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26行＝18.319
27行＝17
28行＝15.777
29行＝14.641
30行＝13.587
31行＝12.6
32行＝11.677
33行＝10.813
34行＝10（標準）

35行＝9.235
36行＝8.514
37行＝7.833
38行＝7.189
39行＝6.578

１段の横幅は72㎜
　＝１段幅の写真の横幅も72㎜
２段通しの場合は１行39文字
段間は12㎜（３文字分）
２段全体の横幅は156㎜で変わらず
　１段目のセンター（Ｘ座標）　49㎜
　２段目のセンター（Ｘ座標）　133㎜
インデントは4㎜単位で考える

キャプションは13級で変わらず

〈出前講座で生徒たちに伝えたいこと〉
　当社は長崎県佐世保市にて空調衛生設
備工事を手掛ける、創業から49期を迎
える会社でございます。父が創業し、私
が２代目になります。資本金が3,000
万、売上げが約10億前後。従業員数は
男性23名に女性７名の計30名で、平均
年齢は全体で45.2歳になります。
　今日はまず、長崎県空調衛生設備業協
会を通しての取り組みの一つである、出
前講座について発表したいと思います。
その後、新卒採用、宣伝広告、中途採用
といった自社の取り組みや、今後の展望
を中心にお話させて頂ければと思いま
す。
　まず出前講座については、私は主に地
元の佐世保工業高校等で講師を務めてお
ります。初めての出前講座では、多くの
生徒が将来のことについてあまり考えて
いない、という印象を受けました。もち
ろん設備工事の出前講座ですから、設備
工事の話はします。設備工事という分野
の重要性や、地場企業の存在意義といっ
た話もします。
　ただ、それらとは別に本当に伝えたい
ことがありまして、それが全体の話の７

割以上を占
めているか
と 思 い ま
す。まず１
つは、今の
自分の現状
を把握して
ほしいとい
う こ と で
す。将来に
ついて具体
的にどうな
りたいか、そしてそういった段階までま
だ至ってない自分に気づいてほしいとい
うのが１つです。
　それから、一度選んだ道を、すぐにや
めないでほしいということです。今後、
本当に不足していくのは技術者だと思っ
ています。技術者というのは、技術と資
格をしっかりと身につけた人ですが、
せっかく社会に出ても職を転々としてい
ると、なかなか一人前になる時期が遅く
なってしまうのです。「自分にとっての
仕事が何なのか？」というところです
ね。誰かの役に立ち、それで対価を頂く。
そして自分自身の人生を充実したものに

事例発表

「魅力的な建設産業に向けて
　～担い手確保と新たな人材育成～」

双峰設備株式会社
代表取締役社長　曽和　英徳　

曽和英徳氏
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する。これができれば、非常に幸せな人
生を歩めるのではないかと思います。
「自分の仕事がこのような形になるよう
に努力をしてほしい」といった話を、出
前講座では一番に伝えたいこととしてい
ます。
　ところで、こちらばかり淡々と話して
いると、当然生徒も飽きてきます。そこ
で行っているのが、現状確認のクイズで
す。
　まず１つ目が「30歳になったとき、
どんな生活をしていたいですか」という
質問です。例えば、仕事や趣味、住んで
いたい場所など、できるだけ具体的に書
いて発表してもらいます。その後少し設
備に関する説明が入り、次は「40歳に
なったら、どんな生活をしたいですか」
と問います。30歳から10年後、自身の
イメージを考えてもらい、10年間の進
展について想像し、書いたものを発表し
ます。そしてまた説明を加えた後、今度
は「30歳、40歳で思い描いた生活をか
なえるためには、今、何をしたらいいと
思いますか」というようなことを聞きま
す。これをすると、生徒のほとんどがま
ともに書くことができません。でも、書
けないということをわかってほしいと思
い、あえてこういう出題をしているので
す。
　出前講座ではこういったことをやりな
がら、なるべく生徒目線で、そして良い
ことばかり言わないようにしています。
やはりどんな仕事にも大変なことはたく
さんありますから、それについてはその
まま隠さずお話をしているつもりです。
あとは経済の中での建築業界のポジショ

