
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。

岡本社長：岐阜市は現在、織田信長が岐阜に入城し、岐
阜と命名してから450年を迎え、「信長公450プロジェクト」を
進めていますが、その7年前の1560年に鋳物屋として創業
しました。当時、古文書には「鋳物師」という称号があり、朝
廷からそれぞれの土地で鋳物師の免状をもらい、鋳物屋
を開くことが認められました。江戸時代までは、鉄や銅合金
を溶かして作る鍋や釣鐘などを多く扱いましたが、江戸時
代の後期からは火消しの仕事も手伝うようになり、商業にも
関わりを持つようになりました。明治終わりから昭和初期に
かけては、地域の電力会社やガス会社、鉄道会社、銀行
などの設立にも深く関わってきました。鉄に関わる資材を
使っていたこともあり、本業の傍ら、商業や建築資材などイ
ンフラビジネスにも関わり出しました。1923年には㈱鍋屋鋳
造所と称し株式会社化しました。1940年代に入ると、第二
次世界大戦が勃発し、軍事工場として手榴弾の筐体や武
器を作るための工作機械の鋳物を作っていました。1950年
以降は、戦後復興の工業化として、社会インフラの整備に
携わり、バイス（万力）の生産を開始したり、上水道用商品
や下水鉄蓋、治具製品などを手掛けたり、日本経済の発展
に絡む鋳物製品を製造・販売してきました。弊社は、社歴
が長いため、時代の転換期において、その時々でさまざま
な取り組みをしてきましたが、第二次世界大戦後や、バブル
が崩壊した時などには、新しい製品や事業を展開して切り
抜けてきました。また、この10年間はM&Aを行い、事業を

広げてきました。

聞き手：事業内容についてお聞かせください。

岡本社長：現在、岡本・ナベヤグループは、岡本、ナベヤを
中核に、ナベヤ精機、サンアイ岡本、ミクロデント、ナベヤト
レーディング、ナベヤ製作所の7事業会社があり、それぞれ
が独立しています。鋳造製品、上下水道管路用機材、工
作機械用標準治具の製造販売をはじめ、液晶・半導体設
備機器用防振機器、住宅設備機器の卸売りや住宅リ
フォーム、航空部品、航空機製造設備治具製造など多岐
に渡っています。中には、耐震性と高寿命化の観点からメ
ンテナンスフリーの製品も製造しています。また、㈱岡本で
はデザイン性を生かした質感の高い照明器具であるガス
灯や暖炉などの商品があり、最近発売した薪ストーブの新
商品「アグニ　ヒュッテ」は平成28年度のグッドデザイン賞
を受賞しました。㈱ナベヤでは工作機械用治具を販売して
おります。高精度治具製品では自動化対応、コスト削減、工
程集約等効率的に工作機械を使うための製品を手掛け
ています。

聞き手：経営理念と会社方針についてもご紹介をお願い
します。

岡本社長：経営理念は「価値創造」「堅実経営」「時流適
応」の3つを掲げています。価値創造は、お客様にとっては
価値のある製品やサービスを提供すること、下請けの部品

加工であれば受託サービスとしてコストパフォーマンスや納
期対応力を高めながら図面通りの製品を製造して当社の
価値をしっかり認めてもらうことが大切だと思っています。弊
社は、江戸時代、明治維新、近代化、第二次世界大戦後、
高度経済成長期、バブル崩壊後と、その時期によって作る
製品が異なっています。それはお客様が要求する価値が
変わってきているからで、お客様目線の価値創造を大切に
しながら、時流に適応した商品を作っています。また、社員、
仕入先、銀行などステイクホルダーからも、会社の価値を感
じてもらわないといけません。時代の変化に対応し、製品、
マネジメントなどを変化させながら社員、お客様、取引先、
地域社会から信頼され、地球環境と共存共栄し前進する
企業を目指しています。

聞き手：海外への展開はいかがでしょうか。

岡本社長：台湾と香港のお客様向けに、シンガポールと上
海に販売の現地法人がありますが、工場は、多品種少量
生産なので海外では生産しておらず、岐阜地区30社の協
力工場群で生産しています。

