
聞き手：まずは、御社の歴史から教えてください。

北村社長：創業は昭和21年で、私は3代目になります。初
代の祖父喜兵衛はもともと古川で呉服商を営んでいたの
ですが、店を長男に譲り、四男の父繁が復員するのを待っ
て、「これからの飛騨は木工製造だ」として、二人で木工会
社を立ち上げました。当初は戦後復興の需要に合わせ、ス
コップの柄、コタツヤグラ、学習机、整理たんすや建具など
を遮二無二に製造している最中に、大手の家電メーカーの
下請けとして、電気コタツを作る仕事が入り、長い期間つく
り続けました。要するに木でできるものはなんでもやった時
代でした。現在多く手掛けている椅子は昭和30年前半頃
からですね。

聞き手：何かきっかけがあったのでしょうか。

北村社長：大正9年創業の飛騨産業㈱さんから「輸出が
忙しいから手伝ってほしい」と声をかけてもらったのです。
当時、飛騨産業さんに納めていたのは輸出用の折りたた
み椅子を主に曲木技術を必要とした椅子が多く、曲木はも
ちろんのこと、社内には図面を描ける社員もおらず、飛騨産
業さんに丁寧に教えてもらったことが、その後の自社ブラン
ドのものづくりにつながったと思っていますので、とても感謝
しています。

聞き手：家具には10年保証がついているのですね。

北村社長：10年保証は６つの認定基準の中の一つです。
それには、飛騨の家具というブランドをどう構築していくか、

ということが関わっています。
　椅子を作るようになり、オイルショックなどもありましたが、そ
れでも「作れば売れる」時代でした。1日で1,300本の椅子を
生産したという記録もあるほどです。もちろん、決して粗製乱
造などではなく、今でもその頃の椅子の修理を頼まれること
が結構な件数あります。愛着を持って使っていただいてい
る事例です。しかしその後は「作っても売れない」時代に
なってしまいました。問屋さんが立ち行かなくなるなど、安価
な中国製品による価格破壊などにより、業績も落ち込む大
変な時期を経験し、価格競争に巻き込まれないことを目指
し、今は直接小売店さんへの販売体制を確立するなど、
やっとの思いで回復基調への軌道に乗せつつありますが、
そんな中で、今後どうやって飛騨の家具に対する信頼と評
価を勝ち取っていくかは、飛騨全体の問題でした。そこで、
まず協同組合飛騨木工連合会としての理念を「飛騨デザ
イン憲章」として5ケ条にまとめました。

聞き手：「自然との共生」、「人がつくる」、「心の豊かさ」、
「伝統を生かす」、「永続性」とありますね。　　

北村社長：平成18年から、商標法が改正され地域団体で
の商標が取れることになりました。そこで地域をリードしてき
た飛騨産業さんがキツツキマークのついた飛騨の家具の
図形商標を３０年以上前から使っていましたから了承を得
て申請をしました。組合として統一したブランド戦略を持とう
ということで、認証基準６項目（エコロジー基準、産地基準、
保証基準、品質基準、木材基準、デザイン基準）も作りまし
た。基準策定はなかなか難しかったですね。今、「飛騨の家
具」を名乗れるのは9社です。基準をクリアする企業が増え
てもっと広がっていくことを期待しています。

聞き手：「飛騨の匠」の技術が家具作りを支えているわけ
ですが、一人前の職人になるにはどれくらい時間がかかる

のでしょうか。

北村社長：やはり10年くらいはかかりますね。当社も内部・
外部にデザイナーがいますが、図面を描くだけでなく、図面
から試作して形にする「モデラー」という職人が優秀でない
といけません。図面を見るだけで、強度や安全性など理屈
に合っているか、すぐ分かるような人材をどれだけ抱えられ
るかだと思います。
　椅子を一つ作るにも、木については自然乾燥が1年から
2年、そして人工乾燥を経てという具合ですが、問題はデ
ザイナーとモデラーのせめぎ合いで、「ここをあと1mm削り
たい」、「いやそれでは強度が」などと、完成までに数年か
かることもあります。

聞き手：10年かかるとなると、育成も大変ですね。

北村社長：当社では、まずは機械での加工を覚えて、そ
れから手加工へとステップアップしてもらいます。上級にな
れば、小ロットで丁寧に作り上げる高品質な仕事を任され
るのですが、ものづくりが好きな若手がその部門に憧れ、
切磋琢磨して目指すという、良い流れができてきました。
飛騨の家具の良さはこの手加工があるからこそだと思い
ます。
　「飛騨の匠」の技術は見えないところに活きているの
で、椅子も壊してみないと分からないくらいです。昔、奈良
時代から約500年間にわたり、毎年100人ほどが「税を免
じてまでも必要」として集団で都へ徴発され、造宮・造都
に技術を活かしていたといいます。その長い歴史が今の
飛騨の家具につながっているのです。
　人材の確保という点では、おかげさまで木の勉強をし
たいという方々に全国から来ていただいており、社内でも
23％が県外出身者となっています。高山市にとってはあり
がたいことですね。

