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古い伝統に縛られた

業界への疑問

　通常，雛人形の商戦期のピーク

は 1月半ばから 2月半ばの 1ヵ月

間。それに対して「ふらここ」で

は，その商戦ピークを迎える前に，

自社の雛人形は完売してしまうの

が常だ。今年も 1月半ばには，ほ

ぼ全商品が完売済みである。

　創業以来，売上拡大を続けてい

る同社だが，一方の業界全体を覆

う市場縮小ムードに対して，同社

の原英洋代表取締役（以下，原氏）

は次のような感想を抱く。

　「少子化，あるいは節句離れと

いう言葉がよく使われますが，私

が 8年前に創業して以来，非常に

強く感じているのは，『顧客はい

つも商品を待っていてくれてい

る』ということです。顧客の減少，

あるいは節句文化が廃れたという

認識はなく，むしろ顧客の側から

すれば，欲しいものがないから買

わない。そう受け止められている

のだと思います。私がこの業界に

入った28年前に比べると今の業

界規模は多く見積もっても 7割ぐ

らいに縮小しています。その理由

について，私は顧客が本当に望ん

でいるものを提供できていないか

らであると強く感じています」。

　人間国宝の原米洲氏を祖父に持

つ原氏は，人形師の家系で生まれ

育った。家業である人形づくりの

伝統を守り続け，祖父の技巧を今

に受け継ぐ母親（原孝洲氏）の後

継者と目されていたが， 8年前，

古い伝統に縛られた人形業界への

疑問から，22年間働いた家業を

離れ，独立した。

製造と販売の

「一気通貫の仕組み」へ

　原氏がふらここを創業し，真っ

先に着手したのは，人形の製造と

販売の「一気通貫の仕組み」づく

りであった。

　「人形業界は伝統的に製造と販

売が分離しています。節句人形の

パーツや屏風，花飾りなどの小道

具の製造は，それぞれの分野を専

門とする職人が行います。職人は

年 1回，小売業者向けの展示販売

会を開催します。小売業者は職人

から仕入れたパーツ，小道具を自

店舗で組み合わせて販売するとい

うのが，昔からの販売方法です」。

　つまり，小売店などで展示販売

されている節句人形の多くは，そ

の組み合わせによる違いはあって

も，元のパーツや小道具などは同

じ職人のものが使われていること

が多いため，顧客から見れば，ど

こか似たり寄ったりの商品に映る

こともある。

　先ほどの「顧客が本当に望んで

いるものを提供できていない」と

いう原氏の言葉の一因もここにあ

「市場縮小する雛人形」「衰退した伝統工芸品」「人形職

人の廃業」……ネットで節句人形業界の動向を検索する

と，そうした厳しいタイトルの文言も目につく。少子化

の影響もあり，年々縮小する業界全体の売上とは対照的

に，前年比120％以上の増産を続ける節句人形の製造販

売会社がある。2008年に創業した「ふらここ」だ。そ

の快進撃の大きな原動力はスタッフの約 9割を占める

「女性の積極活用」にある。 （リポーター　伊藤秀範）

女性が生き生き！　家庭との両立を目的に

皆でつくった「人事制度」が 4月から始動
ふらここ   女性の積極活用で，顧客が「欲しい」と思う人形づくりを実現！

「育児女性」「外国人」「シニア」「障がい者」etc.を活かす！

─ダイバーシティ推進企業の人事制度に学ぶ
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女性の積極活用で，顧客が「欲しい」と思う人形づくりを実現！ ふらここ  

