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女性が輝く企業特集
～岩手県プラザイン水沢の事例～
― 離職率の高いホテル業界で最近10年間、女性従業員（育児関連）退職者
ゼロの快挙―

Point
❶  女性従業員がここ10年間退職ゼロの理由は、優秀な女性従業員がいかにして退職しないで仕事を
継続できるか、を視点に人事制度を都度改訂していたため。

❷  ホテル業界では珍しく、副業・兼業を認めており、女性のキャリアアップを支援。資格取得にも注
力しており、能力開発に余念がない。

❸  数多くの外部認定を受賞されており、次はプラチナえるぼしに応募予定。地域に愛され続けるホテ
ルを目指している。

――御社が女性活躍支援を進めたきっかけは

後藤　会社の歴史は、現在の社長の父親の母（祖
母にあたる）が旅館をやっていたことからスター
トします。母子家庭で旅館業を続けながら息子さ
んを懸命に育て上げられました。その息子さんが
奥さまと一緒に旅館を引き継いだので、女性が結
婚や出産で仕事を辞めるという発想は全くなかっ
たと思います。プラザイン水沢ができた当時、女

性は働きながら子育てをするのが当たり前で、女
性活躍支援というのも自然の流れで会社に根付い
たようです。そうした背景の中、今の社長（2代目）
はとても時代感覚があり、国の少子高齢化の動き
をつぶさに見て、ホテル業界もこれから本格的な
人手不足になることを予見し、女性活躍をベース
に高齢者や障害のある方の採用に積極的でした。
優秀な新卒（4年制大卒）は変則的な勤務になる
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ホテル業界では採用が厳しいため、現在勤務して
いる方々がいかに辞めないかを念頭に置き整備し
ていきました。弊社が他社よりも早くこうした状
況を察知したかもしれません。また弊社では知的
障がい者を1994年から採用してきました。ヤマ
ト運輸の小倉社長が始めた知的障がい者が働ける
スワンベーカリーはとても有名ですが、弊社もそ
れを参考にし、障がい者が活躍できる組織を目指
しました。

――宿泊業、飲食業は離職率がとても高いが御社が低

い理由は

後藤　以前から、優秀な女性が入社しても寿退社
してしまうのが、もったいないという発想が根本
にありました。入社してから何年もかけて教育し、
ようやく一人前の仕事ができるようになってから、
“結婚（出産）で会社を辞めます” というのは企業
の競争力が落ちるという発想です。仕事と育児を
どう両立できるか、実際に女性従業員の苦労話を
聞きながら就業規則を毎年変更していきました。

岩手労働局の担当も驚くくらい、毎年就業規則を
変更したので、いろんな知識が身につきました。
人事部門で働く私にとっての教材は女性従業員そ
のものでした。どうしたら優秀な女性社員が辞め

■会社名 株式会社プラザ企画
■所在地 岩手県奥州市水沢佐倉河字後田29
■設立 昭和60年2月19日（1985年）　資本金5,000万円
■創業 昭和60年3月30日　プラザイン水沢
■社員数 166名（2019年7月時点）
■役員 会長　　　　菊池 スエ子

代表取締役　菊池 達哉  
■事業内容 ホテル経営、外食事業、食品加工販売、新聞販売
■事業所 プラザイン水沢、きくすい北上店、岩手日報販売センター（江刺、前沢）

会社概要

沿　革
■1931年 菊池旅館を創業
■1963年 岩手日報江刺販売書を開業
■1985年 （株）プラザ企画設立、プラザイン水沢を開業
■2001年 菊池達哉代表取締役就任
■2006年 和食レストラン北上店を開業
■2008年 岩手日報前沢販売店を開業、キッチンセンター開業
■2013年 ホテルニュー江刺ひたり葬祭通夜会館オープン
■2020年 創業35年を迎える

図表 1　プラザ企画の会社概要・沿革

出所：取材をもとに東レ経営研究所作成

プラザイン水沢の外観
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ずに働き続けられるか、これが私の頭の中に常に
ありました。「和敬清寂」（禅語）の精神です。

