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－はじめに－ 
ここに一冊の本があります。 
「日本でいちばん大切にしたい会社」 
法政大学大学院の坂本光司先生が書かれた本です。 
ここには、我々、企業経営者が、真剣に目指すべき「企業のありかた」が示されています。２００８年

のリーマンショック以来、どん底におちたまま一向に回復しない景気の前に、「人間尊重経営」を目指す私

達同友会企業の中にも、多くの不安や悩みがあります。 
従業員にも賃金カットや、残業廃止などの苦しみを求めざるを得ない経営者。 
万策尽きて、社員の解雇や自主退職を求めざるを得ない経営者。 
事実、中同協（中小企業家同友会全国協議会）が定期的に行なっている景況調査（ＤＯＲ・０９年７～

９月期）でも、世界不況の影響を受けていると答えた企業が、１０３３社中５６７社（５５％）と、過半

を占めています。 
その影響として「需要減少」を上げている企業は実に８３．９％に昇り、特にこれまで花形といわれた、

自動車、電器、機械などの製造業に影響が多いことが見て取れます。 
しかし注目すべきはそのような危機にあって、同友会の企業が「人間尊重の経営」の理念を堅持し続けて

いることです。たしかに急激に企業を襲った売り上げの激減という事態の前に、「人件費削減・人員削減に

も手をつけざるを得ない状況もうかびあが」っています（中小企業家しんぶん・２０１０年１月１５日号）。 
しかし「人減らしは最終の手段とし“人を大切にしている”状況」（同前）も明確に現れています。今回

の危機に対する企業の防衛手段として人件費の削減という対応は１１．５％（６位）、人員削減は９％（８

位）といずれも下位の対応となっており、「売り上げが下がったのだから、雇用の継続は出来ない」とばか

りに「これはルール通り」として、胸を張って派遣社員と言う、「人間」の生活に止めを刺して平然として

いる某大企業経営者たちとは、全く違う人間味に満ちた対応と苦悩が見て取れるのではないでしょうか。 
「経費削減対策の実施、役員２０～３０％、管理職１０％、社員５％の給与カット」「社長５０％、役員３

０％、社員１０％」など、役員報酬削減をまず行い可能な範囲で社員にも協力を要請している姿が目に浮

かびます。 
元来、大企業と中小企業では社長、社員の収入には大きな差があります。 
カルロスゴーン氏率いる日産の平均役員報酬２億６０００万円はさすがに別格としても、トヨタ３５０

０万円、三菱１５００万円程度と見られています（２００５年）。中小企業経営者の平均年収は４５０万円

と言う説を採ると、およそトヨタの１３分の１。一方、大企業の社員の平均年収は７４０万円、中小企業

では３８０万円、零細企業では２８０万円と言われているので、大企業ＶＳ中小企業ではほぼ１／２。こ

のような中で、経営者が３０～５０％、社員で１０％の賃金カットがいかに過酷なものかが理解できると

思います。 
大きな悩みを抱えながら、日々経営の維持や、自社の社員の暮らしや雇用を守る事に心を砕いている経

営者の姿に痛々しいものすら感じます。 
彼らは「社員は最良のパートナー」と考え、「人間尊重の経営」の理念を掲げつつも、折れそうになる自ら

の心とも日々格闘しているのではないでしょうか？ 
このような苦境を救う手立てはないものか？何か心のよりどころとなる経営の真髄を確立しなければと

ても勇気を振り絞ってこの難局を乗りきれるものではない。 



 

そういう私達に、「日本でいちばん大切にしたい会社」たちはまぶしいばかりの「人間尊重の経営」の姿を

示してくれました。 
理屈でも、掛け声でもない、生身の「人間尊重の経営」の営みがここにはあります。その中に生き生き

と描き出される、経営者の生き様のなんと暖かく、自然な事でしょうか！まさに「理念」と「経営」が一

体となったお手本のような「会社」たちです。 
「そうだ、そうだったんだ。私が目指していた会社の姿とはこれだったんだ」。この危機の中で、いやこ

の危機の中だからこそ、改めて自分達が目指している会社の有り様に目を見開かされる思いを感じた経営

者も少なくないはずです。 
しかし、私達経営者は、とりもなおさず当事者です。「日本で一番大切にしたい会社」たちに感心や尊敬

を感じているばかりでは意味がないと言えます。まさに、自らが、一歩ずつこれまでのあゆみを振り返り、

まなざしを上げて、力を振り絞って再び、真の「人間尊重経営」実践のあゆみ始めなければならない使命

を帯びている事を忘れることはできません。 
「日本でいちばん大切にしたい会社」には残念ながら、今のところ（２０１０年２月現在）滋賀県の会

社は取り上げられていません。当然、我が滋賀県にも、皆に知って欲しい、我が社の経営のお手本にした

い会社がたくさんあります。勿論、著者には時間や、書籍のページ数などの制約があり、滋賀の会社が紹

介されていないことをとやかく言う事ではありません。ここは坂本教授の志を受け継ぎ、文才のなさ、取

材や切り込みの不十分さをも省みず、可能な限り県内の「人間尊重経営」実践企業を紹介してみたいと思

うのです。 
「人間尊重の経営」を唱える事は、あるいはそう難しい事ではないかも知れません。しかし、それを形

にし、その「こころざし」が社員や仕入先、顧客や企業を取巻く人々に伝わっていくためには、長い長い

年月にわたる実践の積み重ねと、微動だにしない強い意志の力が必要です。 
しかし、一方で、経営者が自身を磨き続け、成長し、「人間尊重の姿勢」を人格にまで高めることが出来

たなら、それを実践し続ける事は、そう困難なことではないのではないでしょうか。むしろ、そのことで

経営者自身が回りに助けられ、教えられ、「経営」をまさに至上の天職と感じる事が出来るのではないでし

ょうか？「人間尊重の経営」とは、とりもなおさず経営者自身が、自己を最大限に「尊重」することので

きる経営に他ならないのではないだろうかと思わずにはいられません。 
そして「日本でいちばん大切にしたい会社」に紹介されている企業が示すように、「人間尊重の経営」こ

そが、いかなる不況の中にあっても企業を隆々と発展させていく、根本的な経営力なのだと思います。 
そのような問題意識を持ちながら、可能な限り多くの滋賀県の優れた会社を紹介して行きたいと考えて

います。題して「滋賀でいちばん大切にしたい会社～パート１」。 
読者の皆さんのご一読、ご批評を、心から期待いたします。 

 



 

上場の栄誉より、社員を大切にする会社 

新江州株式会社 滋賀県長浜市川道町７５９－３（びわ工業団地内） 

 
「株式上場」を目前にして 
滋賀県長浜市にある「新江州株式会社」は、今や押しも押されもしない、滋賀県の優良企業の一つです。 
資本金２億９００万円、従業員１３０人を擁し、総売り上げも１００億円を超え、（グループ企業含む）

段ボール製造、包装資材製造、建築養生材製造、デザイン制作、マルチメディア事業などを多彩な事業を

手がける複合企業です。 
実はこの会社には有名な逸話があります。同社の事業が順調に成長し、金融機関や証券会社が「株式上

場」を持ちかけてきたときのことです。新しい事業の展開を進めていた同社にとって、株式上場は資金調

達のために願っても無い話でした。事業規模や、財務力からみても「株式上場」は順調に進むものと思わ

れました。 
事実、森建司社長（当時・現会長）は、近隣や知り合いの多くの企業を訪問し、株式上場の準備をして

いる事を説明。新規株式を持ってもらえるように働きかけ、多くの企業の賛同・協力を得ていました。 
証券会社の３年にもおよぶ指導と、上場に向けて社員のモチベーションも上がったこともあり、上場に

向けての１００項目にも及ぶ作業項目も、着々と進んで最終盤に来た頃です。期末決算の予測を立ててい

た中で、「さて今期のボーナスはどうしよう？」という問題が持ち上がりました。 
株式上場を目指して、かなり高い利益目標を出していたため、残念ながらそれには少し届かない予測で

