
〈面談者からの声〉
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多様性に富んだ組織で、
新しい時代と価値を創造

未来塾

　経営層と若手・中堅社員の語らいの場づくりと視野拡
大を目的として希望者を募り、第一期「未来塾」を住江織
物(株)本社ビルにて開催いたしました。
　第一期は3回開催とし、参加した18名の社員は自己紹
介と意気込みを発表した後、1回目と2回目は経営層か
ら、会社の歴史や業界の動向、今後の展望、大切にして
いる考え方や言葉について経験談を交えての講義を受
けました。3回目は「10年後の自分達のために、今から何
をするか」をテーマに個人発表を行い、社長よりアドバイ
スがありました。
　また、社長を囲む場を設けて様々な話を伺い、日頃
経験することの出来ない貴重な場となりました。最後に
参加者からの質問を受け付け、後日経営会議より返答が

次世代育成面談

　住江織物(株)の入社1～5年目の若手社員39名を対象に、「次世代育成面談（グループ面談＋個人面談）」を実施いたしました。
個人面談では、面談者（執行役員or顧問）と、日頃抱いている疑問点や将来についてのやりとりを1時間半ずつ行いました。

　次年度以降も、若手社員の面談を継続的に実施し、次の100年を担っていく若手の成長と、
それを後押しする体制づくりに重点を置いて進めてまいります。

働きやすさアンケート（社内意識調査）2016

シニア社員の活躍

　「人材育成・活性化」をCSR中期計画の実施項目の一つとし、次世代を担っていく人材の育成と
働きやすい職場づくりに積極的に取り組んでおります。性別、国籍、年齢を越え、社員一人ひと
りの個性や能力が発揮できる住江織物グループを目指してまいります。

特集③ 人材活性化と女性活躍推進

現在の仕事内容を教えてください
　船社の手配から輸出に関するすべての管理や、インボイス・
パッキングリストを作成するための重量測定、輸出梱包なども
行っています。時には海外への出張も行きます。メインは中国で
すが、先日もベトナムへ行き、ハノイとホーチミンでの施工講習
会を開催し、「空気を洗う壁紙®」の消臭実演を行ってきました。
　4年前にはモンゴルの販売店様から依頼があり、テレビ局9社
と新聞社2社に出演、消臭実演を行い生放送での電話相談もあ
り、とても貴重な体験をさせていただきました。

どのように海外の取引先を増やしてきたのですか？
　なんといっても人脈です。ご存じのように特に中国ではメンツ
と人脈がモノを言うお国柄ですので、人との繋がりは大事だなあ
と実感します。ベトナムは昔の日本のように、今から成長していく
何とも言えない活気があります。建物の内装はまだまだ塗装で
すが、これからどんどん壁紙のニーズが高まってくるでしょうね。
20年前の中国のようで今がチャンスだと思います。

今までで1番心に残っていることを教えてください
　昭和62年に広島営業所長になったとき、当社が代理店様に

紹介した内装工事店が倒産してしまったことがあり、代理店様
には本当に迷惑をかけました。集金も遅れ売上もダウン、経営
者との会話もなく、それから信用を回復するのに必死な毎日で
した。最終的には、前以上に目を掛けていただけることに。大変
でしたが、「雨降って地固まる」とはこのことだと思いました。
得られるものも多い経験だったのかなと思います。

好きな言葉はありますか？
　「師匠は場数」という言葉をモットーにしています。クレームは
こなすだけ成長すると本気で思っています。また、「らしいです
ね」という曖昧な表現は大嫌いで、何でも「ほんまかいな」って確
かめる主義です。壁紙をきれいに剥がせるかやってみたり、機能
性はどのくらい効果があるのかと実験してみたり。とことん納得
してお客様に胸を張って説明、「説得力」＝「情熱」、自ら研究する
ことが大切だと思っています。今でも絶対譲れないところですね。
シニア社員になってからもこの姿勢は変わりません。