聞き手：今後の海外展開についてはいかがですか。

北村社長：10年以上前ですが、「岐阜の地場産業は陶器
も刃物も和紙も、家具の上に乗るものばかり」と、県が飛騨
の家具を中心に世界へ売り出そうと尽力してくれたことを
きっかけに、各社とも「世界に通用するデザインを」が大きな
テーマとなりました。
　本社１階、2階のショールームは昨年9月にリニューアルし
ましたが、その後インターネットで見て、飛行機に乗ってわざ

わざ海外から見に来てくれるお客様が徐々に増えてきまし
た。また高山市はありがたいことに、昨年度は観光分野で
史上最高の実績となっています。そのため観光で立ち寄ら
れるお客様も多いですね。
　今後はさらに、参加型の産業観光を目玉にしていきたい
とも考えています。工場でものづくりの現場を見てもらうのも
良いですし、今は、ショールームでものづくりイベントを開催し
たりしています。

聞き手：高山商工会議所の会頭、また経営者協会では飛
騨支部の支部長というお立場からの考えもお聞かせいた
だけますか。

北村社長：最近「地方創生」とよく言われますが、我々に
とっては、高山の人口減少をいかに止めるのかということが
重要な課題だと考えています。まだまだ頑張れる要素はあ
ると思っています。観光での「来てよし」は良いとして、さらに
「住んでよし」、「働いてよし」にどうつなげていくのか。地元
の高校生の目を地元に向けさせるには、そして他県の人に
働きたいと思ってもらうにはどうするべきか。どう知恵を絞っ
て、高山を元気にするか、そして高山市だけでなく、飛騨地
域全体でどうタイアップしていくか。皆で手を組んで同じ方
向を目指して一緒に頑張っていきたいですね。

聞き手：休日はどのように過ごされていますか。

北村社長：経営者としては365日休みなしという思いもありま
すが、もし、たまに休みがあれば、どちらかというと、健康のた
めには寝転がってぼーっとして身体を休めるようにしたいで
すね。
　以前は都会に6年、その後は高山で40年暮らしています
が、高山を離れているときの方が故郷の良さを想いました
が、地元にいるとその良さに気付かないことがあったりしま
す。かえってよそから来た人に教えられることも多いですね。
野菜の美味しさ、太陽のまぶしさ、癒しの風景、自然のすば
らしさ。飛騨の人間がまず認識し直す必要があると思って
います。

●住　　所： 高山市桐生町7－78
●Ｔ Ｅ Ｌ：0577－34－1122
●Ｆ Ａ Ｘ：0577－34－7318
●Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.nissin-mokkou.co.jp/
●事業内容：

●従業員数：122 人

木製洋家具の製造 ほか
（ダイニングテーブル、ダイニングチェア、ボー
ド、ソファ、リビングテーブル、システム収納
室内ドア・特注家具、コントラクト（物件対応）、
文化財修復事業）

美しく力強い飛騨の家具　匠の手技を世界へ
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日進木工 株式会社
代表取締役

～伝統の技と心は見えないところにこそ発揮される～

戦後復興の需要品から出発
輸出用の折りたたみ椅子の製造へ

一人前になるには１０年
仕事への誇りと憧れが技を磨く

「飛騨の家具」ブランドを
どのように構築するのか

北村 斉 氏
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経営者インタビュー
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国内外の方々が楽しめる
アクティブな観光へ

聞き手

▲SOFシリーズ ▲ イスWOC-131

（一社）岐阜県経営者協会　広報部会委員
高山信用金庫

リスク統括部長　
兼総務部長・理事 今井 和彦 氏



4 人と経営 2017年10月 Vol.481

労
働
行
政
レ
ー
ダ
ー

【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2.03倍】
　厚生労働省は来春高校を卒業
する生徒について、平成29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8,851人
（前年同期比15.3%増）、求職者数
は4,369人（同1.1%減）〔内訳：男子
2,618人、女子1,751人〕、求人倍率
は2.03倍（同0.29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29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25期連続、32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52％で、欠員率は2.9％と
なった。