ンだとか、働き方改革で改善が見込まれ
る中でも、土日の出勤や夜間工事がある
といった話も、正直にさせてもらってい
ます。
　また重要なのは、この講座を自分の将
来について考える機会にしてもらうこと
です。２年生を対象に12月頃に行って
いるので、ちょうど将来の進路を考え始
める時期と重なります。最終的には弊社
に来てくれないかなという気持ちは持ち
つつも、まず自分がどうなりたいかを考
えるきっかけになればいいなと思ってお
ります。

〈�採用活動について～新卒採用に工夫を
～〉
　次に、出前講座をした後の新卒採用に
ついて、少しお話させて頂きたいと思い
ます。
　最初に着手したことは、リクルート用
のパンフレットの作成でした。出前講座
の際の配布用に、既存の会社案内とは別
に学生向けのパンフレットを作ったので
す。現在第２作目を制作中になります。
また、地元の学校とのつながりを構築し
ていこうということで、学校が開催する
企業説明会には積極的に参加をするよう
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になりました。それによって、子どもた
ちの様子や、先生や学校の雰囲気といっ
たものを肌で感じるということができる
のです。会社の求人票も、就職活動の解
禁日が７月１日ですので、必ずこの日に
合わせて学校に届くようにしています。
　そして、特に力を入れているのがイン
ターンシップです。弊社ではここ数年、
工業高校から約１名ずつ入社しているの
ですが、全てインターンシップに来てく
れた子達です。
　日程については、まず午前中に私が自
ら現場に連れていくようにしています。

現場では必ず担当者に案内をさせて、
色々と話をします。その現場もなるべく
バラエティに富むように工夫していま
す。ランチにはおいしいものを食べても
らい、午後は会社で講義をしたり、職人
の手が空いていれば、実際に配管の実習
をやってみたりもします。
　少し前までは、インターンシップに行
くと、現場でひたすら掃除や雑用をする
といったこともあったようですが、それ
では逆効果です。というのも、生徒達は
学校に戻ると、友達同士でそれぞれのイ
ンターンシップについて報告し合ってい
るんですね。その際「自分は掃除しかし
ていない」というのと、「社長が自ら案
内してくれた」というのでは、それだけ
で印象に差がついてしまうんです。これ
を毎年繰り返していれば、会社のイメー
ジも定着してきますよね。ですので、イ
ンターンシップは手を抜かずにやること
を、私はお勧めしたいと思います。
　次に、弊社で行っている宣伝広告につ

事例発表の様子
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いて話を致します。まず、今後求人を行っ
ていくのならば、ホームページは必須だ
と思います。とりあえずでもいいので、
とにかく作って下さい。なぜなら、現在
は会社の存在を証明できないと話になら
ないからです。
　工業高校の進路指導の先生によると、
子どもの進路決定権で重要なウエートを
占めているのは、親だそうです。先生で
も子どもでもなく、親が一番だそうで
す。そして親は必ず、ホームページで企
業を確認するのだそうです。そんな中で
ホームページがないとなると、非常に不
信感を持たれるのです。ですので、ホー
ムページはぜひ作ることをお勧めしま
す。弊社も以前は更新が滞りがちでした
が、今ではFacebookと連動するように
しています。
　また、テレビＣＭを放映するようにし
ました。現在は２作目になります。価格
は１年間で約100万円だったと思います
が、あちこちから「見たよ」とお声掛け
頂けます。空いたところにスポット的に
入れてもらうＣＭですので、「決まった
この時間で流れる」というものではあり
ませんが、夏休みやお正月といったお休
みの時には少し多めに流して頂くように
お願いをしています。工業高校の子ども
たちからも、弊社を「テレビで見たこと
がある」と言われますので、一定の効果
はあるのだろうと思いますが、詳しい効
果についてはまだ検証中です。今後も会
社の体力がある限りは続けていくつもり
です。
　他には、会社の車に「技術者募集中」
と派手に大きく載せて走らせる、という