これからのことを教えてください
　やりたいことはまだまだたくさんあります。今までの人の繋が
りからできたビニール壁紙の上に直貼り可能な糊や、フリース
（不織布）壁紙の販売など。シニア社員を卒業する時には、今の輸
出業務やノウハウはしっかり引き継ぎたいとも思っています。

〈関連部署の社員からのメッセージ〉
　友本氏とは、「空気を洗う壁紙®」の立ち上げ・販売時から一緒に
仕事をしております。インソールに壁紙を使い体感されたり、自ら
即体感できる消臭デモキットを作り上げ、国内外いかなる場所で
も消臭実演されたりと、何事にも積極的かつ前向きに仕事をされ
る姿は大変勉強になります。またお客様やクレーム先でも、信念
を曲げず、かつ相手に嫌な思いをさせず進められるのは、温かい
人柄のためだと感じております。これからも友
本氏の「情熱」「人柄」「行動力」を見習っていき
たいと思っております。

昭和50年 

平成  9年
平成15年

平成25年 

中途採用で入社、広島営業所勤務
四国担当となり松山出張所を開設、
その後再び広島勤務
首都圏営業開発部次長 
大阪営業開発部部長、近畿中日本営
業部部長を経る 
定年  現在は輸出業務に専念

　2016年3月に「働きやすさアンケート2016」を実施し、
住江織物グループの約80％にあたる社員の声が集まり
ました。
　結果、「長く働きたい気持ちが強いか」という問いに対
し、前回2014年に実施した数値よりも向上いたしました。
　総合的な満足度についても、比較的高く（2.75ポイン
ト）、CSR活動の取組みの効果が徐々に出てきているので
はないかと考えております。
　今後も、重点テーマである「ハラスメント防止」「労働時
間の是正」「女性活躍」について継続的に取り組むととも
に、社員の活性化に繋がるよう、アンケート結果を反映
させてまいります。あるなど双方向の意見交換が行われ、参加者からは「経

営層の生の言葉を聞いて心に響いた」「自分を見直す機
会となった」「他部署の参加者と交流出来てよかった」な
どの感想がありました。
　未来塾全体に対する平均満足度は5点満点中4.28
点とおおむね高い評価で、次回以降は参加者を全国か
ら募集できるよう拡大し、引き続き開催していこうと考
えております。

●世代・経験値・視点の違う方からの面談は刺激に
なった。

●自分の考え方、仕事に対する姿勢を見直す機会
になった。

●現在携わっている業務を極め、次のステップに
進んでいきたい。

● 女性から、長く続けたい、両立させたい、上司、
先輩からのサポート、アドバイスを望むとの声も。

●「成長」＝「変化」とした場合、彼らに期待するため
に会社は何を用意すべきか。

●学生時代から鍛えた頭脳を発展的に業務に活か
すため、不足部分の補完・改善が最優先課題。

●経歴年長者が彼らに継承してもらいたいものを
話す場としてとても有意義。

●マン・ツー・マンで話すことが人材育成の基本部
分であることを実感。

〈若手社員からの声〉

ルノン(株) 近畿圏営業開発部
友本 益巳

住江織物(株) テクニカルセンター
開発部 グループリーダー
宮村 佳成

テレビ番組へ出演（モンゴル） 講習の様子（ベトナム）

7割の社員が
肯定的な
意見

■ あなたは今の会社で長く働きたい気持ちが強いですか？

そう思う
27.8%

どちらかと言えばそう思う
42.5%

どちらかと
言えば

そう思わない
20.3％

そう
思わない
9.4％

4点を満点とした
指数 2.89

そう思う
どちらかと言えばそう思う
どちらかと言えばそう思わない
そう思わない

4点
3点
2点
1点2014年度：2.72から0.17点UP!
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①入社した年
②入社した理由
③仕事内容と、面白さを感じている部分
④住江のここが好き
⑤仕事終わりは○○しています

⑥私の特技
⑦私を色で表すと…
⑧最近のマイブーム
⑨お勧めする地域のおすすめスポット
⑩他の住江グループの社員にひと言

こんなことを
聞きました！

海外現地社員の声
　住江織物グループの海外拠点は6か国13拠点(米国、メキシコ、中国、タイ、インド、インドネシア)
に拡がっており、様々な経験や価値観、視点を持った現地の社員がグループの一員として働いてお
ります。今回は、メキシコ、中国、インドネシアの現地社員の声をお届けいたします。