る。

　「製造と販売の分業体制では，

顧客の声を生かす，つまり小売店

に寄せられた顧客の声を，つくり

手である職人にフィードバックす

るという機能が構造的に発揮しづ

らいという面があります」。

　顧客が欲しいと思うような人形

をつくりたい。そのための製造と

販売が一体化した一気通貫の仕組

みがないのなら，自分でつくり上

げてみたい─原氏が伝統ある家

業から離れる決断をした大きな理

由の一つである。

欠かせない

「賛同する職人の確保」

　節句人形の会社でこの「製造と

販売の一気通貫」を実現している

のは，「おそらく自社だけだと思

います」と原氏。

　もちろんオリジナリティのある

人形を製造するには，原氏の考え

に賛同する職人の確保も欠かせな

い。原氏は，「皆さん，やはり当

初は懐疑的でした」と創業時を振

り返る。

　さらに近年は小売店の安売り合

戦のしわ寄せもあり，厳しい台所

事情を抱える職人も少なくない。

「サラリーマンになったほうがは

るかに実入りはいい」と子供に家

業を継がせない人形職人の廃業事

例もあり，職人の確保も決して容

易ではないはずだ。

　原氏は「創業時から工賃はでき

る限り余計に払い，毎年少しずつ

でも上げていくようにしていま

す。職人の確保には，彼らが暮ら

しやすく，また後進の育成をしな

がらいいものをつくり上げられる

環境整備も欠かせません」と語る。

　実際，原氏は職人に対して，創

業以来，一度も値引き交渉をした

ことはないという。

なぜ「女性スタッフの活用」か？

　「製造と販売の一気通貫」の組

織づくりに着手した原氏は，同時

にもう 1つ，伝統の殻を破る大き

な組織づくりに挑む。それは「女

性の活用」である。

　人形業界は，職人などのつくり

手はもちろんのこと，売り手も

「説得力がある」「押しが強い」な

どの理由から男性が重用されてき

た歴史がある。

　「男社会」の伝統を受け継く人

形業界において，現在，同社で働

く17人のスタッフのうち，15人

は女性だ。その15人のうちの 5

人は正社員であり，10人はパー

ト社員である。

　女性の活用を意識し始めた経緯

について，原氏は次のように振り

返る。

　「今の時代，節句人形の購入を

決定するのはほぼ100％，若いお

母さんたちです。そうしたお母さ

んたちが欲しいと思われるような

人形をつくりたいと思ったとき，

ふらここの雛人形，そして五月人形は丸顔で可愛らしい！

原英洋代表取締役は人形づくり28年！
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真っ先に思い浮かんだのが，若い