こともしています。社員の皆さんには若
干不評ですが、これによって「双峰設備
はいつも募集している」ということをア
ピールできます。効果があるのはこれか
らだと、今後に期待しているところです。
　宣伝広告において一番気をつけている
ことは、会社の存在を色々な角度で証明
するということです。ホームページやパ
ンフレット、テレビＣＭ等、様々な場面
で目につくことで、就職活動をする上で
安心感を持って頂けるのではないかと
思っています。
　いずれにしても、弊社における宣伝広
告は、もう求人に特化したものになって
います。我々のお客様は一般の方ではな
く、ゼネコンさんや官公庁といったとこ
ろがメインですので、以前は全くこのよ
うな宣伝活動はしていませんでした。た
だ昨今においては、やはり求人という意
味で色々な方々に知って頂かなくてはい
けませんので、今力を入れているところ
です。
　次に、中途採用についての取り組みを
お話します。まず、人材派遣会社への登
録です。現在、かなりの数の会社に登録
しています。そちらを通して決まった人
もいますが、結構な費用がかかります。
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ですので、それと併用してハローワーク
等々も活用しています。もちろん更新も
まめに行います。更新というのは、少し
求人の文章を変えたり、といった些細な
ことです。そうすると、また会社名が上
位に掲載されるようになるのです。何も
しないでいると、どんどん順位が下がっ
てしまい、目につきにくくなってしまい
ます。ですから、更新作業は意外に重要
になります。
　ただ、中途採用に関しては、やはり縁
がないとなかなか難しいというのが、今
のところの本音です。「これをやれば必
ずうまくいく」というような方法はない
のかなと思います。それでも、こうして
色々と網を張っていると、情報は入って
きます。先日も先方からご連絡を頂き、
結果的にはお断りしたのですが、そのう
ち弊社の希望にかなった人に出会えるの
ではないかと期待しているところです。

〈社内の待遇改善と今後の取り組み〉
　次に、待遇改善についてです。弊社で
は、第２・第４土曜日の休日から週休２
日制にして、２期目になりました。週休
２日制の導入目的としては、もちろん待
遇改善という意味が大きいですが、「メ
リハリのある社風にしたい」というのが
あります。忙しくない時はさっさと帰
り、忙しい時は頑張る。そういうメリハ
リが一番大事だと思っていますので、休
みの時は休みます。
　週休２日制の導入に当たっては、問題
点もありました。まず申し上げた通り、
以前弊社は、土曜日の休日は第２・第４
土曜日のみでした。それを週休２日にす

ると、休日が月に２日ないし３日増える
ことになります。そうすると、物理的な
労働時間が減るということで、仕事が終
わるのかどうか。これが一番問題でした。
　そこで、一年を繁忙期と閑散期に分け
て、終業時間の工夫をしました。具体的
には、４月～９月を閑散期、10月～３
月を繁忙期とし、始業時間は８時15分
で共通ですが、就業時間を閑散期は17
時まで、繁忙期は18時45分までとした
のです。
　これによって、年間総労働時間は以前
とほぼ同じになり、労働基準監督署の
諸々の条件もクリアすることができまし
た。詳細を見ますと、年間の総労働時間
が2091.4時間なのに対して、2062時
間。労働日数は280日に対して、240日。
休日が126日あります。それから、１日
当たりの労働時間が10時間までとなっ
ていますが、これは8.59時間。１週間
当たりの労働時間が52時間までという
のに対して、一番長い週で51.25時間で
す。
　それから、原則連続で労働できる日数
が連続６日間でとなっているのが、最大
で５日。そして週平均40時間以内とい
う規定についても、総数で割ると39.44
時間と、ぎりぎり40時間を切っていま
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す。以上を現在実施しています。
　これから働き方改革に伴って、やらな
ければいけないことが出てきますので、
まだ道半ばではあります。また今後、こ
の状態が続けられるかどうかも今は検証
中ですが、一つの事例としてご報告させ
て頂きました。
　それから社内の組織についても、色々
と工夫をしています。一番は60歳以上
の方々についてです。現在弊社には、
60歳以上の方が３名おります。１名は
専務で、あとの２名が常務です。ただ、
年齢的にも体力的にも、現場の第一線で
現場監督をやるには、非常に厳しいもの
があります。そこで会社として、彼等に
は現場のパトロールを行うといった立場
に就いてもらっています。そのパトロー
ルには私も同行します。以前は全てベテ
ラン勢に任せていたのですが、今は現場
自体が大分変わってきています。ただ作
業をするだけでなく、勉強であったり
様々な工夫をしながら進めています。そ
ういった状況を私自身も見ておかねばと
思い、パトロールに一緒に参加している
次第です。
　また品質管理室という部署を作って、
１人の常務がそこの長に就任し、定期的
に現場の安全品質パトロールをしなが
ら、注意事項を皆で共有します。パトロー
ルの後には会議を開き、その中で皆にも
周知徹底を図ります。そうしたところ
で、ベテラン勢の活躍の場を今、新しく
つくっているところです。
　会議の中では勉強会も行います。「技
術者会議」という会議を毎月開催してお
り、この中で、ベテラン社員による専門

