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第6回定時総会を開催

6月14日（水）岐阜グランドホテルにおいて開催し、約170人にご参加いただきました。
開会にあたり、小野木会長の挨拶の後、ご来賓の神門 純一氏（岐阜県副知事）と稲原 俊浩氏（岐阜労働局長）より
ご挨拶いただきました。
その後、下記の議案について審議され、原案通り承認されました。

役員等の改選については、小野木 孝二氏（㈱トーカイ 代表取締役社長）が会長職を退任し、小川 信也氏（太平洋工業㈱ 
代表取締役社長）が就任することが承認されました。
役員構成については下記内容となっています。

総会終了後には記念講演として嶋 聡氏（多摩大学客員教授/元ソフトバンク社長室長）をお招きし、「元ソフトバ
ンク社長室長からみたIoT時代の経営戦略」と題しご講演いただきました。

第１号議案　平成２８年度事業報告および収支決算の承認を求める件
第２号議案　平成２９年度事業計画および収支予算の承認を求める件
第３号議案　役員等改選の件

▲ 小野木前会長挨拶

▲ 小川新会長挨拶

小川 信也
大松 利幸
田口 義隆
市原 好二
吉村 恒則
北村 　斉
遠藤 宏治
田中 　肇
小澤 義行
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宮地 正直
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　岐阜県経営者協会の会長に指名いただきました小川信也です。

　このたび、小野木孝二会長の後を受けて当協会の会長を務めることになりました。

　小野木前会長には「1 億総活躍社会」「働き方改革」など政府の掲げる政策に対応しつつ、

経済停滞から緩やかな回復局面にあるといわれる岐阜県下の経済・労働・雇用関係にわたり、

5 年間リーダーシップを発揮いただいてきました。

　特に、平成２４年４月の「一般社団法人化」を期に、岐阜県との連携による女性活躍の推進、

県内大学との連携による採用支援、次代の地域経済を担う人材育成のためのインターンシップ

の推進、愛知、三重の各経営者協会とセミナー、調査研究での連携体制の構築などに努めて

こられました。

　このような実績を残された小野木前会長の後任として、微力ではございますが、当協会

の一層の発展に向けて尽力してまいりたいと思っております。

　現役世代である生産年齢人口が確実に減少していく中、企業にとっては人材の確保・育成・

定着が重要な経営課題になっています。人材の確保が難しい今こそ、生産性向上、人材育成

に果敢に取り組む好機であると思います。

　企業発展の原動力は「人」です。当協会の不易のテーマである「人」の問題に軸足を置き、

会員企業の皆様の人材確保支援、人材育成支援、人材の定着を目的とした魅力ある雇用環境

づくり支援、地域ニーズに応じた支部活動を積極的に推進してまいりたいと思います。

　また、地域に根差した経済団体として、行政、教育、その他関係機関と連携し、若者の

キャリア教育を支援するとともに、県内産業や企業の魅力を発信し、県内への人材還流に

も取り組んでいきたいと考えております。

　会員の皆様には、より一層のご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

会長就任にあたってのご挨拶

会長

太平洋工業㈱　代表取締役社長

小 川  信 也



聞き手：御社は創業が昭和34年ということで、もう60年
近い歴史があるのですね。

里村社長：再来年には60周年を迎えます。先代である父
・良一が隣の神戸町で（有）厚生食品工業として創業し
ました。
その頃、農家の方はそれぞれの家で漬物をつけていまし
た。例えば秋口になれば大根や白菜、といった具合で
す。そういう方々のために、薬剤師だった父は、ウコンや
甘草といった塩以外の添加物を調合して、この一袋を使
えば漬けられるという沢庵などの「素」をセットにして販
売し始めました。すでに甘味料や調味料が入っていて便
利だということで、店頭販売から次第にご好評をいただ
き、県内のJAに商品を置かせてもらうことになりました。
会社となったのはそれからです。

