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「働き方改革」とは



「周りの方々が優しく接してくださるので、私も
できる限り明るく業務に取り組んでいきたいと
思っています」。
そう語るのは、株式会社ダイニッセイの総務部
に所属する渡辺知花だ。日々、従業員が安心して
仕事ができるよう、縁の下の力持ちとして正確な
サポートを心がける渡辺に話を聞いた。

幅広い業務を担当して
高校時代、簿記やコンピューターに力を入れて
勉強してきた渡辺は、その学びを地元で活かせる
仕事につきたいと考えていた。そんなときに高校
で見つけたのが、ダイニッセイの求人だった。迷
うことなく、応募することに決めた。
2015 年４月、無事入社することとなった。総務
部に配属されてからは、労務関係の業務を中心に
担当。特に重要なのが、現場へ入場する作業員の

情報管理だ。グリーンサイトを活用する形で、安
全部、工務部、工事部などと連携しながら、入退
場履歴の管理や入力を担っている。工場を出入庫
する鉄筋の数量確認に関して、個別に入力データ
と納品書を照合するなど、その仕事は多岐にわた
るものである。

ゼロからのスタート
初めて助成金を担当したときには、戸惑いも大
きかった。「助成金」という言葉は知っていたもの
の、その中身については何も知らなかったからだ。
渡辺は、周りの人たちに少しずつ教えてもらいな
がら必死になって勉強した。提出しなければなら
ない書類がどういうもので、どこにあるのかを調
べるところから始め、何のために必要なのかを知
る。仕組みが紐解かれていくにつれて「わかるの
が楽しい」と感じられるようになっていった。
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助成金の種類によっては同じようなフォームの
書類があったり、多少の変更が加わっていたりす
るため、常に情報を更新する必要がある。土壇場
になって混乱を招く事態にならないよう、事前の
確認を徹底しているという。
「似たような名前のものや期限や枠の制限など、
労働局の方に教えてもらうこともあります。さま
ざまな助成金の申請をするので、そのたびにとて
も勉強になりますね」。
正確な書類をそろえるだけでなく、スピード感
も求められるのがこの仕事の難しいところだ。無
事に「申請の許可が下りた」との知らせを受ける
と安堵感に満たされ、やりがいへと繋がっている
のである。

これからは迷惑をかけないように
どんなに慎重に準備を進めているつもりでも、
ミスは起きてしまうものだ。以前、助成金の申請
期限直前になって、作業員本人確認の写真が必要
だと気づいたことがあった。
現場での長い一日を終えてようやく事務所に辿
りついた作業員に、自身の不手際で写真をお願い
しなければならなかったときは、とても申し訳な
い気持ちになったという。
「ありがたいことに快く協力してもらえたため、
なんとか書類も間に合いました。ちょうど仕事に
も慣れてきた頃で、油断していたのだと思います。
この一件を通じ、深く反省しました」。
それ以降は、二度と同じ失敗を起こさぬよう肝
に銘じている。

一緒に働く仲間が「誇り」
「私自身、現場に行くことはほとんどありません
が、技術的に高い評価を受けているダイニッセイ
の皆さんのことは、一緒に働く仲間として本当に
誇らしく、頼もしく思っています」。
現場や工場で働く仲間はどんな悪天候の中で
も、過酷な条件の中懸命に働いている。そういっ
た現場の頑張りを日々感じているからこそ、自分
にできることを精一杯務め、総務としてしっかり
支援できるようにこれからも成長していきたいと
語る。
「働くフィールドは違いますが、同じ会社で働く
仲間だと私は考えています。時々は現場で頑張っ
ている皆さんの姿も見に行きたいと思います」。

さらなる成長を目指して
以前まで指導していた後輩もたくましく成長
し、社内向けの連絡に関しても安心して任せられ
るようになった。これからは、社外的なやりとり
やコミュニケーションを中心に磨きをかけていき
たいと考えている。
「グリーンサイト関連では、同業他社の方々と連
絡を取るなど対外的なことも多くなっているの
で、物事の伝え方や正確性を向上させていきたい
と思います」。
電話でのやりとりでは、日付や数字の行き違い
が生じないよう、まず言葉遣いには十分注意する。
必要書類が多い場合には FAXに加えて電話で説
明を行うなど、常に分かりやすく、間違いのない
仕事を目指していくつもりだ。
真摯に仕事と向き合い成長を続ける渡辺に、今
後も期待したい。
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経理課長 
吉住 ひとみさん総務部
よし     ずみ

総務部 渡部 里緒菜さん
わたなべ          り       お        な

面接の時から知っていますが、おとな
しいけれどもしっかりしているという印
象でした。現在もその印象はあまり変
わらず、落ち着いた様子でしっかり仕
事をしてくれるため、信頼しています。