したが、普段であれば何の問題もない利益の予想でした。「社員みんなが頑張ってくれて、今期もキチンと

利益が出せそうだ。社員にもそれに見合ったボーナスを出そう」森社長はそう決めて、担当部署にそのよ

うに指示をします。 
ところがです。それを知った、上場指導に来ている証券会社が「待った」をかけたのです。株式上場に

際しては「社長への教育」が実は、多くの時間を割いて行なわれるそうです。「上場するとはどう言う事か？」

「経営者の役割とは何か？」。株式を上場公開すると言う事は、その会社の収益力、将来性を評価した投資

家から、お金を預かり、それに配当という利益を載せてお返しする責任を負うということです。そして、

何より魅力的なのは、ある意味ただの紙切れに過ぎない、自社の「株券」が一夜にして、日本銀行券に代

わるということでもあります。株式公開を果たしたオーナーは、そのことにより巨額の利得を得ることが

できます。なぜならほとんどの場合、オーナー経営者が上場前の株式の大半を保有しているからです。ひ

ところ証券会社や銀行が、盛んに株式の上場を勧めたのは、この上場利得の分け前に預かるためでした。

無事、対象企業を上場させれば何億、何十億というお金を報酬として得ることが出来るのです。 
しかし、良い事ばかりではありません。投資家も当然、自分の金銭的利益を求めて公開株を購入します。

その会社が今後、順調に売り上げ、利益を伸ばし、自分が購入した株に多額の配当が付く、あるいは一定

期間後に売却して値上がり分の利得を得る目的で購入する場合がほとんどです。 
極希に、その企業を応援したい、その企業が好きだからと言う購入理由もなくはないかもしれませんが、

主流では決してないでしょう。上場させた企業の経営者が、そこのところを良く理解せず、不十分な経営

成績しか残せなければ支援した証券会社は、その会社の株式を購入した投資家から非難され、最悪の場合

は訴えられたりもします。しかし、新たに上場しようとするオーナー経営者は、多くの場合そのような“常

識”は持ち合わせていません。したがって上場サポートの中で、多くの時間と労力を「経営者教育」に割



 

くわけです。 
さて、新江州の場合。前述のボーナス議論を聞き及んだ証券会社は、「森社長、こまりますね。約束され

た今期の利益計画を達成しておられれば、一向に構いません。しかし、目標未達成にも係わらず、投資家

をさておいて、社員にボーナスを出すとはどういうことでしょう？ボーナスを半減されたらどうでしょ

う。」とかなり辛らつに迫ってきます。しかし、森社長も一歩も引きません。「そんなことを言われても困

る。社員ががんばったから、この厳しい中でもキチンと利益が出せるのだ。上場するのも社員の苦労に少

しでも報いたいがためだ。まず社員にはキチンと報いるのが経営者の務めだと思う」。実は森社長が、この

ように社員の事を考えるのには理由があります。 
 
森少年の悩み 
森社長（当時・現会長）は、新江州の創業者・森嘉七の元に養子として森家に入ってきました。 
森嘉七は、終戦間もない１９４７年に長浜の地で、和洋紙販売を目的として、新江州の前身である「江

州紙業有限会社」を設立しました。嘉七はロマンに富んだ事業家で、戦後の混乱の中、手広く商売を広げ

ました。いわゆる“近江商人”の資質を備えた優れた商人であったようです。 
その嘉七の元へ養子に入った森少年には、大きな悩みがありました。なぜか物心付いた頃から吃音障害

があったのです。今でこそ、年間に多くの講演をこなし、優しい語り口で人徳を感じさせるお話をされる

森氏ですが、その頃は人前で話すこともおぼつかず、江州紙業の跡取り候補として来はしたものの、とて

も勤まりそうもない不安に悶々としていたと言います。 
ある夜、布団に入り眠りに付こうとしていた森少年の耳に、隣室で話す、養父母の声が聞こえてきまし

た。「建司の吃音には困ったものだねえ。あの調子では跡取りどころか、仕事も出来はしないでしょう。ど

うしたら良いかしら・・」という養母に対し、嘉七は強い調子でたしなめます。「お前はいらん事言わんで

ええ。そんな事はこの俺が決める」。養父の威厳に満ちた態度と、自分をなおかばってくれる姿勢に森少年

は布団の中で熱くこみ上げるものを抑え切れなかったと言います。 
このような養父の姿勢に発奮した、森少年は当時、全国に幾つかあった「吃音矯正教室」に熱心に通い、

大変な努力を重ねてやがてそれを克服していきます。後日談になりますが、その経験を踏まえて「吃音矯

正講師」となり、全国を巡回するほか、１９９６年には「吃音が直る～吃音矯正で人生観を変える」とい

う本を著すまでになりました。誠にその熱意と努力はなみなみならぬものがあったと言えます。幼少時代

のこのような苦難の経験が、森氏をして今日の、人を大切にする経営のバックボーンにあることを感じさ

せるエピソードではないでしょうか。 
 

厳しい“商売”に学ぶ 
その後も「江州紙業」は順調に発展を続けます。 
１９６６年、森嘉七の後を受けた、中川菅雄氏が社長に就任し、森氏は、営業を任されることになりま

す。しかし、ここで商売の難しさ、商売というものの持つもう一面の“汚さ”に愕然とします。例えば、

顧客の注文により髪箱を１００００枚納品したとします。一月ほどたって、集金に行くと「あれ、こない

だの紙箱なあ、８０００枚しかなかったで。そやからハイ２０００枚引いた小切手持って帰ってんか」「そ

んなはずはありません。キチンと計数して梱包、納品しているので間違う事はないはずです。確認させて

欲しい。」と食い下がっても、すでに件（くだん）の紙箱はすべて使用された後。確認のしようもありませ

ん。あまりに理不尽なやり方に腹が立つやら、口惜しいやらで森氏は言いようのない感情に囚われました。 
たしかに、今でこそ「三方よし」＝「近江商人」「近江商法」と言われ、滋賀県の先達が大きな尊敬の対



 

象になっていますが、一方では、だましあいのような厳しい現実があったのも事実のようです。今日でも

決して「お客さんは絶対」と考えず、むしろ「お客様とも共に育っていく」と言う信念を持つ、森会長の

原点はこのような、辛い体験に裏打ちされているのです。 
 

人のご縁で「多角化」への挑戦 
「お客様に選ばれる事も大切、お客様を選ぶ事も大切」と語る森会長の、真面目で正直さを貫く姿勢は、

徐々に顧客にも受け入れられ、その後の順調な業績の発展となって現れます。 
そして１９８７年、森氏は３代目社長に就任します。 
伸び盛りの経営者として、何とか１００億の売り上げを達成したいと思った森社長（当時）は、本業の

包装材事業だけでは難しいと考え、多角化戦略に打って出ます。情報部門、デザイン部門、住宅養生資材

の開発など、様々な事業に挑戦して行きます。その特徴は、手広く交流を広げる中で出会った人と人との

つながりを大切にし、その人の能力・情熱を見極めた上で全幅の信頼をおいて支援するという手法です。 
しかし、新しい事業がそう簡単に実を結ばない事も事実。「経営者にはロマン派と、マネジメント派があ

ります。父（森嘉七）は、大変ロマンを大切にする人だったようで事業を拡大しすぎるくらいに拡大しま

した。２代目の中川社長はマネジメント能力に優れた人。新江州の今日の土台を作ってくれました。そし

て３代目の私がロマン派。４代目の草野社長がまたマネジメント派と言う事で、当社は上手く行っている

のではないでしょうか」と屈託なく笑われます。しかし、そのような森社長（当時）の、新事業への取り

組みの中で、現在事業の柱の一つになっている住宅資材部門への足がかりが出来たのも事実との事。また、

長浜にあって全国にそのユニークさと先進性で名を馳せている、「長浜バイオ大学」が誕生しましたが、そ

れに関連したバイオクラスター形成のインキュベーション施設の開設や、こちらも、滋賀県発の環境情報

発信と環境ビジネスの発展の一大イベントとして全国的に有名になった「長浜環境ビジネスメッセ」の発

足にも大きな貢献をされました。 
森会長は様々な事業に挑戦する時も、人と人の縁を大切にし、出来る人に任せるスタイルを崩しません

でした。それは、ご自身の幼少の頃の障害を負った苦しみ、それを乗り越えた強さ、そして商売の中で学

んだ、人と人が正直に、真面目に向き合う事を大切にする考え方からきているのだと思います。 
 

「あの頃は楽しかった」 
やがて、森社長の「人を大切にする経営」にとって運命的なことが起こります。 
それはおなじ長浜で、出資をしていた家具製造会社が、時代の変化に対応できず経営不振に陥り、赤字