聞き手：薬局だったことから「厚生」という言葉が出て
きたのでしょうか。

里村社長：JAの経済連、そして病院事業等を手掛ける厚
生連ともお取引があったことが由来です。余談ですが、厚
生労働省と近い名前で勘違いされることもあり、以前はサ
イバー攻撃を受けたこともありました。

聞き手：薬局から、JAを通じての販売拡大というのが最初
の転機だったのですね。

里村社長：昭和39年に厚生産業㈱を設立してからは、富
山、石川といった近隣県へも商品を提供することになりまし
た。この頃販売していたのは、粉体の漬物原料です。
さらに昭和57年には米こうじの生産を機械化するべく、この
大野町へと移転しました。ぬかではなく米こうじで大根を漬
けるというのが当時は画期的で、機械化により大量生産も
可能になり、全国へ販路を拡大することができました。

聞き手：世の中の流れを予見して開発を進めるというのは
大変なことですね。

里村社長：父は薬剤師でしたから、トップ自身が開発までも
担当していました。今は研究開発の人材を育てています。
薬局時代は対面販売でしたから、直にお客様の声を聞い
て改良を重ねていました。今はJAの企画で漬物講習会を
頻繁に開催していますので、そこで商品を使った漬け方を
お伝えしながら、同時に消費者の方の声を直接聞くことが
できます。そうした活動の中で改良された商品も出てきてい
ます。

聞き手：ちなみに、御社で主力となる商品はどのように変遷

してきたのでしょうか。

里村社長：以前は長い時間をかけて漬け込むための漬物
の素が多かったのですが、最近は即席で量も少ないもの
が多くなってきました。手間暇のかかるものよりも、いかに簡
単にできるかが問題となっています。
一方で、健康ブームにより乳酸菌の入ったものが好まれた
り、発酵食品が注目されたり、日本の食文化が見直されると
いった変化もあります。塩こうじなど、こうじ自体のブームもあ
りましたし、昨年は甘酒ブームもありました。甘酒はもともと酒
粕を使って作るのですが、それだとアルコール分が残りま
す。当社ではノンアルコールで甘味もある米こうじを活かし
た甘酒を販売しています。

聞き手：なるほど。我が家でも母は甕に漬け込むタイプ、妻
は浅漬け系が多いですね。どちらも美味しいですけれども。

里村社長：ぬか漬けも元来はとても手間がかかるイメージ
ですが、袋ごと冷蔵庫で管理していただくような商品を作
り、すぐ使えて、初心者の方にも手軽に挑戦していただける
ようにしています。最近はトマトをキムチの素で漬けたり、カ
ボチャをからし漬けに、といった変わったレシピも出てきてい
ます。うずらの卵やチーズをぬか漬けにすると、スモークのよ
うな味わいになったりもして、面白いですよ。
ちなみに、皆さんは「乳酸菌を摂取するにはヨーグルト」とい
うイメージをお持ちかと思いますが、それは動物性の乳酸
菌です。漬物は植物由来の乳酸菌ですから、日本人には
そちらの方が合っていると思います。乳酸菌と野菜が同時
にとれますし、腸にも良い。昔の人は体に良いものをちゃんと
知っていたのでしょうね。

聞き手：人材育成について工夫されている部分について
も教えていただけますか。

里村社長：以前から、自立型人間を作っていきたいという
思いがあり、いろいろ勉強もしました。その中で稲盛 和夫
氏の「アメーバ経営」を知り、勉強会などにも参加して会社

に取り入れることにしました。大切なのが経営理念と教育だ
ということで、理念は手帳としてまとめ、社員教育の中心とし
ています。
同じ話ばかりを繰り返すのも大変ですが、理念は「またか」
と思われても繰り返していくことで会社の“文化”になってい
くのだと考えています。

