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ᐃࡢᶵࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
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有限会社 共栄資源管理センター小郡
♫㛗㠃ㄯࢆ⾜࠺ࠋ
♫㛗㠃ㄯࢆ⾜࠺ࠋ

ղ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ࣭⮬ᕫၨ
ղ⫋ᴗ⬟ຊ㛤Ⓨ࣭⮬ᕫ
「企業の基は人なり」
人は自社の最大資産。新入社員教育、
࠙♫ෆᩍ⫱◊ಟࠚ
࠙♫ෆᩍ⫱◊ಟࠚ
年6回の社員面談、
自発的な社外研修受講、
ධ♫◊ಟ
ධ♫◊ಟ
充実した社内研修制度等、人を育て、

人が磨かれる仕組みづくりで企業価値の向上を目指す。
࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢫࢱࢵࣇ
࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢫࢱࢵ
企 業 紹 介 ◉福岡県小郡市の全域を事業エリアとして家庭ごみ・資源ごみの収集運搬を一手に
引き受け、小郡の生活基盤を支えている。その収集形態は、各戸を１軒１軒回りな

ᇶ♏ᩍ⫱
ᇶ♏ᩍ⫱

がら収集する経路収集方式。ごみを自宅前に出せば済むため、当社のお客様であ

࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢻࣛࣂ
࣭ࢧ࣮ࣅࢫࢻࣛ

る市民にとって非常に利便性が高い。さらに当社では各ご家庭のご要望や諸事情に
応じて、業務委託契約の仕様を上回る収集サービスを行う場合もある。また、高

࣮ᇶ♏ᩍ⫱
࣮ᇶ♏ᩍ⫱

齢者世帯の増加、女性の社会進出等によるニーズにお応えするため、暮らしの困り
ごとをお手伝いする生活支援サービス「お仕事人」を2009年より開始。企業理念

⤒Ⴀ࣭ᨭࢫࢱࢵࣇ
⤒Ⴀ࣭ᨭࢫࢱࢵ

は「みんなの生活を快適にします」。お客様の快適な生活を支える「快適生活サポー
トカンパニー」を目指す。
プ ロ フィー ル

事業内容（業種） 一般廃棄物処理業
所在地 福岡県小郡市
従業員数 35人（男性30人、女性５人、非正規雇用社員４人）
平均年齢 35歳（2014.12.25.現在）

ᇶ♏ᩍ⫱
ᇶ♏ᩍ⫱

㛤Ⓨ࣭Ⴀᴗࢫࢱࢵࣇ
㛤Ⓨ࣭Ⴀᴗࢫࢱࢵ
ᇶ♏ᩍ⫱
ᇶ♏ᩍ⫱

ࣅࢪࢿࢫࢫࢡ࣮ࣝ
ࣅࢪࢿࢫࢫࢡ࣮ࣝ
キャリア支援の取組

わが社の理念・方針

みんなの生活を快適にします



ࣅࢪࢿࢫ࢝ࣞࢵࢪ
ࣅࢪࢿࢫ࢝ࣞࢵࢪ

■当社では、挨拶や礼儀等の基礎的な対人能力が最も大切なことと
考えている。入社後、最初の指導が社内での行動規範を定めた「基
準自立行動」。
■次に、実務を「教育・評価シート」にて指導する。お客様に心のこもっ
たサービスを提供し、自社業務に限らずどんな仕事でも対応できる
人財の育成を目指している。その基盤が経営理念に基づく行動指針
「共有価値」と「行動規範」。
■また、休業日に全社員を対象とした自社主催の「ビジネススクール
（BS）」、基幹職層対象の「ビジネスカレッジ（BC）」をそれぞれ年６
回計12回開催。BSは、業務 知識の習得や能力開発、価値観共有
のための研修。BCは次世代管理者、経営者育成のため、人格形成
を柱とし、経営管理、組織管理など幅広く学ぶ。
■社内の教育制度では補えない分野は、中小企業大学校や外部の研
修機関へ派遣。全社員に次年度の研修参加希望をとり、ほぼ希望
に沿った参加を承認している。研修参加の日程を年間の業務計画表
に落とし込み、毎年100％漏れなく派遣している。
■その他、入社日から現在までの所属部門、職位、所属期間、取得資格、
研修受講歴を記載したキャリア名簿を作成し、将来のキャリア形成
に役立てるほか、ジョブカードの一部として活用している。このよ
うに社員の成長を長期的な視点で見守り、本人の成長と自覚を待つ
懐の深い企業風土である。
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キャリア支援企業表彰2014
ࡘࠊ⫋ົཬࡧ࢟ࣕࣜ㛵ࡍࡿᕼᮃࡸᝎࡳ࡞ࢆ⫈ࡁྲྀࡾࠊḟࡢ┠ᶆタ
ࡘࠊ⫋ົཬࡧ࢟ࣕࣜ㛵ࡍࡿᕼᮃࡸᝎࡳ࡞ࢆ⫈ࡁྲྀࡾࠊḟࡢ┠ᶆタ
人を育て・人が育つ企業表彰