経営で、職人さんにボーナスが支払えない事態が続いた事があったようです。その会社を新江州が引き受

け系列会社にして、ボーナスを復活し支給した時に、社員に聞かれたようです。「どうや。新江州のグルー

プになってよかったやろ」すると社員は「それは、ありがたいです。でも、ボーナスはもらえなかったけ

ど、前の社長と一緒に仕事していた、あの頃も楽しかったです。今でも忘れられません」。その言葉に同調

する社員が何人もいたそうです。 
この社員達の言葉は、森社長にとって予想外のものでした。「いったい人は何のために働くのやろ。金だ

けではないのか？」「たぶん意気に感じて働くということだったんだろうと思います」森会長はそう述懐さ

れますが、「働く」と言う事について真剣に考えるきっかけだったと言われます。「こういう社員を育てた

い。こういう社員が働く会社にしたい」森会長はその時、真剣にそう思われたそうです。 
 
 



 

環境倫理の伝道者に 
その後、新江州の新規事業への取り組みは大きく様相を変えて行きます。「よい社員が育ち、よいお客様

にご贔屓にしていただける会社にするためには、例えば『よい芝のある牧場』のような会社にする必要が

ある」と考える森会長。そのために、なんと、「ＭＯＨ通信」と名づけた循環型社会の実現を目指す啓蒙雑

誌を創刊してしまいます。 
「もったいない・おかげさま・ほどほどに」と言う環境問題に関する倫理観を表す MOH 通信は現在６

０００部を季刊発行し、中途半端ではない環境に関する情報の提供や、識者による本音の意見発表の場と

して異彩を放っています。「エコ容器とか言いますが、一方で過剰な包装が好まれるのも事実。本当に地球

環境を考えたら、私達の作る『包装材』はなくなるのが一番という結論に落ち着く。たとえば私達の会社

は『毎日訪問毎日配達』を目指しています。そうする事によって客先の在庫を減らす事が出来るからです。」

「経済至上主義が生んだ大量生産による低価格と大量消費のシステムは、『三方よし』と言えるでしょうか。

人を幸せにするために経済はあるはずです。ところが今や経済のために人が存在するような社会になって

います。今の時代を生きる企業としては、来るべき理想社会を描き、そこに貢献する仕事をしなければな

らないと考えています。お金を儲けるためではなく、人の幸せづくり、個人のこころざしの実現に向けた

経営哲学をもてば、必ず２１世紀の方向性が見えてくると思います。」 
その言葉を実証するように、新江州は次から次へと、環境意識の啓蒙のための具体的な取り組みを始め

ます。 
本社社屋内に、環境負担の少ない素材を一同に集めて展示し、顧客の包装設計に対する情報発信基地と

するために「情報館ｅプラザ」を開設します。また、エコ包装の民間評価基準を定めて、第三者認証をす

る「エコ容器包装協会」の設立にも取り組みました。MOH 通信の発行母体として「循環型社会システム

研究所」を立ち上げました。森会長の「人を想い、地球環境を想う」気持ちの誠実さと、真剣さが、その

精力的な行動を通じて長浜に、滋賀県に、さらに日本や世界全体に伝わっていく日もそう遠くないと感じ

ました。 
 

名峰・伊吹山に見る、新江州の心 
さて、冒頭の新江州上場に向けた話の続きです。 
上場を支援する証券会社にボーナスの支給見直しを求められた森社長は、微動だにせずこれを拒否しま

す。「上場というのはこういうことなんだと驚いた。私自身は人の道としてやるべきではないと言う思いが

したんです。」淡々と語る森会長ですが、実際にはこの決意のために、これまで株式の引き受けをお願い

した会社に、もう一度頭を下げて回らなければなりませんでした。上場計画を取りやめた事、発行株式の

引き受けを受諾してもらったお礼、そして決して業績が悪くて上場を取りやめたのではない事、自分自身

の経営や社員に対する考え方、今後も引き続き取引や交流を継続していただきたいことなどを、説明して

回りました。そして新江州は、株主に公開された上場企業という道を捨て、社員を始めとした人々に開か

れた会社、人々のために有る会社として再び力強く歩み始めています。 

 

長浜市にある、新江州株式会社・本社の正門に立つと真正面に、名峰・伊吹山の威容が何さえぎるもの

もなく望むことが出来ます。冬季には雪を頂いた頂上に雲が巻き、なかなかの壮観です。この正門を毎日

出退勤する、新江州の人達は伊吹山を通して「自分達の目指すべき、何か大切なもの」の存在や、「目先

の些細な事には目を曇らせない」心が養われるのかも知れません。新江州株式会社の「人間尊重の経営」

の秘密は実はこんなところにあるのかも知れないなと、思いながら長浜市を後にしました。 



 

親心の経営の中で若者が育つ会社 

株式会社 ティグ水口 滋賀県甲賀市水口町伴中山２６７７ 

 
ＺＡＫＵが居る会社 
「ティグ水口」・・ずいぶん風変わりな社名です。 
特に意味の不明な「ティグ」と言う言葉は、実はＴＩＧのローマ字読み。ＴＩＧと言うのは、溶接の技

術の名前です。アルミニウムやステンレスと言った、本来は溶接しにくい金属を上手く溶接するための方

法だそうです。 
折角ですので少し詳しく説明しますと Tungsten Inert Gas（タングステン不活性ガス）溶接という意味

のようです。溶接面が非常にきれいに仕上がるのが特徴ですが、そのためには両手を微妙に使わなければ

ならず、高い技能と熟練が要求される仕事だとされています。特定の業界や、目的を持った顧客にしかわ

からない社名のようで、「もう少し一般にもわかりやすい社名にした方が、お客さんも増えるのでは？」と

いう私の素人考えに対して、同社の尾下憲（おのした けん）社長は「この名前でいいんです」と笑いま

す。 

「たとえば“尾下鉄工”なんていう社名にすると、それこそ色々なお客さんがやって来て、板を曲げて

くれの、切ってくれの、そして溶接してくれのと言われます。何でも出来るので、それを無目的にはいは

いとやっていては会社の技術が上がって行きません。技術が向上しないと本当に私達を必要としているお

客さんの期待に応えることが出来ないのです。社名の示すようにまず、Ｔｉｇ溶接ではどこにも負けない

技術を創り上げる。その上で自分達が創りだしたい物、創りだすべき物を明確にして行きたいのです」極

めて明確な意図に基づく社名だったんです。 

この名前が表すように「ティグ水口」は、自分達が何をやるべきか？何をやるべきではないか？がとて

もはっきりした会社です。実は「ティグ水口」さんの応接室にはもう一つ、来客を試すトラップが仕掛け

られています。それは部屋の回りに所狭しと並べられた、オブジェの数々です。 

ステンレスの６角形の板を接合して作ったサッカーボール、実物大の郵便ポスト、きれいに着色までさ

れたＹＳ－１１（国産旅客機）の模型、そして極めつけはガンダム世代には垂涎ものの“ＺＡＫＵ”（ガン

ダムに登場する人型ロボット）。なんと大きさも小学生くらいの背丈があり、マシンガンをしっかりと構え

ています。３０～５０代の男性ならば、目が釘付けになること間違い無しです。そんな我々をニコニコし

ながら見ていた尾下社長は、やおら奥のほうから。筒状に丸められた板金製品を取り出し「これに目が行

くお客さんが、私達が一番来ていただきたいお客さんなんですよ」と笑われます。 

板厚２～３ｍｍは有ろうかと言うステンレス板が２００φ位に筒状に丸められ、長手方向に溶接目がき

れいに走っています。すかしてみてもひずみや凹凸もなく、本当に見事に溶接されている事は素人でも判

るほどです。厚い板を丸めても、板が微妙に反り返ったり、ピッタリと合わないのはよくある事です。そ

れを微妙に修正しながら、少しずつ均一に溶接していく作業は高い技術と豊富な経験が求められます。見

た目の派手さや、カッコよさではなく、本当の溶接技術を理解するお客さんに来てもらいたい、そして高

い技術が必要な仕事を頂きたい、それに応えることで、社員の挑戦意欲がかきたてられ、実際に技術の向

上につながります。また、そんな仕事なら極端に値切られることもありません。つまりお金の面でも社員

に報いることができるのですと社長は語られます。 

社長に色々お話をうかがった後で、工場も見学させていただきました。工場現場は若い社員さんが目立



 