　一方全国では、求人数が約37万5千人（同15.7％増）、求職者数が約18万人（同2.6％減）〔内訳：男子約
10万6千人、女子約7万4千人〕。求人倍率は2.08倍（同0.33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29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29年8月）の結果」

　総争議の件数は391件（前年比34件
減）で7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167件（同28件
減）で最も多く、次いで「経営・雇用・人
事」に関するものが160件（同7件減）、
「組合保障及び労働協約」に関するも
の99件（同13件減）となっている。

【平成28年の労働争議件数は過去最少に】

資料出所：厚生労働省「平成28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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資料出所：厚生労働省「『平成28年度雇用均等基本調査（確報版）』を公表します」

正社員・正職員に占める女性の割合は24.8％。管理職に
占める女性の割合は、課長相当職以上（役員含む）で
12.1％。これを役職別にみると、部長相当職では6.5％（前
年度5.8％）、課長相当職では8.9％（同8.4％）係長相当職で
14.7％（14.7％）となっている。
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労働行政レーダー
ヘッドライン

外国人技能実習生　法令違反のあった機関は7割超

資料出所：厚生労働省「外国人技能実習生の実習実施機関に対する
　　　　　平成28年の監督指導、送検等の状況」

監督指導を実施した5,672事業場（実習実施機関）のう
ち4,004事業場で労働基準関係法令違反が認められた。主
な違反事項は、（1）労働時間（23.8％）、（2）使用する機械に
対して講ずべき措置などの安全基準（19.3％）、（3）割増賃
金の支払（13.6％）の順に多かった。

資料出所：総務省「個人企業経済調査（構造編）平成28年結果」

年間売上高は、「宿泊、飲食サービス業」では減少となる
ものの、「製造業」、「卸売、飲食サービス業」ではそれぞれ4
年連続の増加、「サービス業」も2年ぶりの増加となった。設
備投資は全ての業種で対前年より減少となっている。

管理職に占める女性の割合が確実に上昇

個人経営の事業所　製造業等の売上は上昇傾向

　障がい者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として
共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事
業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する
義務があります（障害者雇用率制度）。
　この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変
わります。

〈岐阜労働局からのお知らせ〉
平成30年4月1日から

障がい者の法定雇用率が引き上げになります

【平成28年の常用雇用者数は41万人の増加】
　平成28年1年間の入職者数は767.7万人、離職者数は
726.4万人。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41.2万人の増加となった。
　産業別の入職率は、「宿泊業、飲食サービス業」32.0％、
「生活関連サービス業、娯楽業」24.1％、「サービス業（他に
分類されないもの）」19.5％、離職率は、「宿泊業、飲食サー
ビス業」30.0％、次いで「生活関連サービス業、娯楽業」
20.3％、「サービス業（他に分類されないもの）」19.1％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11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「平成28年『雇用動向調査』の結果」
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有期労働契約で働く人は全国で約1,500万人、その約３割が通算５年を超えて有期労働契約を反復更新している実態に
あり、ほぼ「自動的に」更新を繰り返しているだけといえますが、雇止めの不安の解消、処遇の改善が課題となっています。
そのため、有期契約労働者の無期契約化を図り、雇用を安定化させる目的で、平成25年（2013年）4月1日に改正労働契約
法が施行されました。
無期転換ルールは、同一の使用者（企業）との間で、有期労働契約が５年を超えて反復更新された場合、有期契約労働
者（契約社員、パートタイマー、アルバイトなど）からの申込みにより、期間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換
されるルールのことです。
　契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権
が発生します。

有期社員が無期労働契約に転換することにより、次の2つのメリットが期待されます。

▶企業にとって
企業の実務に精通する無期労働契約の社員を、比較的容
易に獲得できる。

▶有期社員にとって
雇用の安定性に欠ける有期労働契約から無期労働契約に
転換することで安定的かつ意欲的に働くことができる。

▶企業にとって
有期労働契約から無期労働契約に転換することで長期的
な視点に立って社員教育を実施することが可能になる。

▶有期社員にとって
長期的なキャリア形成を図ることができる。
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無期転換ルールの概要

無期転換のメリット

意欲と能力のある労働力を
安定的に確保しやすくなる

長期的な人材活用戦略を
立てやすくなる

契約期間
1年の場合 1年 1年 1年

5年

1年 1年 1年 無期労働契約

期間中に申込をした場合

締結または
更新

更新 更新 更新 更新 更新 転換

無期転換
申込み権発生！

契約期間
3年の場合 3年

5年

無期労働契約

期間中に申込をした場合

※平成25年（2013）年4月1日以降に開始する有期労働契約が対象

締結または
更新

更新 転換

無期転換
申込み権発生！

3年


