総合人材サービスのエー・オー・シー（ＡＯＣ、金沢市）は今年５月、

株式会社エー・オー・シー

う、個々の人材を成長させていき

業務請負
︵アウトソーシング︶︑人
材派遣を主体に職業紹介事業も展
開 ︒石 川 ︑富 山 ︑福 井の北 陸３県 を
はじめ滋 賀 ︑愛 知 ︑静 岡の各 県を営
業エリアとする人材総合サービス会
社 ︒１９９１
︵ 平 成３︶年 創 業 ︒本 社
は金沢市広岡１丁目３
︒資本金
４８００万円︒従業員１０２人︑
スタ
ッフ約１２００人︵ 業 務 請 負 約４０
０人︑派遣約８００人︶

成に一段と力を入れていく。一人
たい」と社の基本軸を告げた。
その人材成長企業を目指す第一

ひとりが戦力になるべく自らを磨
き、頑張った人が報われる仕組み
歩が昨年 月、金沢市横川４丁目

周年を迎え、顧客企業の信頼度をより高める果敢な攻めを

展開している。 創設者で社をけん引してきた藤平幸彦会長から経

をさらに創り出す環境を実現して

一人ひとりが戦力に

営コンサルタントの役割も果たし、

決や顧客先の生産効率を高める経

前線に立つ営業職に向け、課題解

いきたい」
。さらに受注開拓の最

な技術研修拠点には製造現場に即

である。北陸の業界で初の本格的

た「ＡＯＣテクニカルセンター」

に約４８００万円を投じて開設し

派遣先に一層貢献できるよう奮起

任した本多氏は間を置かず、全社
背負うトップの語り口からは、照

の派遣スタッフの日々の暮らしを

を促した。本社員や１２００人余
員に自ら描く経営方針の骨格を示
る日も曇る日もエー・オー・シー

北陸初、
製造現場対応の研修拠点

行く先々で「期待に応えられるよ

多種多様な顧客企業を回り続け、

本多氏は席を温めることなく、

ていこうとする決意が込められた。

に利益をもたらす人材を送り続け

の深い感謝の念とともに、取引先

に信頼を寄せてくれる顧客企業へ

した。
「社員、派遣スタッフの育

する環境」 の創造を目指して新たな歩みをスタートさせた。

ターの開設など各種教育を通じた人材成長戦略を柱に 「ワクワク

スタッフのさらなる技能向上が欠かせないと判断、テクニカルセン

らの厚い信任を得て増収増益を成し遂げた同社は、今だからこそ

目に向けて本格始動した。コロナ禍の厳しい状況でも派遣先企業か

営のバトンを託された本多温史社長を軸に、「人は宝」 と次なる節

創業

−
20

くことが狙いだ。

ができ、技術力をさらに高めてい

の技能を実践的に身に付けること

求められる設備の保守、点検など

を備えた。派遣社員が企業側から

を模したスペースや最先端の機器

し、半導体工場のクリーンルーム

力の向上も図り、受講者は３年間

学ではマナーや勤務姿勢など人間

級レベルの技能を習得できる。座

国家資格である機械保全技能士２

でのプログラムを組み、参加者は

め細かい指導に徹するため少人数

時間のカリキュラムを設ける。き

で２００人を目指す。
センター内には、企業や研究機

センター長に大手電器メーカーで

現場経験が豊富な５人が在籍し、

講師には大手製造企業出身者で
関で行われる実験、開発に欠かせ

約 年勤務した熟練エンジニアの

大手メーカー出身者が講師に

ない理化学機器の「半導体真空装

練装置」
、信号機やエレベーター、

して製品検査を行う「メカトロ訓

ョンモーター
（誘導電動機）
を利用

ある。交流電源で動くインダクシ

と強まることを予想しての対応で

技術習得を求められる傾向が一段

右されるだけに、顧客先からその

テナンス力によって研究結果も左

置」を導入した。設備機器のメン

ていく姿に誇らしさを覚える。

日ごと自信を深める表情に変わっ

経験の全てを注ぎ込む」と誓い、

目の輝きに応えるためにも自分の

横井センター長は「受講生たちの

を積んでいる。実践的に指導する

とより、取引企業の社員も研さん

を目指す自社の派遣スタッフはも

横井猪久夫氏
（ ）
が就いた。高み

点シーケンス制御装置」も取り入

械・装置の自動化に必須な「有接

家電製品など製造現場で使う機

入れ企業双方にメリットが生まれ

務の範囲が広がれば、自社と受け

派遣社員の技能を上げ、対応業

上や安全衛生など顧客企業側への

る。エー・オー・シーは品質の向
独自の教材を使い、合計２４０

れた。

62

９月１日、取締役会で社長に就
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有接点シーケンス制御装置

設備機器の保守、品質管理など技能を高める3つの育成プログラム。大手電機メーカー出身の技術者たちが各専門分野できめ細かく個別
指導する

技能向上へ専門のセンター開設

4

エー・オー・シーが独自に設立したテクニカルセンター。派遣先
企業の期待に応えるため、生産性・競争力向上のエンジン役と
なる人材育成に主眼を置く＝金沢市横川4丁目
5

