
聞き手：御社の歴史と企業発展における転換期について
お聞かせください。

小栗社長：創業者の小栗 弥一は、近代造園の先駆者と
いわれた京都「植治」7代目小川 治兵衛のもとで作庭技術
を磨き、1927（昭和2）年に岐阜に戻り、造園業「植弥」を創
業しました。私は4代目で、おかげさまで今年創業90年を迎
えます。昭和4年には、植治時代の経験を生かし、1882（明
治15）年に開園した金華山公園を29歳という若さで総指
揮を執り、現在の岐阜公園に改修しました。日本経済の高
度成長に伴い、造園緑化工事も益々大型化し、岐阜大学
（岐阜市）、東海道新幹線岐阜羽島駅前の緑道（羽島
市）、岐阜メモリアルセンターの長良川競技場（岐阜市）、
高速道路の緑化などを請け負いました。また、ゴルフ場で
は、中部圏のみならず、東京、千葉、長野、北陸地方に加
え、関西でも大型プロジェクトに全力で挑戦してきました。
　21世紀を迎えた頃から、地球温暖化やエコロジーなど
環境問題が取りざたされるようになり、屋上や壁面緑化と
いった特殊緑化が脚光を浴びるようになりました。また、人と
緑環境との心的な関わり方も重視されるようになり、大手流
通グループの植樹祭やリゾート施設の工事が増加しまし
た。2005（平成17）年には、エクステリア設計やデザイン施
工を専門としていた関西最大手の㈱景匠館を子会社化
し、個人住宅などにおけるガーデンエクステリアにも事業を
広げてきました。

聞き手：昨年11月には名古屋証券取引所市場第二部

（名証2部）に上場されましたね。

小栗社長：造園業界として初めての試みでした。建築工
事に従属せざるを得ない造園業者を、持続的に発展させ
る一躍を担いたいという強い思いから、上場をその突破
口と考えました。造園業とは、緑の力で「癒しや快適な空
間」を提供すると同時に、住空間に「美しさや豪華さ、利
便性や安全や安心」までも提供する事業です。それらは、
人々の「健康増進や自己治癒力を活性化させる空間」で
あると同時に、地球環境の保全や復元にもつながる地球
規模の半永久的な事業でもあります。これだけの大きな提
供価値を持つ造園業の知名度ならびに弊社の社会的信
用度の向上が最重要課題であると痛感し、上場に挑戦
しました。

聞き手：事業内容についてお聞かせください。

小栗社長：造園緑化は対象とする物件により、ランドスケー
プとガーデンエクステリアの2つの事業に分けて行っていま
す。ランドスケープ事業は、官公庁や民間企業から発注さ
れる不特定多数の人々が楽しむ造園緑化工事を、提案か
ら施工、メンテナンスまで一貫して行っています。具体的に
は、庁舎などの施設、都市公園、街路、商業施設、リゾート
ホテル、学校、病院などです。ガーデンエクステリア事業部
は、カーポートなどの既製品を組み合わせた典型的なもの

ではなく、石や樹木を織り込んだ緑豊かで個性あふれるエ
クステリアを提唱し、美しい街並みを形成することによる資
産価値の向上をコンセプトとしています。大手住宅メーカー
の大型分譲地や戸建て注文住宅などの設計から施工ま
で行っています。また、一般顧客に関しては、「Pines（パイン
ズ）」ブランドを独自に立ち上げ、東京、東海、大阪、四国の
6展示場で運営し、店舗を展開しています。その結果、大手
住宅メーカーや個人のエクステリア事業にも積極的に参入
できるようになりました。

聞き手：職人を中心とする人材育成はどのように進めてい
らっしゃいますか。

小栗社長：工事現場での労働安全衛生が最重要課題と
とらえ、毎週月曜日の朝礼時に、トラックの洗車と事務所周
りの清掃などを長年、行ってきました。その後、全員集会を
開き、あいさつ、報告、連絡、教育訓練を行い、工事担当者
がそれぞれの現場の状況報告と安全対策を発表していま
す。これらを人材育成の柱に位置付けています。新卒の新
入社員は3カ月以上の現場研修を行います。現場で汗をか
きながら、造園の匠の技術、植物や自然の生態などの基礎
を学びます。
　人材育成上の問題点に関しては、内部監査を含め、社
員や協力会社の面談を重視しています。入社10年以上の
社員には、階層別人材育成のための評価表を試行中で
す。また、年4回の環境パトロールでは、安全、品質に加え、
工事担当ならびに協力業者、営業マンのお客様対応の
チェックも行っています。近い将来においては、社員の将来
展望や職人の独立支援も含めた育成プログラムにも力を
入れていきたいと考えています。
　植物は子どもを育てるように、情熱を持ちながら、仕事に
携わることが大切です。幸い、素直な人材がそろい、自信と
誇りを持って職人を育てています。

