年11月末現在）」、
　　　　　同「平成29年3月新規学校卒業者の職業紹介状況（平成28年11月末現在）」

資料出所：厚生労働省「平成28年上半期『雇用動向調査』の結果」

平成28年度
（平成29年3月卒）

高校生の状況

平成27年度の賃金不払い残業
1,348企業に計99億9,423万円の支払いを指導

平成28年1月1日 4,846万人（100.0％）

一般
3,661万人
（100.0％）

パート
1,185万人
（100.0％）

入職者 456万人（9.4%）

一般
275万人
（7.8％）

パート
180万人
（15.2％）

離職者 426万人（8.8％）

一般
251万人
（6.9％）

パート
175万人
（14.7％）

平成28年6月末日 4,876万人(＋30万人)

一般
3,685万人
【＋24万人】

パート
1,191万人
【＋6万人】

平成28年上半期の常用労働者の動き

就職希望者数

3,395人

3,346人

+1.5％

内定者数

2,582人

2,321人

+11.2％

就職内定率

76.1％

69.4％

+6.7ポイント

大学生（短大生除く）の状況

平成27年度
（平成28年3月卒）

対前年度比

平成28年度
（平成29年3月卒）

就職希望者数

4,212人

4,338人

-2.9％

内定者数

3,777人

3,826人

-1.3％

就職内定率

89.7％

88.2％

+1.5ポイント

平成27年度
（平成28年3月卒）

対前年度比



ベトナム（ハノイ・ホーチミン）経済視察

名古屋大学日本法教育研究センター（ハノイ）

　西濃支部と各務原支部との共催で11月15日（火）から19日（土）の3泊5日の行程でベトナム（ベトナム・ホーチミン）企業視
察を総勢25人で開催しました。
　当日の視察先より下記に一部概要をご紹介いたします。

【事業内容】
　①アジア諸国の法・政治に関する基本資料・情報を収集し発信
　②アジア諸国で求められている、自国の法律を自ら作り運用できる人材を育成
　③アジアに精通しアジアの発展に貢献するグローバルリーダーを育成

【海外研究教育拠点】
　7か国8拠点
　　ウズベキスタン、モンゴル、ベトナム（ハノイ、ホーチミン）、ミャンマー、カンボジア、インドネシア、ラオス
　
【特色（ベトナム国内の状況含む）】
　・同大学には共産主義法に強い先生がいたため同センター設立に至った。
　・弁護士数はベトナムが人口約9,000万人に対し1万人、日本は人口1億2,000万人に対し3万人であり、数・質とも足り
　　ない状況。
　・毎年ハノイ大学2,000人のうち、300人程度が受験し25人が入学。1年次から4年次の在学する生徒数は80人で進級試
　　験が厳しく年を追うごとに学生数は減っている。

ムトーテクノロジーハノイ

【会社概要】
2005年2月

1,062人 （男性28.8％、女性71.2％　平均30.7歳）
　　　 （大卒2.6%、短大専門学校23.8％、高中卒73.6％）
　　　 退職率　0.54％（3年程前は3％～5％）ある程度人材が固定してきた

プラスチック・射出成形用の金型の設計製造、プラスチック製品製造、
二次加工、サブアッセンブリ等

 金　　型　144人　3交代24時間
 成　　形　601人　4チーム　3交代24時間
 印　　刷　22人
 品質管理　90人　3交代24時間

大変清潔な印象を受けた。無駄なものがないという印象。
見学途中、こちらに気づくと挨拶をしてくれるなど従業員の教育もしっかりされている。
勤務交代時の申し送りは、口頭だけでなく、テレビ画像も使うことで、より良く伝わるよう、工夫されている。

会社設立：

従業員数：

業務内容：

製造体制：

工場内視察：

8 人と経営 2017年2月 Vol.473



企業子宝率ヒアリング調査について

企業概要

子宝率西濃建設株式会社

　当協会では、平成27年度に労使ともに有益な魅力ある職場環境づくりについて啓発活動を推進し、仕事と家庭の両立支
援に取り組む企業を支援することを目的に「企業子宝率調査」を実施しました。これは企業版特殊出生率とも呼ばれるもの
で、会員企業108社より回答をいただき、調査結果を平均値1.31としてとりまとめることができました。
　この度、企業子宝率における先進事例を紹介するため、上位企業のヒアリング調査を実施しました。下記に調査を行った
企業様の概要についてご紹介いたします。子育てのしやすい職場風土づくりにお役立て下さい。なお、今後も本誌では、同
調査における調査結果を随時掲載してまいります。

　企業子宝率について、どのような社風・風土・人事制度等が有効であるのかを追加調査するべく、ヒアリング調査を実施
しました。聞き手は会員企業の人事・労務担当者に聞き手をお勤めいただき、職場環境づくりのリーダー的な目線から子育
てに優しい施策や取り組みについてヒアリングしていただきました。

住 所

電話番号

Ｆ Ａ Ｘ

従業員数

事業内容

１．６５ １０８社中５位

揖斐郡揖斐川町上ミ野128番地

0585－22－1221

0585－22－2617　

180人（男性：150人 女性：30人）

建築、住宅・リフォーム、ディベロッパー、

土木、舗装、太陽光

特徴

9人と経営 2017年2月 Vol.473

企業子宝率ヒアリング調査【西濃建設㈱】

■大家族が多い
　（子育てにおいて同居の祖父母世
　　代のサポートが期待できる）
■地元出身者がほとんど
　（西濃地区、瑞穂市、大野町が中心）

社員の家族構成

■変形労働制を導入
■リフレッシュ休暇が有効に活用され
　ている（社員の活性化・慰労が目的）
■時間調整がしやすい業務形態
　（週1回の会議以外は現場に直行）
■男性は建築・現場監督や営業が中
　心、女性は事務中心（残業はほとん
　ど無い）

勤務時間の裁量

■雰囲気が家族的
　（社長が各部署の忘年会に
　　必ず出席）
■育休・短時間勤務について周
　囲が受容

社風

■タイムカードなし
■隣接する大野町は岐阜県で
　一番世帯所得が高い

その他

■独身寮有
■社員住宅取得時割引有

住宅

　勤務時間の裁量が「従業員の幸せな働き方」に繋がっているのだと思われます。それが子宝率調査に反映しているも
のと推測されます。

聞き手感想


