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逆境を乗り越え、
地域から愛される永続企業を目指す

Point
❶	 	ダイオキシン騒動で周囲から激しいバッシングを浴び、窮地に陥った会社（産業廃棄物処理企業）
を創業者である父親から継承する。

❷	 	15億円を投資した焼却炉を廃炉にする決断をし、「全天候型独立総合プラント」を40億円かけ
て導入。受け入れた産業廃棄物の96％を減量化およびリサイクル。

❸	 	会社の管理敷地面積東京ドーム3.5 個分のうち、8割が里山であり年数千万円かけて管理を行う。
里山再生を進めながら、環境教育の拠点を作る。また森林パーク「花木園」をつくり、地域の方々
に愛される企業を目指す。

❹	 	プライベート面では2人の子どもを育て上げる。仕事優先で子育てはしないという選択はせずに、
子どもたちと話す時間をしっかり取るようにしている。

❺	 	女性も会社に不満があれば意見を言って突破口を開き、成功体験を持つべき。それが自分も会社も
成長させる。

女性活躍支援

〜魅力あふれる女性リーダー特集〜
　女性活躍推進法が今年４月からスタートし、301名以上の企業は行動目標を定めなければなりません。政府は
2020年に女性管理職比率3割を目標としており、官民挙げて取り組んでいます。本誌では、男性が中心の職場にお
いて、魅力あふれる女性リーダーにスポットを当てて連載をしています。

聞き手
宮原 淳二（みやはら じゅんじ）
ダイバーシティ＆ワークライフバランス推進部長

早稲田大学卒業後、化粧品大手の資生堂に入社。2011 年 1月より東レ経営研究所に転職。企業や自治体などでワーク
ライフバランスの講演を多数実施。働き方改善の企業コンサルティング経験も豊富。社外活動では、内閣官房すべての女
性が輝く社会づくり推進本部「暮らしの質」向上検討会・座長、文部科学省・中央教育審議会幼児部局専門員など歴任。

石坂産業株式会社 代表取締役
石坂 典子（いしざか のりこ）氏
1972 年東京都生まれ。米国に短期留学後、父が創業した産業廃棄物中間処理業の石坂産業に入社。埼玉県所沢市周
辺の農作物がダイオキシンで汚染されているとの報道を機に、「私が会社を変える」と父親に直談判し、2002 年社長に就任。
「自然と地域と共生する企業」を目指し、共に育み共に栄える100年先の企業づくりに挑戦。“見せる・見られる” 五感経営
を実践し、世界中から見学者が訪れる先進的な環境配慮型企業に変革させた。里山保全再生に取り組み、JHEP（ハビタッ
ト認証制度）最高ランク「AAA」を取得。2013 年には経済産業省「おもてなし経営企業 50選」に選出。『先輩ROCK	
Y0U（日テレ）』『夢の扉 +（TBS）』『先人たちの底力	知恵泉（NHK	Eテレ）』『カンブリア宮殿（テレビ東京）』出演ほか、
多数のメディアに取り上げられている。日本全国の団体・行政・学校から講師・講演依頼が殺到している。2014 年 12月
ダイヤモンド社『絶体絶命でも世界一愛される会社に変える！』発刊、2016 年 9月日経 BP 社『五感経営―産廃屋の娘、
逆転を語る（仮）』発刊予定。『日経WOMAN』の「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2016」情熱経営者賞を受賞。

ライター
フリージャーナリスト
土井 弘美（どい ひろみ）

立教大学卒業後、出版関係の業務に従事。科学雑誌『ニュートン』、ファッション業界誌『チャネラー』等を経て現在
フリーランスで活動。中国でのビジネス経験も有。
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個を認め、社員の意見を活かすことで職場を活性化。