ࠋࡑࡢࠊእ㒊◊ಟཧຍࡍࡿ㝿ࠊ◊ಟ┤๓ಟ┤ᚋࠊ⤊
ࠋࡑࡢࠊእ㒊◊ಟཧຍࡍࡿ㝿ࠊ◊ಟ┤๓ಟ┤ᚋࠊ⤊ ࣨ᭶ᚋ
ࣨ᭶ᚋ
キャリア支援の具体的な取組



入社後３年間、就業中のほぼ全時間が教育研修という圧倒的な人財育成への情熱
ᕫၨⓎᶵࡢྲྀ⤌
ᕫၨⓎᶵࡢྲྀ⤌
①キャリア目標の設定・見直しの仕組み

ධ♫᪥㸦ᖺ

๓ᚋ㸧㹼
ධ♫᪥㸦ᖺ

๓ᚋ㸧㹼 ♫ேࡋ࡚ࡢᇶ♏ⓗ▱㆑ࠊᚰᵓ
♫ேࡋ࡚ࡢᇶ♏ⓗ▱㆑ࠊᚰᵓ
先ず、入社に際し総合職育成プログラムにて５年後までの育成計画と期待される成長レベル、獲得すべき
スキル、提供される教育の機会などをビジョンとして掴んでもらうのがキャリア目標設定の最初の機会とな
㐌㛫

࠼ࠊࣅࢪࢿࢫ࣐ࢼ࣮ࢆᩍ⫱
㐌㛫
࠼ࠊࣅࢪࢿࢫ࣐ࢼ࣮ࢆᩍ⫱
る。次に、毎期末 ( 年度末 ) に、次期（次年度）１年間で達成したい目標を設定した後、期初の経営計画発表

ࣇ ࢧ࣮ࣅࢫࢫࢱࢵࣇᩍ⫱
ᗫᲠ≀㞟㐠ᦙᴗົࡢࢫ࢟ࣝ⋓ᚓ
ࢵࣇ
ࢧ࣮ࣅࢫࢫࢱࢵࣇᩍ⫱
ᗫᲠ≀㞟㐠ᦙᴗົࡢࢫ࢟ࣝ⋓ᚓ
会にて全社員に対し発表する。また、年間を通じ６回の社員面談を実施している。
社長面談（４月・10月）、リー
ダー面談（１月・７月）、グループ長面談（４月・10 月）にて、１対１のコミュニケーションの機会を通じ、公

 ᭶㹼
᭶ࡢ
 ࣨ᭶㛫
ࡢࡓࡵࡢᩍ⫱
 ᭶㹼
᭶ࡢ
 ࣨ᭶㛫
ࡢࡓࡵࡢᩍ⫱
私の近況について情報交換しつつ、職務及びキャリアに関する希望や悩みなどを聴き取り、次の目標設定の