30

メカトロ訓練装置

取材／北國総研

特別企画

半導体真空装置

株式会社エー・オー・シー

る人材が必要になる。本多社長は
「今後もＩＴ化や省力化の流れが

改善提案も出来るよう力をつけて
いくことで、パートナーとして認

段と増してくる。激動する社会情

進むだろう。クライアントからは

製造業界では、人を雇うよりＡ
勢に対応し、スタッフの育成と成

めてもらえる信頼関係をより強固

Ｉ
（人工知能）
やロボットで効率化
長、資格取得や人間力アップの支

高度で専門的な技術力の要望が一

を優先させる企業も少なくなく、
援はこれまで以上に注力してい

にしていく方針である。

産業構造の変化をもたらしている。
い人材創出に強い気概を持って

く」との姿勢を打ち出し、質の高

ても適正に設備を回していくには
臨む。

しかし、自動化が促進されたとし
結局、保守や維持、管理をこなせ

る。
「行動力」は、激動する時代

る企業を一番の目標とする」であ

り、その意味は「行動的で活気あ

ｐｏｒａｔｉｏｎの頭文字から取

はＡｃｔｉｖｅ Ｏｎｅ Ｃｏｒ

エー・オー・シーの社名の由来

材を成長させる会社」への新機軸

「人材を派遣する会社」から「人

盤を明確にした。同社はこの時、

（同志の指標となる）
」という羅針

ｒｒｏｗ Ｏｆ Ｃｏｍｒａｄｅ

（当時社長）の考えに基づき、
「Ａ

てはならない」とする藤平会長

「人材派遣の在り方変える」
同志の指標、
新機軸に舵を切る

の中で「 常に開拓者であり続け
に舵を切った。

社勢の鍵握る三位一体

る」という意思表示であり、
「一
番」には北陸の業界の草分け企業
としてリードしていく基本姿勢が
令和の幕開けを控えた２０１９
を提供する機会▽クライアントが

は▽人材の開発▽スタッフに職場

ロゴを形成する三角形の集合体

年４月、ロゴマークを従来のカバ
提供してくれる職場―からなり、

込められている。

の キ ャ ラ ク タ ー か ら 一 新 し た。

影響を受け、同社も多大な痛手を

その芯に人間力や技術力を磨く

指す同社は、ＩＴバブル崩壊の波
負った。２００９
（同 ）
年、受注

「
『人材派遣』の在り方を変えなく

に襲われたものの、派遣業の自由
年には幅広い業種を対象にした人
道や沖縄のほか、北陸の一部拠点

社員の削減が進む中、同社は北海

が落ち込んだ製造業を中心に派遣

材派遣の業容拡大に乗り出し、株
を統廃合し、近隣の別拠点への集

化を追い風に、２００１
（平成 ）

式会社エー・オー・シー・キャリ
約を図った。
派遣先開拓の最前線となる営業

アを設立した。それまでのアウト
ソーシングの実績とノウハウを生
拠点はその後、北陸３県をはじめ

信頼の度合いを高めながら互いに

め、三位一体ともいえる同じ志で

ー
（利害関係者）
がそれぞれ絆を深

り出し、あらゆるステークホルダ

業の期待に沿える有能な人材を送

自信と誇りを呼び起こす社の根幹

れている。それこそ、向き合って

けたこの激励メッセージが大書さ

社屋には派遣スタッフや社員に向

あなたは、あなたを超えられる」
。

「ＯＶＥＲ ＴＨＥ ＨＥＲＥ―

を握るとの判断だった。

利益を最大限に生み出す。こうし
が表れている。

「人材の成長」を据えた。顧客企

た取り組みこそが今後の社勢の鍵
創業 年を迎えた今年５月
８日、社内に何か記念のセレ
モニーがあったわけではない。
社員たちはひたすら日常の業
務にいそしんだ。ただ、派遣
先企業や登録スタッフへの感
謝の念をあらためて胸に深く
刻む特別な日であった。
起業から 年の歴史は決し
て平たんな道のりではなかっ
た。人材派遣業の始まりは、
１９８６
（昭和 ）
年の労働者
さかのぼ

