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PCSA アクションレポート（人事問題研究部会）
平成 30 年 11 月版

第 176 回人事問題研究部会・企業勉強会・店舗見学会 in 福島
開催日時

平成 30 年 11 月 9 日（金）～10 日（土）

開催場所

福島市

出席人数

部員 6 名、正会員オブザーバー3 名、オブザーバー1 名、合計 10 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
＜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

＜正会員オブザーバー＞
田中 真知子 株式会社ニラク 人財開発部 人事労務グループ
窪田 裕史

アメニティーズグループ 組織戦略部 課長

川口

アメニティーズグループ 組織戦略部 係長

治

＜オブザーバー＞
米倉 健司様 株式会社マルハン 人材育成課 課長

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 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
19：30 情報交換交流会 開始 （もみじ庵 福島駅前店：JR 福島駅周辺 ￥5,000-税込）
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
店舗見学会 in 福島 2 店舗予定
09：20 ①ニラク鳥谷野店 見学
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
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株式会社アポロガス 企業勉強会
会社概要
商号

株式会社アポロガス

所在地

本社／〒960-0201 福島市飯坂町字八景 6-17
TEL／024-542-1122
FAX／024-542-7754

代表取締役社長

篠木 雄司

創業

昭和 46 年 7 月

資本金

20,000,000 円

主な取引銀行

東邦銀行飯坂支店／大東銀行矢野目支店／福島銀行飯坂支店／福島信用金庫飯坂支店／み
ずほ銀行

主な取引先

シャープアメニティーシステム／シナネン株式会社／松下電機産業株式会社／高木産業（株）／株
式会社小林／TG ネットワーク（東京ガスグループ）

供給需要戸数

約 6,600 戸

主要設備

50,000 リットル灯油地下タンク
危険物一般取扱所・地下タンク貯蔵所
タンクローリー（1,000 リットル・2,000 リットル）3 台
簡易ガス供給群 1 群

車輌保有台数

25 台

登録工事許可等

簡易ガス事業許可仙通産公第 2536 号／液化石油ガス販売業許可福商労第 45 号／液化石油ガ
ス特定供給設備福商労第 148 号／建設業登録管工事業許可福島県知事一般 3 第 9407 号／
危険物一般取扱所許可福島市指令第 51 号／危険物地下タンク貯蔵所許可福島市第 50 号／石
油製品販売業通産省第 2-7-1670 号／高圧ガス販売業許可福商労第 218 号

各種受賞実績
2010 年

福島商工会議所 優良企業表彰・社会貢献 金賞

2011 年

福島民報広告大賞 カラーの部 銀賞

2012 年

福島商工会議所 優良企業表彰・社会貢献 金賞

2013 年

経済産業省選 おもてなし経営企業選

2013 年

中小企業庁選 がんばる中小企業 300 社

2013 年

日刊工業新聞社 優秀経営・震災復興支援賞

2014 年

福島商工会議所 優良企業表彰・社会貢献 金賞

2015 年

日刊工業新聞社 フレッシャーズ産業論文コンクール 奨励賞

2016 年

福島民報社 ふくしま産業賞 金賞

2016 年

日経トップリーダー 人づくり大賞 優秀賞

講師 篠木 雄司 様 株式会社アポロガス 代表取締役社長
＜１．梅はなぜ咲くのか＞
東日本大震災により被災した県立福島高等学校の生徒を励まそうと同校 OB の篠木社長が校章でもある
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「梅」にちなみ「日本一の梅を校庭に植樹したい！」と活動を開始。太宰府天満宮の梅の木を植樹させて欲し
いという熱意のこもった手紙が篠木社長、他の方から太宰府天満宮に届く。太宰府天満宮は、これまでに梅の
木を神社以外に植樹したことはなかったが、太宰府天満宮 西高辻宮司の「福島の窮状を知って、何かできな
いかとずっと考えてきた」、「今、日本人がやらなければならない日本のカタチだと思う」という言葉で初めて神社以
外に植樹される運びとなった。
＜２．アポロガス内定者新入社員 50 日間 150 の研修と 100 本論文（抜粋）＞
研修と論文の内容を説明されたが、数が多いため当日はピックアップして説明された。下記はそのピックアップされ
た一部である。
1.

「着ぐるみ研修」

2.

「ラジオ DJ 研修」

6.

「養護学校クリスマス・トナカイ研修」

7.

「一日警察官体験研修」

12.

「TVCM 撮影研修」
・「内定者」を起用した TVCM を撮影、放送している。

15.

「VR ゴーグル 360 度コンテンツ作成研修」

19.

「狭いところで早食い研修」

35.

「小学 1 年生への大人の約束:飯坂小学校校長先生へ社会人一年生宣言研修」＝
横断歩道事件反省論文
・株式会社アポロガス本社前の道路を横断歩道を渡らずに車道を横切った研修中の新入社員 4 名
がおり、小学生の子供と一緒にその姿を見た母親から「子供に『どうしてお兄さんとお姉さんは横断歩
道を渡らないの？』と言われて困ってしまった」というクレームの電話を受ける。
・該当者 4 名は、「横断歩道事件反省論文 地域のロールモデルとアポロガス」を書き、社会人として
の心構え、地域のロールモデルとしての「株式会社アポロガス」を学んだ。

38.

「マンガでじんせいの価値を考える研修」

52.

「社長秘書として社長の字を解読する研修」

57.

「社長にゴミを渡す研修」

68.

「初任給レポート・レベルアップ研修」

80.