機会としている。その他、外部研修に参加する際、研修直前と修了直後、終了３ヶ月後に社長面談を行う。
ࣂ ࢧ࣮ࣅࢫࢻࣛࣂ࣮ᩍ⫱
ࣂ
ࢧ࣮ࣅࢫࢻࣛࣂ࣮ᩍ⫱

②職業能力開発・自己啓発機会への取組
 ᭶㹼
᭶ࡢ
 ࣨ᭶㛫
 ᭶㹼
᭶ࡢ
 ࣨ᭶㛫
【社内教育研修】

ࣇ  ᭶㹼᭱㛗
 ᖺ㛫
ࢵࣇ
 ᭶㹼᭱㛗
 ᖺ㛫
入社時研修

⤒Ⴀ࣭ᨭ㒊㛛㸦⥲ົ࣭⤒⌮࣭ே
⤒Ⴀ࣭ᨭ㒊㛛㸦⥲ົ࣭⤒⌮࣭ே

入社日（例年３/15前後）～２週間

社会人としての基礎的知識、心構え、

㸧ࡢࢫ࢟ࣝ⋓ᚓࡢࡓࡵࡢᩍ⫱
㸧ࡢࢫ࢟ࣝ⋓ᚓࡢࡓࡵࡢᩍ⫱
ビジネスマナーを教育

・サービススタッフ サービススタッフ教育

廃 棄 物収 集 運 搬 業 務 のスキル獲 得のため

基礎教育
４月～６月の３ヶ月間㛤Ⓨ࣭Ⴀᴗ㒊㛛㸦⏕άᨭࢧ࣮ࣅ
の教育
ࣇ  ᭶㹼᭱㛗
 ᖺ㛫
ࢵࣇ
 ᭶㹼᭱㛗
 ᖺ㛫
㛤Ⓨ࣭Ⴀᴗ㒊㛛㸦⏕άᨭࢧ࣮ࣅ

ࣝ

ࢪ

・サ ー ビ スド ラ イ サービスドライバー教育
バー基礎教育
１月～３月の３ヶ月間
経 営・支 援 ス タ ッ ４月～最長３年間
フ基礎教育

ࢫ㸧ࡢࢫ࢟ࣝ⋓ᚓࡢࡓࡵࡢᩍ⫱
ࢫ㸧ࡢࢫ࢟ࣝ⋓ᚓࡢࡓࡵࡢᩍ⫱

経営・支援部門（総務・経理・人事）のスキ
ル獲得のための教育

ᖺᖺ
 ᅇ㸦ཎ๎ወᩘ᭶㸧
 ᅇ㸦ཎ๎ወᩘ᭶㸧

ᴗົୖᚲせ࡞▱㆑ࡢ⩦ᚓࡸ⬟ຊ㛤
ᴗົୖᚲせ࡞▱㆑ࡢ⩦ᚓࡸ⬟ຊ㛤

フ基礎教育
♫ဨᑐ㇟
♫ဨᑐ㇟

ル獲得のための教育
Ⓨཬࡧ౯್ほඹ᭷ࡢࡓࡵࡢᩍ⫱
Ⓨཬࡧ౯್ほඹ᭷ࡢࡓࡵࡢᩍ⫱

開 発・営 業 ス タ ッ ４月～最長３年間

開発・営業部門（生活支援サービス）のスキ

ビジネススクール

年６回（原則奇数月）
全社員対象

業 務上 必要な知識の習得や能力開発 及び
価値観共有のための教育

ビジネスカレッジ

年６回（原則偶数月）
次期経営者・基幹職候補対象

経 営 管 理、組 織 管 理、人格 形成 のため の

ᖺᖺ
 ᅇ㸦ཎ๎അᩘ᭶㸧
 ᅇ㸦ཎ๎അᩘ᭶㸧

⤒Ⴀ⟶⌮ࠊ⤌⧊⟶⌮ࠊே᱁ᙧᡂࡢ
⤒Ⴀ⟶⌮ࠊ⤌⧊⟶⌮ࠊே᱁ᙧᡂࡢ

学習
ḟᮇ⤒Ⴀ⪅࣭ᇶᖿ⫋ೃ⿵ᑐ㇟
ḟᮇ⤒Ⴀ⪅࣭ᇶᖿ⫋ೃ⿵ᑐ㇟ ࡓࡵࡢᏛ⩦
ࡓࡵࡢᏛ⩦
・エコドライブ講習 ３年に１回程度

・認知症サポーター
 ᅇ⛬ᗘ
᪥
⩦  ᖺ
 ᖺ
 ᅇ⛬ᗘ３年に１回程度
 ᪥
ㅮ⩦
養成講座
・普通救命講習
・労働安全講習
・交通安全講習
・緊急事態教育訓練
・人権学習会
・健康講座

 ᅇ⛬ᗘ
᪥
࣮  ᖺ
 ᖺ
 ᅇ⛬ᗘ３年に１回程度

᪥
ࢱ࣮
毎年１回 １日


毎年１回
毎年１回
毎年１回
毎年１回

 ᖺ
 ᅇ⛬ᗘ
᪥
 ᖺ
 ᅇ⛬ᗘ
᪥

１日
１日
１日

１日
１日
１日
１日

ẖᖺ
 ᅇ
᪥
ẖᖺ
 ᅇ
᪥
ẖᖺ
 ᅇ
᪥
ẖᖺ
 ᅇ
᪥

 ᅇ
᪥
⦎ ẖᖺ
ẖᖺ
 ᅇ
᪥
カ⦎
ẖᖺ
 ᅇ
᪥
ẖᖺ
 ᅇ
᪥
ẖᖺ
 ᅇ
᪥
ẖᖺ
 ᅇ
᪥
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/$ ◊ಟ㸦࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈദ㸧  ᪥
【社内教育研修】
●印の研修は就業時間内に派遣

ၟ⡙グ  ⣭ㅮᗙཬࡧཷ㦂 ⣙  ࣨ᭶

１年目
⤒ࢸࢫࢺཷ㦂
᪥

●法人会新人研修

１日

●接遇対応セミナー（基本編） １日
●接遇対応セミナー（苦情編） １日

●若手社員研修 １日  ᪥⛬ᗘࢆ 㹼 ᅇ
୰ᑠᴗᏛᰯྛ✀◊ಟࢥ࣮ࢫ
●ISO内部監査員研修

２日

日商簿記３級講座及び受験
ᗫᲠ≀㛵㐃ᐇົ⪅◊ಟ
 ᪥

約５ヶ月

サービス接遇検定２級取得

１日

日経テスト受験 １日
♫ಖ㝤ົ㛵㐃ᐇົ⪅◊ಟ
 ᪥⛬ᗘ

ᣦᑟ⪅◊ಟ
 ᪥
２年目

●電話応対能力向上講座

５日

●中小企業大学校各種研修コース

３日程度を１～２回

RYLA研修（ロータリークラブ主催） ２日
⏣ᯇ㝜◊ಟሿ㸦ᕼᮃ⪅ࡢࡳ㸧
᪥
日商簿記２級講座及び受験 約５ヶ月

日経テスト受験１日
ࢼࣥࢩࣕࣝࣉࣛࣥࢼ࣮ࠊ
⣭ྲྀᚓ᥎ዡ
３年目～５年目

⤒ࢸࢫࢺཷ㦂 ᪥

●中小企業大学校各種研修コース３日程度を１～２回
●廃棄物関連実務者研修１日
●社会保険事務関連実務者研修３日程度
●指導者研修１日

୰ᑠᴗᏛᰯ⤒Ⴀ⟶⌮⪅ࢥ࣮ࢫ㸦ཷㅮ⪅ࡣ㑅ᢤ㸧
吉田松陰研修塾（希望者のみ）８日
ファイナンシャルプランナー２、３級取得推奨

᪥㛫 ࣨ᭶㸻 ᪥㛫
日経テスト受験１日

ࡳ

６年目以降

●中小企業大学校経営管理者コース（受講者は選抜）
４日間×６ヶ月＝24日間

௨እࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊ࡚♫ෆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠋᙜ♫ࡗ࡚᭱
③多様な働き方への取組み

ᡂࡢᶵ࡛࠶ࡿࠋ㐣ཤࡢ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾࠋ
市委託の基幹業務推進以外の取組は、全て社内プロジェクト。当社にとって最も主要かつ貴重な人財育
成の機会である。過去の主な取組は以下のとおり。