お母さんたちと同じ年代の女性ス

タッフの存在でした」。

15年前に感じた「時代の変化」

　ひと昔前であれば，購買層は祖

父母で，孫のために節句人形を贈

るという場面もかなりあった。そ

の場合は，贈り手の満足感もあり，

比較的，大きな豪華なタイプがよ

く売れたという。

　「しかし，商品を選ぶのがお母

さんたちである今は，自分で飾る

ということも想定して，比較的小

さなもののほうが好まれる傾向に

あります。また，人形自体もお母

さん目線での可愛いらしいタイプ

のもの，色合いが明るいもののほ

うが人気はあります。一番端的に

顧客のニーズをつかむためには，

やはり同年代の女性スタッフに関

わってもらうことだと考え，採用

を進めてきました」。

　また，祖父母から母親への購買

層の変化には，その「伏線」とも

なる自身の体験もあった。原氏が

まだ家業で働いていた当時のこと

だ。

　「15年ぐらい前から，顧客であ

る若い夫婦との会話で『こんな大

きなものを飾る場所はないので

…』『出したり仕舞ったりするの

はちょっと億劫』などの声が少し

ずつ聞かれるようになったのを覚

えています」。

　さらに原氏にとって衝撃的だっ

たのは，祖父母から孫へのプレゼ

ントとして購入された節句人形

を，孫の母親が電話でキャンセル

するケースが立て続けに 3件も続

いたことだ。「時代は変わったな

という印象を，そのときは強く感

じました」と原氏は振り返る。

クレーム率を抑える

女性の「検品・最終仕上げ」

　製造から販売までを一気通貫で

行う同社の職務は，「商品企画」

「生産管理」「販売管理」「販売促

進」「検品・最終仕上げ」「梱包出

荷」の工程に分類される。

　この中で最も多く女性スタッフ

が活躍しているのが，「検品・最

終仕上げ」であり，現在，9人の

女性がその任にあたっている。

　「通常でしたら，外部の職人に

10割すべて仕上げた完成品を納

品してもらうわけですが，当社で

は大体 8割ぐらいの完成度の段階

で納品をしてもらうようにしてい

ます。

　そして残りの 2割を当社の女性

スタッフが社内で検品し，最終仕

上げを行ったうえで，注文をいた

だいた顧客にお届けします」。

　実は人形業界は納品後のクレー

「ダイバーシティ経営企業100選」（経済産業省）

などにも選出された

手のひらサイズなのも，ふらここ人形の特色 多くの女性スタッフが活躍する

「検品・最終仕上げ」
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ム率が高く，出荷した商品の約 1

割はその後のクレームにつなが

る。毎年 1月から 4月までの節句

シーズンになると，各小売店舗は

クレーム対応に追われるのが常で

あり，そのための専従者を置くケ

ースも多い。

　ふらここの女性スタッフによる

「検品・最終仕上げ」の強化体制

は，このクレームの抑止につな

がっている。「皆無とは言いませ

んが，同業他社に比べて圧倒的に

少ないと思います」と原氏。

　「ちょっとした衣裳のほつれ，

髪の毛の乱れなどもクレームにつ

ながります。髪の毛の微妙な長さ

の違いに気がついたり，バランス

よく切り揃えるなどの細かい作業

は，圧倒的に女性のほうが向いて

いると思われます」。

　また，人形づくりという性格上，

人形に対する愛情，興味関心度合

いというものも，作業の精度向上

とは無関係ではないようだ。この

点について，原氏は求人募集の際

のこんなエピソードを話す。

　「人材募集を行う際，例えば求

人情報誌にはいつも，募集要項と

併せて，人形の写真を掲載するよ

うにしています。するとその写真

を見て『こんな可愛い人形づくり

に携われるなら，ぜひ働きたい』

と反応してくれる人の 9割は女性

です。

　そうした人形への思い入れがあ

り，かつ，若いお母さん目線で商

品を見てくれる女性であれば，納

品された人形にちょっとした不具

合を発見しただけで，『これ，ち

ょっと気になるわね』といった反

応を示してくれますね」。

新鮮さ，面白味を感じる職人も

　工程の中で原氏が今後，最も力

を入れたいと思っているのは，「商

品企画」と「販売管理」であると

いう。

　「商品企画」は，その名の通り

自分の中でまとめた商品のアイデ

アに，つくり手である職人からの

意見なども反映させながら，最終

的な企画にまで練り上げたうえ

で，職人に制作を依頼する業務。

　職人とのコミュニケーションの

機会も多い部門だ。職人の多くは

年配の男性。女性スタッフとのコ

ミュニケーションへの反応も気に

なるが，「職人にもよりますが，

そこに新鮮さ，面白味を感じてく

れる人が，最近は増えてきたよう

に感じます」と原氏。

　「商品企画はモノづくりと直結

する部門です。顧客に近い感性で

モノづくりを深めていくという意

味でも，今後，女性スタッフの層

をもっともっと厚くしていかなけ

ればいけないと考えています」。

　「販売管理」は，一連の工程の

中で最も顧客接点のある部門だ。

同社の場合，販売窓口はインター

ネットのみ。顧客とはメールと電

話での対応になる。

　「どれだけ顧客の立場に立った

対応ができるかどうかが，非常に

商品や企業の信用につながってい

く部門」と原氏。

　「顧客のいろんな声を聞くチャ

ンスも多い部門であり，それを商

品づくりに活かす，あるいはサー

ビスの展開に結び付けていけると

いう意味でも，最も顧客との橋渡

しになる存在です。こちらのメン

バーの層も今後はもっと厚くして

いきたいですね」。

年 4回の子連れイベント

　女性スタッフが活躍する同社で

は，年 4回の子供を伴ってのイベ

ントの開催など，女性が働きやす

い環境づくりへ向けた取り組みは

数多い。

　「家庭を持つ女性スタッフにと

戦力として絶対に欠かせない女性パート社員 後輩を指導する先輩のママさんパート社員
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っては，通常，仕事が終わった後