派遣法施行に 遡 る。市場規
模が急拡大するきっかけは、
２００４
（平成 ）
年３月の製
造業の派遣解禁だった。北陸
の地でいち早く立ち上げたエ
ー・オー・シーには多くの求
職者が集まり、業務請負を主
体に業績を大きく伸ばした。

れは、社員、派遣スタッフの「量

企業体質の追求に動き出した。そ

に、景気変動に左右されない強い

てくれた」
。同社はこの苦難を機

ックは教育の重要性を再認識させ

もなった。とりわけリーマンショ

人、解雇しなかった。同社は「ス

ら全員の休業補償を維持し、誰一

国の雇用調整助成金も利用しなが

員と顧客企業に目を向け続けた。

はこの間、育て上げてきた派遣社

休職に追い込まれた。だが、同社

し、派遣スタッフのうち約３割が

総合的な人材ビジネスを目

より質」への転換だった。

タッフの生活を守ることを最優先
させ、状況の改善を見据えて人材

全社一丸で苦境を乗り越えたが、
新型コロナウイルスの感染拡大が

を速やかに送り込める態勢を保

愛知県岡崎市柱4丁目8番地6 リバーサイドミキ1F
TEL：0564-64-5613／FAX：0564-64-5622

かし、地元ならではの素早い対応

再び同社を襲う。 年度上半期は、

愛知営業所

滋賀、愛知、静岡の６県 カ所ま

つ」という確固たる方針を貫いた。

静岡営業所

静岡県沼津市高島本町16-10 沼津タワービル8F
TEL：055-923-9239／FAX：055-923-7400

で適材を送り出し、業務請負、人

コロナ禍で派遣契約の終了が多発

滋賀県草津市西大路町9番13号 西大路ビル3F
TEL：077-516-4101／FAX：077-516-4114

でより戻し、これまでの製造部門

草津JOBセンター

材派遣の両輪で得意先を増やした。

製造業が好転、
増収増益に

越前市芝原5丁目4-16 オノダニビル芝原2F
TEL：0778-42-5139／FAX：0778-42-5199

での取引企業は１５２社に上る。

武生JOBセンター

売上高は創業３年を経た１９９

福井市和田東2丁目1105
TEL：0776-24-9239／FAX：0776-28-3090

４
（平成６）
年の３億２５００万円

福井営業所

伴って生産調整をしていた製造業

高岡市向野町3丁目42-1 ハヤシビル1F
TEL：0766-22-9239／FAX：0766-22-9240

その読みは的中した。コロナ禍

高岡JOBセンター

「量より質」への転換

富山市桜町2丁目4番4号 富山センタービル1F
TEL：076-431-9239／FAX：076-431-7299

から２００４
（同 ）
年には 億１

富山営業所

界では昨年後期から一転、通常の

七尾市上府中町ス部50-3
TEL：0767-52-9239／FAX：0767-52-9240

や国際情勢などによる受注減少に

七尾営業所

本多社長は浮き沈みが激しかっ
た沿革の一端を述懐する。
「波に

小松市宝町52番地 シンワビル1F
TEL：0761-23-8039／FAX：0761-23-9233

０００万円と 年間で約 倍の急
成長を遂げた。その後も営業所を

乗った好況時はスタッフを次々と

したが、足元を見つめ直す機会と

と事態は急変し、苦悶の時を過ご

く もん

派遣していた。一転、不況になる

全国 拠点まで拡大して順調に業
績を伸ばし、２００７
（同 ）
年に
億円を売り上げた。しかし、翌

年のリーマンショックは全産業が

小松JOBセンター
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コロナ禍の嵐、
誰も解雇せず
景気に左右されぬ強い企業体質に