ࡧရ㉁⟶⌮

ࡢㄆドྲྀᚓࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
・環境管理
ISO14001及び品質管理
9001の認証取得にかかるプロジェクト
・個人情報保護Ｐマークの認証取得及び社内情報システム構築にかかるプロジェクト

ࡢㄆドྲྀᚓཬࡧ♫ෆሗࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
・福岡県リサイクル総合研究所との「緑のリサイクル」共同研究プロジェクト
・植物粉砕収集車「グリーンザウルス」開発販売プロジェクト

◊✲ᡤࡢࠕ⥳ࡢࣜࢧࢡࣝࠖඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
・車両管理システムプロジェクト
・人事及び評価システム改編プロジェクト

࣮ࣥࢨ࢘ࣝࢫࠖ㛤Ⓨ㈍ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
・人財採用及び教育訓練システム構築プロジェクト
・新規事業創出プロジェクト⇒現在の生活支援サービス

ࢪ࢙ࢡࢺ
「お仕事人」の立ち上げにつながった。グループ会社『環
境サポート』として当社から独立。

ᨵ⦅ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
・2013年３月経済産業省「おもてなし経営企業選50社」
受賞を機に「おもてなし経営向上委員会」を発足。

ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ

ࢡࢺэ⌧ᅾࡢ⏕άᨭࢧ࣮ࣅࢫࠕ࠾ேࠖࡢ❧ࡕୖࡆࡘ
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ᆅ᪉ࡽᅜ༊ࡢᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ⪅
࣭」ᩘ㒊㛛ᴗົᑐᛂ⪅ࡀ
+ ᖺᙜ  ྡࡽ + ᖺ⌧ᅾ  ྡ ♫ဨయࡢ⣙ 

キャリア支援企業表彰2014
有限会社 共栄資源管理センター小郡

࣭ձලయⓗ࡞ᡂᯝ
✀㢮௨ୖ㈨᱁ಖ᭷⪅ࡀ  ྡ ྲྀᚓ㈝⏝ࡢ㢠ཪࡣ༙㢠ࢆ♫㈇ᢸ࡛ྲྀᚓᨭ人を育て
 ・人が育つ企業表彰
࣭ዪᛶ♫ဨࡣ
+ ᖺᙜ⥲ົ࣭⤒⌮ࢫࢱࢵࣇࡢ
ྡࡽࠊ᪂ࡓ⥲ྜ⫋
 ྡࢆ᥇⏝⫱ᡂ
࣭」ᩘ㒊㛛ᴗົᑐᛂ⪅ࡀ
+ ᖺᙜ  ྡࡽ +
ᖺ⌧ᅾ  ྡ ♫ဨయࡢ⣙
 

取組の効果や課題と今後の取組の方向
࣭⏕άᨭࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢ㌍㐍
ᴗࡢୖࡀ
 ᖺ࡛ಸቑ 
ྲྀ⤌ࡢຠᯝࡸㄢ㢟ᚋࡢྲྀ⤌ࡢ᪉ྥ
࣭
✀㢮௨ୖ㈨᱁ಖ᭷⪅ࡀ 
ྡ ྲྀᚓ㈝⏝ࡢ㢠ཪࡣ༙㢠ࢆ♫㈇ᢸ࡛ྲྀᚓᨭ

ᆅ᪉ࡽᅜ༊ࡢᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ⪅
࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ
ရ㉁ࠊ⎔ቃࠊሗࠊປാᏳࠊே㈈⫱ᡂ➼
࣭ዪᛶ♫ဨࡣ + ᖺᙜ⥲ົ࣭⤒⌮ࢫࢱࢵࣇࡢ
 ྡࡽࠊ᪂ࡓ⥲ྜ⫋  ྡࢆ᥇⏝⫱ᡂ

地方から全国区の廃棄物処理業者へ

࣭⥭ᛴែⓎ⏕࡛ࡶᴗࢆᏑ⥆ࡉࡏࡿࠗᴗ⥅⥆ィ⏬
%&3࠘ࡢ⟇ᐃ
ձලయⓗ࡞ᡂᯝ
࣭⏕άᨭࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢ㌍㐍 ᴗࡢୖࡀ  ᖺ࡛ಸቑ

࣭」ᩘ㒊㛛ᴗົᑐᛂ⪅ࡀ
+ ᖺᙜ ရ㉁ࠊ⎔ቃࠊሗࠊປാᏳࠊே㈈⫱ᡂ➼
ྡࡽ + ᖺ⌧ᅾ  ྡ ♫ဨయࡢ⣙  
࣭ே㈈➼↓ᙧ㈈⏘↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓࠗ▱ⓗ㈨⏘⤒Ⴀሗ࿌᭩࠘ࡢసᡂ
࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ
①具体的な成果
࣭
✀㢮௨ୖ㈨᱁ಖ᭷⪅ࡀ  ྡ ྲྀᚓ㈝⏝ࡢ㢠ཪࡣ༙㢠ࢆ♫㈇ᢸ࡛ྲྀᚓᨭ