里山再生を通じて、地域から必要とされる企業にする

ことが自分の使命。日本の産業廃棄物処理ビジネスは

世界で通用する。

——石坂典子さんは、お父さまが創業なさった産業廃

棄物処理の会社を継承されています。ビルや住宅を壊

したときに出る大量のコンクリートや木材などを破砕

して、再び使用可能な建築資材やチップなどに生まれ

変わらせるもので、工場もとても大規模です。

　1999 年に「所沢の野菜からダイオキシンが検出

された」と報道されたときは、まるで元凶のように

バッシングを受けました。それを乗り越え、環境への

取り組みとして、会社の隣に広大な里山アミューズメ

ントテーマパーク「三
さん

富
とめ

今昔村」をつくられていらっ

しゃいます。石坂さんのこういった多彩な活動は各方

面から注目を集め、忙しい社長業の傍ら、日本各地で

ご講演もなさっています。

　まず、今のお仕事のやりがいから率直にお伺いした

いのですが。

石坂　私の目標は、社員が「働きがいがある」と
思える会社をつくることです。大変な仕事であっ
ても自分で工夫できればやりがいが持てる。この
業界はアンダーグラウンドで、一般の人が知って
いる製造業のビジネスとは少し違っています。会
社名は知らなくても、「ああ、この商品なら知って
いる」ということは普通の会社ではありますよね。
私たちの会社は、その商品（ブランド）がないん
です。会社のブランドをどうつくっていくのか、
会社の見せ方、業界のあり方を考え、みなさんの
意識を変えられるようにしていくということに、
とてもやりがいを感じ、頑張らないといけないと
思っています。

——ご自身の夢であったネイルサロンをあきらめてお

父さまから会社を継承なさった理由はどこにあるので

しょうか。

石坂　ネイルサロンをやりたいと思いながらも、
父の仕事を手伝っていました。99 年にダイオキシ
ン報道があり、会社が窮地に立たされたとき、初
めて父からこの会社をつくった思いや希望を聞き
ました。子どもがだれか会社を継がないといけな
いと感じたのですが、3 人兄弟のうち会社にいた
のは娘の私だけ。父は唯一の息子である弟に継が
せたかったのでしょうが、彼はこの会社に入って
くる予定は当時なく、たまたまやりたいのが娘の
私で、チャンスをもらえたということでしょうか。
　ファミリービジネスのあり方としては、小さい
ころから子どもに仕事を見せていくこと、その思
いを伝えていくことはとても重要だと思います。
日本では「子どもに自分のような苦労はさせたく
ない」とか「子どもを安定した大企業に就職させ
たい」など事業継承に躊躇する経営者が少なくあ
りません。しかしながら、海外ではファミリービ
ジネスはきっちりと教えていますし、継承されて
います。

——学生時代に、いつかは会社を引き受けたいという

気持ちがあったのでしょうか。

石坂　全く考えていませんでした。ファッション
などに関心があった娘には、父の仕事が自慢でき
なかったのです。私が子どもの頃は、産業廃棄物
処理業なんて言ってくれず、「ゴミ屋の娘」と言わ
れていました。でも、父の会社に入り、現場の人
を見て、本当に大変な仕事だと知ったのです。今
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でも、現場の人たちに食べさせてもらっていると
思っています。産業廃棄物企業がどんな仕事をし
ているのか、また社員の働き方をさまざまな方に
知ってもらい、業界全体の存在価値を高めていく
ことが自分の役割ではないかと思うようになりま
した。工場見学の実施などは実際にどのようにリ
サイクル作業が実施されているのか見ていただく
絶好の機会だと思っています。