6
7

61

16

野々市市御経塚1丁目451番地 ercビルA号室
TEL：076-259-5739／FAX：076-259-0958

21

30

野々市JOBセンター

13

30

金沢市広岡1丁目3-20 ファーストレーベン広岡2F
TEL：076-222-9239／FAX：076-222-9299

16

20

金沢JOBセンター

47

15

19

18

「総合人材情報・開発企業」
として邁進するエー・オー・シー本社＝金沢市広岡1丁目

開拓最前線の営業網

10

11

社員、派遣スタッフに向けた
「あなたは、
あなた
を超えられる。」のメッセージ。自信と誇りを持っ
てもらい、
ワクワクするような企業を創っていく
熱き思いが込められている

96

力を入れてきた各自治体も地域の

が決め手ともされた。企業誘致に

の需要が高まり、特に生産用機械
「人材供給力」を交渉の武器にし

操業状態に戻ってきた。海外向け
や金属製品、電気機械で求人数が
汎用品の生産を海外に移し、国

てきた。

たコンピューター関連や白物家電、
内拠点は高付加価値の製品と高度

増え出した。巣ごもり需要とされ
関連する部品部門をはじめ、半導

は「現場力」の重要性が増すばか

技術で勝負するという動きが一層

も重なり、エー・オー・シーの取
りだ。こうした状況の下、雇用安

体関連の業績改善、５Ｇ（第５世

引企業から求人の再開が相次いだ。
定への土壌づくりを下支えする同

強まるとみられる。企業にとって

全員の休業補償を施していた同社
社の取り組みは、産業人材の育成

ほ てん

産への対応なども派遣先のメリッ

不足の補填のほか、多品種少量生

産効率の向上や製造コスト削減に
トに挙げられる。

期）を念頭に生産管理も行い、生

つながる。専門知識や技術、人材

エー・オー・シーでは２００３
経験があり、生産工程に精通する

だけに、メーカーでの豊かな勤務

本社にモノづくりサポート室
徹底した安全、
生産管理

（平成 ）
年、本社に「モノづくり

する。製造現場には常に人の命に

安全衛生の教育や生産管理を主導

サポート室」を設置し、徹底した

役もこなすなど派遣スタッフが安

ロールを重ね、顧客企業との折衝

る。危険個所がないか、工程パト

本社社員を管理者として常駐させ

心して働ける環境づくりに重きを

関わっているという緊張感が漂う

いう会社に人は集まってくる 」
。

いわば売上の“種”を手放しても

労働者や派遣先企業の信頼を得、

会社の存在意義を大切にする姿勢

であり、これまでに 社に約２５

０人が正社員として登用されてい

る。
派遣契約は法律で原則３年とさ
れ、その期間が過ぎれば部署を変
えなければならないと定められて
いる。同社では優秀なスタッフと
面談し、問題がないと判断した場
合、本人の希望に応じて無期雇用
への転換も図っている。その数は
４５０人を数え、労働者の意欲向
上や雇用の安定につなげている。
主要の製造請負、派遣事業に加
え、
「職業紹介」の事業も拡大す
る。メーカーを中心とする請負業
務以外での人材派遣部門は、多種
多様な職務で構成されている。各
種業界のニーズに合わせた対応が
可能で、経理財務会計や総務など
の一般事務、受付業務、接客など
多彩な業種、業務に適材を送り出
しており、本多社長は「意欲が高
いスタッフに、スキルアップの機
会をより多く提供していきたい」
との意向を示す。