࣭⮬♫ᡭసࡾ᪂⪺ࠗࡁࡻ࠺࠼࠸㏻ಙ࠘ห⾜
⌧ᅾ  ∧Ⓨ⾜ %&3࠘ࡢ⟇ᐃ
࣭⥭ᛴែⓎ⏕࡛ࡶᴗࢆᏑ⥆ࡉࡏࡿࠗᴗ⥅⥆ィ⏬
࣭ዪᛶ♫ဨࡣ
+ ᖺᙜ⥲ົ࣭⤒⌮ࢫࢱࢵࣇࡢ
 ྡࡽࠊ᪂ࡓ⥲ྜ⫋
 ྡࢆ᥇⏝⫱ᡂ
࣭
ᖺ⤒῭⏘ᴗ┬ࡼࡾࠗ࠾ࡶ࡚࡞ࡋ⤒Ⴀᴗ㑅
20
♫࠘ཷ㈹
࣭ே㈈➼↓ᙧ㈈⏘↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓࠗ▱ⓗ㈨⏘⤒Ⴀሗ࿌᭩࠘ࡢసᡂ
・複数部門業務対応者が
H19 年当時４名から H26 年現在
名へ（社員全体の約1/3）
࣭⏕άᨭࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢ㌍㐍
ᴗࡢୖࡀ  ᖺ࡛ಸቑ 
・10
種類以上資格保有者が
22 名（取得費用の全額又は半額を会社負担で取得支援）
࣭
ᖺཌ⏕ປാ┬ࡼࡾࠗ࢟ࣕࣜᨭᴗ⾲ᙲ࠘ཷ㈹
࣭⮬♫ᡭసࡾ᪂⪺ࠗࡁࡻ࠺࠼࠸㏻ಙ࠘ห⾜
⌧ᅾ  ∧Ⓨ⾜ 

࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ
ရ㉁ࠊ⎔ቃࠊሗࠊປാᏳࠊே㈈⫱ᡂ➼

・女性社員は
H23 年当時総務・経理スタッ
フの２名から、新たに総合職３名を採用育成
ղㄢ㢟ཬࡧᚋࡢྲྀ⤌ࡳ
࣭ ᖺ⤒῭⏘ᴗ┬ࡼࡾࠗ࠾ࡶ࡚࡞ࡋ⤒Ⴀᴗ㑅  ♫࠘ཷ㈹
・生活支援サービス事業の躍進
（創業時の売上が５年で倍増）
࣭⥭ᛴែⓎ⏕࡛ࡶᴗࢆᏑ⥆ࡉࡏࡿࠗᴗ⥅⥆ィ⏬ %&3࠘ࡢ⟇ᐃ
᭱ࡢㄢ㢟ࡣ࢟ࣕࣜ┠ᶆࡢタᐃ࡛࠶ࡿࠋᇶᖿ⫋ࡀ⫱ᡂࣅࢪࣙࣥࢆ᫂☜ࡋࠊ♫ဨࡣ
࣭ ᖺཌ⏕ປാ┬ࡼࡾࠗ࢟ࣕࣜᨭᴗ⾲ᙲ࠘ཷ㈹
・マネジメントシステムの充実
（品質、環境、情報、労働安全、人財育成等）
࣭ே㈈➼↓ᙧ㈈⏘↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓࠗ▱ⓗ㈨⏘⤒Ⴀሗ࿌᭩࠘ࡢసᡂ

ࡑࢀᣮࡳࠊ㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡼ࠺♫య࡛ᨭࡋࠊ⢭ᗘࢫࣆ࣮ࢻࢆୖࡆࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ղㄢ㢟ཬࡧᚋࡢྲྀ⤌ࡳ
・緊急事態発生時でも事業を存続させる
『事業継続計画 BCP』の策定
࣭⮬♫ᡭసࡾ᪂⪺ࠗࡁࡻ࠺࠼࠸㏻ಙ࠘ห⾜ ⌧ᅾ  ∧Ⓨ⾜ 
・人財等無形財産に焦点をあてた
『知的資産経営報告書』の作成
୍ேࡦࡾࡢᡂ㛗ࡀ⫋ሙࡢ௰㛫ࢆຓࡅࠊ⏕⏘ᛶࢆ㧗ࡵࠊࡦ࠸࡚ࡣ➇தຊࡢ※Ἠ࡞ࡾ
᭱ࡢㄢ㢟ࡣ࢟ࣕࣜ┠ᶆࡢタᐃ࡛࠶ࡿࠋᇶᖿ⫋ࡀ⫱ᡂࣅࢪࣙࣥࢆ᫂☜ࡋࠊ♫ဨࡣ
࣭ ᖺ⤒῭⏘ᴗ┬ࡼࡾࠗ࠾ࡶ࡚࡞ࡋ⤒Ⴀᴗ㑅  ♫࠘ཷ㈹

・自社手作り新聞『きょうえい通信』刊行（現在10 版発行）
ᴗ౯್ࡢቑ㞠⏝ࡢ⥅⥆⧅ࡀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞┦ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡍே㈈⫱ᡂࠊ࢟ࣕ
ࡑࢀᣮࡳࠊ㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡼ࠺♫య࡛ᨭࡋࠊ⢭ᗘࢫࣆ࣮ࢻࢆୖࡆࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ 年経済産業省より
ᖺཌ⏕ປാ┬ࡼࡾࠗ࢟ࣕࣜᨭᴗ⾲ᙲ࠘ཷ㈹
・2013
『おもてなし経営企業選 50 社』受賞
ࣜᨭࡢ⤌ࡳࢆࣈࣛࢵࢩࣗࢵࣉࡍࡿࠋ⮬ศ࡛ᡂ㛗ࡋࡼ࠺ࡍࡿே࡛⁄ࢀࡿ⫋ሙ㢼
୍ேࡦࡾࡢᡂ㛗ࡀ⫋ሙࡢ௰㛫ࢆຓࡅࠊ⏕⏘ᛶࢆ㧗ࡵࠊࡦ࠸࡚ࡣ➇தຊࡢ※Ἠ࡞ࡾ