「秋保温泉 3 泊 4 日、温泉に入りぼた餅を食べる研修」

109. 「計画的偶発性理論を学ぶ研修」
113. 「社長を問い詰める研修」
120. 「朝日新聞の記者に怒られる研修」
121. 「『日本のいい会社』コラボレーション 柏屋×アポロガス チャレンジ饅頭プロジェクト研修」
・郡山市の日本菓子屋 柏屋の人気商品、薄皮饅頭の美味しい食べ方を提案するプロジェクト。
・これは、柏屋社長の「薄皮饅頭をチーズで挟むと美味しい」の一言を篠木社長が聞き逃さず、「面白
そうだから、うちの新入社員に何かやらして下さい」とお願いしたのがきっかけとなっている。
・新入社員達は、饅頭職人の前で緊張しながら、「キウィと生ハムと薄皮饅頭」「薄皮饅頭かプレーゼ
(チーズとトマトに挟む)」「金箔・銀箔巻き薄皮饅頭（2020 年のオリンピックで福島県が野球とソフト
ボールの会場に決まったことを受けて金銀銅をイメージした）」「薄皮饅頭スライダー（一口サイズハン
バーガー、横半分に切った薄皮饅頭で、トマト、レタス、チーズ、ハンバーグを挟んだもの）を提案した。
・また、提案だけにとどまらず、自分で作った「薄皮饅頭スライダー」が「インスタグラム(SNS)」に 1 件投
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稿がされたら、柏屋が 1 円を福島復興基金に寄付する仕組みを提案。更に、インスタグラムに投稿さ
れた作品で年間、最も良い「薄皮饅頭スライダー」を 1 つ選んで、ニューヨークで(本物の)スライダーが
大人気のお店(STK)で 1 日メニューとして「薄皮饅頭スライダー」を出してもらうと企画、実施した。
122. 「上司を乗せて運転する研修」
133. 「戦艦大和を見る研修」
151. 「柏屋さんの社長と薄皮饅頭＆フォアグラ＆トリュフのマリアージュ作品を、郡山で一番おいしい
フランス料理店で食べる研修」
＜３．当社の活動について＞
・当社の活動は一見無軌道に見えるが、実は刷り込み戦略。
・実際に中学の頃に私の講演を聞いた子供が、合同説明会に参加した。
・答えのない研修は人生のすべてに通じる。生きる姿勢と折れない翼を身に着ける。その為に実施している。
・仕事を選ぶ基準は、１やりがい、２給与、３地位。日本は利他が７％、オーストラリアは、利他が 31％。
・最初に視聴した「飛梅」は来年の道徳の教科書に掲載される。
・今、地方の中小企業は、大手にはかなわないが、利他に重きにおけば、そこを覆せるかもしれない。

店舗見学会 in 福島
＜スケジュール＞

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
店舗見学会 in 福島 2 店舗予定
09：20 ①ニラク鳥谷野店 見学
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
＜店舗見学会 1 店舗目＞

①

株式会社ニラク

ニラク鳥谷野店

住所

福島県福島市鳥谷野扇田45
国道4号線・鳥谷野交差点そば

設立

昭和44年（1969年）

資本金

2億5,700万円

交通

代表者

代表取締役社長 谷口 久徳 様

立地環境

売上高

8月27日

店舗名

1,393億3,676万円
（平成30年3月期／日本の会計基準に基づく）

電話

024-546-8056

事業所

福島県郡山市方八町一丁目1番39号

営業時間 9:00 ～ 23:00

店舗数

54店舗

台数

パチンコ 480台 / スロット 220台

URL

http://www.niraku.co.jp/

料金

パチンコ： [4] [1] [1円/5玉]
パチスロ： [20] [2]

営業形態
店休日

年中無休

駐車場

600台

特徴
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鳥谷野店

従業員数（2018.9現在）

社員

ＰＡ

男

計

ストアマネジャー（ＳＭ）

1名

0名

1名

アシスタントマネジャー（ＡＭ）

4名

1名

5名

クルー

6名

1名

7名

パートタイマー（短時間）

3名

2名

5名

アルバイト（フルタイム）

1名

7名

8名

15名

11名

26名

合計
ご対応

女

中谷 祐一 様 株式会社ニラク 営業支援部 オペレーション推進グループマネジャー ※２店舗同行
芳賀 正樹 様 株式会社ニラク 営業部 福島エリア エリアマネジャー ※２店舗同行
大金 信一 様 株式会社ニラク ニラク鳥谷野店 ストアマネジャー

＜店舗見学会 2 店舗目＞

②

株式会社ニラク

店舗名

福島太平寺店

住所

福島県福島市太平寺坿屋敷35
南福島駅より徒歩10分 パナソニック様そば

設立

昭和44年（1969年）

資本金

2億5,700万円

交通

代表者

代表取締役社長 谷口 久徳 様

立地環境

売上高

8月27日

1,393億3,676万円
（平成30年3月期／日本の会計基準に基づく）

電話

0245-44-6472

事業所

福島県郡山市方八町一丁目1番39号

営業時間 09:00 ～ 23：00

店舗数

54店舗

台数

パチンコ 640台／スロット 640台

URL

http://www.niraku.co.jp/

料金

パチンコ： [4] [1]
パチスロ： [20] [5]

営業形態
店休日
駐車場

特徴
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福島太平寺店

従業員数（2018.9現在）

男

ストアマネジャー（ＳＭ）
社員

ＰＡ

計

1名

0名

1名

アシスタントマネジャー（ＡＭ）

10名

2名

12名

クルー

23名

3名

26名

パートタイマー（短時間）

7名

5名

12名

アルバイト（フルタイム）

4名

5名

9名

45名

15名

60名

合計
ご対応

女

中谷 祐一 様 株式会社ニラク 営業支援部 オペレーション推進グループマネジャー ※２店舗同行
芳賀 正樹 様 株式会社ニラク 営業部 福島エリア エリアマネジャー ※２店舗同行
西浦 元人 様 株式会社ニラク ニラク福島太平寺店 ストアマネジャー
以上
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