①2003年7月
②住江は、給与面の魅力だけでなく、仕事を通
じて能力を向上し、自己実現ができる土俵が
あるため
③私の仕事はお客様の要求に基づいて製造部全
員で品質、コストに優れた製品を製造すること
です。一番嬉しいのは、自分の努力で部下の仕
事の効率が上がり、円滑な運営が出来た時です。
④住江には、クールなようで、情に厚い人間関
係があるところ

製造部
高 峰（Gao Feng）

⑤家族と一緒に散歩
⑥中国料理をつくること
⑦黒色(黒色は他の色を覆うことができる一方、
他の色に変えられない。また、古典的な色です。)
⑧散歩
⑨蘇州の最も良い場所は｢蘇州園林｣と｢街の
緑｣です
⑩有付出就有收获、享受工作带来的乐趣!（努力
すれば成果があります。仕事を通じて自信を
育みましょう！）育みましょう！）

中国：蘇州住江織物有限公司（SSO）

①2010年2月　
②大学で日本語を勉強していましたので、日系
企業の入社を希望していました。仕事内容
は初めてのことばかりで、入社してから色々
と学びました。この仕事が好きです。
③営業ですから、開発とお客様へのサービスが中
心です。新しい仕事に挑戦するのが面白いです。
④快適な仕事環境と調和のとれた人間関係
⑤テレビを見たり、読書したり、運動しています
⑥持久力があり、積極的なタイプです。他人

営業部
徐 岩（Xu Yan）

　を助けるのが好きです。
⑦希望と生命力を持っている緑
⑧旅行と読書
⑨沙面（西洋風館）、広州タワー、紅砖厰（手作
り工房）
⑩为了遇见更好的自己、请别放弃、继续努力 

(^ω^)（よい自分に出会うため、あきらめな
いで、頑張ってくださいね）

中国：住江互太(広州)汽車繊維製品有限公司（SPM）

①2014年12月
②私にとって自動車向けテキスタイル産業
での新しい仕事の経験はエキサイティング
だったため
③営業と新規プロジェクトの担当です。全ての
既存のお客様と未来のお客様の担当窓口で
す。STM内の全てのチームからの情報収集
とチームへの情報展開を行っています。新し
い挑戦と達成により毎日が面白いです。
④業界での長い歴史と住江グループが生産す
る全ての製品を特長づける最高の品質
⑤子供たちと遊んだり、オンラインでチェスを
楽しんでいます

⑥緊急時や特別なシチュエーションにおける
適切なマネージメント
⑦白です(他の色に混ざることが出来て、いつ
でも周りの人を助けることが出来るから)
⑧より正確な見積りを提出することができるよ
うに全ての工程と材料について勉強すること
⑨El Torito Steak　ローカルレストランです。
色々な料理があり、それほど高くなく、家族や友
人との食事中子供たちが遊ぶ場所もあります。
⑩¡Ama a tu prójimo como a ti mismo y 
a Dios sobre todas las cosas y 
Siempre persigue tus sueños!（隣人を
自分自身のように愛し、全てのことの上にあ
る神を愛し、いつでも貴方の夢を追いかけ
ましょう！）
る神を愛し、いつでも貴方の夢を追いかけ

メキシコ：Suminoe Textile de Mexico, S.A.de C.V.（STM）

①2014年8月
②住江は大きい会社なので
③QC（Quality Control）としての仕事と品
質関連書類のマネージメント
④住江にはすばらしい従業員がいて、良いマ
ネージメントがされていること
⑤ゲームをしたり、音楽を聴いたりしています
⑥料理上手です

⑦赤と白※の良いコンビネーション
⑧音楽にはまっています。音楽を聴いたり演奏
することが好きです。
⑨Tangkuban Perahu Mount, Bandung 
Indonesia（タンクバンプラフ火山）
⑩Tetap semangat dan berikan yang 
terbaik untuk SUMINOE Group（志を
持ち続け、住江グループのためにベストを
尽くしましょう）