聞き手：今後の事業において、特に力を注がれたい点に

ついて教えてください。
小栗社長：造園施工の深耕を軸としたエリア展開と、それ
を支える基幹システムの再構築に注力していきたいと考え
ています。東京にある大手造園業界のほとんどが、鉄道や
林業、不動産会社を親会社とする系列会社ばかりです。
重層下請け構造を、身を持って体験してきましたが、不利
益物件の受注回避や臨機応変な受注戦略を駆使し、同
時に元請け、下請けを問わず、利益確保ができる施工力を
強化すれば、非系列会社という弱みを強みに変えられると
確信しました。
　エリア展開を具体的に挙げると、すでに新規開設した東
京、神奈川エリアの拠点拡充と、大手住宅メーカーとタイ
アップした東海、関西でのエリア展開に注力し、2020年に
はマインドシェア（消費者の心に占める企業や商品ブランド
の占有率）で業界3位に留まることを目標のひとつに掲げて
います。現時点では、他事業への転換や新規事業の立ち
上げなどではなく、ランドスケープ事業とガーデンエクステリ
ア事業の造園施工力の深耕に力を入れていきたいと考え
ています。
　特に、これからも最大限に注力していきたいことは、この
90年間にわたり、受け継がれてきた「匠の技術」のさらなる
革新と、この職人集団の組織力の拡大です。国内でも有
数のリゾートを運営する会社の経営者から、「あのような手
の込んだ庭園は、岐阜造園にしかできない。よくやってくれ
た」という大変貴重でありがたいお言葉をいただきました。
弊社の最大の強みである品質と工期を厳守できる職人型
現場力を、今後も大切にしていきたいと思います。

聞き手：休日の過ごし方はどのようにされていますか。

小栗社長：旅行や温泉が好きで、県内では下呂温泉を
はじめ、スーパー銭湯などにも行き、リフレッシュを図ってい
ます。

聞き手：本日はどうもありがとうございました。

●住　　所： 岐阜市茜部菱野4-79-1
●Ｔ Ｅ Ｌ：058－272－4120
●Ｆ Ａ Ｘ：058－274－6207
●Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.gifu-zohen.co.jp/
●事業内容：

●従業員数： 69人

造園緑化工事の設計から施工、
メンテナンスまで行う
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公共施設・公園・ゴルフ場・リゾート施設等の造成・造園緑
化工事、屋上・壁面緑化やビオトープ等の自然共生緑化工
事、ショッピングセンター・工場等の森づくりの指導・監督、個
人住宅の庭園・外構工事、建売分譲住宅の企画・販売、太
陽光発電システムの販売・設置工事

株式会社 岐阜造園
代表取締役社長

～創業90年　職人型現場力を高める～

昨秋、名証2部上場を果たす

ランドスケープ、ガーデンエクステリ
ア事業を手がける

小栗 達弘 氏
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経営者インタビュー

▲ CSR活動「水土保全の森みたけ」森づくりプロジェクト ▲ スキルアップ研修会
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現場での労働安全衛生を徹底

造園施工力の深耕に注力
（一社）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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【2017年　春闘のポイント】

①「底上げ・底支え」「格差是正」に寄与する取り組みの強化
②賃金水準改善の社会的波及を高める取り組み
③超少子高齢化・人口減少社会を踏まえた働き方と処遇のあり方の見直しを

