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平成 30 年 7 月版

第 172 回拡大人事問題研究部会 第 4 回女性活躍推進情報交換会 in 札幌
開催日時

平成 30 年 7 月 12 日（木）～13 日（金）

開催場所

株式会社合田観光商事 本社 会議室、北海道札幌市ホール

出席人数

部員 6 名、正会員オブザーバー8 名、合計 14 名

出席者

＜リーダー＞
志賀 健太郎 株式会社ニラク 人財開発部 人事労務グループマネジャー
＜サブリーダー＞
木内 克宏

アメニティーズグループ（株式会社パンドラ） 組織戦略部 次長

＜部員＞
長岡 敏之

株式会社ダイナム 人事部 人事労務担当

久保 龍也

株式会社合田観光商事 人材開発部 人事企画・労務管理課 次長

中澤 直樹

アメニティーズグループ （株式会社アメニティーズ) 組織戦略部 次長

鈴木 崇之

株式会社三永 人事総務部 人財開発課 課長

＜正会員オブザーバー＞
永山 美貴枝 株式会社合田観光商事 なでしこプロジェクトリーダー
吉田 さおり

株式会社ニラク 経営企画室 経営企画グループ

鯉堂 慎一

株式会社合田観光商事 人材開発部 部長

内堀 克彦

株式会社合田観光商事 人材開発部 採用・育成戦略課 次長

岩田 みなみ 株式会社合田観光商事 なでしこプロジェクトメンバー
小山 千春

株式会社合田観光商事 なでしこプロジェクトメンバー

中村 陽子

株式会社合田観光商事 なでしこプロジェクトメンバー

窪田 裕史

アメニティーズグループ 組織戦略部 課長

第 4 回女性活躍推進情報交換会 in 札幌
＜内容＞
・2015 年より毎年開催（今回が 4 回目）
・パチンコホール業界での女性活躍推進に関する講演やディスカッションを通して、女性活躍推進の理解
を深め促進を図る目的で開催。
・今回は、女性活躍推進の社内プロジェクトを実施している株式会社合田観光商事の取り組みを学んだ。
＜講演・情報交換会 概要＞
第１部 講演 平成 30 年 7 月 12 日（木）
講師：株式会社合田観光商事 なでしこプロジェクトリーダー 永山美貴枝様
講演名：「なでしこプロジェクト」の活動内容について
講演内容：①プロジェクト発足の経緯
・「女性だけの店舗づくり」を目標にスタート。
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②プロジェクトの取り組み内容
・店舗コンセプトづくり
・店舗運営スキル向上のための研修開催
・他企業の取り組み研究、等
③今後の課題について
・「女性だけの店舗」実現のための計画づくり
・女性リーダーの育成
第２部 情報交換会 平成 30 年 7 月 12 日（木）
参加者がグループに分かれ各社の女性活躍推進の現状や課題について情報交換を実施
＜参加者感想＞
・女性活躍推進を実現するためには、同社のような強力なトップダウンのもと、プロジェクトによる取り組
みが必要不可欠と感じた。
・プロジェクトメンバーとの対話の中で、試行錯誤しながら主体的に行動されていて、成長している姿が
垣間見えた。
・男性従業員やプロジェクトメンバー以外の女性従業員をいかに巻き込むかが重要であることを痛感し
た。
＜店舗見学会 概要＞
第 3 部 店舗見学会 平成 30 年 7 月 13 日（金）
札幌市内の下記店舗を見学。ホールや事務所等を見学し、女性活躍に関して店長と質疑応答を行った。
・ひまわり札幌駅前タワー店（株式会社合田観光商事）
・イーグル R－1 南 8 条店（株式会社正栄プロジェクト）
・クラブイーグル南 7 条店（株式会社正栄プロジェクト）

①

株式会社合田観光商事

店舗名

ひまわり札幌駅前タワー店

設立

1981年3月

住所

北海道札幌市中央区北四条西二丁目1-3

資本金

5千万円

交通

札幌駅前＆地下街直結

代表者

代表取締役 社長 合田 高丸 様

立地環境

売上高

2016年 12月期 1258億円

電話

事業所

北海道札幌市中央区南2条西10丁目
1000番地2 KUWAGATAビル

営業時間 09:00 ～ 23:00

店舗数

37店舗(北海道30店・東北7店 2017年9月現在) 台数

パチンコ 640台 / スロット 466台

URL

http://www.pph-g.com/

パチンコ： [4] [1.25]
パチスロ： [1000円/47枚]

料金

011-219-5222

営業形態
店休日

年中無休

駐車場

234 台

特徴

パチンコ・スロット全館に玉・コイン積みの無い【楽々
システム】導入！
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②

株式会社正栄プロジェクト

店舗名

イーグルR－1南8条店

設立

平成4年1月

住所

北海道札幌市中央区南8条西12丁目3番25号

資本金

9,500万円

交通

代表者

代表取締役 美山正広
平成29年12月期1,182億円（税込）

立地環境

売上高

（平成29年12月期実績：平成29年1月～12
月）

電話

011-563-1173

事業所

札幌市中央区南2条西4丁目7-1 フェアリースクエア 営業時間

9:00 ～ 22:40

店舗数

38店舗

台数

パチンコ 348台 / スロット 428台

URL

https://www.eaglegroup.co.jp/

料金

パチンコ： [1000円/232玉]
パチスロ： [1000円/47枚]

営業形態

③

店休日

年中無休

駐車場

539 台

特徴

イーグルグループの原点

株式会社正栄プロジェクト

店舗名

クラブイーグル南7条店

設立

平成4年1月

住所

北海道札幌市中央区南7条西10丁目

資本金

9,500万円

交通

代表者

代表取締役 美山正広

立地環境

平成29年12月期1,182億円（税込）
売上高

（平成29年12月期実績：平成29年1月～12
月）

電話

011-533-7777

事業所

札幌市中央区南2条西4丁目7-1 フェアリースクエア 営業時間 9:00 ～ 22:45

店舗数

38店舗

台数

スロット 285台

URL

https://www.eaglegroup.co.jp/

料金

遊技料金 パチスロ： [1000円/89枚] [1000円
/176枚] [2.5]

営業形態
店休日

年中無休

駐車場

212 台

特徴
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＜人事問題研究部会リーダー 志賀 健太郎 コメント＞
今回、合田観光商事様の女性活躍推進の実例を目の当たりにして、参加者は様々な気づきを得られた
と感想をいただきました。
ホール業界の女性活躍推進については、まだまだ課題が多いことは事実ですが、即効性のある特効薬は
無く、その必要性を会社として認識し、一歩ずつ進めていくことが一番の近道と考えます。
加盟企業に向けてその重要性を発信すべく、この情報交換会は継続していく予定です。情報交換会を通
じて女性活躍推進への理解促進、同時にホール業界で働く女性のネットワーク拡大につなげることで、女
性活躍推進の原動力の一助になれば幸いです。

次回開催
開 催 日 ：平成 30 年 8 月 3 日（金）
時

間：午前 11 時～午後 3 時

開催場所：PCSA 会議室
以上
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