ちます。そしてその社員さんたちが、皆同様に「いらっしゃいませ！」「こんにちは！」と作業の手を止め

て、元気に挨拶をしてくれます。やはり、元気な挨拶は若い人に似合います。なにかこちらまで元気を頂

いたような気がしました。 

色々な会社を御訪問していますと、挨拶一つでもそれぞれの会社の個性が際立ちます。 

よく「会社（社員）は社長を映す鏡」とか言われます。経営者にとっては、恐ろしい言葉ですが、ある

面間違いなく事実だといつも思います。残念ながらほとんど挨拶の聞こえない会社、むしろいぶかしげに

「誰やねん？」と言う雰囲気で見られる会社も有ります。一方、確かに元気なんですが、「怒鳴ってるの？」

と思うような、元気すぎる会社も有ります。たかが挨拶、されど挨拶ですね。単に「おはよう」「こんにち

は」という言葉の意味だけではなくて、その会社の社員さんのモチベーション、待遇、人間性、社員間の

コミュニケーション、会社への満足度などなど幾重にも重なった波動として、挨拶は伝わってきます。そ

して、こちらもそういう意識で聞くと、挨拶にこめられたそれらの想いがぴんぴんと伝わってきてしまう

ような気がします。一種の職業病？と時々想ってしまいますが・・。 

とにかく「ティグ水口」さんの社員さんの、挨拶は私が今まで経験した中でも一級品のものだと言えま

す。尾下社長の社員に対する想い、社員を大切にする経営が、この素晴らしい挨拶となって結実している

のだと実感しました。 

 

和歌山→滋賀→大阪→滋賀と続く人生の旅 
尾下憲社長は和歌山県のご出身です。 
１８歳で大阪に出られ、ある工場に就職されます。そこで「工務」の仕事を担当されます。「工務」とは

工場で、設備や工具の選定、購入、設置、メンテナンスなどを担当する部門です。工場の生産に関する知

識、材料や油脂などの知識、そして設備のメーカーによる違い、価格、年式などによる違いなどの知識、

購入にあたってのネゴシエーション力、そしてなにより現場からの信頼が求められるなど、工場長クラス

の力量が求められる仕事です。あらゆる事を学び、出来るようにならなければ勤まるものでは有りません。 
尾下社長は、この会社で１８年間、ずっとこの「工務」の仕事を任されたそうです。充分実力があり、

会社からの信任も厚かったのでしょう。ここまでですと、尾下社長と滋賀県の接点が全く無いのですが、

実は入社８年目に、その会社が滋賀県の水口に進出することになります。１８歳で入社し８年間、工務畑

で実力を培った、尾下社長もこの滋賀工場立ち上げの中心メンバーとして抜擢されました。 
新規立ち上げに伴う様々な苦労はあったものの、工場の立ち上げもなんとか成功し、滋賀工場は順調な

操業を続けます。そして気が付けば、滋賀工場立ち上げから１０年の月日が流れていました。 
人は不思議な生き物です。アブラハム・マズローと言うアメリカの心理学者によると、まず人は「生存」

を求めます。食べ物を食べたり、水を飲んだりという命を維持するための最低限の欲求です。これが満た

されると次は「安全」を求めます。夜でも襲われない、雨でも濡れない、自分の身を守る事のできる“家”

を持とうと頑張るわけです。 
そしてやがてそれも手に入れると「所属」する事を願うようになります。何らかの社会的組織に所属し

たいと思うようになるのです。人は一人では生きてゆけない小さく弱い存在です。しかし、その小さく弱

い人間が、今や地球上に６０億人以上と、同じクラスの生物の中では圧倒的に最多の存在になり、地球の

覇者として君臨できているのは、自らを社会化したからだと言われています。人間には自身の延命と安全

のために組織に属したい、仲間を持ちたいというＤＮＡが働いているのでしょう。人が重大な犯罪をした

場合、刑罰として「独房」に入れると言う事があります。それほど、孤独を強制されることを人は本能的

に恐れるのです。 



 

無事に、会社とかクラブとか、何らかの組織に属する事が出来ると、今度は「承認」を願うようになり

ます。仲間の役に立ちたい、仲間に認められたい、逆に言うと仲間はずれにされたくない、足手まといと

言われたくないという気持ちです。組織（社会）が自分を守ってくれるもので有るからには、その維持や

発展のために自分も寄与したいと考えるのは自然な事です。もしかすると、現在の日本の国民は「国が自

分を守ってくれる」「国家は自分のため、皆のためにある」と感じていないので、愛国心や貢献する気持ち

が湧いてこないのかも知れません。 
すこし脱線してしまいました。マズローの欲求５段階説の最高の段階が「自己実現」の願いです。与え

られた事をしっかりできる、ひとかどの者として認められる存在になった、この時この気持ちが湧いてく

るのだそうです。 
尾下社長の場合も、このマズローステップの通りだったようです。 
滋賀工場立ち上げの責任者として１０年の間、熱心に働き、結果を出し、自分でも満足の行く成果を上

げる事が出来た・・・。しかし、ふと気が付いて見ると３６歳になっていました。上を見ると、この会社

での自分の将来がなんとなく見えてしまいます。４０歳、５０歳、そして６０歳で定年。役職や待遇、仕

事の中身なども諸先輩を見ていると、はっきりと見えてきました。 
「果たして俺の人生はこのままでいいんだろうか？」という思いがどんどん膨らんできたそうです。そ

して、尾下社長は１８年間勤めた会社を退職します。そして、今までは工場の中での勤務しか知らなかっ

たので社会勉強も兼ねて、心機一転、大阪の訪問販売の会社に就職します。その会社は当時ブームだった

太陽熱利用の温水器の訪問販売の会社でした。新聞広告を見ると「月収５０万円も可能」とのこと。しか

し実態は、全く違っていました。いきなり“朝礼”の場で、大声を出す事を強制されます。新入りは屋上

に集められ、指導員のような古株の社員が竹刀を持って、「ひたすら大声を出せ」と命令します。まるで軍

隊方式の会社ですが、自分で選んだ道なので、尾下社長もやむなく必死に声を振り絞ります。 
その後、全員指定された地区に送り込まれ、一軒一軒訪問していくわけです。何日かたって、少し事情

がわかってきます。当然のように、なかなか売れるものではありません。ほとんどの新入り営業マンは実

績を上げるために親戚や知り合いに頼み込み買ってもらいます。しかし、そんな方法はあっという間に行

き詰ってしまいます。全く売れなくなった人はいたたまれずに辞めていく訳です。さらに、悲惨な事は給

料の日払い制です。その日の食費も無い人に対して、会社は２０００円を日払いします。つまり２５日勤

務として、固定給は５万円という訳です。「こんな会社ではどうしようも無い」と悟った尾下社長は、再び

滋賀県に戻ってこられました。おそらくこの経験が、後に社員を大切にして、育てていく、若者が育って

いく会社でなければならないと強く決意された経験だったのではないでしょうか。 
 
ある会社を任される 
滋賀に帰ってきた尾下社長に声が掛かります。 
今のティグ水口さんの場所で当時営業されていた、水道業の会社から、後継者も居ないので会社を引き

受けてくれないか、という誘いでした。以前の会社で工務を担当していた時に、取引のあった会社で、先

方も尾下社長の技術や人柄を良く知っておられたことによるお誘いでした。丁度失業中の尾下社長もそれ

を引き受けられます。 
前の経営者の了解も得て、尾下社長の専門であるＴＩＧ溶接に特化した個人企業を、１９８６年に設立

されます。仕事の方も、以前から知り合いであったお客さんから、フレキチューブの溶接の仕事を受注す

ることが出来ました。フレキチューブと言うのはステンレスの板をらせん状に巻いたり凹凸を付けてパイ

プ状にしたりしたもので、中にコードやパイプなどを通して使用します。建設用資材や、蛍光灯スタンド



 