る。

い

など 項目の基準があり、職業紹

処遇向上、派遣先ニーズへの対応

遣社員の適正就労やキャリア形成、

た、優良派遣事業者認定制度は派

れ、１０７項目で審査される。ま

「労働者保護」の４分野で構成さ

「ものづくり力」
「ひとづくり力」

定制度の審査基準は「経営方針」

いる。製造請負優良適正事業者認

な発展を求めて認定制度を設けて

厚生労働省は製造請負業の健全

厚労省の３認定制度
北陸で唯一、全てクリア

業務を務めるスタッフには、派遣

に力を入れる。メーカーへの請負

エンジン役となる人材教育は特

充実した社員教育
賃金アップの制度も

が増す職場づくりに意を注いでい

適に働ける環境づくり、やり甲斐

が

迎するなど、スタッフが安心、快

自社のマイクロバスで工場まで送

具などを完備した個室寮を設け、

営業エリアには、家電製品や寝

先企業の信頼をより高めている。

事関連にも細かく目を配り、派遣

置く。スタッフの労務や厚生、人

数多くの派遣スタッフの生活を応援するため、
キャリアアップ支援や福利厚生の充実な
どに心を配る

代移動通信システム）の進展など

は顧客企業の要請を受けて迅速に
と軌を一にしているといえる。本

に重点を置く自治体の地域づくり

収益はコロナ禍で大幅減益とな
多社長は「北陸は人材を育てる適

対応することが出来た。
った昨年の４～６月期を底に改善、
地。しっかり根を張り、広げてい

派遣先の利点、数多く

きたい」と語る。

～ 月期は増益に転じ、通期で

増収増益をもたらした。本多社長
は「人材重視の姿勢や成果が実証
された」と確かな手ごたえを感じ

ー・シーと契約社員の間で成り立

業務請負の場合、活用する企業

エー・オー・シーは「ものづく
つだけに、即戦力の確保や効率的

取った。感染が拡大する中、今年

りの土壌」という地の利や集積す
な人員配置をはじめ、企業の労務

側にも利点が数多くあるという。

る産業基盤の恩恵も忘れない。北
管理上の負担が解消され、業務量

４月以降も大幅な受注増となり、

陸では製造業を中心に企業誘致が
に見合った弾力的な対応によって

雇用関係や指揮命令がエー・オ

進められてきた。企業立地には豊
固定費である人件費を変動費化で

売上は右肩上がりである。

富な水源が呼び水の一因となるが、
きる。ＱＣＤ（品質・コスト・納

ど、多彩なメニューで支援すると

良質の労働者を確保できる土地柄

法で定められる年間おおむね８時
ともに、コンサルティングを実施

個人の能力を最大限に引き出す

間の教育時間を大幅に上回る育成

者研修を年間それぞれ４回重ねる。
ため、昇進の道筋が見える「キャ

し、スタッフの将来に向けた支援

製造の品質保証などに関する習得
リアパス」や職種別の評価基準を

プログラムを組み、リーダー研修

はもとより、実践的な安全衛生教
設けてスタッフ個々の成長と処遇

に力を入れている。

育によって労働災害の未然防止を
が併合する人事評価制度も導入し

や工程管理者研修、常駐管理責任

図っている。
ている。リーダー業務や勤務態度、
出勤率、安全の取り組みなどを評

キャリアアップ支援制度には、
オリジナル教材を用いた教育訓練

価表に反映し、個々の賃金アップ
に結び付けている。

派遣先の要請で正社員に
労働意欲の向上図る
顧客企業から派遣スタ
ッフをその会社の正社員
にしたいとの申し出もあ
り、エー・オー・シーでは
その要望に積極的に応え
ている。藤平会長が常々、
こう強調してきた。
「優秀
な人材がわが社から籍を
移すことになるが、他のス
タッフに『自分も正社員に
なれるかもしれない』とい
う夢と希望を与えること
ができる。引いては、そう

介優良事業者認定制度には適正な
業務運営や経営改善など各種基準
がある。北陸でこれらの要件を満
たす３制度全てで認定されている
のはエー・オー・シーのみである。
同社は 月から総合力の底上げ

との信念にほかならない。

遂げていこうとすれば道は開ける

ゲットを合わせ、何としても成し

目標といえども未来の一点にター

う意味を思い返す。それは、高い

力を未来進行形でとらえる」とい

は実業家・稲盛和夫氏の言葉「能

ていく。社長就任間もない本多氏

を図る新体制づくりを具現化させ

10

やｅラーニング、資格取得制度な

将来の社を支える人材 、基幹要員育成のため、
リーダー・サ
ブリーダー研修会で安全、生産管理の徹底や技能向上など
全 力を注ぐよう強 調する本 多 社 長（ 右 ）。
エー・オー・シーは
教育に多くの時間を設ける

