
ランチタイムミーティング

ライン管理者による座談会

積極的でチャレンジ精神にあふれ、風通しの良い
風土を作るための継続的な活動体制構築

風土改革・意識改革

期待し、機会を与え、鍛えるしくみの導入（女性従業員
対象研修）、充実した育児支援制度を活かす運用面の
充実、面談、相談窓口の設置など

女性活躍推進
（個人の輝きアップ）

当社では2015年度に女性9名による課題検討チームを立ち
上げ、女性活躍推進のための諸課題について検討し、解決に向けた
提言を共有化しました。
当社の課題は男女共通のものが多かったことから、2016年度は、
女性のみならず、全従業員の活躍を推進すべく、男女10名による
「輝きアップ推進プロジェクト」を社長直轄の全社プロジェクトと
して設置しました。
プロジェクトは、「多様な価値観を持つ従業員一人ひとりが会社
のビジョン、方針に共感して働きがいを感じ、それぞれの立場で
考え、行動し、個性と能力を発揮して輝く。その一人ひとりの力を
結集することで部門が成長、会社がエクセレント・カンパニーへと
発展し、従業員が益々輝く。」という姿を目指し、2015年度の提言
も踏まえ、達成のために何が必要かを1年間かけて検討しました。

イメージアンケート
全従業員を対象としたイメージアンケートを実施し、それぞれが

考える「輝く姿＝ありたい姿」と現状を調査しました。921名の回答が
集まり、「輝く姿」と「現状の姿」にギャップがあることがわかりました。

ランチ/ティータイムミーティング
各事業所で、女性、男性、若手、中堅、シニアなど、立場ごとに4～5

名のグループに分かれ、「モチベーションが上がる・下がる時」、「あった
らいいなと思う制度」について議論し、最後に代表者が発表して参加
者で共有しました。全体では115名が参加しましたが、各グループで
活発な議論がなされ、従業員の生の声を聞く機会となりました。参加者
からも、さまざまな意見を共有することができた、他部署の従業員と
の交流や違う視点で考える気づきの場になったと好評でした。
モチベーションが上がる時としては、上司や周囲の承認、理解、
期待感や自身の仕事の達成感があがり、周囲、特に上司との関係性
が従業員の意欲向上のために重要であることが再認識されました。

ライン管理者アンケート・座談会
従業員のモチベーションアップの鍵となるのは上司であり、部下

の能力を最大限に引き出す上司の力が人財育成や部門の価値
向上に欠かせません。そこで、部下とのコミュニケーションやマネ
ジメントの悩みなどについて、ライン管理者全員を対象としたアン
ケートを実施しました。
このアンケートを踏まえ、職種、事業所別に4～7名ずつでの
座談会を実施し、計49名のライン管理者が参加しました。ライン
管理者同士が部下育成や職場の意識改革に向けた取り組みと
課題を共有し、障害となっていること、会社・職場に対する意見など
を語り合い、部下育成のヒントや悩みの共有、コミュニケーション
の重要性を再認識する場となりました。

輝き通信の発行
社長やプロジェクトのメッセージを伝え、風土改革、コミュニケー

ション活性化につながることを目指し、輝き通信を月1～2回、発行
しました。経営層のメッセージ、各調査結果の報告、輝いている従業
員（輝きビト）の紹介、従業員から募集した「輝き川柳」などを掲載
しました。

2016年度の答申
2017年4月に、個人・部門・会社が「輝く姿」になるための5つの

課題と課題解決に向けた、多岐にわたる施策や取り組みを提言しま
した。
この提言をもって、輝きアップ推進プロジェクトは解散し、管理
本部に引き継ぎました。2015年度に提言した課題の一部は、
2016年度にフレックスタイム制度の拡充、時間外勤務削減施策
など、具体的な対策としてすでに実施されています。2016年度の
提言についても今後は管理本部が中心となって具体策を検討し、
順次実行につなげていきます。

「“一人ひとりの輝き”を“会社の輝き”に」
このプロジェクトでは、「どうすればクレハ従業員が輝きながら働くことができるのか？」を徹底的に考えました。自分たちの考えだけでなく、
アンケートや座談会で生の声を聞くことで、クレハが抱える問題の本質を捉えることができたと思います。私は主に『輝き通信』の編集を担当
しました。通常業務との両立は非常に大変でしたが、従業員の皆さんの強い関心が後押しをしてくれました。これからも「輝くクレハ」を作る
ために皆で力を合わせていきます！