の首などによく使われています。溶接機の購入資金も、信用金庫が融資してくれる事になり、順調な事業

の開始でした。 
しかし、世の中では１９８５年のいわゆる“プラザ合意”以降、急激な円高が進んで行きます。 
輸出を主体としていた、当時の主要な顧客は、円高に対応するため生産を急速に海外に移転されます。

やっと事業が軌道に乗りかけていた尾下社長は、毎月激減していく売り上げに途方に暮れてしまわれます。

このままでは会社が潰れる。尾下社長は必死に新しいお客さんを求めて営業に出られます。 
幸運にも、県内ではしごや脚立と言った資材を製造されているメーカーさんから「アルミの溶接をやっ

てみないか？」と声をかけられます。しかし会社はこれまでステンレスのＴＩＧ溶接は得意としてきまし

たが、アルミの溶接は未経験でした。アルミはステンレスや鉄に比べて熱の伝わりが非常に早く、また融

点（熱で溶けてしまう温度）も低いためステンレスとはまた違う技術が必要です。ありがたいことに、こ

の新しいお客さんは尾下社長のところの社員を 5 名も引き受けてくださり、3 ヶ月間アルミのＴＩＧ溶接

の技術をみっちりと教えてくれました。そしてこの期間はなんと、その社員の給料まで出してくれたので

す。経営が困難な中で仕事の注文を出してくれ、しかも社員の教育までしてくれたこの会社に尾下社長は

大変感謝されたそうです。 
また、若い社員たちもそれに良く応えて短期間で、難しいアルミニウムのＴＩＧ溶接の技術をマスター

してくれました。 
実はこれも尾下社長の社員に対する姿勢・考え方が背景にあったからだと言えます。 
引き継いだ以前の会社の古手の社員たちは、以前の仕事の仕方、考え方がすっかり身に付いてしまって

いました。本来溶接業はお客さんから預かった部品を、溶接して再びお返しする仕事です。自分達が溶接

加工している部品は、お客さんからの預かり物ですから、品質は当然の事として、預かったときよりキレ

イにして、しかも一つも不足することなくお返ししなければなりません。 
しかし古い社員たちは何度言っても、品物の扱いがぞんざいだったり、紛失や破損させたりで、お客さ

んの満足を得ることが出来ませんでした。尾下社長は、これに限界を感じてハローワークなどで、未経験

でもかまわないから、品物を大切に扱い、心をこめて仕事をしてくれる人を探します。しかし、尾下社長

の考え方を理解してくれる社員はなかなか集りませんでした。 
困り果てた尾下社長は、テクノカレッジから生徒達を受け入れます。彼らはまだ１６歳の子も居て、本

当に何もわからない子供だったと言います。中には中学校などでいじめにあったり、不登校になってしま

った子もいたようです。尾下社長は、そんな子供たちに辛抱強く仕事を教えます。 
「この子達には、みんな親が居る。色々な事情で平穏な人生ではないかも知れないが、親の気持ちでこ

の子達に接し、育てることが我が社の使命」と決意され、幹部社員たちとも思いを共有して、辛抱強く若

者たちに仕事を教えて行きます。「とにかく、親の気持ちになって待ってやることだと思います」今、そう

静かに述懐される尾下社長ですが、そのご苦労は並大抵のものではなかったと思います。 
 
ガンダムロボットを創りだす 
ただただ、若者を一人前の技術者・技能者に育てる事に一生懸命になっておられた「ティグ水口」さん

ですが、時代の荒波はさらに襲い掛かってきます。 
新しい顧客の仕事も、やはり海外に流出。２０００年には売り上げがほとんどゼロになってしまいます。

「もう量のある加工は日本には戻ってこない。これからは手間はかかるが一品料理の仕事しかない」そう

考えた尾下社長は、若者達に３次元ＣＡＤのマスターを求めます。今までの量産の仕事ですと、顧客から

パイプや板などの部品を支給され、それを溶接する事が仕事でした。しかし「カスタム品」と呼ばれる小



 

ロットのものは図面をもらって、それを部品から加工して仕上げに溶接するという仕事が求められます。

そのためには３次元ＣＡＤの習得が必要になります。そのような新しい仕事にも、若い社員たちは一生懸

命取り組んで、何とかできるようになってくれました。おかげで、現在の世界的な不況の中でもティグ水

口さんの仕事量はほとんどへっていないそうです。 
様々な理由で上手く社会に巣立つ事が出来なかった若者達を、しっかり受け止め、親のような気持ちで

接し続ける事をしてきた結果、返って会社が助けられる事になったのです。 
ティグ水口の「人間尊重の経営」「人が育つ経営」はさらに進化して行きます。 
ある社員が自分の趣味と特技と、少しのあいた時間を生かして思いも寄らないような“作品”を作り始

めます。 
それはガンダム世代には、たまらない「ＺＡＫＵ」と言う人型ロボットの大型フィギアです。 
当然図面も無いのですが、市販のプラモデルを採寸し拡大した図面を書くことから始めます。そして部

品の一つ一つをアルミで曲げたり、切ったり、丸めたりしながらおよそ２年の年月をかけて創り上げまし

た。実際に目の当たりにすると、それは見事なものです。思わず「これ、売らないんですか？」と下世話

な質問をしてしまいました。きっと高額でも欲しいマニアが必ず居ると思ったからです。「著作権の問題が

あります。ですから、これを販売したり、有償レンタルしたりは出来ません。でも、ご希望があれば色々

なイベントなどに無料でお貸ししています。」との事。子供だけではなく、大人にも大人気だそうです。 
そういえば、最近東京のお台場では巨大ガンダムが展示されていたり、神戸では、昔懐かしい鉄人２８

号の巨大フィギアを使った「鉄人プロジェクト」が街ぐるみや、大企業の協賛で町起こしのメインコンテ

ンツとして動き出しています。ティグ水口さんの、若い社員たちが産み出し始めたこの動き、何かとても

ワクワクさせてくれます。 
 
ティグ水口とドラッカー 
ティグ水口さんでは、このような取り組みを全社的に進めるだけではなく、もっと良い会社にしていく

ための活動もしておられます。 
社員を小集団のグループに分け、色々なものを自分達で創りだす取り組みです。特に細かいルールは設

けず、材料費などは会社が負担し、それぞれのグループが良いと思うもの、作りたいと思うものを自由に

創るという取り組みです。実物大の郵便ポストや、トラック野郎のトラックの模型、実用的なものとして

は自分達が使う台車、清掃用具用のハンガー、２輪車置き場など数え切れません。社内のいたるところに

皆の作品が置かれ実用に供されています。 
また、若い社員の人間形成のための取り組みもきめ細かく行なわれています。毎月１回、会社周辺のゴ

ミを拾い集める活動、朝礼では一人ひとりにスピーチをしてもらいます。最初はぎこちない話し方の若者

も、回数を重ねるとキチンと話が出来るようになります。冒頭に書いた、とても素晴らしい「挨拶」が出

来る社員が育っているのも、このような取り組みを継続してこられたからだと思います。 
「人間尊重の経営」とは単なる道徳的スローガンでは有りません。「人は最大の資産である」（ドラッカ

ー）からです。「人は弱い。悲しいほどに弱い。問題を起こす。手続きや雑事を必要とする。人とは、費用

であり、脅威である。しかし人は、これらの事ゆえに雇われるのではない。強みの故であり、能力の故で

ある。組織の目的は、人の強みを生産に結びつけ、人の弱みを中和する事にある」（同）このドラッカーの

教えを忠実に、真面目に守り続けてこられた会社が、ティグ水口さんだと思います。 
これからも、私達をワクワクさせるモノ作りと、素晴らし社員さんの成長に多いに期待したいと思いま

す。 



 