15
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81

22

12

8
9

「人材供給力」
「現場力」に応え
ものづくりの土壌、恩恵忘れず

10

エー・オー・シーの沿革

人材の専門化、高度化を強力に推し進め、現場
重 視の 「 プロフェッショナル輩 出 企 業 」 に進 化 さ
せていく 。 これが１カ月前の社長就任時に定め
た基本軸である。 ＡＩ（人工知能）や自動化、働き
方の多様性など急速に変化する時代の舵取り役は
さまざまな機能、付加価値を束ねて顧客の生産性
向上につなげられるよう次々と布石を打つ。 その
先に思い描 くのは社 員、 派 遣スタッフのより 幸せ
な暮らしであり、「真ん中に人ありき」 という創
業来の原点を今一度、心に刻みながら働きがいを
一層高める環境づくりにも力を注ぐ。 北陸の人材
派遣業界をリードし続ける企業の存在意義とは何
かを深く追い求め、挑戦と絆の企業風土構築に向
けて新境地を切り開いていく決意に揺るぎはない。

あります。直に学ぶ大切さ、失敗
体験が今も私の財産となっていま
す。

専門、高度化が不可欠
自動化、省力化を加速させる企
業もある。
本多社長 ＡＩやＩｏＴ（モノの
インターネット）
、ロボットなど
を中心とした大きな技術革新によ
り、企業の業務合理化が進むと思
われます。人材派遣業界でも顧客
企業から優秀な技能者への期待値
が一段と高まっています。個人、
派遣先企業、そして社会から信頼
されるためには、職業能力の専門
化と高度化が不可欠です。わが社
はこうした状況に対応するため、
選択と集中、同業他社に先んじる