に飲みに行くということはなかな

かできません。よって年 4回，会

社をクローズして，子連れでイベ

ントに参加してもらい，昼間から

アルコール付きで（笑），いろん

な余興を楽しめるような機会をつ

くっています」。

　それ以外にも，子供が夏休みな

ど長期休暇の時は，子連れ出勤が

できるような家族サービス支援の

ための仕組みもある。

制度設計にパート社員も参加

　また，女性が働きやすい環境づ

くりという意味では，同社におけ

るこれまでの集大成ともいえる

「ふらここ人事制度」が，この 4

月からスタートする。

　人事制度の全体像は図表を参照

していただきたいが，同制度は女

性が生き生きと働き，家庭との両

立を進められることを目的に，2

人の専門家も含めたスタッフ参加

型プロジェクトチームを中心に，

昨年 1月からの 1年 3ヵ月をかけ

て構築された。

　「既存のものを手直しして使用

するということはせず，全くのゼ

ロからふらここ独自のものをつく

り上げるため， 1年 3ヵ月という

時間を要しました」と原氏。

　スタートした昨年 1月にはすべ

てのスタッフを集め，「どのよう

な会社であれば今後も自分は働き

続けたいと思うか？」という聞き

取り調査を行った。そして最初の

5ヵ月間は，スタッフ全員が人事

制度づくりに取り組み，その後は

原氏を含めた 7人のプロジェクト

チームを構成。その中には正社員

だけでなく，パート社員の女性も

参加した。

　「17人中12人がパート社員であ

る当社は，パート社員の存在は戦

力として絶対に欠かせないもので

す。パート社員に能力を発揮して

もらえるかどうかは，会社の根幹

にも関わるものですから，パート

社員が力を発揮できるような環境

整備には，当事者であるパート社

員の参加が不可欠です。

　長期で働いてくれているパート

社員には正社員への転換も念頭

に，今回，家庭と仕事の両立を図

るための『時間限定正社員』とい

う制度も新たに盛り込みました」。

全員参加へのこだわり

　原氏が今回の人事制度の構築

に，あえて時間をかけてまでスタ

ッフの全員参加にこだわった理由

は他にもある。

　「前職時代，人事制度を構築し

ようとしたものの，うまく機能し

なかったという苦い経験が自分の

中にはずっとありました。上から

の押し付けでつくった制度は，た

とえそれが優れた内容のものであ

ったとしても，やはり反発を招い

てしまうことがあります。今回は

私の中に残るその教訓もあり，と

にかく全員でつくろうと決めてい

ました」。

職務資格制度は「誠の制度」

　「職能資格制度」「評価制度」「給

与制度」「研修体系」「福利厚生体

系」の 5つの柱で構成された同制

度。

　例えば「職務資格制度の主旨」

にはこう書かれてある。

　＜ふらここで働く人・一人ひと

りの「職務：仕事の段階」と「資

格：保有する顕在能力，潜在能力」

を位置づける制度です。一段上の

職務や資格を目指して啓発し，職

務面でも能力面でもバランス良い

顧客の生の声は，商品企画のアイデアにも

つながる
人事制度の運用を前に「採用も含め，

これからは人事的な面がより大切に

なってくると思います」
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成果を期待する制度です＞

　また，「職務資格制度の役割」

としては，

　＜人事制度体系の「中心」の制

度です。この職務資格に基づき，

仕事や処遇や啓発点が明確になり

ます。ふらここも働くみんなも，

お客様から認められ，共に働く仲

間と良い連携をし，良い人生，良

い企業の歴史を築くことができる

支援をする役割を期待します。皆

で誠実に生きていく「誠の制度」

と名付けます＞

　とあり，「誠の制度」という言

葉が使われているのが特徴的だ。

共に成長し合う「心の制度」

　同様に，評価制度においては，

「心の制度」と名付けられている。

その役割として＜評価制度は，昇

格・昇進，研修につながります。

また上司にとっても，部下の心情

を，きちんと把握し，良いアドバ

イスができるよう「心の制度」と

名付けます＞とある。

　同社では新入社員が入社するた

びに，先輩社員がその教師役を担

うという伝統がある。新入社員は，

後輩が入社すれば今度は自分が先

輩として教師役を担う。教え教わ

る関係を通してお互いが成長し合

う。「心の制度」はその共に育む

文化をうまく言い表している。

　他にもその主旨と役割は図表を

参照いただくとして，「給与制度」

は「信の制度」，「教育研修体系」

は「躍の制度」，「福利厚生体系」