プロジェクト・メンバーからのコメント

樹脂加工事業所 技術部　輝きアップ推進プロジェクト・メンバー
佐山 弘典

女性活躍推進から全従業員の活躍を目指す社長直轄
プロジェクトまで、2年間、「従業員の輝き」を追求しました。
「原因の深掘りを！」という小林社長の檄（げき）に応えるべく、
メンバー一同、考え抜き、生の声を聞くために各事業所へ
と走りました。まじめで奥ゆかしいと言われることの多い
当社の従業員ですが、多くの人が仕事や会社に対する熱い
思いを語ってくれました。コミュニケーションを活性化し、
何でも言い合える信頼関係を築こうという取り組みが各
職場で始まり、大きな一歩だと感じています。

CSR推進本部 副本部長　
安全性研究・評価センター センター長　
管理本部長付

赤沼 三恵

輝きアップ推進プロジェクト
統括マネージャーのコメント

『一人ひとりが輝く会社』を
目指して

ティータイムミーティング

輝き通信

経営層を含む上司が部下と徹底的に対話し、ビジョン・
方針を各部門・個人に落とし込む

輝きアップへの課題 対応案
会社のビジョン・方針
の浸透・共有

働く場、働き方など個人の意志を尊重（社内公募、
時間単位有給休暇、在宅勤務の導入など）し、支援
（育児/介護制度の運用面の充実）するとともに
個人の成長を促す（目標明確化など）

従業員の主体性向上
（個人の輝きアップ）

人財育成が上司の最重要課題であることを全社で
認識し、マネジメント力向上策（評価者研修など）や
コミュニケーション活性化を進める

上司の人財育成意識醸成
と育成力向上
（個人、部門の輝きアップ）

「さあ、輝こう！ 一緒に。進もう！ 未来へ」
一人ひとりの輝きがクレハの力。
あなたらしい輝きを、
新しい挑戦を応援します。

プロジェクトからのメッセージ
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室長からのコメント

社員からのコメント

「地域とともに、共生と自立支援に向けて」
多様な人財が心豊かな社会を創る。
クレハグループは障がいのある方々を応援します。

株式会社さんしゃいんクレハは、障がいのある方々の社会参加
および自立支援を目的として2014年7月に設立された特例子
会社*です。従業員は21名で、そのうち障がいのある社員が12名
働いています。身体の障がい・知的な障がい・精神の障がいを持った
社員が、それぞれの個性を活かしながら協力して業務を遂行して
います。
主な業務は、クレハから委託された事務代行で、各種データ入
力、書類の電子化、社内郵便集配などを行っています。さらに、古
紙の再生にも取り組んでおり、クレハいわき事業所内で使用され
た紙を回収し、再生紙に作り直してクレハグループ内で再利用を
図っています。また、この再生紙で名刺・ノート・マニュアル小冊子
なども製作しています。資源の有効利用のほか、情報の漏えい防止
にも貢献しています。
※特例子会社：「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障がい者の雇用
の促進と安定を目的に設立された会社であり、一定の要件を満たす場合に当該子
会社で雇用された障がい者を親会社の雇用率に算入することが認められています。

「すべてのひとを、笑顔にするために」
笑顔のもとは健やかな身体と心から。呉羽総合病院
は、地域を笑顔にする医療サービスを提供します。

呉羽総合病院は、1935年に昭和人絹（株）錦工場（現在のクレハ
いわき事業所）の付属診療所として開設され、1951年からは地域
の皆様もご利用いただけるようになりました。1972年に現在の
「社団医療法人 呉羽会 呉羽総合病院」として独立し、いわき市
南部の中核病院として、地域に密着した医療の実践に取り組んで
います。1983年には院内に「健康管理センター」を、2008年には
介護老人保健施設「ガーデニア」を病院に隣接して開設しました。
「医療を通じた地域への貢献」を基本方針に掲げ、医療と介護、
健康管理を通して、安心して暮らせる町づくりと地域の発展を目指
しています。

朝礼でのチェックから始まる1日
さんしゃいんクレハでは、朝礼時に従業員2人1組で互いの体調と
服装をチェックすることから1日の業務が始まります。目、口、顔色
などから体調を確認し合うと同時に、口頭でも相手の健康状態を
確認しています。また、お互いの制服の
乱れを確認し、指摘し合います。こうした
日々の取り組みを通して、仕事への意識
を高めています。

膨大なマニフェストの整理
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の整理も、クレハから委託されて

いる業務です。いわき事業所から排出される廃棄物の排出部署、
運搬業者、処分場のそれぞれから異なる
タイミングで回収されるマニフェストを
一式に揃えています。毎月、約3,000枚に
もおよぶマニフェストを扱っていますが、
正確な分類・整理を心がけています。