――女性従業員が辞めない仕組みとして人事制度は

後藤　まずは雇用タイプ選択制度がユニークか
な。女性従業員は出産や子育て、あるいは介護な
どという状況がライフイベントの中で発生しま
す。長時間働くことは難しいため、正社員からパー
ト、またパートから正社員と選択制にしました。
また勤務自己申告制度という現場管理者の裁量で、
労働時間圧縮制というのも取り入れました。イギ
リスなどでフレキシブルワークとして浸透してい
ますが、1日の労働時間を延ばす代わりに週の労
働日数を少なくできる制度です。ホテル業界など
では現場の繁閑に合わせて対応できるメリットが
あります。

　安息休暇は厚労省のガイドに出ており、今でい
う長時間労働の是正のことです。健康管理の一環
として当社は結構これを使っており、強制力を持
たせるようにもしています。
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図表 2　産業別の入職と離職データ

出所：厚生労働省「平成 30年雇用動向調査結果概要」

総務担当 後藤さん

女性が輝く企業特集～岩手県プラザイン水沢の事例～
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　両立支援制度の中では、当社の育児休業制度は
法定を大きく上回る子供が6歳になるまで、また
育児短時間勤務も子供が中学校入学までと長い。
小1の壁など、こちらも女性従業員の悩みを聞く
形で制度改定しました。役に立ったツールが上司
と女性従業員がミーティングなどで使用する『育
児プランニングシート』です。国の育児制度が変
わる都度、バージョンアップしています。上司も
女性従業員のキャリアアップのため熱心に取り組
んでいるようです。また夫が「妻が今、どのよう
な状況か」を知るための『育児ハンドブック』も
提供しています。行政が作成したものに、当社の
人事制度などを加え、対比することで分かりやす
くできています。ありがたいことに、こうしたハ
ンドブックを利用した先輩女性従業員たちが、自
分の体験をベースに後輩にアドバイスをしてくれ
ています。

――副業も許可しているが、具体的にはどんなことが

後藤　従業員からの申請が基本だが、副業・兼業
が認められた従業員は、農業やコンビニ、キャリ
アコンサルタント、FM放送ナレーターなど多彩
です。
　女性従業員の佐々木さんは短時間正社員を選択
して、2人の子供を育てながら、キャリアカウン

セラーの資格を取得しました。現在、地元の大学
の就職支援アシスタントをしています。国家資格
という「手形」を手に入れれば、いろんな方々と
の接点が増えるメリットがあり、そこを理解した
上で佐々木さんは、他の従業員へも副業のメリッ
トを伝えています。佐々木さんは今では当社のイ
メージリーダー的な存在で今後の活躍を期待して
います。
　人生100年時代ともいわれる中、これからの時
代は一つの仕事だけではく、複数の収入源を持っ
ていることが重要だと思います。片方がダメになっ

従業員の佐々木さん

図表 3　人事制度概要
人事制度

働き方

［雇用タイプ選択制度］従業員個々人の状況に応じてフルタイム⇔パート
タイマーなど柔軟な勤務形態を選択できる。雇用タイプは7 種類。
［勤務自己申告制度］社員が仕事の進め方に自由に関与でき、現場管理
者の裁量で圧縮労働時間制や一定期間の時間短縮が可能
［安息制度］健康障害を防止するため、健康配慮基礎時間および強制措
置を規定
［勤務間インターバル制度］勤務終了から次の勤務開始まで11時間以上
の非拘束時間を確保する
［失効年休積立制度］最長で過去 5 年分の年次有給休暇を繰り越して取
得が可能

女性活躍
子育て支援

［育児休業］最大 6 歳まで取得が可能
［育児時間短縮］子供が中学入学まで取得が可能
［不妊治療］最長で 2年間まで取得が可能

副業兼業
勤務時間外において、他の会社等の業務（事業経営、委託、NPO 活動、
ボランティア活動等）に従事できる。また会社は積極的に両立を支援す
ることを明記

出所：取材をもとに東レ経営研究所作成
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ても、専門性を持っていればいざという時に自分
を助けてくれる。自己成長を意識して主体的にキャ
リアを積む、副業・兼業はまさにこうしたメリッ
トを享受できると思います。