第一印象と現在の印象

初めは真面目で、少し堅苦しい方という印象
がありました。もちろん今も業務に対して真面
目に取り組む方ですが、堅苦しい方ではなくフ
レンドリーな方だとわかりました！新入社員の
懇親会で、緊張している私に声をかけてくだ
さったことを覚えています。

第一印象と現在の印象

２名の後輩の指導を彼女に一任していますが、
しっかりと新人教育ができているようです。共通
の業務が少なく普段は関わりがあまりありませ
んが、なかなか忙しく目の届かないところにも
気を配ってくれるなど、とても助かっています。

渡辺さんはどんな存在？

困ったときに相談できる存在です。隣の席なの
で、パソコン業務などでわからないことがある
と、質問しています。私が書類をなくしてしまっ
たときも、渡辺さんが上司の方に報告してくだ
さり、解決することができました。いつも親身に
対応してくださるので、感謝しています！

これからも困ったときには質問すると思います。ご迷惑をおかけするかもしれませんが、
今後もよろしくお願いします！

渡辺さんはどんな存在？

若い女性社員の存在によって社内が華やぐのではないかと、渡辺さんを採用しま
した。当時は経験豊富な中途採用の方を事務にするべきという意見もありました
が、彼女が期待に応えて社内を明るい雰囲気に変えてくれたことで、その後の採用
の仕方も大きく変わりました。とても感謝しています。

渡辺さんへ
一言メッセージをお願いします！

渡辺さんへ
一言メッセージをお願いします！

渡辺知花さ
んって
どんなひと

？ 渡辺知花さ
んって
どんなひと

？ 
今号の巻頭インタビューを飾っていただいた渡辺さん。渡辺さんをよく知る周囲の方に、
第一印象や思い出、メッセージなどをお伺いしました！

渡部里緒菜さんは3月末をもって退職されました。2年間ありがとうございました。新たな目標に向かって頑張ってください！ 



現在のチームが発足して３年ほど経ちますが、今までの
チーム皆の頑張りがひとつの形になったようで、大変嬉
しく思います。ゼロからのスタートに近かった分、若い人
たちが力つけているところを会社に評価していただけて
光栄です。

若手メンバー皆の仕事に対する意欲が高いことです。日々の
業務に対して皆真摯に向き合ってくれていると感じます。ま
た、皆それぞれ違う長所を持っていて、それを上手く活かして
活躍しているのも強みだと思います。

認めていただけてはいるものの、入社１年目から３年
目の社員しかおらず、まだまだ足りない部分が多いと
思います。現状に満足することなく、皆がさらに力を
つけていけるように努力しなければならないと思い
ます。私自身も、これから後輩たちができることを増
やしていけるように、彼らの成長を応援したいです。

若手社員はとても向上心が高いです。だからこそ、そのやる気
を削がないような仕事の任せ方をすることは気をつけていま
す。分からないことがないように常にサポートを欠かさず、メ
ンバーにも分からないことはそのままにしない意識を徹底す
るよう呼びかけています。その成果か、皆年次以上の実力を
つけてきているように思います。

受賞の感想

チームの課題

チームの強み

若手社員の指導方法

毎号、称賛したい「ベストチーム賞」を発表するこの企画。記念すべき第１回目に「施工図室」
チームが選ばれました！若いメンバーが急成長し、仕事で大きな成果を挙げている施工図室
の阿部さんに、活躍の秘訣やこれからの目標を伺いました！

1回第 施工図室施工図室

ベストチーム賞発表ベストチーム賞発表
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この人

  お   がわ   もゆり
小川 萌梨さん

高校を卒業してすぐに入社した、今年２年目の社員です。順調
に力を付けてきていましたが、最近になって急に色々な仕事が
できるようになりました。思い切って大きな業務を任せても、
力以上の成果を挙げてくれました。チームの期待の若手です。

会社の期待に応えていけるよう、これからもチームとし
て頑張っていきたいです。具体的には、今会社として３
DCADの発展性に期待が寄せられているので、ここを伸
ばしていきたいと考えています。

紹介したいしたいメンバー

施工図室 主任
 あ   べ  ひろゆき
阿部 広幸さん

チームの目標

チャン ティ ミン ロアンさん

阿部 広幸さん
あ   べ　ひろゆき

小川 萌梨さん
お がわ   もゆり

グェン ケー ヴィットさん



 昨年の12月から社内報でも掲載をしている「進化プロジェクト」。今後ダイニッセイに入社をし
てくれる可能性のある若い世代に向け、『もっと自社の魅力をアピールしていきたい！』そんな
想いから、今現在も様々な取り組みが行われています。
この4月までに実際に新しく生まれ変わったダイニッセイの取り組みについて、ご紹介します。