聞き手：人材育成はどのように進めていらっしゃいますか。

岡本社長：特に力を入れているのは、「テクノクラフト」です。
弊社は大量生産型の経営ではないため、高い技術と技能
の向上と融合がポイントです。現在のものづくりは、標準品
からお客様に合わせたカスタマイズ製品（特注）に変わって
きています。その為には技能と技術の向上は不可欠です。
技能向上の面では、社員に対して国家資格である技能検
定の取得を推奨しています。主軸の3社で361の資格を有
しており、これは平均で1人2つの資格を持っていることにな
ります。特に鋳造分野では特級の資格取得者がグループ
全体で7人在籍しており、この規模の会社では全国的にみ
ても稀有です。鋳物屋というのは職人であり、国家資格を
取り、プロフェッショナルとしての一人一人の技能を上げて
います。変種変量生産に対応した継続的な製造力の強化
を図りたいと考えています。また、信頼性を高くする根本にあ

るのは「真面目さ」や「誠実さ」であると思いますが、長い歴
史を持つ会社なので、自然と培われ、社員と経営側が仲良
くやってきたと自負しています。

聞き手：人材育成に加えて、力を注がれている点について
聞かせてください。

岡本社長：まず改善活動の推進です。技能者は効率を
考えなくなりがちです。バブル崩壊後、仕事が減って悩ん
だ時期だからこそ、生産効率を考えた「無駄」「無理」「ム
ラ」の撲滅を徹底的に進め、工程の見える化を図りまし
た。リードタイム、工数、設備、品質不良をゼロに近づける
ことを進め、コストパフォーマンスの向上に努めてきました。
また、三次元デジタルエンジニアリングの活用を促進して
います。品質の安定と生産準備時間の短縮が目的で、
開発や設計から、鋳造、素材検査、精密機械加工、組み
付け、検査も含め、三次元CADやＩＣＴを活用し、カスタ
マイズ製品をより早く安く製造し、特注品を標準品並みの
コストとリードタイムで製造しようとチャレンジしています。

聞き手：最後に休日の過ごし方はどのようにされていますか。

岡本社長：妻が茶をたしなんでいますので、お茶をいただき
ながら、落ち着いた時間を過ごすことも大切にしています。
茶道は、作法をはじめ、茶碗などの美術的な要素や季節を
感じられるので総合芸術と言えます。そのほか、読書した
り、ゴルフをしたりしています。

聞き手：本日はどうもありがとうございました。

●住　　所： 岐阜県岐阜市若杉町25
●Ｔ Ｅ Ｌ：058－271－6301
●Ｆ Ａ Ｘ：058－278－6102
●Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.nabeya.co.jp/
●事業内容：

●従業員数：443人

1560年鋳物屋として創業

2 人と経営 2017年4月 Vol.475

鋳造製品製造販売、上下水道管路用機材製造販売、工作機械
用標準治具製造販売、液晶・半導体設備機器用防振機器製造販
売、液晶・半導体設備機器用特殊防錆処理、住宅設備機器・家
庭用機器卸売業・建築業、アルミエクステリア製品製造販売業、
航空部品/航空機製造設備治工具製造・レーザー測定事業

岡本・ナベヤグループ
代表取締役社長

～時流に合わせ、カスタマイズしたものづくりを進める～

新製品の製造・販売、M&Aを進める

お客様目線の価値を創造する

岡本 知彦 氏
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経営者インタビュー

▲ 針葉樹対応の薪ストーブ「AGNI-HUTTE」 ▲ 資格取得に注力
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改善活動、三次元デジタルエンジニア
リングに注力

技術と技能の向上を図る

（一社）岐阜県経営者協会　広報部会委員
日本印刷株式会社

代表取締役社長 若山 雅彦 氏

聞き手
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【労働時間の適正な把握に向けた新たなガイドライン策定】

【賃金の男女間格差・雇用形態間格差が過去最少に】

○労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の
　指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たること
○例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指
　示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当すること

　厚生労働省は1月20日、労働時間の適正な把握のための使用者向けのガイドラインを策定した。

　厚生労働省は、全国の主要産業に
雇用される労働者の賃金の実態をと
りまとめた。
　一般労働者における月額賃金につ
いては、男女計304,000円（前年比
0.0％）、男性335,200円（同0.0％）、女
性244,600円（同1.1％増）となり、女
性の賃金は過去最高。男性を100とす
る男女間賃金格差は、過去最少の
73.0となった。
　雇用形態別では男女計の正社員・
正職員は321,700円（同0.2％増）、正
社員・正職員以外は211,800円（同
3.3％増）。正社員・正職員を100とす
る雇用形態間賃金格差は65.8（前年
63.9）となり、統計を取り始めた平成
17年の調査以来過去最少となった。