聞き手：食品製造の企業ということで、衛生面についても
お聞かせください。

里村社長：ISOについては、9000番台は食品系企業に
は向かないということで、14001（環境マネジメントシステ
ム）がスタートするとすぐに取り組みました。県内でも2番目
くらいに取得したのではないかと思います。その後、
22000（食品安全）にも取り組み、早く認証を取得すること
ができました。社員も頑張ってくれて、外部評価をもらう中
で、PDCAサイクルの大切さなども分かってきたようです。
他にも、営業部門であれば講習会に参加したり、また最
先端の現場を見学したりといった機会も設けています。

聞き手：ちなみに、休日はどのように過ごされていますか。

里村社長：この時期はサイクリングですね。遠くへ行くことも
ありますし、各地のイベントにも参加します。地元、西濃でも
「ツール・ド・西美濃」という大会があり、120km超を走ります。
インドアの趣味はあまりありませんが、老人施設への慰問で
バンド演奏をしたりしています。西濃地区での活動ですが、
ちょうど私たち60代の親が80歳を越え、施設にお世話に
なっている世代でもありますので、喜んでもらえるのを楽しみ
に活動しています。

●住　　所： 揖斐郡大野町加納339番地1
●Ｔ Ｅ Ｌ：0585－35－0880
●Ｆ Ａ Ｘ：0585－35－0881
●Ｕ Ｒ Ｌ：http://kohseis.co.jp/
●事業内容：

●従業員数：120人 

日本の伝統食「漬物」を手軽に、美味しく
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厚生産業株式会社
代表取締役社長

～米こうじや乳酸菌を使った多種多様な商品を開発～

先代は薬剤師
漬物の素を販売していた里村薬局

健康ブームに米こうじ、乳酸菌
世の中の流れを見極めながら

漬物の力で食卓を豊かに

里村 大像 氏

食品製造業（米こうじの一貫生産、米こうじ
を活かした研究開発、漬物講習会などを
通じた日本の食文化への貢献、webサイト
を通じた漬物に関する情報提供等）
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経営者インタビュー
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経営理念を社員教育の中心に
繰り返すことで“文化”になる

（一社）岐阜県経営者協会　広報部会委員
イビデン㈱

総務グループ 固定資産管理チーム
チームマネージャー 岡本 正保 氏

聞き手

▲ 60種類を超える漬物の素以外にも、塩麴や米麹を扱ったあま
　 ざけも取り扱っています

▲ 趣味のサイクリングを楽しむ里村社長
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【平成28年度　岐阜労働局における各種の相談状況】

平成28年度の総合労働相談件数は16,835件（前年度比998件増）、個別労働紛争相談件数が4,043件
（同55件減）となった。個別労働紛争における相談内容は「退職勧奨・雇止・内定取消・自己都合退職」が
1,479件でトップ、続いて「いじめ・嫌がらせ」1,290件、解雇530件となっている。

資料出所：岐阜労働局「ハローワークにおける障害者の就職率は60.8％」

資料出所：岐阜労働局「男女雇用機会均等法等に係る法施行状況」

資料出所：岐阜労働局からの情報提供

※平成29年1月施行の法改正あり
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個別労働紛争の発生状況

　平成28年度に岐阜労働局に寄せられた男女雇用機会均等法関係の相談件数は382件となった。相談
件数の内訳では、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いが142件で最も多く、続いて、セクシャルハ
ラスメント117件、母性健康管理となっている。行政指導ではセクシャルハラスメントが86件で全体
の約7割と大多数を占めている。

男女雇用機会均等法関係の相談状況

　平成28年度におけるハローワークを通じた障がい者の就職件数は2,019件（前年度比12件減）と7年
ぶりに減少に転じた。就職率については、60.8％(同1.1ポイント増)となり過去最高となった。
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資料出所：厚生労働省「民間企業の障害者雇用率を段階的に2.3%に引き上げることを了承」