今や、企業を調べる際、インターネットを使用せずに調べるということはないと言っても過言ではないほど、
世の中への発信に必要不可欠なのが「ホームページ」。
ダイニッセイの誇る技術力が「ホームページ」を見た人に少しでも伝わるよう、実際の現場の臨場感や職人のかっこよさが
全面に出た仕上がりとなっています。

「進化プロジェクト」によって、新たになったダイニッ
セイのロゴマーク。
そのロゴマークに合わせて、オリジナル社内備品もデ
ザインをリニューアルいたしました！統一したデザイ
ンを一貫して使用することは、ダイニッセイを世の中
に周知するためにとても大切なことです。（例えば、
「赤い背景に黄色の「M」の文字」を見たら誰しもがあ
のファストフード店を思い浮かべますよね…！？）

昨年末より取り組んでいる「働き方改革」の推進。世の中でも必死に叫ばれている改革だが、
ダイニッセイにおいてこのプロジェクトの目的や目指すべき仕事への向き合い方とは。

「働き方改革」を行う目的とは「働き方改革」を行う目的とは
昨今、様々な業界で「働き方改革」の重要性が叫ばれています。現場で
働く人間が多い建設業界においても、その風潮は例外ではありませ
ん。休日を増やすことで、若手人材の確保に努めるとともに、既存社員
の離職を防止するのが狙いです。お客様からの要望を受けて初めて動
くのではなく、先んじて対策を講じておくことで、技術的・心理的にア
ドバンテージを得られると考えています。

「働き方」はどのように変わるのか
給料を減らすことなく休日を増やすためには、生産性の向上が急務
です。具体的には、省力化工法を推進しています。これまで「ジャバラ
ユニット工法」を用いていたのは、全体施工量の10～15%ほど。それ
を30～40%まで引き上げるべく、2019年11月ごろから工場内の整備
を進めてきました。組み立てスペースを400坪に拡張し、クレーンを導
入して、２月中旬から本格的に始動しています。

さらなる「技術力」の向上へ
この「働き方改革」を通じて、社員の皆さんに考えて欲しいのは、「技術力ナン
バーワン」を自負し、これまで以上に強いプライドを持って仕事に取り組んで
ください。社員の皆さんの技術力をもってすれば、必ずや生産性の向上が実
現できると確信しています。品質・安全にプレッシャーを感じることもあるで
しょう。だからこそ、私たちは「会社の方針に従っていれば間違いない」と安心
感を持てる環境を整えるべく、尽力していきます。

今後の展望とは
年末の繁忙期には、万全の状態で業務にあたれるよう体制を整えたいと考
えています。長期的な目標は、しっかりと休日を確保するとともに、利益を増
やして社員に還元すること。新しく入社する方々に夢と希望を与えられるよ
うな職場環境を実現し、仕事の面白さを感じていただきたいと思います。

今までは高校生のみ対象に行ってきた採用活動だが、大学新卒の採用に向け、現在動き出している。
現在のダイニッセイの社員、技術レベルであれば、大卒者が来ても、十分に対応できる自身がダイニッセイにあるからこそ。
2月は複数回の「就活セミナー」や「合同説明会」へ参加。
初めての試みに苦戦しながらも、ダイニッセイの魅力を少しでも多くの若者たちに伝えるため、取り組んでいる。
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ダイニッセイのホームページがリニューアル

大学生向け就活セミナー、合同説明会への参加

ダイニッセイのオリジナルグッズがリニューアル

■企業パンフレット
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2/12（水）足利
2/18（火）宇都宮

2/13（木）伊勢崎
2/19（水）水戸

■DYM座談会 3/5（木）東京

■アクセス合同説明会 3/11（水）東京
■北関東 体育会ナビガイダンス

■■企業パンフレットット

社長はこう考える
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2/13（木）伊勢崎
2/19（水）水戸

■DYM座談会 3/5（木）東京

■アクセス合同説明会 3/11（水）東京
■北関東 体育会ナビガイダンス

社長はこう考える



Board！！
日々会社の中で行われる様々
な取り組みや、イベント、トピッ
クスをご紹介。今号では新たに
始動した「第3工場」や「就活セ
ミナー」の様子をお届け！

第３工場OPEN！第３工場 OPEN！さらなる技術力の
　　拡大を目指して！

ダイニッセイの誇る技術力を更に拡大し、他社との差別化を図
るため、『ジャバラユニット工法』を行うための工場として２月上
旬に遂に第３工場がオープン。
今まではスペースが狭く思うように『ジャバラユニット工法』を扱
うことができなかったが、十分なスペースが確保され、この技術
力を推進し ていくための工場が完備された。