――数多くの外部認定を受けられているが

後藤　あくまで結果ですが、地方の中小企業が採
用しやすくするための方策だと思い進めてきまし
た。社長もワークライフバランスや女性活躍に関
連したトップメッセージを有効に出してくれま
す。全社方針やキャッチフレーズ、就業規則の変
更届など、代表印が必要な書類にも全くストレス
なく押印してくれます。そんな状況であるから当
社にとっては多様性や柔軟性は重要なキーワード
となっています。世の中が変化するのを見越して、
優秀な従業員が辞めない仕組みを都度整備してい
ます。
　また社長はフラットな組織を理想としており、
よく例えに出すのが、『桃太郎集団』です。組織は
いろんな個性のある人がいて成り立っています。
また鬼をやっつけてからごほうびのきび団子を渡
すのではなく、先にきび団子を渡している。順番
が逆だと “悪い鬼をやっつけよう” というモチベー
ションは果たして上がるだろうか。多様性を認め
つつ、チームワークで成果を得る桃太郎集団は当

社にとって目指す姿です。金太郎あめ的な均一集
団ではダメなのです。

――育児中の女性従業員がいることで夜勤など周囲の

従業員へのしわ寄せは

後藤　しわ寄せ自体は、ご指摘の通り以前は反発
がありました。しかしながら時間をかけて進めた
のと、人事総務部門に相談窓口を設置し、一部の
人にしわ寄せがいかない仕組みにしました。育児
に限らず、介護などこれから男性も他人事ではな
くなります。多様な人たちが活躍できる仕組みに
しています。夜勤との関係では、ここは「コミュ
ニティホテル」という位置づけで女子従業員が夜
勤をしなければならないシフトはあまりない。宴
会担当も夜9時で終わるのでその日のうちに帰宅
できます。一方で子育てが終わった人は夜勤に入
れるし、高齢者は朝に強い。従業員にさまざまな
タイプの人がいると育児中の女性の穴を埋めるこ
とは十分可能です。また女性従業員の安全も配慮
し男性の利用者が夜に部屋に届けてほしいと依頼
しても、実際にモノを届けるのは男性に限定にし
ています。このように女性従業員に配慮しつつ、
一部の従業員にしわ寄せがいかない仕組みにして
います。
　話は変わりますが、当社は厨房の料理長（男性）

図表 4　過去の外部認定実績（主に岩手県県民計画と連動）
県民計画 実績

産業・雇用
（産業創造県いわて）

・いわて働き方改革推進運動アワード最優秀賞 2017
・障害者雇用率 5.71％ ※法定 2.2％
・60歳以上の雇用率 29％（2019 年）

子育て・福祉・健康
（共にいきるいわて）

・厚労省えるぼし認定（第 3段階）2017
・いわて女性活躍認定企業（ステップ 2）認定 2017
・厚労省プラチナくるみん認定 2018
・いわて子育てにやさしい企業認証 2017
・優秀将来世代応援企業賞 2018
・内閣府子どもと家族・若者応援団表彰 2019
・いわて健康経営アワード最優秀賞 2017（協会けんぽ）
・岩手県健康経営認定事業所 2019
・経産省健康経営優良法人（中小企業部門）2020

環境
（環境王国いわて）

・いわて地球環境にやさしい事業所認定 2017

（　）内はいわて県民計画コンセプト　　　　　　　　　　　　　太字の実績は国の認証
出所：取材をもとに東レ経営研究所作成
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が日曜日に休んでいます。4人のお子さまがいて、
一緒にいる時間を大切にしたいという理由からで
す。最初は同じ職場の男性陣は戸惑いがあったよ
うですが、女性活躍を進めていくうちに、男性も
家庭を大切にする重要性が高まり、徐々にこうし
た不満は解消していきました。今では男性も子ど
もが生まれた場合は必ず育休を取得するように
言っています。時代は大きく変わっていますね。