　厚生労働省の労働政策審議会は、民間企業の障がい
者雇用率を現行の2.0％から2.3％へと段階的に引き上げ
ることなどを盛り込んだ「障害者雇用率について（案）」
を障害者雇用分科会が「おおむね妥当」とした報告を了
承。同省では、今後この答申を踏まえた対応を行う。

7人と経営 2017年7月 Vol.478

労働行政レーダー
ヘッドライン

【県内22社が「新はつらつ職場づくり宣言」】
　岐阜労働局は、企業における働き方改革の取り組みを
促進するための「新はつらつ職場づくり宣言」事業を開始
した。「労使で取り組み内容を決め、宣言する」という事業
は同局独自で、全国でも初。
　この事業は、働くすべての人々が働き甲斐や生きがいを
感じ、はつらつと働くことのできる職場づくりを進めるた
めに、宣言内容を労働局に登録するというもの。労使でこ
れから取り組む項目を決め、ともに取り組んでいくことを
企業内外に宣言することが特徴となっている。
　今回登録が認められた各企業の宣言内容については、
岐阜労働局ホームページで確認できる。

平成28年度の現金給与総額は前年度比0.4％増

資料出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査 平成28年度分結果確報」

　平成28年度の現金給与総額は、一般労働者が前年
度比0.8％増、パートタイム労働者が同0.4％減。総労働
時間については、一般労働者が同0.4％減、パートタイム
労働者は同2.1％減となった。

育休取得者の割合　男女とも前年度より増加

資料出所：厚生労働省「平成28年度雇用均等基本調査（速報）」

　平成2 8年度における育児休業取得状況は、女性
81.8％（前年度比0.3ポイント増）、男性3.16％（同0.51ポ
イント増）となり、ともに増加となった。

新入社員の8割が「第一志望」で入社

資料出所：（公財）日本生産性本部「2017年度 新入社員春の意識調査」

　第一志望での入社が2000年代で最高の79.5％を記
録。一方で、「条件の良い会社があればさっさと移る方が
得だ」との問いに対し、「そう思う」と答えた割合は36.2％
で就職氷河期の最高水準38.0％（2000年）に近づいた。

「2017年版ものづくり白書」がまとまる

資料出所：厚生労働省「『平成28年度ものづくり基盤技術の振興施策』
（ものづくり白書）を本日閣議決定」

　白書は経済産業省、厚生労働省、文部科学省が連携で
作成。厚生労働省は第2章で、ものづくり産業における人材
の確保と育成に関する現状・課題を分析し、現場で行われ
ている人材の定着・育成の取り組みなどについて紹介。詳
細は同省ホームページにて確認できる。

資料出所：厚生労働省「平成28年人口動態統計月報年計（概数）の概況」

　平成28年における出生数は97.7万人（前年比2.9万人
減）、死亡数は130.8万人（同1.7万人増）となり、自然増
減数は33.1万人減（前年28.5万人減）、で10年連続の減
少。自然減少率（人口対）も低下した。合計特殊出生率
は全国1.44、岐阜県は1.54となっている。

民間企業における障がい者雇用率　引上げの方向

日本の人口　出生数は97.7万人で過去最少に

今回登録が認められた企業の皆さん
（6月5日　岐阜労働局における「登録証・宣言証」贈呈式にて）

※登録申請日・宣言日毎の五十音順

登録企業（事業場）における当協会の会員企業

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

岐建㈱

太平洋工業㈱

大垣西濃信用金庫

サンメッセ㈱

㈱メルコエアテック

㈱大垣共立銀行

㈱丸順　上石津工場

㈱丸順　浅西工場

㈱丸順　養老工場

日本トムソン㈱

㈱十六銀行

医療法人 和光会

㈱長瀬土建

フタムラ化学㈱大垣工場

岐阜信用金庫

㈱トーカイ

大垣市

大垣市

大垣市

大垣市

中津川市

大垣市

大垣市

大垣市

大垣市

美濃市

岐阜市

岐阜市

高山市

大垣市

岐阜市

岐阜市