年度技能検定合格発表2020年度 技能検定合格発表TOPICS2

2020年度
会社方針説明会・安全祈願TOPICS3

「会社方針説明会」及び「安全祈願」が1月に開催されました。今年は何十年かぶりに入社式を行うことが出来ないかもしれ
ない、という人材確保が非常に難しい中ではありますが、ダイニッセイの基本である「安全」と「品質」を絶対に守り通すと
いう意識をしっかりと持ち、一致団結して取り組んで参りましょう。

2020年１月18日（土）開催
職長、リーダー、協力会社参加の元、2020年の
経営方針が発表されました。

安全祈願の
様子

会社方針説
明会の様子

大宮神社にて

その後
は「懇親

会」で

それぞ
れ親睦

を

深めま
した…！

安心して働ける、自信溢れる、魅力ある会社に！

TOPICS1

「時代の変化に立ち向かう!」

DDDAINISAY
AINISAY

ジャバラユニット工法発明者である、柳井泰三さんが2019年
9月ご逝去されました。優しく強い情熱の溢れる人でした。ガ
ンと闘っていた2019年7月、立っているのもやっとの状態で
上京しゼネコンへのプレゼン。すごい生き様を見せてもら
いました。８月末にジャバラ特約店数名が柳井さん宅に集
まりました。
「ジャバラには未来があるけんね、頼むよ……」。
１週間後、帰らぬ人となりました。いつもダイニッセイに大き
な期待をかけてくれていた柳井さんに、生きている間、何の恩
返しもできませんでしたが、奇想天外なジャバラユニット工法
を生み出した柳井さんの功績を大きくしたいと考えています。
皆さん、ご協力をお願いします。柳井さん、見ていてください！

2020年スローガン

全ての改革は、まず意識の改革から。
絶対にやり遂げる、という意思と団結。
業界の先陣を切って改革に進んでいく。

取り組むべき課題
・ 働き方改革、時代への対応
・ 省力化工法の更なる推進
・ 若手人材の確保・育成

営業方針
・ 技術力一本で勝負する!!

無事故・無災害を目指して！

嶋﨑 晴樹さん
しまさき はる き

井手 雅輝さん
い   で   まさ  き

坂本 徹平さん
さかもと てっぺい

大前 優希さん
おおまえ ゆう き

宇井野 凱士さん
う   い  の  かい と

伊藤 正浩さん
い とう まさひろ

1級鉄筋施工技能士
（鉄筋組立て作業）

2級鉄筋施工技能士
（鉄筋施工図作成作業）

2級鉄筋施工技能士
（鉄筋組立て作業）

『ジャバラユニット工法』推進
～もう一つの理由～
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家族と離れ、日本で頑張るベトナム人の仲間たち。今号ではそんなベトナム人の方々に、
愛する自分の家族をベトナム語と共に紹介していただきます！

わたしはクイと申します。ダイニッセイで実習生として働い
ています。8年前に結婚し、息子が一人います。わたしの妻
「イ－」は現在27歳で、4月の上旬に再来日して技能実習2
号として鹿児島県で働く予定です。7歳の息子「フィ」は現
在小学2年生です。私の希望は家族みんなで一緒に暮ら
すことです。家族のためにこれからも一生懸命働きます！

わたしはユアと申します。ダイニッセイの工場で働いています。私の家
族は4人です。妻と息子が2人います。妻は29歳で主婦のムオイです。
長男は8歳で小学3年生のアン、次男は6歳で小学1年生のカインです。
異国で大変な生活ですが家族のために一生懸命働いています！

■ベストチーム賞
　「ユニット推進チーム」 受賞インタビュー

■Revolution Project レポート
リーダーの意気込み　インタビュー

■特別コラム
『おすすめ映画・漫画・ドラマ』特集

■Close Up Interview
ベテラン社員特集

相川 誠一さん
あいかわ せいいち

次号予告

20Vol.
2020.07.10発行

乞う
ご期待！
乞う
ご期待！



『ホームページリニューアル撮影の一コマ』
ホームページリニューアルのため、
実際の現場に撮影隊が潜入！
普段、職人たちが働く姿を撮影いたしました。
自然な表情を作るには少し苦労しましたが、
ダイニッセイの技術力が
伝わる良いものが出来上がりました。

今月の一枚

どんなお仕事をするの？

皆さんのご回答、お待ちしています！

担当者になることで離れた拠点にいる方と、新たな交流が生まれるかもしれません！担当者になることで離れた拠点にいる方と、新たな交流が生まれるかもしれません！

どんな人が担当者に向いているの？

専門知識や
パソコンスキルは必要
ございません。少しでも

興味のある方やお話だけでも
聞いてみたいという方は
ご回答くださいませ。
お待ちしております！

この度、「○○○」の制作に
協力してくださる新しいメン

バーを募集します！
社内報担当者を募

集します！