労働者側の考え　 ※「2017連合白書」（日本労働組合総連合会）より一部抜粋
１．基本的な考え

経営者側の考え　※「経営労働政策特別委員会報告 2017年版」（（一社）日本経済団体連合会）より一部抜粋
1．春季労使交渉・協議の重要性

（1）賃金とは何か
　　基本給や諸手当、所定外賃金、賞与・一時金などから成る「賃金」の引上げ方法には多様な
　　選択肢が考えられる。
（2）「定期昇給」と「ベースアップ」
　　昇給は定期昇給ベースアップに大別されるが、ベースアップの単年度引上げ額を前年実
　　績額と比較して論じることは適切ではない。
（3）賃金決定の原則と総額人件費管理
　　賃金はさまざまな考慮要素を勘案しながら、適切な総額人件費管理の下、自社の支払能
　　力に基づいて労使の話し合いを経て企業が決定することが大原則。
（4）法定福利費増大の影響
　　企業業績と関係なく続く社会保険料等の増加は企業収益と社員の手取り賃金双方の減
　　少要因となり、賃金引上げ効果を毀損しかねない。政府は給付の適正化・効率化を確実に
　　進め、社会保険料の増加を抑制すべきである。

2．賃金決定にあたっての基本的な考え方

3．我が国を取り巻く経営環境

（1）連合「2017春季生活闘争方針」への見解
　　月例賃金の引上げ要求を「2％程度を基準」という幅のある表現としたことは一定程度評
　　価できる。大手との格差是正を目的に中小組合が「総額10,500円以上」という要求額を掲
　　げることは「大手追従・大手準拠などの構造を転換する運動」と矛盾しており、経営者の
　　理解は得られにくい。
（2）経営側の基本スタンス
　　賃金決定の大原則を踏まえ、経済の好循環を力強く回すという社会的要請も重視しなが
　　ら、収益が拡大した企業等で引き続き「年収ベースの賃金引上げ」を前向きに検討する。
　　賃金制度のあり方など複数年度にわたる問題にも積極的に取り組む。

4．経営側の基本姿勢

①賃上げ要求
　１）月例賃金　　　　定期昇給相当分（賃金カーブ維持相当分）を確保したうえで、「底上　
　　　　　　　　　　　げ・底支え」「格差是正」にこだわる内容にする。その際には、「賃金水準
　　　　　　　　　　　の絶対値」にこだわる取り組みを進める必要がある。
　２）企業内最低賃金　すべての組合は、企業内最低賃金を産業の公正基準を担保するにふ
　　　　　　　　　　　さわしい水準で要求し、協定化をはかる。また適用労働者の拡大をめざす。
　　　　　　　　　　　初任給について社会水準を確保する（18歳高卒初任給の参考目標値…
　　　　　　　　　　　　170,100円）。
　３）一時金　　　　　年収確保の観点も含め水準の向上・確保をはかる。
②規模間格差の是正（中小の賃上げ要求）
③非正規労働者の労働条件改善
④職場における男女平等の実現
⑤ワーク・ライフ・バランス社会の実現に向けて（時短などの取り組み）
⑥ワークルールの取り組み

２．具体的な要求項目

３．運動の両輪としての「政策・制度実現の取り組み」
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労働行政レーダー
ヘッドライン

【岐阜県内における労働災害状況】
　岐阜労働局は、平成28年1月から12月における死傷災
害発生状況（休業4日以上の死傷者数（死亡を含む））をと
りまとめた。

　　雇調金の受給事業所　廃業率が低い傾向

資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構「雇用調整助成金の政策効果に
　　　　　関する研究」

　リーマン・ショック以降に活用された雇調金の効果等
を様々な観点から評価・検証。これによると、受給事業
所の方が廃業率は低く、雇用量変化に関しても雇用量
が維持された。一方で受給により離職率にはあまり影響
がないが、入職率は抑制されたとしている。

企業活動基本調査

資料出所：経済産業省「平成28年企業活動基本調査の結果（速報）を公表します」

　平成27年度における一企業当たりの常時従業者数は
501人（前年度比2.5％増）となった。正社員・正職員数は
317人（同1.6％増）で、平成17年度の最高値（318人）に
迫っている。パートタイム従業者数は154人（同4.1％増）
で調査開始以来の最高値を更新した。

女性と65歳以上の就業者が大きく増加

資料出所：総務省「労働力調査（基本集計）平成28年（2016年）平均（速報）結果」

　平成28年平均の就業者は6,440万人（前年比64万人
増）となり4年連続の増加となった。男女別では、男性
3,639万人（同17万人増）、女性2,801万人（同47万人増）
と女性の増加割合が大きくなった。年齢別では15～64
歳の就業者数は5,673万人（同27万人増）、65歳以上の
就業者数は767万人（同37万人増）となり、65歳以上の
増加割合が大きくなっている。

