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第 175 回人事問題研究部会
開催日時

平成 30 年 10 月 12 日（金）

開催場所

PCSA 会議室

出席人数

部員 7 名、合計 7 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

佐々木 忍

夢コーポレーション株式会社 経営企画室 人事企画担当

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 部長

鈴木 崇之

株式会社三永 人事総務部 部長代行

１）平成 30 年北海道胆振東部地震 他 情報共有
平成 30 年 7 月集中豪雨、北海道胆振東部地震といった災害に関して、各社該当地区店舗の対処対応、後
日の営業再開や周辺の状況等の情報を共有した。なお、北海道胆振東部地震では、ホールから食料品の提供、
炊き出しなどの緊急対応を実施したとの情報を共有した。なお、店長の判断によって食料品は提供された。また、
節電要請に輪番休業で対応した。

２）11 月 拡大人事問題研究部会 in 福島 について
11 月拡大人事問題研究部会 in 福島の開催概要、スケジュールなどを確認した。
＜開催 概要＞
開催日：

平成 30 年 11 月 9 日（金）～10 日（土）

参加費用：

研究部会参加費・・・・・・無料
情報交換交流会・・・・・・￥5,000-（税込）※PCSA 領収書有
交通費・・・・・・・・・・・・・・参加者負担
※航空、鉄道チケット、宿泊ホテルなどは各自お手配をお願いします。

対象者：

人事問題研究部会部員、正・賛助会員企業の人事労務ご担当者、
パチンコホール企業人事ご担当者

申込締切：

平成 30 年 10 月 29 日（月）

＜行事内容＞
１）企業勉強会

株式会社アポロガス様
講演 代表取締役社長 篠木 雄司 様

２）店舗見学会

株式会社ニラク ニラク鳥谷野店 ニラク福島太平寺店 店舗訪問
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＜スケジュール＞
平成 30 年 11 月 9 日（金）
14：00

集合 JR 福島駅 東口改札口

15：00

株式会社アポロガス様 企業勉強会 （本社）

15：05

１．本社見学

15：15

２．企業勉強会（90 分）
・講師 株式会社アポロガス 代表取締役社長 篠木 雄司 様

16：45

３．休憩

17：00

４．質疑応答

17：30

５．終了
チェックイン・移動

19：30

情報交換交流会 開始 （もみじ庵 福島駅前店）

21：30

情報交換交流会 終了

平成 30 年 11 月 10 日（土）
09：00

集合 JR 福島駅 東口タクシー乗り場

09：20

①ニラク鳥谷野店 見学（60 分）

10：30

②ニラク福島太平寺店 見学（60 分）

11：30

店舗見学会 終了

12：00

解散 JR 福島駅

※下図をご参照下さい。

３）第 11 回新卒採用情報交換会 開催について
毎年継続して開催している「新卒採用情報交換会」の第 17 期開催時期、講師を検討、決定した。
開催日： 平成 31 年 1 月 22 日(火)
時間：

午後 1 時～午後 5 時

場所：

PCSA 会議室

講師：

株式会社パフ 専門役員 田代 明久 様

備考：

・従来開催予定であった、平成 31 年 1 月 11 日（金）の部会開催はなし。
・新卒採用情報交換会の終了後、新年会として情報交換交流会を開催。
・平成 30 年 12 月の情報交換交流会（忘年会）は開催なし。

４）労働時間等アンケート（案）検討
2013 年に実施した「労働時間等アンケート」では、労働時間、休日、残業時間等を本部と店舗に分けて集
計、各社の状況を比較確認していた。下に実際のアンケート内容の一部を抜粋する。
人員数（正社員）、所定労働時間（１人・月）、所定労働時間（1 人・年）、総残業時間（１人・
月）、休日出勤の取扱い、時間管理方法（IC カード、紙レコーダー、記述）、残業削減施策、月間所定労
働時間(平均）、年間所定休日数合計（法定 52 日＋○○日）、連続休暇に対する施策、等々。
最近、複数社から労働時間、年間休日数などの質問が当部会に寄せられるようになり、5 年後の変化と現状
を把握するために再度実施する事となった。更に 5 年前のアンケートを手直しするに当たって「法定の年次有給
休暇以外の有給休暇」について、より詳細な回答が可能なよう項目を増加した。また、前回は正社員について
のアンケートだけであったが、今回よりパートアルバイトも「正社員と扱いが異なる場合のみ」追加で回答を依頼
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することとした。なお、アンケート内容の検討は継続、今年度中の実施を目指している。

５）人事問題研究部会 質問コーナー 「店舗の月間適正労働時間数」について
Ｑ：「店舗の月間適正労働時間数を教えて下さい」
店舗作業の多さから、月間の適正労働時間数が多くなりがちで、他社の時間数を参考に、作業削減を
進めていきたい。そこで、店舗の大きさ、設備、立地、稼働など、さまざまな要因で変わってくると思いますが、
「店舗の月間適正労働時間数」を教えていただきたい。
Ａ：各社の店舗月間適正労働時間数を比較した後に、質問社のヒアリング。何が問題なのかを含めた実情
から、自社の解決事例、または別種の解決策などを検討した。

６）労政時報勉強会
「テレワーク」 担当 株式会社ダイナム 長岡 敏之 部員
「テレワーク」いわゆる「在宅勤務制度」「モバイルワーク」「サテライトオフィス勤務」などについて、概略を説明。
（１．）テレワークの狙いをでは、企業と政府それぞれについて解説した。（２．）「テレワーク」における「在
宅勤務制度」導入の阻害要因として上位の理由に「適した仕事がない」「情報漏洩の懸念」などが挙げられた。
（３．）そこで、実際に導入を進めている先進企業①パナソニック、②日産自動車、③三井住友海上火災
保険、④ローソンでの「対象業務の切り出し方」を解説。（４．）特に重要なポイントとしてアドバイスの内容
を確認した。（５．）在宅勤務制度のアンケート回答結果から、重要な実態について解説（６．）した後、
担当社の現在状況を報告（７．）、最後に全体での質疑応答を実施した。（８．）
１．「テレワーク」について
２．「テレワーク」の狙い
３．「在宅勤務制度」導入の阻害要因
４．先進企業における「対象業務の切り出し方」について
５．先進企業からのアドバイス
６．在宅勤務制度に関する実態アンケートにおけるポイント確認
７．ダイナムの在宅勤務（トライアル）状況報告
８．質疑応答

７）次回開催
名称：

PCSA 拡大人事問題研究部会 企業勉強会・店舗見学会 in 福島

開催日：

平成 30 年 11 月 9 日（金）～10 日（土）

開催場所：

福島県福島市

行事内容：

１）企業勉強会 株式会社アポロガス様
講演 代表取締役社長 篠木 雄司 様
２）店舗見学会 株式会社ニラク ニラク鳥谷野店 ニラク福島太平寺店 店舗訪問
以上
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