“共に生き共に働く”を実践する会社 

株式会社 川合製作所 滋賀県湖南市東寺１－６－２８ 

 
障がいのある人達の全てを引き受ける 
「日本で一番大切にしたい会社」の中で特に印象的な会社のひとつとして「日本理化学工業」が上げら

れると思います。５０年にもわたって知的障がいのある人達を多数雇用し、今や従業員７５名（全社）中、

５４名が障がい者と言うように、社会的弱者と言われる人達に働く場所と、生きがい・働き甲斐、そして

人として立派に自立する機会を提供し続けている素晴らしい会社です。 
しかし、滋賀県にも同社に勝るとも劣らない、大切にしたい会社があります。今回はその会社を御紹介

したいと思います。 
湖南市石部にある「株式会社 川合製作所」は、従業員２５名の内８名が障がいを持っている社員さん

で構成されています。実は同社の障がい者さんとの関わりはそれだけではありません。近隣にあり、現在

２０名の方が通所している、障がい者授産施設の開設にも大変尽力されてきました。その施設、いしべ共

働作業所の生みの親とも言えるのが、川合製作所さんなのです。 
話は４３年前にさかのぼります。現在の川合製作所の川合充彦社長のご尊父、川合末次郎氏が昭和４２

年（１９６７年）に、現在の工場から野洲川をはさんだ対岸の場所（湖南市正福寺）で創業されたのが、

川合製作所さんの歴史の始まりでした。 
末次郎氏は、当初ご兄弟と一緒に自転車を販売する仕事をしておられたそうですが、一念発起され独立

開業されました。最初に手がけられたのは県内の鍛造企業の下請けとして、鍛造した加工物のバリを削る

仕事でした。おりしも自動車や機械と言った産業が、大量の鍛造による部品を必要としていました。 
鍛造と言うのは、金属の固まりを熱したり、あるいは常温で大きなプレスで圧力を加え、金属の組織を

硬く強くしたり要求通りの形に成型したりする加工方法です。型ではさんで強い力をかけますので、全体

が圧縮されどうしても型の合わせ目などにバリが発生します。これをキレイに削り取らないと製品になり

ません。末次郎氏の始められた川合製作所は、お客さんの信頼も得て順調に拡大して行きます。 
正福寺の最初の工場は自宅に隣接していた事もあり、すぐ手狭になってしまいました。そこで８年後の

１９７５年（昭和５０年）に現在の、湖南市石部に土地を求め、新しい工場を建てられました。これで増

え続ける需要に応えられると思いましたが、今度は極端な人手の不足に悩まれます。鍛造品は一般的に重

量の重いものが多く持ったり動かしたりするのに力が必要です。またバリ取りの加工は当然ですが、粉塵

が発生します。作業の環境としては、お世辞にもキレイとは言えないものでした。当時でも、今で言う３

Ｋ（危険・汚い・きつい）の仕事でしたから、なかなか人は集りにくかったようです。 
さらに石部の新工場の回りは、見渡す限りの林や田畑。民家からも大分離れている辺鄙なところでした。

今でこそ、付近に住宅も出来、車も通る場所になっていますが、当時は本当に人通りの無いところだった

ようです。 
人手不足に悩まれた、末次郎氏の目にたまたま映ったのが、付近の野山を楽しげに散歩する一行だった

そうです。「いったいあの子達は何者や？」と思った末次郎氏は、色々調べて、付近にあった近江学園（滋

賀県の障がい者福祉の父といわれる糸賀一雄氏らにより設立された県立児童福祉施設）の生徒達であるこ

とを知ります。 
行動的な末次郎氏は、早速近江学園におもむき、卒業生の就職を要望されます。当時、養護学校などの



 

卒業生を受け入れる企業はほとんど無く、まだまだ授産施設も無い時代でしたから、学校側としてもたぶ

んずいぶん驚かれたのではないかと思います。末次郎氏のこの行動力と、人間を色眼鏡で見ない姿勢は、

今日の私達も大いに学ぶべき事ではないでしょうか。 
とにもかくにもこうして川合製作所さんの、障がい者と健常者が共に働く経営がスタートしました。現

在の川合充彦社長は、末次郎氏の次男です。正月などの休みに、末次郎氏が障がい者の社員たちを自宅に

招待していたのを記憶されています。末次郎氏は「どうや、普通の子と全然違いあれへんやろ。仕事も一

生懸命するし、ほんまに助かってるんや」。しかし、屈託なくニコニコと笑い、駆け回る彼らを見て、充彦

氏は「違うわ」と正直に思われたそうです。障がい者と健常者が共に働き、共に生きるという事は大切な

事ではあるけれど、乗り越えるべき課題も多いのが事実でした。 
 
父と子の葛藤、そして和解 
川合充彦社長は、昭和５２年（１９７７年）に高校を卒業され、他の会社に就職されます。 
お父さんの会社ではなく他社に就職された事について「とても勤まらないと思った」と述懐されます。

当時の川合製作所さんは、障がい者の方と高齢者の方が多く、若かった充彦氏は彼らにどう接してよいか

想像も付かなかったと言います。父・末次郎氏もそれについては何も言わず、充彦さんの意思に任せてく

れたそうです。 
しかし、４年後に転機が訪れます。父・末次郎氏が充彦さんに会社を手伝ってくれないかと相談をもち

かけられたのです。充彦氏もまだ２２歳と若く、あまり深く考えずにお父さんの言葉に従ったそうです。

そうして家業である、川合製作所に入社した充彦氏でしたが、おおいに後悔されたそうです。やはり現実

に、高齢者と障がい者ばかりの現場に飛び込んで見ると、ほとんど口もきけない状態になってしまいまし

た。 
それまでの４年間のサラリーマン生活では、調達の仕事をやっていましたが、そんな経験はなんの役に

も立ちませんでした。おおきな挫折を感じた充彦氏は、３ヶ月で会社を飛び出し、単身大阪に向かわれま

した。まったくの新天地の大阪で一からやり直そう、そういう思いだったそうです。何とか職を得て、大

阪での生活が始まりますが、心は落ち着きません。本当に自分はこれでよいのか、自分はどうすべきなの

かと悶々とする日々で、何時しか毎晩のように赤提灯のノレンをくぐり憂さをはらすだけの日々が続きま

した。 
そんな中で、また大きな転機が訪れます。両親と同居していたお兄さんが、大阪まで訪ねて来られたの

です。その用と言うのは、充彦さんに滋賀に帰って両親と同居してくれないかという事でした。まもなく

めでたく結婚することになったお兄さんは、結婚の相手も長女の方だったので家を出ざるを得ない、充彦

さんに帰ってきて両親と一緒に暮らしてくれないかと言うたのみでした。大阪に来て早２年。完全燃焼で

きずにすごしていた充彦さんは、そのお兄さんの依頼に応えます。 
そうしてまた実家に帰ってきた充彦氏でしたが、それを機に川合製作所に帰る事はしませんでした。ま

だとてもそのような気にはなれなかったと思っておられたそうです。そしてまたサラリーマン生活を始め

られます。同居してはいますが、お父さんも何も仰らなかったそうです。 
今度の会社はプラスチックレンズを加工している会社でした。充彦さんはすぐにそれらの機械の扱いを

マスター。６ヶ月ほどすると、その会社の機械を買い取り、自宅横の以前の工場が空いていたので、そこ

に機械を設置し独立してプラスチックレンズの加工を始められます。昭和６０年（１９８５年）、充彦氏２

５歳の頃の事です。この仕事も順調に進み、働く事に自信が持ててきた充彦さんと、「川合製作所」との距

離は少しずつ縮まってきます。 



 

石部の本体の工場の方にも顔を出すようになり、少しずつ部門を見るようにもなって行きました。川合

製作所の方も、高齢者の人達がじょじょに定年などで居なくなり、若い世代に交替していたことも原因の

一つだったようです。「もしかしたら、あれもこれも父親のシナリオ通りかもしれませんね」と苦笑する川

合社長ですが、こうなった後の末次郎氏の動きはすばやく、見事なものでした。 
徐々に仕事を充彦氏に渡して行き、実質的な会社の運営や経営を充彦氏にほとんど任せてくれるように