資料出所：厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ（平成28年10月末現在）」

　平成28年10月末現在で108.4万人となり、前年同期比
17.6万人（19.4％）増。4年連続で過去最高となった。
　国別では中国が34.5万人で最も多く、続いてベトナム
17.2万人、フィリピン12.8万人、ブラジル10.7万人となっ
ている。

企業のニーズなどに関する調査

資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構「企業の人材ニーズ等に関する調査」

　従業員規模、業種によらず、従業員が不足していると
答える企業の割合が高くなっている。また「29人以下」
の企業では中途採用、「30人以上」の企業では新卒採用
を重視すべきとする企業の割合が高くなった。

【県内有効求人倍率は7年連続で上昇】
　岐阜労働局は平成28年（1月から12月）の有効求人倍率
についてとりまとめた。学卒を除きパートを含む倍率は
1.71倍（前年比0.19ポイント増）で、7年連続の増加となっ
た。なお、1.7倍を上回るのは平成4年以来で24年ぶり。

資料出所：岐阜労働局「一般職業紹介状況（平成28年分）について」

（単位：倍）

外国人労働者数は過去最高を更新

有効求人倍率の推移（岐阜県・全国） ※抜粋

（単位：件）

平成27年 平成28年 前年増減比

署別　死傷災害発生状況

岐阜
大垣
高山
多治見
関
恵那

岐阜八幡
合計

585
328
150
298
231
111
62
1,765

632
317
143
283
236
127
46
1,784

＋47
－11
－7
－15
＋5
＋16
－16
＋19

資料出所：岐阜労働局「岐阜県における労働災害統計・平成28年における死傷災害発生状況
　　　　　（12月末集計）」

（単位：件）

平成27年 平成28年 前年増減比

業種別　死傷災害発生状況

製造業
建設業
運送業

農林・畜産・水産業
鉱業

商業等の事業
全産業

626
239
202
83
6
609
1,765

641
209
186
91
9
648
1,784

＋15
－30
－16
＋8
＋3
＋39
＋19
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第46回　新春経営者懇談会

「人・組織づくり」～トップシェア奪還への道のり～
元キリンビール㈱ 代表取締役副社長／100年プランニング 代表

田村 潤  氏
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売り上げの低かった高知への「左遷」
　キリンビールは100年以上前に三菱を創立した土佐の岩
崎家が作った会社で、とにかく美味しいものを作るという
理念的な会社です。安売りをしない方針で昭和29年には
トップを取っていたものの、シェアが高すぎて独禁法違反
として分割案が出たりしたため、次第に目標もなく超内向
的で「官僚以上に官僚的」などと言われる会社になってし
まっていました。
　1987年、他社がドライビールを発売したことで、キリンの
シェアは一気に落ちました。当時本社にいた私は価格政策
をめぐる意見の対立から、上司と対立することになり、当時
会社でも売上げの低かった高知へ左遷されることとなりま
した。
　成績が悪いのに雰囲気が明るい高知支社は、本社の出
す施策を忠実にこなすのが仕事、成績が悪いのは会社の
せい、という考え方でした。そこで売上げの25％を占める
料飲店に注力し始めた直後、キリンラガーはそれまでの苦
いイメージを払拭するべく、飲みやすいタイプへの大転換
を図ったのです。

「誰かのために」働く中で高まったブランド力
　2ヵ月もすると消費者は離れ、売上げが伸びないストレス
で支社の数人が病気になりました。自分のやっている仕事
に意味がないと感じてしまったのです。5年後には会社自
体が倒産するのでは、という危機的状況の中、私が指示し
たことは「家に帰るな」、「眠るな」ということでした。自分が
やると決めリーダーと合意した行動目標は努力目標ではな
く、達成しなければいけないものなのだという意識を持た
せたのです。
　お客様の声を徹底的に聞くうち、セールスマンはお客様
の中に根付いているキリンラガーへの思いにふれ、「高知
のお客様においしいビールを提供するために仕事をするん
だ」、「もっと喜んでもらいたい」という意識に変わりました。
相手によって答えが違うことも分かり、それを探して実現で
きるようになりました。私はさらに「キリンにとってあるべき
状態は高知のお店に100％キリンがあることだ」と部下たち
に伝えました。現状だった45％から差を埋めるための営業