――従業員の多様化を進めるメリットは

後藤　当社では病気治療との両立の方（がん治療、
人工透析等）が現在も働いています。以前の人事
制度のままであったら、辞めていたかもしれませ
ん。オープンでフェアな扱いをするためには、や
はり人事規定が必要です。しっかりとしたガイド
ラインが会社に存在し、何をすれば従業員が退職
せずに仕事を続けられるか明確になっています。
人間誰しも、病気やケガをすることはあり、そう
した困難を克服し、仕事を継続できることが従業
員たちのモチベーションにつながっていると思い
ます。通勤緩和策なども、当初は妊婦の支援のた
めでしたが、高齢従業員や障害を抱えた従業員に

も役立っています。高齢従業員でいえば、当社に
おける定年は60歳で第一定年、70歳で第二定年
です。実際に60歳以上の方は 3割もいます。障
がい者も法定の3倍程度おり、多様な従業員が勤
務し続けています。
　前述のように、当社は「コミュニティホテル」
なので、街づくりと密接につながっている。いわ
ゆる地域人財を大切にしており地域で共有してい
ます。婚礼であれば、従業員の家族がお客さまで
すし、従業員も転職したらすぐに顧客に変わりま
す。地域と共に成長しているというのが実感です。
　また病気や障害のある方を活かすには、若干の
余裕（バッファー）がある状況を作ることも重要
です。ガチガチにシフトを組むと後で病人が出た
時など、大変になります。“この仕事、明日でもい
いですか？” という状況を持つことが意外にも大
切だと思います。

――最後に今後の目標は

後藤　外部認定については6月施行のプラチナえ
るぼしに応募する予定です。クリアしなければな
らないのは女性リーダー数を業界平均の1.5 倍に

フルタイマー パートタイマー 合計

男

人数 40 21 61

年齢平均 46.5 52.1 48.4

勤続年数 13.6 8.5 11.8

女

人数 19 83 102

平均年齢 32.0 50.4 47.0

勤続年数 9.9 10.8 10.6

合計

人数 59 104 163

平均年齢 44.0 50.8 48.3

勤続年数 12.4 10.3 11.1

フルタイマーの中にＡ～Ｄまでの多様な勤務形態が存在

Ａタイプ：無限定社員（28人）、Ｂタイプ：高度限定正社員（1人）
Ｃタイプ：限定正社員（15人）、Ｄタイプ：短時間正社員（３人）

図表 5　従業員構成（役員除く）

出所：取材をもとに東レ経営研究所作成
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することですが達成できそうです。ただ認定を多
数受賞して、従業員の働きやすい環境を整備する
のは良いことですが、今後の課題としては、仲良
し集団から仕事集団に移行することだと思いま
す。働き方改革の本質は、その先に労働生産性・
創造性を上げようという経済政策と考えていま
す。そんな中で女性のキャリア自律を支援したい。
　外部認定もゴールへのアプローチを生み出して
プロセスに入っただけで、成果が出るのはこれか
ら。ここからはお客さま満足度と労働生産性をい
かに高めるか、という具体的な活動に移っていき
たい。この先会社の業績が悪化したら、“プラザ企

画は認定ばかり取っていたらダメになった” と言
われかねません。制度作りはあくまで畑を耕して
種を植える作業であり、これから水や肥料を足し
て、成果を摘み取らねばならないと思っています。
目標より目的が何かを大切にしたい。
　また私個人としては、当社が地域で働き方改革
や女性活躍支援の一つのモデルになれたらと思っ
ています。地元の中小企業の人事担当者が、制度
作り等で悩んだり、不安に思うことなど何でも気
軽に相談してほしいと思っています。地域のハブ
として、「社員にとって良い会社」にしていくため
に共に議論させていただけたらと思います。
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＜宮原の取材後の感想＞
　今回取材に快く対応してくださった後藤さんは、
宿泊業における人手不足をかなり前から予見され、
トップである社長と連携して、外部認定を数多く
受賞された功績者です。優秀な女性従業員が辞め
ないためにはどうしたら良いかを愚直に考え、一

緒になって対策を講じたことで、岩手県では稀有
な企業にまでなりました。今後は地域の企業に在
籍する人事担当者と膝を詰めて、良い会社になる
ための勉強会などを開催したいと意欲的で、とて
も人望のあるお方でした。

（左から、宮原、菊池取締役、後藤さん）

女性が輝く企業特集～岩手県プラザイン水沢の事例～