なりました。「確かにオヤジに対する反目もありました。意見の衝突することもたびたびでした」と言われ

ますが、そのような父と子の関係を察して、鮮やかに身を引く決心をされたお父さんの英断と愛情だった

のではないでしょうか。 
 
授産施設や生活ホームも作ってしまう 
話は川合製作所さんの障がい者雇用に戻ります。 
前述のように昭和５３年（１９７８年）頃から始まった、障がい者雇用は、現在ではすでに定年を迎え

た人が居られたのを始めとして、勤続年数が１０年～３０年の長きに渡って就労され、会社に無くてはな

らない貴重な存在となっておられます。 
今日では滋賀県自体が熱心に、障がい者の就労支援をしています。 
しかしＨ１７年～Ｈ２１年の一般企業への新規就労が２３０名であったのに対し、平成２１年度だけの

離職者が１１５名（５０％）にものぼっている実態があります。（県・自立支援課）実際には、困難な面が

あるという事を良く理解しなければなりません。そのような困難を克服して、障がい者の方の成長を実現

し、共に生き、共に働く会社を創り上げてこられたので、川合製作所さんも日本理化学工業も私達に大き

な感動を与えてくれるのだと言えるのではないでしょうか。 
先代の末次郎氏が障がい者雇用を始められたときは、回りから無理解と非難の嵐だったようです。 
「そう言う事（障がい者の雇用）に素人が手をだしたらあかん」と言う声は当時としては決して、無理

解な声ではなかったのでしょう。現在ではジョブコーチの方が居られて、就職を希望する障がい者の方と、

受け入れを考えている企業との間で、適正、企業が心得るべき配慮などを丁寧に見極め、サポートしてい

ただけます。また就職したら終わりではなく、その後も必要に応じて定期的に企業を訪問。本人、企業双

方の経過観察もしていただけます。 
もちろん川合製作所さんが、障がい者のみなさんの雇用を始められた当時はそんなサポートは影も形も

ありませんでした。全ては企業の努力に任されていたのが現実でした。健常者の社員でも同じですが、面

接や試用期間ではなかなかその人の本当の事は判りません。本人も、会社も、養護学校も大丈夫のつもり

で、就労したのだけれど、やはり集中力が続かない、危険があるなど正常に仕事を続けられない場合も少

なからずあったと言います。 
しかし、だからと言って、解雇してしまうと彼らはとたんに行き場に困ってしまいます。当時、障がい

者の人達の中には両親に捨てられるように養護学校に入ってきた子供たちも沢山いたそうです。天涯孤独

のこの子達を、あてにした仕事ができないからと言って放り出してしまう事は、川合製作所にはとても出

来ませんでした。 
そこでやむなく、会社の敷地内に別棟を作り本体の仕事に従事するのが難しい人には、そちらで軽作業

をしてもらうことになりました。実はこちらで働く障がい者の方の方が多く、両方あわせると２０名くら

いは居られたようです。この施設は昭和６２年（１９８７年）に企業内作業所の認定を取る事が出来まし

た。しかしその後、同一敷地内での企業内作業所の設置が認められなくなります。この場合でも、川合製

作所さんの辞書に障がい者の方を切り捨てるという文言はありません。この子たちの人生を丸ごと引き受



 

ける強い決意が次の驚きの対応につながります。 
なんと新工場建設のために入手していた土地に、建物を建てそこを授産作業所としてこの子たちを受け

入れることにしたのです。現在ＮＰＯ「いしべ共働作業所」として運営されている施設の原型がここに誕

生します。先代の川合末次郎氏もこの施設の代表を勤められ、その後も障がい者の方の働く場を維持し発

展させていくため長きに渡って骨を折られてきました。そして、さらに驚くべき事は川合製作所さんが生

活ホーム（グループホームの前身）まで作ってしまわれたことかも知れません。 
 
出来ないことを出来るようにする 
前述のように当時は身寄りのない障がい者の方も多く、働く場を保証すると言う事は取りもなおさず、

生活する場をも保証しなければならないと言う事だったのです。 
今でこそ滋賀県では障がい者の方たちが共に暮らすグループホームは各地にでき、運営されていますが、

昭和５８年（１９８３年）当時はほとんど皆無と言っていい状況でした。 
会社で働いてくれている障がい者の仲間達に生活する場を提供しようと言う事で、福祉関係の先生方の

力をかりて、会社の建物に隣接して生活ホーム「あいふる荘」を建設します。同時に７名の社員が「あい

ふる荘」に入居。キーパーさんが家事を引き受けてくれ、その援助を受けながら新しい生活を始めました。 
しかし、充彦社長は何か違和感を感じます。 
「あいふる荘」で暮らすメンバーの仕事に対する集中力が一向に伸びないのです。それどころか仕事を

サボる姿も見え隠れします。「なんでやろ」と考えた川合社長は、キーパーさんたちにある提案をします。

「これからは、この子らに調理や後始末をさせてくれませんか。彼らの出来ない事を、出来るようにする

のが、私達の役割なんではないでしょうか」川合社長のこの提案は、当然ですが善意のキーパーさんたち

の反対にあいます。 
それでも川合社長は熱心に説得を続けます「毎日、上げ膳、据え膳で何もしなくてもよいなら、彼らの

自立する気持ちはそがれてしまいます。彼らにもきっと出来るはずです。是非やらせてみてください」川

合社長は口で言うだけではなく、万一に備えて消火設備を設置されました。 
また、食材を配達してくれる業者を探してきたり、風呂やコンロなどのマニュアルも文字の読めない人

向けに絵でわかりやすく作るなど具体的な努力を積み重ねます。キーパーさんたちも半分は理解してくた

のでしょう「しょうがないわ」と言う事で川合社長の思いを通させてくれました。 
そしてこの川合社長の信念が事態を大きく変えて行きます。７名の利用者はそれぞれ、文字が読めなか

ったり、不器用だったりしますが、一方でそれを補いあうことも覚えて行きます。読める子が調理方法を

読んでやり、比較的器用な子が材料を切ったり、煮たりして何とか皆で自炊生活をすることが出来るよう

になって来たのです。 
川合社長も心配でしょっちゅう、「あいふる荘」の様子を見にいきます。たまに秋刀魚を刺身で食べよう

としていたり、妙な炒め物が出来ていたりでハラハラすることもありましたが、彼らは力を合わせて立派

に自立を始めます。火の元に関しても、キチンとしすぎるくらいキチンとした子も居て、口うるさく注意

して皆が気をつけます。 
このような生活の変化は、かれらの仕事ぶりにもはっきりと現れてきます。もう、サボったり、勝手に

仕事をやめたりするような事は見られなくなって行きました。この「あいふる荘」は、福祉関係のＮＰＯ

などが各地に立派なグループホームを建設していった事もあり、現在は利用されていませんがまだ、川合

製作所さんの敷地内に健在です。 
「障がい者の方と共に働くために一番大切な事は？」と言う質問に答えて川合社長は仰います。「たとえ



 

ば雨の日に、それが善意でも子供たちを車に乗せて送ってやろうとしない事です。この子らが死ぬまで毎

日それが出来ればかまいませんが、そうでなければ中途半端な善意は帰って彼らの依頼心を助長してしま

うことになります。」 
人をとても大切にする経営を４０年以上も続けてこられた川合製作所さんでは、もちろんですが障がい

者だけではなく、全ての社員さんが大切にされています。現在７０歳になるパートタイマーさんも居られ、

「本人が元気で働く気があれば何時までも働いてもらいます」と言う川合社長の言葉には本当の優しさと、

強さが感じられました。 
川合製作所さんは、現在、国産自動車のサスペンション（足回り）の海外向け補修部品を組み立て、梱

包する仕事を中心にしておられます。一つ一つの注文に仕向け先の国が明記され極小ロットの対応に追わ

れておられます。極端な場合は今日注文が来て、今日出荷と言うものがあるとか。また仕向け先が海外な

ので、部品や説明書の入れ忘れ、入れ間違いなどが発生すると大変な事になるそうです。 
２００８年のリーマン不況の影響は続いており、やはり２０％程度売り上げは落ちたままとのことです