ガイドラインの主なポイント

［労働時間の考え方］
○使用者には労働時間を適正に把握する責務があること

○使用者は、労働者の労働日ごとの始業・就業時刻を確認し、適正に記録すること
　（1）原則的な方法
　　　・使用者が、自ら現認することにより確認すること
　　　・タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎とし
　　　　て確認し、適正に記録すること
　（2）やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合
　　　①自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運
　　　　用等ガイドラインに基づく措置等について、十分な説明を行うこと
　　　②自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握
　　　　した在社時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時
　　　　間の補正をすること
　　　③使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害
　　　　する措置を設けてはならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を
　　　　超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、
　　　　労働者等において慣習的に行われていないか確認すること
○賃金台帳の適正な調製
　使用者は、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜
　労働時間数といった事項を適正に記入しなければならないこと

［労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置］

※その他詳細事項については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
資料出所：厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

資料出所：厚生労働省「平成28年『賃金構造基本統計調査』の結果」

（％）

性別賃金の対前年比増減率及び男女間賃金格差の推移
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資料出所：独立行政法人労働政策研究・研修機構
　　　　　「若年者の離職状況と離職後のキャリア形成」

　離職者と勤続者の「初めての正社員勤務先」での経験
を比べると、離職者には長時間労働者が多く、採用時に
聞いた労働条件と現実とが異なる人が多かった。また
「残業代の不払い」、「人手不足」、「希望した日に有給休
暇が取れない」など多様な職場トラブルの経験者が多く
なっている。

5人と経営 2017年4月 Vol.475

労働行政レーダー
ヘッドライン

【労働力人口は約50万人増加】
　総務省がとりまとめた平成28年平均の「労働力調査
（基本集計）」の速報は下記の通り。

上場企業、中堅・中小企業の雇用者数の動向

資料出所：内閣府「平成28年度企業行動に関するアンケート調査結果」

　内閣府のアンケートによると、過去3年間（平成26～
28年度平均）について、雇用者を増やした上場企業は
64.9％（前年度60.9％）、中堅・中小企業は52.5％（28年
度より調査開始）。今後3年間に増やす見通しと答えた
上場企業は67.8％となり、平成19年度調査（68.3％）以
来の高水準となった。

今春卒業の大学生　1月末の内定率は85.7％

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（岐阜県）」

　平成29年3月卒の大学生について、1月末現在の就職
内定状況は次の通り。就職希望者3,321人（前年度比41
人増）、内定者数2,846人（同199人増）、就職内定率は
85.7％（同5.0ポイント増）となった。

今春卒業の高校生　1月末の内定率は95.5％

資料出所：岐阜労働局「平成29年3月 新規学校卒業者の職業紹介状況」

　平成29年3月卒の高校生について、1月末現在の就職
内定状況は求職者4,160人（前年度比110人減）、就職者
数は3,974人（同86人減）となり、就職内定率は95.5％
（同0.4ポイント増）となった。

資料出所：厚生労働省「ハローワークにおける正社員就職の状況」

　リーマンショック直後（平成21年）と正社員就職実現
の取組が強化された現在（28年）を比較すると、岐阜県
における正社員求人割合（求人のうち、正社員求人が占
める割合）は0.4ポイント減少となった。一方、正社員就
職割合（就職者のうち、正社員就職が占める割合）は1.5
ポイント増加となっている。

若年離職者の多くが職場トラブルを経験

リーマンショック後と比較した正社員求人の状況

（万人）（万人）

（万人）（万人）

男性

労働力人口の推移

　平成28年平均では、6,648万人（前年比50万人増）で4
年連続の増加。男女別にみると男性は3,765万人（同9万
人増）、女性は2,883万人（同41万人増）。非労働力人口は
4,423万人（同50万人減）で4年連続の減少。

労働力人口

　平成28年平均で3.1％（前年比0.3ポイント減）とな
り、6年連続の低下。男女別では、男性3.3％（同0.3ポイ
ント減）、女性2.8％（0.3ポイント減）となり、男女差は
0.5ポイントとなった。

完全失業率

（15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口）

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」
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雇用保険法等の一部を改正する法律案（概要）

1. 失業等給付の拡充（雇用保険法）
平成29年4月1日施行〈（4）は平成29年8月1日施行、（5）、（6）は平成30年1月1日施行〉
（1）リーマンショック時に創設した暫定措置を終了する一方で、雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長す
る暫定措置を5年間実施する。また、災害により離職した者の給付日数を原則60日（最大120日）延長できることとする。