会社の存続のために、
何をプラスし何をマイナスするのか

——お父さまの時代、収益の 7 割が焼却事業だった

のですが、ダイオキシン報道のときに廃炉にされまし

た。社内的に不安はなかったのですか。

石坂　創業 25 周年のときに、15 億円かけて新し
い焼却炉を立ち上げたのです。イベントも行い、
業界でも環境にやさしい焼却炉だと大きく取り上
げられました。そのときは「会社を創業した人が
評価されるというのは、こういうことなのだな」
と思いました。ですが、そのわずか 2 年後にダイ
オキシン報道があって会社がバッシングされ、父
も相当つらかったと思います。
　世間からたたかれたとき、「焼却が迷惑だという
なら、やめてしまったら」と、父に言ったのです。
すると、父は暗い顔をしてしばらく黙っていて、
やがて「地域に必要とされていない仕事をしても
仕方がない」とつぶやきました。会社のために何
をプラスするのか、何をマイナスするのかという、
一番難しいことを教えてもらいました。
　父が事業を起こした思いが、社会に伝わってい
なかったんだと残念にも思いました。われわれの
ビジネスは価格主義。有名ブランド品であれば、
欲しい人は高くても買いますが、私たちには手に
取ってもらう商品がない。いらないものを処分す
るのは、安い方がいい。興味があるのは、価格だ
けなのです。そうなると、会社やステークホルダー
もたたかれ、自転車操業になる。創業者も「子ど

もに継がせたくない」と思うようになる。そうい
う仕事ではいけないわけです。社員に給料を支給
したり、新たな設備投資も必要です。安いだけで
は会社の未来は描けないのです。

——価格勝負ではないところで商売をするとなると、

さまざまな葛藤があったことでしょうね。

石坂　しょっちゅう契約破棄がありました。「殿様
商売か！」とも言われました。しかしながら、地
域をよくしようという事業コンセプトを理解し、
協力しようというお客さまは戻ってきてくれたの
です。価格が高いと言いつつ、応援してくれた方々
があってこそ、今の石坂産業が出来上がり、絶大
な信用が生まれてきました。

——周辺の雑木林を整備して、地域・自然との共生プ

ロジェクト「三富今昔村」をつくられました。

石坂　もともと雑木林だったのですが、不法投棄
のゴミが集まってしまっていました。そこで里山
について勉強し、近隣の地主さんから土地をお借
りして林を公園として整備することにしました。
今はコミュニティープラザ「くぬぎの森交流プラ
ザ」も完成し、地元の人たちに自由に使っていた
だいています。子どもたちの環境教育の場ともな
り、自由研究ツアーなどの活動も盛んに行われて
います。

仕事を優先し
子どもの面倒を見ないという選択はしない

——お 2 人のお子さんがいらっしゃいます。育児と

仕事の両立で苦労されたことはありますか。

石坂　時代とともに状況が変化しますので、これ
からお話しすることが今の人たちに共感されるか
どうかはわかりません。当時は基本的に結婚退職
が多く、私と一緒に入社した女性たちも結婚して
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辞めていきました。そういう中で社長を継ぐと決
意したとき、4 歳と 3 歳の子どもがいました。
　当時、保育園は公務員が優先されていて入るの
が難しく、直談判に行ったこともありました。よ
うやく入れた保育園を出されないために、計画的
に翌年もう 1 人出産することに決めました。運よ
く 2 人の子どもは保育園に入園できたのですが、
その保育園の方針は、布おむつ式だったのです。
それで帰ってから夜中まで布おむつを洗濯し、翌
朝お弁当をつくって送り出すという日々が続きま
した。自分の時間は全くありません。
　でも、私の中には仕事を優先して子どもの面倒
を見ない、という考えはありませんでした。仕事
が終わったら早く帰って少しでも子どもたちと
いっしょにいる時間をつくる。基本的に接待はお
断りしていて、飲み会にも出ません。それは今も
続けています。
　その辺りが、男性と違うところかもしれません。
とはいえ、女性もキャリアを持つ時代。社員にも、
子育てをしながら働いている女性がたくさんいま
す。まず、会社の中の制度から変えなくてはなり
ません。私の時代は産休を通算 3 カ月しか取れず、
出産 2 カ月目から出社していました。

——子育てで悩まれたことはありませんか。

石坂　教育こそ本当に環境半分、親が半分だと思
います。コンビニにたむろするような若者になっ
てほしくないと、小さい頃に受験させ、小学校か
ら学校の教育方針と家庭方針の合う私立を選択し
ました。それだけの価値はあり、おだやかな子に
成長したと思っています。どこかにいってしまう
ような不良少年になってしまっていたら、親とし
て悩みがつきなかったろうと思います。子どもた
ちはもう 19 歳と 17 歳で、自身で考え、選択する
大学生と高校 3 年生になりました。