ղㄢ㢟ཬࡧᚋࡢྲྀ⤌ࡳ
・2014
年厚生労働省より『キャリア支援企業表彰』受賞

ᅵࢆ㔊ᡂࡋࠊᚋࡶ♫᭷⏝࡞ே㈈ࢆ୍ே࡛ࡶከࡃ⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ᴗ౯್ࡢቑ㞠⏝ࡢ⥅⥆⧅ࡀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞┦ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡍே㈈⫱ᡂࠊ࢟ࣕ
᭱ࡢㄢ㢟ࡣ࢟ࣕࣜ┠ᶆࡢタᐃ࡛࠶ࡿࠋᇶᖿ⫋ࡀ⫱ᡂࣅࢪࣙࣥࢆ᫂☜ࡋࠊ♫ဨࡣ
②課題及び今後の取組み
ࣜᨭࡢ⤌ࡳࢆࣈࣛࢵࢩࣗࢵࣉࡍࡿࠋ⮬ศ࡛ᡂ㛗ࡋࡼ࠺ࡍࡿே࡛⁄ࢀࡿ⫋ሙ㢼
ࡑࢀᣮࡳࠊ㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡼ࠺♫య࡛ᨭࡋࠊ⢭ᗘࢫࣆ࣮ࢻࢆୖࡆࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ࡑࡢ
ᅵࢆ㔊ᡂࡋࠊᚋࡶ♫᭷⏝࡞ே㈈ࢆ୍ே࡛ࡶከࡃ⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃࠋ
最大の課題はキャリア目標の設定である。基幹職が育成ビジョンを明確にし、社員はそれに挑み、達成で
୍ேࡦࡾࡢᡂ㛗ࡀ⫋ሙࡢ௰㛫ࢆຓࡅࠊ⏕⏘ᛶࢆ㧗ࡵࠊࡦ࠸࡚ࡣ➇தຊࡢ※Ἠ࡞ࡾ
ᗫᲠ≀㞟ࢫࢱࢵࣇࡽࢢ࣮ࣝࣉ♫ࡢࠗ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ࠘ᑵ௵㸟
きるよう会社全体で支援し、精度とスピードを上げる必要がある。
ᴗ౯್ࡢቑ㞠⏝ࡢ⥅⥆⧅ࡀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞┦ຠᯝࢆࡶࡓࡽࡍே㈈⫱ᡂࠊ࢟ࣕ

+ࣜᨭࡢ⤌ࡳࢆࣈࣛࢵࢩࣗࢵࣉࡍࡿࠋ⮬ศ࡛ᡂ㛗ࡋࡼ࠺ࡍࡿே࡛⁄ࢀࡿ⫋ሙ㢼
ᖺࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛୍ேࡢ⏨ᛶ♫ဨࡀධ♫ࠋᗫᲠ≀㞟ᴗົ
 ᖺ㛫ᚑࡋࡓᚋࠊ+
一人ひとりの成長が職場の仲間を助け、生産性を高め、ひいては競争力の源泉となり企業価値の増大と雇
ࡑࡢ

用の継続に繋がる。
そのような相乗効果をもたらす人財育成、
キャリア支援の仕組みをブラッシュアップする。
ᖺ㛤Ⓨ࣭Ⴀᴗ㒊㛛௵ࡋ࡚␗ືࡋࠊ+
ᖺಀ㛗ࢆ⤒࡚
+ ᖺ㒊㛛㛗࡛࠶ࡿ࣮ࣜࢲ࣮
ᗫᲠ≀㞟ࢫࢱࢵࣇࡽࢢ࣮ࣝࣉ♫ࡢࠗ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ࠘ᑵ௵㸟
ᅵࢆ㔊ᡂࡋࠊᚋࡶ♫᭷⏝࡞ே㈈ࢆ୍ே࡛ࡶከࡃ⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃࠋ
自分で成長しようとする人で溢れる職場風土を醸成し、今後も社会に有用な人財を一人でも多く育成していく。
ᑵ௵ࠋ+
ᖺ⏕άᨭࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛ࢆ⊂❧ࡉࡏࡓओ⎔ቃࢧ࣏࣮ࢺࢆタ❧ࡋࠊྲྀ⥾ᙺ
+ ᖺࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛୍ேࡢ⏨ᛶ♫ဨࡀධ♫ࠋᗫᲠ≀㞟ᴗົ
 ᖺ㛫ᚑࡋࡓᚋࠊ+

ࡑࡢ
ᑵ௵ࠋ+
ᖺྠ௦⾲ྲྀ⥾ᙺᑵ௵ ⌧ᅾ  ṓ ࠋऔඹᰤ㈨※⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮ᑠ㒆ࡢ㛤Ⓨ࣭Ⴀ
ᖺ㛤Ⓨ࣭Ⴀᴗ㒊㛛௵ࡋ࡚␗ືࡋࠊ+
ᖺಀ㛗ࢆ⤒࡚ + ᖺ㒊㛛㛗࡛࠶ࡿ࣮ࣜࢲ࣮
ᗫᲠ≀㞟ࢫࢱࢵࣇࡽࢢ࣮ࣝࣉ♫ࡢࠗ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ࠘ᑵ௵㸟