的な講義を行っています。それから、様々
な現場を納めた後、現場の良かったとこ
ろや反省点を皆で共有しようということ
で、工事レポートを出して会議の中で発
表し、それについて議論するというよう
な場も設けております。それから、クレー
ムの共有。ないにこしたことはありませ
んが、こういったものも包み隠さず発表
して、その対策を皆で考えていく。会社
として、一回起きたことは今後起きない
ような体制づくりをやっていかないとい
けませんので、そうした中で、クレーム
の共有は大変重要になります。
　こうした勉強会を通して、若い人たち
に、何をどこまで知らなくてはいけない
かを把握してもらいたいと思っていま
す。「このぐらい知っていればいい」と
いう程度が、現場管理の人間によってま
ちまちだと、人によって仕事にバラつき
が出てしまいます。双峰設備としての最
低限の品質を保つために、レベルが大体
揃うようにしていきたいと思ってやって
おります。
　システム関係では、原価管理システム
を弊社では取り入れています。今までは
人の手でやっていたことをシステム化し
ました。そろそろ10年近くになります。
　それからここ数年で取り組んでいるの
が、既存のサービスの利用ということ
で、Dropbox、いわゆるクラウドのサー
ビスですね。これを活用したファイルの
管理もしています。もう会社内のコン
ピュータやサーバーにデータを置いてお
く時代ではないと思っておりまして、
データは全てクラウド上に置いて、会社
のコンピュータはいつ壊れてもいいとい
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26行＝18.319
27行＝17
28行＝15.777
29行＝14.641
30行＝13.587
31行＝12.6
32行＝11.677
33行＝10.813
34行＝10（標準）

35行＝9.235
36行＝8.514
37行＝7.833
38行＝7.189
39行＝6.578

１段の横幅は72㎜
　＝１段幅の写真の横幅も72㎜
２段通しの場合は１行39文字
段間は12㎜（３文字分）
２段全体の横幅は156㎜で変わらず
　１段目のセンター（Ｘ座標）　49㎜
　２段目のセンター（Ｘ座標）　133㎜
インデントは4㎜単位で考える

キャプションは13級で変わらず

う状態にするようにしています。そうす
れば、会社のコンピュータのハードディ
スクの容量も非常に小さくて済みますか
ら、管理も大変楽になります。それから、
ブラウザだけで簡単にできるテレビ会議
のシステムも活用しています。
　ただ、こういったことを漠然と実行す
るのではなく、「何のためにやるのか」
を常に考えなくてはなりません。やは
り、「誰に頼んでも一定水準の品質が保
たれる」というのが、私は一番大切だと
思っています。これを実現するために、
諸々の取り組みを行っているのです。会
議や勉強会にしても、全員に伝わらない
と意味がありません。それを確実に伝わ
る仕組みにしていきたいというところが
一番の目的で、このコンピュータ化とい
うものを進めています。
　今後の取り組みとしては、IＣTや
IOTの活用を目指しています。いわゆ
るスマホやコンピュータを上手に使え
ば、大きな効率化につながるかも知れな
い。例えば現場事務所と管理事務所を連
動することで、出退勤や書類、社用車の
管理がシステム上でできるようになれば
いいのではと思います。上手に「見える
化」をすることで、担当者が不在でも、
他の者が対応できるようになれば理想か
なと思います。これらは小さな積み重ね
かもしれませんが、この積み重ねによっ
て、会社全体としてかなりの省力化に繋
げられるのではないかと思っています。
　また、電子化されて大量に保存が可能
になった書類の中で、本当に必要なデー
タを上手に蓄積して使うことも大切で
す。そしてそれをどう活用するかという