——現在は御社の産休・育休の制度も整っています。

石坂　イクメンという言葉もありますが、育児・
家事の負担は圧倒的に女性の方が大きい。今は女
性も働く時代になって、育児と仕事の両立が当然
になっています。当社の社員も、出産となれば産
休・育休で 3 年は休職します。どうしても自分と
比較してしまうので、「昔とは時代が違うんだ」と
自分に思いこませるのが大変でした。
　今は社員も、有給休暇をたくさん取りますし、
半休有給、バースデー早退もあります。セレモニー
にお休みを取る男性社員を見ると、自分の時代に
はなかったから、うらやましくて仕方がありません。

——ママ友とゆっくりランチをとる生活も選択できた

かもしれないと、思ったことはありますか。

石坂　興味ありません。他のお母さん方から見て
も異質だったと思います。授業参観の後お食事を
しましょうと誘われても、すぐ帰ってしまう。そ
のうち「忙しいでしょうから」と誘われなくなり
ます。女性たちと姑の話をするより、「早く会社に
帰りたい、自分にはやることがある」と思ってい
ました。服装も、職場で着るブラックスーツを着
ていったので、専業主婦の方々の明るいファッショ
ンとは少し違う。子どもたちにも「お母さんだけ
違う」と言われました。今では 2 人とも仕事をよ
く理解してくれていたと感謝しています。
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創業者のしてきたことを肯定し
そこに付加価値をつけていく

——古参の社員や自分より年上の社員について、管理

する側として注意している点はありますか。

石坂　こういう会社にしていきたい、こう変えて
いきたいということをしっかり伝える時間をつく
るということでしょうか。社長とはいえ、古参社
員や年上の方には場所を別にして「こういう会社
にしたいので、こういうところにあなたの力を生
かして協力してもらいたい」とお願いの会話をし
ます。当社には 60 歳近い方もたくさんいますし、
男性社員が多いので人前で上からのもの言いは避
けるようにしています。
　かといって、年下にはざっくばらんかというと、
そうでもありません。社員には気を遣っています。
明確なビジョンや方向性を示すリーダーである一
方、社員が能力を 100％発揮できるフィールドを
つくるのも社長の役割です。

——お父さまと異なるマネジメント手法があればお伺

いしたいです。

石坂　物事を変えるということは、これまで培っ
てきたものを壊すことになる。これは事業継承の
大きなトラブルの一つとなります。創業者には独
自性があって、よかれと思ってやってきているわ
けです。否定されればプライドが傷つくし、子ど
もに言われたくない。そう認識したので、父がやっ
てきたことに付加価値をつけていくことを考えま
した。父がつくったものをブラッシュアップして
いくのです。「よい土台があるので、こうさせてく
ださい」といえば、気分も悪くない。
　そう思えるのは女性だからだ、という人がいま
す。男性ですと「親父のやり方は古いんだよ」と
けんかして分裂してしまう。「なぜ社長のところは
うまく事業継承できたのですか」と聞く人が多い
んです。参考になるかどうかわかりませんが、（先

代の経営方法を）生かし切る工夫をすることだと
思うのです。
　父がやってほしくないと言ったことは、私の代
ではそれを守り、次に伝えていきます。しかし、
時代の変化とタイミングは絶対にあるので、会社
を残すために、何かを捨てて何かを新たに選ばな
くてはならないことは多々あると思います。

——人材開発については。

石坂　国際規格 ISO を取得しつつ、現場を管理し
ていくには勉強しなくてはいけないことがたくさ
んあります。入社するとみんな「こんなに勉強し
なくてはならないのか」と驚きます。石坂技塾と
いうのもあって、毎週のように開催しています。
自分で勉強する風土があるので、特に管理はして
いません。でも、勉強したくない人、稼ぎに来た
だけの人が入ってくると、なんとなくアウェーな
感じがすると思います。やる気のある人は評価も
高く、責任者になっていきます。
　
不満があれば突破口となって会社に声を届ける
くらいの心構えを
　
——東レ経営研究所では女性の活躍支援などの事業を