ᴗࢳ࣮࣒࣮ࣜࢲ࣮ࡶවົࡋ࡚࠸ࡿࠋ+
ᖺࡢ᳜≀⢊○㞟㌴ࠗࢢ࣮ࣜࣥࢨ࢘ࣝࢫ࠘㛤Ⓨ
ᑵ௵ࠋ+ ᖺ⏕άᨭࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛ࢆ⊂❧ࡉࡏࡓओ⎔ቃࢧ࣏࣮ࢺࢆタ❧ࡋࠊྲྀ⥾ᙺ
ᖺࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛୍ேࡢ⏨ᛶ♫ဨࡀධ♫ࠋᗫᲠ≀㞟ᴗົ  ᖺ㛫ᚑࡋࡓᚋࠊ+
 ᙜึࡽࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⋡࠸ࠊ〇ရᡂຌࡋࡓᚋࠊ㈍ࠊࣇࢱ࣮ࣇ࢛࣮࡛ࣟᅜࢆ
+ᑵ௵ࠋ+
ᖺྠ௦⾲ྲྀ⥾ᙺᑵ௵ ⌧ᅾ  ṓ ࠋऔඹᰤ㈨※⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮ᑠ㒆ࡢ㛤Ⓨ࣭Ⴀ
ᖺ㛤Ⓨ࣭Ⴀᴗ㒊㛛௵ࡋ࡚␗ືࡋࠊ+
ᖺಀ㛗ࢆ⤒࡚
+ ᖺ㒊㛛㛗࡛࠶ࡿ࣮ࣜࢲ࣮
廃
棄
物
収
集
スタッフから
トピック
廃
棄
物
収
集
スタッフから
 ᅇࡗࡓࠋࣅࢪࢿࢫࡢⰌ㞴㎞ⱞࢆࢃ࠸ࠊࡑࡢ㐣⛬࡛ከࡃࡢྲྀᘬඛࢆ㛤ᣅࠊྠᴗ࣭␗ᴗ⤒
ᴗࢳ࣮࣒࣮ࣜࢲ࣮ࡶවົࡋ࡚࠸ࡿࠋ+
ᖺࡢ᳜≀⢊○㞟㌴ࠗࢢ࣮ࣜࣥࢨ࢘ࣝࢫ࠘㛤Ⓨ
ᑵ௵ࠋ+
ᖺ⏕άᨭࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛ࢆ⊂❧ࡉࡏࡓओ⎔ቃࢧ࣏࣮ࢺࢆタ❧ࡋࠊྲྀ⥾ᙺ
社の
グル
ープ会
社の『代
『代表
表取
取締
締役』
役』に
に
 Ⴀ⪅ฟ࠸ࠊ่⃭ࢆཷࡅࠊே㛫ᛶࡀ☻ࢀࡓࠋ+
ᖺࡼࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ᇵࡗࡓ⤒㦂♫
 グル
 ープ会
ᙜึࡽࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⋡࠸ࠊ〇ရᡂຌࡋࡓᚋࠊ㈍ࠊࣇࢱ࣮ࣇ࢛࣮࡛ࣟᅜࢆ
『女性と子どもの安全見守り企業』表彰を
ᑵ௵ࠋ+ ᖺྠ௦⾲ྲྀ⥾ᙺᑵ௵ ⌧ᅾ  ṓ ࠋऔඹᰤ㈨※⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮ᑠ㒆ࡢ㛤Ⓨ࣭Ⴀ

任！
 ⓗໃࠊᗫᲠ≀㞟㐠ᦙ࠸࠺ᴗែࠊ㛗ᖺ✚ࡋࡓࣀ࢘ࣁ࢘ᆅᇦࡽࡢಙ㢗ࠊඃ⚽
就
任！
就
ᅇࡗࡓࠋࣅࢪࢿࢫࡢⰌ㞴㎞ⱞࢆࢃ࠸ࠊࡑࡢ㐣⛬࡛ከࡃࡢྲྀᘬඛࢆ㛤ᣅࠊྠᴗ࣭␗ᴗ⤒
福岡県より受賞
ᴗࢳ࣮࣒࣮ࣜࢲ࣮ࡶවົࡋ࡚࠸ࡿࠋ+ ᖺࡢ᳜≀⢊○㞟㌴ࠗࢢ࣮ࣜࣥࢨ࢘ࣝࢫ࠘㛤Ⓨ

 ࡞ே㈈ࠊࡇࢀࡽࢆ᭱㝈᭷ຠά⏝࡛ࡁࡿᴗࡋ࡚ࠕ⏕άᨭࢧ࣮ࣅࢫࠖࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ
「平成 26
年度安全・安心まちづくり県 民の集
◎H8年サービス部門に一人の男性社員が入社。
Ⴀ⪅ฟ࠸ࠊ่⃭ࢆཷࡅࠊே㛫ᛶࡀ☻ࢀࡓࠋ+
ᖺࡼࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ᇵࡗࡓ⤒㦂♫
 ᙜึࡽࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⋡࠸ࠊ〇ရᡂຌࡋࡓᚋࠊ㈍ࠊࣇࢱ࣮ࣇ࢛࣮࡛ࣟᅜࢆ

廃棄 物収 集業務に４年間従事した後、H12




いふくおか」にて、福岡県知事より表彰されま



ⓗໃࠊᗫᲠ≀㞟㐠ᦙ࠸࠺ᴗែࠊ㛗ᖺ✚ࡋࡓࣀ࢘ࣁ࢘ᆅᇦࡽࡢಙ㢗ࠊඃ⚽
 ᅇࡗࡓࠋࣅࢪࢿࢫࡢⰌ㞴㎞ⱞࢆࢃ࠸ࠊࡑࡢ㐣⛬࡛ከࡃࡢྲྀᘬඛࢆ㛤ᣅࠊྠᴗ࣭␗ᴗ⤒
年開発・営業部門に主任として異動し、H13
した。ごみ収集車に「地域安全パトロール」のス