が、福祉の補助金を当てにするのではなく、会社も、そして障がい者の皆さんを含む社員もキチンと自立

して行こうとされています。また社員もそのような会社の思い、置かれている現状をよく理解して見事に

仕事をこなしてくれています。 
 
これからも厳しい経営環境は続くと思われますが、人を大切にすることをまっすぐに続けてこられた川

合社長と、それに応えて立派に成長した子供たちの力強いキズナは決して壊れる事はないと思います。滋

賀にあった、こんな素敵な会社に心の底からエールを送りたいと思います。 



 

まとめに換えて 
滋賀県中小企業家同友会・組織活性化委員会ではこれからも、県内の会員企業を中心にして「滋賀でい

ちばん大切にしたい会社」を紹介して行きたいと思います。 
今回の３社を訪問し、お話を伺って気づいた事は、それぞれの経営者の皆さんは決して肩に力が入って

いない、極めて自然体だと言う事です。「大切にしたい会社って、ウチが？？？普通の事をしているだけで

すけど・・」と言うスタンスなのです。そして、まさにこれが本当のことだと思います。「金」「成長戦略」

「勝ち負け」「効率第一」などと言う日々流し続けられるキーワードに迷わされ、社員を一方的に叱咤する

ことで、彼らの自主性や成長を壊してしまうのではなく、「人間尊重」と言う、しっかりとした軸をぶらさ

ずに生き、考え、経営するということの結果が３社の今日のありようとして実を結んでいることに他なら

ないと思います。 
そして、いずれの会社も力強い経営をされています。確かに戦後最悪の不況の真っ只中ですが、経営者

は誰一人として弱気になっておられませんでした。むしろ言外に力強ささえ感じたものです。企業が一番

必要とされるものは、一時の巨大な利益ではありません。「株主」はもしかするとそれを喜ぶかも知れませ

んが、社員、その家族、取引先、金融機関などの関係者は「継続」をこそ求めています。企業は何より社

員の生活の場であり成長の場です。 
坂本先生の言われる「企業が使命と責任を負う５人」の筆頭である社員にどう、まっすぐ目を向け経営

をしていくかが問われていると言えます。そして、それは決して特別な事ではありません。意外に意識せ

ずに、心温まる経営をされている会員さんは多数居られると思います。是非、自信を持って自薦、他薦で

のご応募をお待ちしています。 
さらに、どの会社も完成しているということはありません。さらによくなる必要があります。 
「企業そのものは、より大きくなる必要はないが、常によりよくならなければならない」（ドラッカー）。

中小企業家同友会は今、国や地域に対して「中小企業憲章」「中小企業振興基本条例」の制定を要望してい

ます。実はこの「中小企業憲章・草案」こそが、人間尊重の経営を横糸として、私達が目指すべき縦糸―

「よくなる」の具体的内容を明らかにしています。 
滋賀同友会では、この「憲章」「条例」制定への取り組みの一環として「モデル企業認定制度」をスター

トしています。「憲章」や｢条例｣は制定することが目的ではなく、このように素晴らしい経営を目指してい

る企業を支え、増やし、その結果として地域経済や地域そのものをよりよいものにして行こうという企業

家のマニフェストに他なりません。「滋賀でいちばん大切にしたい会社」のいまひとつの、判断基準として

提起させていただきたいと思います。 
是非、こちらもご一読いただき、多くの会社が、「中小企業憲章・草案」に示された企業のあるべき姿を

目指していただければ幸いです。 



 

滋賀同友会「モデル企業認定制度」への取り組みについて 
２００９．１０．２６． 組織活性化委員会 

始めに） 
 中同協は「モデル企業を多数輩出していますか？」という事を、各同友会に対して提起しています。モ

デル企業の輩出は、その企業自身にとってブランド価値が生まれ、社会的に認知された企業として外部

統制が働きます。また地域にとっては、企業が具体的な行動や姿を通して地域貢献することで、雇用や

地域振興の支えとなります。またこれから「指針経営」の確立を目指す企業にとっては自社の「理念」

の外部発信の具体的な目標・指標として役立ちます。一朝一夕に確立するものでは無いかもしれません

が、制度として浸透・定着することにより、滋賀同友会と会員企業、そして地域にとって非常に有意義

な取り組みとなると言えます。 
概要） 
 同友会理念、労使見解に基づく企業作りを進めている企業を滋賀同友会が認定し、広報する。 
認定） 
 自薦あるいは、支部、委員会からの推薦により理事会が判断し、認定する。認定期間は特に設けないが、

認定年度を明記し、原則として年次更新する。認定された企業は、モデル企業として各種取材、報告な

どの依頼を受ける。このような取り組みに対して滋賀同友会は一定の援助を行なう。また同友会が発行

する「モデル企業認定マーク」を自社のパンフレット、ＨＰなどで使用することが出来る。 
 認定の基準については別途定める。 
 モデル企業の認定の際には、指標項目のどれに当たるか（あるいは複数の項目）、具体的にどのような取

り組みがなされているかなどの認定説明を伴うものとする。 
 認定の前提として下記の項目が求められる。 
 ・最近において、反社会的・非社会的な企業行動が認められないこと。 
 ・健全な財務体質を有していると認められること。 
 ・創る会卒業生か、それと同等の理念を有していること。 
モデル企業カテゴリー） 
 モデル企業とは、下記のいずれかのカテゴリーに於いて、社会的に認知されていると認められる企業を

言う。重複申請も可能ですが、それぞれ個別に審査します。 
１） 「暮らしに根ざす仕事を生み出」す努力をしている企業。 
２） 地域において雇用を積極的にすすめている企業。 
３） 地域、社会、文化の発展に貢献している企業。 
４） 企業の連携、連帯に尽力している企業。 
５） 社員共育に尽力している企業。 
６） 世界の中小企業と連携・共生を強めている企業。 
７） 地球環境の保全に貢献する企業。 
８） 女性、障がい者、高齢者、外国人の雇用を進め共生社会を目指す企業。 
９） 農林水産業の振興に寄与する企業。 
１０）社会教育に積極的に参加する企業。 
１１）伝統的技能、技術を承継する企業。 
認定基準） 



 

共通項目 ・過去５年以内で、反社会的・非社会的な企業行動が認められないこと。 
     ・過去３期中、２期以上が黒字である事。 
     ・企業経営の中身が同友会理念に基づき一定の基準に達していること。 
個別項目 それぞれのモデル企業カテゴリーにおける備えるべき要件 

１）その取り組みがマスコミなどで取り上げられている事。（あるいはそれにふさわしい内容で

あること） 
     ２）派遣社員比率が３㌫以下の事。毎年定期または臨時採用をしている事。退職率（期末人員

／期首人員）が＋であること。 
     ３）単独で、あるいはグループの中心となって地域貢献事業を進めていること。寄付行為だけ

では該当しない。 
     ４）同友会、組合、新連携、行政支援対象企業グループなどの中核を複数年以上になっており、

来年度も継続するよていである事 
     ５）社内で、全社員を対象とした共育システムがあり、毎月２時間／人以上開催されている事。 
     ６）海外の企業と単なる取引だけではない定期的な交流があり、５年以上継続している。 
     ７）環境マネジメントシステム（ＩＳＯ、ＥＭＳなど）を認証取得しており、さらに特徴的な

環境改善活動を推進している。 
     ８）障害者雇用率５㌫以上、または、女性役職者が複数名存在する、または６５歳以上で１年

以上の期間の雇用契約を結んでいる社員が複数名存在する。また、それぞれが継続するた

めに特徴的な取り組みを行なっている。 
     ９）農林水産業に携わっている、あるいは関連の商材を扱っていると言う事ではなく、農林水

産業の抱える課題を解決するための取り組みをビジネスとして、あるいは地域貢献として

取り組んでいる事。 
    １０）学校での中小企業問題などを含めた、教育事業に携わっている、あるいは自社（グループ

を含む）で地域の構成員に対する社会教育事業に携わっている事。ビジネスとしての教育

事業のみは省く。 
    １１）およそ１００年を超えて続いている業種・製品を、基本的に維持・継続してきており、今

後も革新をしながら、維持・継続しようとしている企業。 
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