仕組みづくりが、それぞれの会社で一番
検討しなくてはいけない事項に、今後
なっていくと思います。弊社でも
Dropboxを使ってデータを蓄積していま
すので、その有効な活用について取り組
んでいるところです。
　問題点もあります。セキュリティの確
保ですね。便利にすればするほど、漏洩
の可能性も高くなります。ですので、こ
このバランスをどう取っていくか。これ
が非常に難しいと思っています。弊社は
パソコンに詳しい人間が僕しかいないも
のですから、全部自分でやらないといけ
ないというところが、非常に苦労してい
る点です。ですが、設備屋でSEを雇う
というのも現実的ではないものですか
ら、何とかコツコツと自分でやっていか
ねばと思っています。

〈業界として取り組んでいくべきこと〉
　今後、業界としての課題は沢山ありま
すが、その中で重要なことは、会社単位
ではなく、各企業が一体となって、団体
として様々な活動を行っていくことでは
ないかと思います。色々な方面への告知
活動をする上でも、「双峰設備」と言っ
て単体で行くのと、団体として複数社で
行くのとは、来られた側の安心感や信頼
度が違います。これは新卒のみならず、
中途採用のためにも非常に有効だと思い
ますので、ぜひ協力し合っていきたいと
思います。
　その上で取り組むべきことが、まず学
校とのつながりの強化、そして継続的な
雇用です。毎年継続して求人を出さない
と、なかなか学校から子どもたちを紹介
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キャプションは13級で変わらず

してもらえないという側面があります。
ですので、一社ではなく団体として継続
的な雇用を行うといったことをしない
と、今後、業界全体としての入職者の数
が減っていきます。弊社の人数は30名
程ですが、何とか学校との関係づくりが
できているという状況です。さらに小さ
な規模の会社になると、なかなかそうい
うことも難しいのではないかと思いま
す。
　それから、低年齢層への出前講座。出
前講座に限らず、小学生や中学生といっ
た子どもたちに、設備工事のことを伝え
ていくのは、非常に大変です。工業高校
ならばある程度集約されますが、小中学
校となると、佐世保市だけでも70校あ
ります。これを会社単位でやるのは非常
に限界があると、実際に行ってみて感じ
ております。
　また、設備工事について、一度は学校
の授業に取り入れて欲しいと思います。
工業高校へ出前講座に行っても、生徒た
ちは設備工事の「せ」の字も知りませ
ん。建物を建てて躯体をつくっていくと
か、木造建築のこととか、そういった勉
強はしていますが、設備となると、「水
道って何ですか」「電気って何ですか」
といったレベルです。ですので、「様々
な業種が集まって一つの建物ができてい
る」ということを、さわりだけでもいい
ので、授業の中で教えてほしいと思いま
す。この状態で入社してくるので、何も
知らないところから教育をして、実践で
働いてもらっているというのが現状なの
です。やはり学校内と学校の外からと、
両方からの相乗効果で、より理解を深め

てもらいたいと思います。
　最後に、様々な取り組みを行ってきて
気づいたことをお話したいと思います。
　一つは、やはり継続することが大事だ
ということです。続けることで、次にや
るべきことが見えてきます。最初は何も
わからない状態でも、まずは行ってみ
て、そこで色々な問題点に直面して、そ
れをどう解決していくか。この繰り返し
によって、だんだんとより良い方向に近
づいていきます。ですので、継続の重要
性をお伝えしたいと思います。
　それから、変化に適応する力です。取
り組みについても、必ずしも当初の予定
で順調に進むわけではありません。その
時に立ち止まってしまわずに、変化に上
手についていくということです。それに
よって道が開けてきます。
　本日は弊社の取り組みをお話致しまし
た。地域性等多少の違いはあるにせよ、
工夫次第で手段を見いだすことはできる
と思います。ですので、ぜひ力を合わせ
て業界としての取り組みを行い、この業
界を盛り上げていければと思っておりま
す。
（一般社団法人日本空調衛生工事業協会
「空衛」2020年１月号より転載）