活動が始まり、数年で高知でのトップシェアを奪還したの
です。

考え抜く覚悟、実行する覚悟
　高知を経て四国四県の担当になり、方針を作る際に大
切にしたのは3つです。基礎となる実行力を付けること、理
念と仕事の関係に軸をつくること、そして地域ごと、四県そ
れぞれで考えること。徳島では、コンビニにオーナーがいる
時間を狙って、夜中に集合して営業に回るという戦略も出
てきました。高知では、東京発でない土佐弁の広告を制作
しました。
　本社に戻った時には、お客様目線であらゆる施策の見直
しを行いました。人間の理解能力というのは本人の経験次
第ですが、それに勝つのは「しつこさ」です。私は「理念と
現場力」について、従業員にくどいと言われるくらい伝え続
けました。
　後になって高知の部下に聞いたところ、途中までは仕事
が他人事だったのが、「家に帰るな」と言われて自分事に
なったのだそうです。仕事が責任を伴うものだと分かった。
そして、徹底的に話を聞くうちにお客様の中のキリンの重
要性に触れて、自分とキリンビールが一つになったのだと
言っていました。そうしてお客様のことを必死に考えていた
ら、おまけでブランド力がついてきたわけです。
　変化し続ける市場の中に、どこに本質があるのか。頭に
常に置いて、肉体が無意識で考え出すというくらい、考え続
けることが大切です。今は難しい時代になっていますが、
考え抜く覚悟、そして実行する覚悟を持つことです。「考え
続けることができる人」とは、会社への帰属意識がある人
だと感じています。会社は「人次第」と言いますが、「自分で
何とかしなければ」という強い意識により、従業員の中から
良いDNAがどんどん出てきたように思います。

※本稿は、1月31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田村 潤氏ご講
　演の概要（事務局文責）です。



企業概要

子宝率中部電力 株式会社　岐阜支店

　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。今回は上位企業から中部電力㈱ 岐阜支店
をご紹介します。2月号と同じく、聞き手は会員企業の人事・労務担当者にお務めいただきました。

住 所
電話番号
社 員 数

事業内容

１ ．６ 0 １０８社中9位

岐阜市美江寺町2-5
058-265-1122
1,676人
（岐阜支店／男性：1,461人　女性215人）
電気事業およびその附帯事業、ガス供給事業、蓄熱受
託事業、分散型エネルギー事業、海外コンサルティン
グ・投資事業、不動産管理事業、IT事業など

特徴
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企業子宝率ヒアリング調査②

■女性社員の割合は約13％
■女性役付職は13人（全役付職450人中）
　会社全体としては、「2020年度に女
　性役付職を2014年度の２倍以上と
　する」ことを目指している。
■女性の平均勤続年数は上昇
　男性22年、女性17年（全社平均）

社員の構成

■育児休職の取得
　職場では、育児休職に対する理解
　が浸透し、出産を理由にした女性
　の退職はほとんどない。
■休職中の支援
　スムーズな復職に向け、育児休職中
　に、自宅で社内イントラネットを閲
　覧し、社内情報を得ることが可能。
■復職後の支援
　女性の定着率が高まっていること
　から、キャリア形成に重点を置いて
　いる。復職後は今後の働き方を考
　える機会となるセミナーを実施する
　等、女性の活躍を支援。

両立支援

■より柔軟な働き方を推進
　フレックスタイム勤務制
　シフト勤務の活用促進等
■イクメン・イクボスの支援
　育児期の女性だけでなく、男性
　や管理職を対象に男女ともに
　育児と両立して働きやすい職場
　づくりに向けた取り組みを実施。

今後の取り組み

▲ 男女ともに仕事と育児の両立を考えるセミナーの様子

■社外からの評価
　電力会社で初めて「なでしこ
　銘柄（2015年度）」に選定され、
　2016年5月には、女性活躍推進
　法に基づく「えるぼし」を取得。

その他■専任組織の設置
　2007年に「女性活躍推進室」を設
　置し本格的な取り組みをスタート。
　2013年には組織を「多様な人財活
　躍支援室」へと発展的に拡大。

仕組みづくり

　人事課長の「当社は、女性に限らず多様な人財の活躍支援を経営課題として捉え取り組んでいます」という言葉が印
象的でした。組織全体で各種施策や考え方をバックアップしていることが一番の特徴だと思います。また、多様な人財
を活かすダイバーシティの啓発活動を全階層に行っていることで、働きやすい職場、幸せなライフプランが実現できてい
るのではと感じました。

聞き手感想