インドネシア：PT. Suminoe Surya Techno（SST）

営業部
Fidencio Soto

品質管理部
Asep Juliana

※インドネシアの国旗は赤と白で構成されています。赤は勇気を、白は純潔を表しています。
　我々はこれらの色のコンビネーションに誇りをもっているから。 

特集③ 人材活性化と女性活躍推進
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女性社員の活躍

「ゼロからつくり、手掛ける喜び」
　幼い頃から布の手ざわりが好きで、前職でインテリア
商品の販売をしていた経験もあり、役に立つ場があるので
はと入社しました。現在はcucan(クーカン)というインテリ
アショップのWeb販売の統括をしており、具体的には売上
げの管理や商品の企画、サイトのレイアウト、メンバーのマ
ネジメントなどを行っています。新しい商品を作って撮影す
る時には、1日に30カット撮ることもあり本当に大変です
が、思ったままを形にでき、市場に打ち出せるのは楽しいで
すね。そして、立ち上げから携わってきたブランドがお客様
に支持されていくのはおもしろく、やりがいを感じます。

「より強く感じるお客様の存在」
　商品をお使いいただくお客様の存在を常に心におい
て仕事をすることを心掛けています。メールやお手紙な
どでお礼の言葉をいただくと「商品をお届けできて喜ん
でいただけたんだ」とお客様との距離を近く感じられま
す。入社してから配信を続けているメルマガなどでこれ
からもお客様との接点を大切にしたいと思っています。

「これからの夢・・・」
　「インテリアならcucan(クーカン)」と選んでいただける
ようになるのが夢です。直営店ともっとこう連動したら良い
のではと考えたり、上司に相談したりといつも模索してい
ます。上司には広い範囲で采配を取らせてもらえているこ
とに感謝しています。私
の部署には子育て中の
社員も複数います。より
仕事がしやすいよう長い
スパンで仕事を任せる
など、一緒に夢に向かっ
て進んでいきます。

当社が掲げた目標は、以下の3つです。
①女性採用比率アップ
②継続就業とキャリアアップができる仕組みづくり
③働きやすさアンケートの女性活躍に関する結果向上
この一環として行っている取り組みをご紹介いたします。

(株)スミノエ リビング部
新規事業部 課長
２００７年入社
大島 恵

「使命感持って、商品を送り出す」
　注文を受けて効率よく物を運ぶという「物流」が昔から
好きでした。住江物流には、別の物流会社に勤めた後
2009年に入社し、現在は近畿センター長としてセンター
の運営をしています。収支や現場の管理が中心で、効率
化を考えたり、営業や運送会社との交渉、クレーム対応な
どを行っています。住江の開発、製造、販売という一連の
流れの中で、お客様に商品を送り出す「出荷」という最後
の大切な役割を担っていることに誇りを感じます。

「チームワークで乗り越えていく」
　物流で大事なことは事前準備だと思っています。効率
よく、間違いなく出荷するためにはどうしたら良いか、情
報はオープンにして意見を出し合い、商品の置き方の見
直しや移動に取り組んでいます。物流というのは目に見え
る「形」が残らず、日々の喜びを実感として持ちにくい業務
だと思いますが、皆が真剣に考えて一丸となっている姿
を見ている時が、私が一番嬉しさを感じる瞬間です。

「支えてもらった感謝の気持ち。次に私ができること」
　センター長に任命された時、何をすればいいの？私で
いいのかな？と迷う気持ちもありましたが、挑戦できるい
い機会だとも思いました。まだまだわからないことも多
く勉強の日々ですが、上司や周りの人に恵まれ、今こうし
て仕事ができていることに感謝しています。他のセン
ター長と同じことをして
もダメだな、私らしいこ
とって何だろう？と思っ
て決めた、目配り、気配
り、心配りの意識はこれ
からも持ち続けていき
たいです。