局面を幾度となく味わいましたが、
な損害を与えました。根本的に知

契約の判断を誤り、わが社に多大
ています。

れば、そこに「勝機あり」と捉え

ロ集団」という集中化戦略を進め

あつ し

それ以上にお客様から「有能な人
識の浅さが招いた単純ミスでした。

ほん だ

人材育成という差別化、重点化を

材を派遣してくれて本当に助かっ
藤平会長
（当時社長）
から「現場に

温史 氏

行動力と物腰の柔らかさに定評
た」との言葉を何度も受けました。
入って学んでこい」と叱責され、

本多

があり、入社時から営業畑を歩み
信頼の上に信用があり、そこから
派遣社員と一緒に働き、生産過程

の働き方にも変化をもたらすのか。

代表取締役社長

顧客開拓の最前線に立ってきた。
感謝が生まれることを知り、喜び
の仕組みを肌で感じながら勉強さ

本多社長 「働く」という活動は

株式会社エー・オー・シー

本多社長 入社後、北陸、中京な
とやり甲斐を覚えた日々でもあり
せてもらいました。答えは現場に

図っていきます。目指す先の「プ

ど各地で需要開拓や派遣先の労務
ました。ただ、入社３年目、請負

始めた。

現場から学ぶ大切さ

管理に奔走していました。厳しい

ます。

価値観も多様化しており、男女、

業訓練に重きを置きます。個人の

即応できる実践的な生涯教育、職

の自律的な働き方によって変化に

場の提供にとどまらず、それぞれ

場面も見受けられます。単に働く

で、人材の技能が陳腐化しやすい

でしょう。急速な技術進歩の社会

はバラエティーに富む時代になる

ロになり、個々の働き方の選択肢

通り、行き詰まると妙案が浮かび

した。
「窮すれば通ず」との言葉

ージメントの重要性を再認識しま

きく超える世であり、リクスマネ

情勢。いずれもが従来の観測を大

した。コロナ禍、自然災害、国際

の事象がそうでない時代になりま

本多社長 当たり前であったはず

は何か。

感染症であらためて気付いたこと

長期化する新型コロナウイルス

いく取り組みを強化します。

機会を逃さず、成長軌道に乗せて

遅れることを肝に銘じています。

が重要であり、判断を誤れば乗り

始めています。時代の先を読む目

圏から地方に移り住むケースも出

保したかった優秀な人材が大都市

用を増やす好機でもあります。確

そ、今後に備えて登録者の新規採

本多社長 このような時だからこ

をより手厚くし、派遣先企業に貢

アチェンジを希望する方々の支援

験の業界・職種へ転職するキャリ

でしょうか。スキルアップや未経

くのかが本来の意味合いではない

はなく、何をし、いかに学んでい

的な技能や知識が身に付くもので

ことです。しかし、いきなり専門

た「道」
、それぞれの実績という

意味があります。自分が歩んでき

葉の語源はラテン語で「 轍 」の

わだち

産業、就業構造の大転換は個々

支え合い、高みを

時間や空間、情報共有の制約がゼ

世代を問わず、外国人も失敗を経

道も開かれます。大変動にも柔軟

藤平会長は常々、
「働く人がい

8 静岡営業所(旧沼津営業所)開設
5 金沢JOBセンター開設

2008 平成20

7 有料職業紹介事業取得

3 本社を現在の金沢市広岡に移転
野々市JOBセンターを金沢JOBセンターに統合
武生JOBセンターを福井営業所に統合

10 高岡JOBセンター開設

4 製造請負優良適正事業者認定取得

8 武生JOBセンター開設

5 野々市JOBセンター開設

10 テクニカルセンター開設

たい」と話されてきた。藤平氏か

い

前進させます。能力を活かせる職
場づくりが経営者の使命と心得て
います。

ワクワクする企業に
エー・オー・シーは、
「オール

据えている根源もここにあります。

きく、
「人材成長企業」を主軸に

も営業力もまだまだ伸びしろが大

成長、色も変わりますが、技術力

引き継ぎます。人材によって社の

いやる藤平会長の一貫した姿勢を

す。常に社員、派遣スタッフを思

本多社長 企業はやはり人なりで

しめワクワクする会社環境を創り

らすことが出来るよう、ともに楽

を後押しし、暮らしの安定をもた

です。派遣スタッフや社員の成長

っているクライアントの「幸せ」

源である社員、そしてお世話にな

は仲間であるスタッフ、会社の資

本多社長 追い求め続けていくの

ハッピー」を合言葉にしている。

らの教えは数多いと察する。

人材のキャリアアップ支援を積

−

−

本多社長 「キャリア」という言

極的に展開している。

全社一丸で邁進していきます。

たい。ぶれずに愚直に積み重ね、

−

−

8 高岡営業所を富山営業所に統合

献できる人材育成の体制をさらに

験した方も、全てが得意分野で能

に対応し、ピンチをチャンスに転

るからこそモノが生まれる。スタ

7 武生JOBセンター開設
プライバシーマーク取得
2006 平成18

必要とされる会社に

力をいかんなく発揮し、活躍でき

じさせる戦術を大胆かつ具体的に

6 野々市JOBセンター開設

時代の先読む目が重要

る機会を提供していきます。共に

−

ッフから必要とされる会社になり

11 株式会社エー・オー・シー・キャリア設立
小松営業所開設

2021/09/24 15:19
P4_特別企画1_AOC.indd 10-11

1973（昭和48）年金沢市生まれ。1995（平成7）
年4月、
エー・オー・シーに入社。福井営業所長、富
山エリア統括次長、名古屋支社長、執行役員な
どを経て2012（同24）年に取締役兼北陸ブロック
統括部長、17（同29）年に常務取締役派遣事業
本部長、19（ 令和元）年に専務取締役派遣事業
本部長に就任。今年9月1日から現職。48歳。

見いだしていかねばなりません。

5 草津JOBセンター(旧草津営業所)開設

コロナ禍で人材の流動化も見え

2021 令和3

4 エー・オー・シー・キャリア統合
2020 令和2

4 優良派遣事業者認定取得
2015 平成27

5 愛知営業所開設
2014 平成26

3 品質マネジメント(ISO9001)、環境
マネジメント(ISO14001)取得
2012 平成24

2 七尾営業所を金沢JOBセンターに統合
2009 平成21

8 小松JOBセンター開設
七尾営業所開設
2011 平成23

指して技能を磨いていけば陳腐化

1 一般労働者派遣事業許可取得
2005 平成17

−
5 小松営業所を金沢JOBセンターに統合

などしません。プロ意識の高い社

2004 平成16

員を一人でも多く育てたいと思い

12 福井営業所開設

10
11

「プロフェッショナル輩出企業」へ進化

11 七尾営業所開設

−

挑戦と絆の企業風土を構築

10 富山営業所開設

−

支え合い、一人ひとりが高みを目

4 職業紹介優良事業者認定取得

−

4 高岡営業所開設
2001 平成13

インタビュー 「社長に聴く」
5 資本金1,000万円にて創業
1991 平成3

容

内

月

年