 長を経てH16年部門長であるリーダー
ࠗዪᛶᏊࡶࡢᏳぢᏲࡾᴗ࠘⾲ᙲࢆ⚟ᒸ┴ࡼࡾཷ㈹
 ࡞ே㈈ࠊࡇࢀࡽࢆ᭱㝈᭷ຠά⏝࡛ࡁࡿᴗࡋ࡚ࠕ⏕άᨭࢧ࣮ࣅࢫࠖࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ
年係
 Ⴀ⪅ฟ࠸ࠊ่⃭ࢆཷࡅࠊே㛫ᛶࡀ☻ࢀࡓࠋ+
ᖺࡼࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ᇵࡗࡓ⤒㦂♫
テッカーを
貼り付け、ごみ の 収 集 中に 児 童・
ࢺࣆࢵࢡ
  に就任。H23年生活支援サービス部門を独
  ࠕᖹᡂ  ᖺᗘᏳ࣭Ᏻᚰࡲࡕ࡙ࡃࡾ┴Ẹࡢ㞟࠸ࡩࡃ࠾࡚ࠖࠊ⚟ᒸ┴▱
生 徒 の 登 下 校 安 全を 見守る活 動 や 防 犯 パト
 ⓗໃࠊᗫᲠ≀㞟㐠ᦙ࠸࠺ᴗែࠊ㛗ᖺ✚ࡋࡓࣀ࢘ࣁ࢘ᆅᇦࡽࡢಙ㢗ࠊඃ⚽
立させた㈱環境サポートを設立し、取締役に
  ࡞ே㈈ࠊࡇࢀࡽࢆ᭱㝈᭷ຠά⏝࡛ࡁࡿᴗࡋ࡚ࠕ⏕άᨭࢧ࣮ࣅࢫࠖࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ
ࡼࡾ⾲ᙲࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡈࡳ㞟㌴ࠕᆅᇦᏳࣃࢺ࣮ࣟࣝࠖࡢࢫࢸࢵ࣮࢝ࢆ
ロール活動、環 境美 化 活動などの取り組みが
（現在45
 就任。H26年同代表取締役に就任
  ࠗዪᛶᏊࡶࡢᏳぢᏲࡾᴗ࠘⾲ᙲࢆ⚟ᒸ┴ࡼࡾཷ㈹
歳）。(有)共栄資源管理センター小郡の開発・
認められました。
   ࢺࣆࢵࢡ
㈞ࡾࡅࠊࡈࡳࡢ㞟୰ඣ❺࣭⏕ᚐࡢⓏୗᰯᏳࢆぢᏲࡿάືࡸ㜵≢ࣃࢺࣟ
  ࠕᖹᡂ  ᖺᗘᏳ࣭Ᏻᚰࡲࡕ࡙ࡃࡾ┴Ẹࡢ㞟࠸ࡩࡃ࠾࡚ࠖࠊ⚟ᒸ┴▱
営業チームリーダーも兼務している。H11年
   の植物粉砕収集車
『グリーンザウルス』開発当
ࡼࡾ⾲ᙲࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡈࡳ㞟㌴ࠕᆅᇦᏳࣃࢺ࣮ࣟࣝࠖࡢࢫࢸࢵ࣮࢝ࢆ
࣮ࣝάືࠊ⎔ቃ⨾άື࡞ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀㄆࡵࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
 ࠗዪᛶᏊࡶࡢᏳぢᏲࡾᴗ࠘⾲ᙲࢆ⚟ᒸ┴ࡼࡾཷ㈹
初からプロジェクトを率い、製品化に成功し
ࢺࣆࢵࢡ
 
  ࠕᖹᡂ
 ᖺᗘᏳ࣭Ᏻᚰࡲࡕ࡙ࡃࡾ┴Ẹࡢ㞟࠸ࡩࡃ࠾࡚ࠖࠊ⚟ᒸ┴▱
㈞ࡾࡅࠊࡈࡳࡢ㞟୰ඣ❺࣭⏕ᚐࡢⓏୗᰯᏳࢆぢᏲࡿάືࡸ㜵≢ࣃࢺࣟ
た後、販売、アフターフォローで全国を回った。

  ビジネスの艱難辛苦を味わい、その過程で多
ࡼࡾ⾲ᙲࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡈࡳ㞟㌴ࠕᆅᇦᏳࣃࢺ࣮ࣟࣝࠖࡢࢫࢸࢵ࣮࢝ࢆ
࣮ࣝάືࠊ⎔ቃ⨾άື࡞ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀㄆࡵࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
  くの取引先を開拓、同業・異業経営者と出会
㈞ࡾࡅࠊࡈࡳࡢ㞟୰ඣ❺࣭⏕ᚐࡢⓏୗᰯᏳࢆぢᏲࡿάືࡸ㜵≢ࣃࢺࣟ
い、刺激を受け、人間性が磨かれた。H22
4

࣮ࣝάືࠊ⎔ቃ⨾άື࡞ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀㄆࡵࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
年より、それまで培った経験と社会的情勢、

廃棄物収集運搬という業態、長年蓄積したノ

ウハウと地域からの信頼、優秀な人財、これ

4
らを最大限有効活用できる事業として「生活
支援サービス」
を展開する。
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