■「女性活躍サポート・フォーラム」への参加

■女性活躍推進講演会
　2016年1月に21世紀職業財団 岩田喜美枝会長※を
講師にお招きし「女性活躍推進講演会」を開催いたしまし
た。午前中は冒頭の吉川社長の挨拶を皮切りに、経営層・
管理職が働き方の見直し、女性社員の育成などの講義を
受けました。午後は女性社員を対象に、両立についてや
講師の経験談などが語られました。参加した社員からは
「生産性の高い働き方を改めて意識したい」「ジャスト
フィットの育成の話が印象に残った」「今後の人生やキャ
リアについて考えたい」という感想が多く聞かれました。
 今後も女性活躍に関する啓発を継続して行い、女性社
員がやりがいを持って長く働ける職場環境づくりに取り
組んでまいります。

■仕事と子育て 両立支援マニュアル
　出産・育児・職場復帰の際に利用できる制度や上司・同
僚が心掛けるべきことを紹介しております。規程の認知
や仕事と家庭を両立するヒントに
なることを目的としており、社内イ
ントラネットに掲載いたしました。
　今年度行われた6つの階層別研
修では女性活躍の啓発とともにマ
ニュアルの掲載と両立支援への取
組みを紹介しております。今後も
積極的に周知を進めてまいります。

　21世紀職業財団が主催する「女性活躍サポート・
フォーラム」に昨年より引き続き管理相当職2名と中堅
層2名の女性社員が参加しております。参加者のモチ
ベーションアップや能力向上はもちろんのこと、異なる
業種で働く女性社員との意見交換やネットワーク構築に
よる視野拡大を目的に、継続して参加してまいります。　

　２日間の日程で行われ、普段接点のない様々な業種
の女性が３５名集まった研修は非常に刺激的で良い経験
でした。外資系企業を経てから学者になられた女性の方
が講師だったので経験談も交えながらの講義説明は理
解しやすかったです。グループに分かれての議論も身近
な問題がテーマであったためかなり活発に行われ、自分
とは違う角度の見方・意見もあり視野が広がり勉強にな
りました。

（株)スミノエ 近畿ブロック
コントラクト3部3課 課長
杉浦 麻奈

　女性管理職対象のセミナーということでしたので、い
かにもバリキャリの女性ばかりだろうと緊張して参加しま
したが、意外にもほんわかとした雰囲気の方も多く、必ず
しも男性以上にガツガツと働く人がリーダーになる訳で
はなく、女性が管理職になるのは特別なことではなく
なっていると感じました。特に銀行系の女性躍進はめざ
ましいものがあります。異業種の女性リーダーと交流で
き、魅力的な方ばかりで非常に刺激になる2日間でした。

スミノエ テイジン テクノ(株)開発センター
デザイン部 グループリーダー　
渡邊 直子

〈管理職コース参加者の感想〉

インタビューをして感じたこと・・・

住江物流(株)
近畿センター長
２００9年入社　　　　　　　
木下 真奈美

※岩田喜美枝会長…1971年労働省入省、2003年資生堂入社。
　現在は日本航空（株）社外取締役、キリンＨＤ（株）社外取締役、
　（株）ストライプインターナショナル社外取締役の他様々な分野でご活躍。

吉川社長 挨拶

両立支援マニュアル

特集③ 人材活性化と女性活躍推進

　2016年4月に施行した女性活躍推進法に基づき、住江織物(株)と(株)スミノエは
行動計画を策定し、労働局への届出とHPへの公表を行いました。女性活躍を業績向
上のための重要項目と定め、3つの目標を掲げております。

女性活躍に向けた取り組み
さらなる成長を目指す2名の女性社員の仕事のやりがいや日々大切にしていることなどをご紹介いたします。

　インタビュー中、仕事や今後の夢について楽しそうに語る姿から、「この仕事が好き」という熱い気持ちが
伝わってきました。女性が働き続け、キャリアアップしていくには、仕事に自分なりの楽しさややりがいが
あることが大きな原動力になるのだと感じました。今後も働きがいを持つ社員が増えていくよう、女性
活躍に関する取組みを推進していこうと思いました。

岩田会長 ご講演