行っています。最後に、女性社員に向けてのエールを

お伺いできればと思います。

＜作業現場の様子＞
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石坂　皆さんいろいろな理由があって、多様な働
き方をしていらっしゃいます。でも、縁があって
その会社にいるわけですから、もし「やらされて
いる」感があって不満なら、自分で変えていくべ
きです。自分が成長できるような会社かどうかを
判断するのは自分である、ということです。会社
がこうしてくれない、こういう制度がほしいとい
うなら、自分が最初に会社に対して問題提起する
役割を担うべきだと思います。働く人たちにとっ
て、自分たちの声をしっかり会社に届けることは
とても大切なことです。
　女性にありがちなことですが、「聞いてくれない」

「何とかしてくれない」と他人に責任を押しつけて
はいけません。「なんで制度がないの」と嘆くので
はなく、制度をつくってもらうように会社に働き
かける。それに対して社長が「うちの会社はこの
ままでいいのだ、いやなら辞めろ」と言うんなら、
その会社を辞めた方がいいのかもしれません。そ
のうち経営者も「なぜいい人材が来ないのだろう、
働きにくい環境があるのだろうか」と気づくでしょ
う。とにかく、黙っていて声を上げないのはよく
ないことです。

　そして、言ったからにはやってみて、成功体験
を持ってほしい。成功すると「もっと言っていこう」
と思うはずです。多様な意見があって、その中で
最もよいことを選択していくのが経営者なので
す。当社では、社員が会議の場で結構提案してき
ますよ。とても頼もしいと思います。
　自分が選んだ会社でしょうが、嫌なことや、つ
らい仕事もあるでしょう。ネガティブに考えず、
どうしたら改善できるだろうと自分と会社のこと
を考えることで、次の発展へとつながっていくの
です。経営者も働く人たちも、経験を積んで人間
力を高めていく。断念してしまうと、そこで終わっ
てしまいます。特に女性は場合によっては働かな
くても済むので（専業主婦という選択）、そうなっ
てしまいがちです。
　でも、今は不安定な時代で、男性の年収もそう
上がらないし、シングルの女性も増えています。
結婚していても、いざとなったら働く心構えで、
共働きで乗り切っていく覚悟が必要です。夫婦に
は、互いの協力が欠かせません。生き生きと、仕
事に育児に輝いてほしいです。

＜敷地内にある公園風景＞

逆境を乗り越え、地域から愛される永続企業を目指す



経営センサー　2016.9
4242

（聞き手　宮原よりコメント）
　産業廃棄物業界は店頭にならぶ商品がないので、

「自分たちの活動そのものがブランドなのだ」とい
う強いメッセージが印象に残りました。石坂社長
は「会社はどうあるべきか、また地域に必要とさ
れる会社になるためにはどうすればよいか」を常
に考え、行動されている、信念の塊のような方だ
と思いました。ゴミの焼却からリサイクル事業へ
の転換、工場見学の受け入れ、新本社ビルの設立
など、父親から事業を継承されてから次々に新し

い改革をされる行動力は稀有な経営者だと思いま
した。
　取材の後に全天候型プラント施設等を見学させ
ていただきましたが、社員の方々は全員手を止め
て、「こんにちは」と明るい笑顔で挨拶してくださ
いました。社員教育を徹底されている証左です。
また森林パーク「花木園」「三富今昔村・くぬぎの
森交流プラザ」など地域の方々がくつろげる施設
が盛り沢山で、別の機会でまた訪問したいと感じ
ました。

企業 DATA
社名：石坂産業株式会社
本社：埼玉県入間郡三芳町上富緑 1589-2
創立：1967 年 7 月 24 日
代表者：代表取締役社長　石坂典子
従業員：約 135 名
会社のホームページ：http://ishizaka-group.co.jp/

＜本社ビルを正面から見た様子＞

＜本社全体を上空から撮影した様子＞