イチョウの落ち葉の清掃を開始
クレハいわき事業所の正門前にはきれいなイチョウ並木があり

ますが、毎年、秋から初冬にかけて葉が大量に落ち、隣接する国道
まで飛散することがあります。そこで、2016年秋から、従業員が
一丸となって、清掃活動に取り組むことにしました。集めた葉の
総量は400kgにもおよびましたが、一連
の作業を通じてホウキや熊手などの清掃
用具の使い方に熟練するなど、従業員
にとって貴重なスキル向上の機会となり
ました。

ふくしまアビリンピック2016に挑戦
2016年度「ふくしまアビリンピック2016（第15回福島県障がい
者技能競技大会）」に初めて参加しました。この大会は、障がいの
ある方々の職業能力向上と、企業や一般の方々の理解を深め雇用
促進を図ることを目的として開催されています。
競技には社員5名が参加し、「オフィスアシスタント」競技で1名が

銀賞、「ワードプロセッサ」競技で1名が銅賞を獲得しました。来年も
挑戦して好成績を獲得するという意気込みで、現在も、日々の業務
を通して能力向上に励んでいます。

健康で安らぎに満ちた人生をサポート －ガーデニア－
介護老人保健施設「ガーデニア」は、介護を必要とする高齢者の

皆様が、健常な生活を営むための自立支援と家庭復帰を応援する
施設です。「安全で安心した施設サービスの提供」を心がけながら、
「長期入所」、「短期入所」、「通所
リハビリテーション」の3つのサー
ビスを提供しています。施設内は、
医師を中心とする医療や介護の
専門職が「24時間・365日」対応
可能で、利用者の快適な生活を
支援しています。

職員の仕事と子育て両立を支援 －くれは保育園「すまいる」－
病院に勤務する職員が、育児休

暇から復帰し、仕事と子育てを両
立させ、能力を十分に発揮するこ
とができる環境を整えるため、
2013年、院内に保育園「すまいる」
を開設しました。

地域包括的なケアシステムのために －地域連携支援室－
2009年に「地域連携支援室」を開設し、地域のほかの医療機関

との連携を進めるとともに、患者様やご家族からのさまざまなご
相談に対応する地域包括的なケアシステムの構築を進めています。
この一環として、がんと診断された方・治療を受けている方とその
ご家族などが集まって気軽に語り合うことができる「メディカル
サロン・すまいる」の運営、広報誌「連携だより・すまいる」の発信や
合同研修会の開催なども行っています。
2016年度には、地域のクリニックに病床を開放して共同で医療

を提供する「開放型病床」や、在宅
医療機関の求めに応じ24時間
体制で入院希望患者の診療を
行う「在宅療養後方支援病院」を
開始し、さらなる取り組みに努め
ました。

不安や思いに寄り添う －くれは訪問看護ステーション－
“病気や障害があっても住み慣れた地域で最後まで安心して
暮らしたい。”そんな思いに応えるため、くれは訪問看護ステー
ションでは在宅サービスを提供しています。主治医の指示のもと、
当ステーションから医療的な処置や看護を提供させていただく
ことで、ご自宅における介護
や看護を希望される方々を
サポートしています。

「皆様が住み慣れた地域で安心して暮らせるように」
住み慣れた地域で必要な医療が受けられるように、当院では積極的に患者様の受け入れをさせていただいています。当院での治療が難し

い高度医療につきましては、地域・全国の医療機関と連携を図っています。今後も、地域の皆様が安心して暮らせるよう、地域ニーズに根差
した医療の提供と医療と介護の切れ目のない支援を行っていきます。

地域連携支援室室長
高木 孝子

さんしゃいんクレハに入社して
この会社に入社してよかったことは、自分をオープンに
できたということです。入社してからの3年間で、いろいろ
な経験をして、特にパソコンデータ入力などは、自信を
もってできるようになりました。今後は、デザインソフト
なども習得し、印刷業務などにもチャレンジしていきたい
と思います。

株式会社さんしゃいんクレハ
佐藤 剛

ふくしまアビリンピックに参加して
「パソコンデータ入力」競技に出場しました。事前の
練習では課題の「伝票の作成」ができていましたが、本番
ではパソコン環境が違い、特に漢字の変換がうまく
いかずにくやしい思いをしました。次回は、「伝票の作成」
をもっと練習して入賞を目指したいと思います。

株式会社さんしゃいんクレハ
大津 優一

服装チェックの風景

マニフェストの整理

落ち葉清掃（いわき事業所正門前）

介護老人保健施設「ガーデニア」

くれは保育園「すまいる」

「メディカルサロン・すまいる」
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