は「爽の制度」と名付けられてい

る。

　原氏は言う。「この人事制度全

体に貫かれている思想は，どれだ

け社員が生き生きと働けるかにあ

ります。業績を上げることを目的

とした制度ではありません。業績

は，社員が生き生きと働けること

で必然的に上がってくるという前

提で受け止めています」。

　おそらくその思いは， 1年 3ヵ

月の間，大なり小なり，制度づく

りに関わったスタッフ自身にも共

有されているはずである。そして，

それは後から入社する後輩社員へ

と「心の制度」として伝承されて

いく─。

もうひとこと➡HP「記者の部屋」へ

図表　ふらここ人事制度の構成
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度

評
価
制
度

給
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制
度

研
修
体
系

福
利
厚
生
体
系

ふらここ誠の職務資格制度

職務
統括マネジャー
マネジャー
チーフ
リーダー
エキスパート
レギュラー
ジュニア

パートナー

評価項目

評価期間

評価方法・

ステップ

①職務行動評価

②資格能力評価

③アセスメント

①上期（10～3月）

②下期（4～9月）

①自己評価

②上司評価

③全体調整

資格
7S
6S
5S
4S
3S
2S
1S

3級
2級
1級

ふらここ心の評価制度

ふらここ信の給与制度

ふらここ躍の研修体系

ふらここ爽の福利厚生体系

給与体系

昇給制度

賞与制度

①職務給

②資格給

③その他手当等

①昇進・昇格時の加給

②賃金改定基準（春等）

③手当等支給基準

①支給時期（夏，春）

②支給基準（計算式）

医療・健康・

食事補助

社内行事・

慶弔

自己啓発・

長期休暇

①医療補助・家族健康

②食事補助

①社員旅行

②社員総会

③慰労会・歓送迎会

①資格取得支援

②有給休暇活用プログラム

③社員割引

チャレンジ

研修

技術・技能

研修

自己啓発

①新入社員研修

②職務チャレンジ

③マネジメントチャレンジ

①接客・販売

②システム・業界知識

③マネジメント

①ライフ・キャリアプラン

②資格取得・趣味

職務資格制度の主旨
ふらここで働く人・一人ひとりの「職務：仕事の段
階」と「資格：保有する顕在能力，潜在能力」を
位置づける制度です。
一段上の職務や資格を目指して啓発し，職務面でも
能力面でもバランス良い成長を期待する制度です。

職務資格制度の役割
人事制度体系の「中心」の制度です。この職務資格
に基づき，仕事や処遇や啓発点が明確になります。
ふらここも働くみんなも，お客様から認められ，共に
働く仲間と良い連携をし，良い人生，良い企業の歴
史を築くことができる支援をする役割を期待します。
皆で誠実に生きていく「誠の制度」と名付けます。

評価制度の主旨
ふらここでの一人ひとりの働きぶりや自助努力を，正
しく，公平・公正な基準で明確にする制度です。
評価の結果が，一人ひとりの明日へのさらなる努力
の出発点につながって行きたい制度です。

評価制度の役割
評価結果は，昇格・昇給，研修につながります。
また上司にとっても，部下の心情を，きちんと把握し，
良いアドバイスができるよう「心の制度」と名付けます。

給与制度の主旨
給与（給与・賞与）は「働くことの対価」として，
中心の制度です。分かりやすく，納得性とやる気を
引き起こし，その成果に柔らかく報いる制度です。

給与制度の役割
一人ひとりの職務，資格，評価に対応した正確な対
価として支給し，今後の努力を喚起する制度です。
良い会社として生き続ける「エネルギー」の制度です。
お互いを信頼し合う「信の制度」と名付けます。

研修体系の主旨
学びは個人の成長，企業の成長にとって不可欠です。
ふらここにおける学びのチャンスを明確にし，一段階
上の「知・情・意」を目指し，良いエネルギーをふ
らこことメンバー一人ひとりにもたらす体系です。

研修体系や役割
職務や資格，人生設計等における学び点を明確にして
一人ひとりの「学び計画」を促進する役割を果たします。
一人ひとりの飛躍につながる「躍の制度」と名付けます。

福利厚生体系の主旨
ふらここファミリーの仕事も生活も，より豊かにするた
めの細かい配慮やちょっとした支援をすることが目的
です。「制度」そのものよりも「配慮」や「安心」といった，
「心くばり」に視点をおいた制度づくりを目指します。

福利厚生体系の役割
「働くこと」と「生活すること」の間の，「潤滑油」
の役割を目指します。ふらここメンバーの心に爽やか
さが残るよう「爽の制度」と名付けます。