（2）雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする暫定措置を5年間実施する。
（3）倒産・解雇等により離職した30～45歳未満の者の所定給付日数を引き上げる。
（3）〔30～35歳未満：90日→120日　35～45歳未満：90日→150日〕
（4）基本手当等の算定に用いる賃金日額について、直近の賃金分布等を基に、上・下限額等の引上げを行う。
（5）専門実践教育訓練給付の給付率を、費用の最大70％に引き上げる。〔最大60％→70％〕
（6）移転費の支給対象に、職業紹介事業者（ハローワークとの連携に適さないものは除く）等の紹介により就職する者を追
加する。

2. 失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引下げ（雇用保険法、徴収法）
平成29年4月1日施行
保険料率及び国庫負担率について、3年間（平成29～31年度）、時限的に引き下げる。
〔保険料率：0.8％→0.6％　国庫負担率（基本手当の場合）：13.75％（本来負担すべき額（1/4）の55％）→2.5％（同10％）〕

3. 育児休業に係る制度の見直し（育児・介護休業法、雇用保険法）
平成29年10月1日施行
（1）原則1歳までである育児休業を6か月延長しても保育所に入れない場合等に限り、更に6か月（2歳まで）の再延長を可能
にする。

（2）上記に合わせ、育児休業給付の支給期間を延長する。

4. 雇用保険二事業に係る生産性向上についての法制的対応（雇用保険法）
公布日施行
雇用保険二事業の理念として、「労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする」旨を明記する。

5. 職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化（職業安定法）
平成29年4月1日施行〈（1）②、（2）～（4）は平成30年1月1日施行、（1）①は公布から3年以内施行〉
（1）①ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象※に、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人
　を受理しないことを可能とする。〔※現行はハローワークにおける新卒者向け求人のみ〕
②職業紹介事業者に紹介実績等の情報提供を義務付ける。
③ハローワークでも、職業紹介事業者に関する情報を提供する。

（2）求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。また、勧告（従わない場合は公表）など指導監督の規定を整
備する。

（3）募集情報等提供事業※について、募集情報の適正化等のために講ずべき措置を指針（大臣告示）で定めることとすると
ともに、指導監督の規定を整備する。〔※求人情報サイト、求人情報誌等〕

（4）求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示すること
を義務付ける。

〇就業促進及び雇用継続を通じた職業の安定を図るため、雇用保険の失業等給付の拡充、失業等給付に係る保険料
率の引下げ及び育児休業に係る制度の見直しを行うとともに、職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化等の
措置を講ずる。



企業概要

子宝率山口鋼業 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。今回は山口鋼業株式会社をご紹介します。
なお、本シリーズの聞き手は会員企業の人事・労務担当者にお務めいただいています。

住 所
電話番号
従 業 員

事業内容

1．56 108社中13位

岐阜市本荘仲ノ町5－8
058－271－0111
162人
（男性：158人　女性4人）
鉄筋棒鋼の製造メーカー

特徴
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企業子宝率ヒアリング調査③

■企業理念は4つの「わ」
　和（日本古来からの伝統技術と
　しての製鉄）、環（自然との共生）、
　輪（地域住民、社員のつながり）、
　話（商談や工場見学）の4つを大
　切にしている。

企業理念

■3交代の24時間勤務
　営業職は少なく、現場作業の社員
　が多い。電気炉を使う、体力が必要
　な仕事。
■安定的な生産計画
　商社からの安定的な受注により、
　きめ細やかな生産計画が可能。そ
　のため、残業や休日出勤はほとんど
　ない。

仕事の様子

■育児手当は1人1万円
　役員の提言により5,000円からア
　ップ。出産祝いについては、3人目
　から5万円に増額。
■低価格な社宅制度
■福利厚生制度が充実
　配偶者も対象とした健康診断制
　度などがあり、一般的な会社と比
　較しても手厚い制度内容となって
　いる。
■見直し・改善も
　良い会社であり続けるためのた
　ゆまぬ努力のもと、制度の見直し
　・改善を続けている。

その他

■安心感のある環境
　同じ環境で働く先輩や仲間も多く、
　子育てなどの面でも参考にしやすい。

社内制度

■とにかく家族的
　親子や兄弟で働く社員も多くア
　ットホームな雰囲気。社員同士
　の関係性も深く、社員の結束力
　も強い。

社風

　オーナー陣の「社員は家族であり、社員の家族も家族である」という考えのとおり、コミュニケーション課題とは無縁
と言っても良いほどの風通しの良さで、大きな家族のような印象を受けました。社員の声を聞く考え方が徹底しており、
勤務体制や健康面にも配慮を怠らず、社員は会社から大切にしてもらっていると感じられます。それが「長く働きたい」
という気持ち、そして「この環境で家族を増やしたい」という思いにつながっているように感じました。

聞き手感想


