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ペア就労活用企業 取組紹介
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CASE | 01

株式会社青い海
Company Profile
設立／1974年

本社所在地／糸満市

代表者名／又吉 元栄

事業内容／食塩、
にがり、混合香辛料、砂糖の食料品製造、販売

業種／製造業

従業員数／114人（うち正規雇用90人）
［ 高年齢者雇用確保措置 ］
定年／60歳 希望者全員に65歳までの継続雇用制度の導入
高年齢者雇用状況／61-65歳 7人 66歳以上 2人

時代や環境変化に臨機応変に対応でき、自ら考え行動できる人

ペア就労の目的
●経験豊富な社員の技術や知識を若手社員に継承し、人材育成を図る
［ ペア就労導入期間 ］平成30年9月1日～11月30日

ペア就労内容

〈左より〉仲村さん・上原さん・大城さん

上原 新助さん
●製造現場で使用する器具、機械等の
取り扱い方法の知識
スキル
継承
●原材料の使用方法や取り扱い
方法について
●製造工程がどのような流れで製品化
されているかの説明
●フォークリフトでの製品運搬の補助

ペア就労したことにより、早期にノウハウの仕
組みを身に付けることができ、製造現場での
作業がスムーズに遂行できるようになった。ま
た、製造機械のトラブルの早期復旧や品質・安
全性に対する意識を習得した。
大城 和磨さん

仲村 武さん

スキル

●生産スケジュールの作成方法
●現場作業員との事前の打ち合わせ
方法について

継承

製造現場で使用する全ての原材料を事前に確
認し、食品の安全性に対する意識を高めた。ま
た、5S活動及びKYT（危険予知対策）を実践
する事で安全意識も向上し、改善意欲及び品
質維持管理できるスキルが向上した。

スキル保持者・中堅者の両者からスムーズにスキルを継承することができ、若年者の成
長・自信に繋がりました。また、教える側のスキル保持者や中堅者にとっても非常に良
い経験となり、
モチベーションも高まっています。今後、社内研修等に助成金を活用し、
職場全体のレベルアップを図って参ります。
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CASE | 02

有限会社ウェルネス前田
Company Proﬁle
設立／2004年

本社所在地／浦添市

代表者名／宮城 さゆり 業種／福祉

事業内容／介護保険法に基づく老人の通所介護サービス・特定施設入居者生活介護（住宅型有料老人ホーム）
生涯福祉サービス事業・児童福祉法に基づく障害児通所支援事業

従業員数／53人（うち正規雇用15人）
［ 高年齢者雇用確保措置 ］
定年／65歳

高年齢者雇用状況／61-65歳 8人 66歳以上 9人
素直に学び責任を果たす人材

利用者、家庭、会社のために働き、社会に貢献する人材

ペア就労の目的
●熟練社員の介護に関する知識と経験を若年者に継承する
●実際の現場での様々な場面（認知症高齢者の周辺症状）への対策を指導
していく
［ ペア就労導入期間 ］平成30年10月1日～12月31日
〈左より〉宮良さん・登野盛さん

ペア就労内容

登野盛 啓子さん
●食事介助、排せつ介助高年齢者への
直接介助技術
●後遺症麻痺の程度に応じた
スキル継承
介護技術
●福祉サービス機器名称及び使用方法
●認知症高年齢者の周辺症状への対応
●個人記録記入の仕方
●利用者への直接介助

宮良 怜花さん

ペアを組むことで介護技術をわかりやすく学
び、若年者が不安なく業務に就く事が出来た。
また、コミュニケーションを充実させたことに
より相談しやすい職場の雰囲気になれた。
併せて技術を習得していく事で、業務を任せる
まで成長し早期戦略化に繋がっている。

ペア就労を導入し業務のながれを分かりやすくする事で継承者が不安なく業務に専念
でき現場での即戦力として早い段階で業務を任せる事が出来ました。公社担当者から
サポートを細かく丁寧にしていただき安心して事業を進める事ができ感謝しております。

『長期有給休暇取得制度』

P61へ

▼

働き方の改善
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CASE | 03

沖縄コカ・コーラボトリング株式会社
Company Proﬁle
設立／1968年 本社所在地／浦添市 代表者名／城 英俊 業種／製造業
事業内容／清涼飲料水の製造販売
従業員数／274人（うち正規雇用210人）
［ 高年齢者雇用確保措置 ］
定年／60歳 希望者全員に65歳までの継続雇用制度の導入
高年齢者雇用状況／61-65歳 9人 66歳以上 0人
①アグレッシブに挑戦する人 ②自己成長意欲（向上心）が強い人 ③コミュニケーションを大事にする人

ペア就労の目的
●熟練社員の技術や知識を若手社員に継承し、人財育成を図る
［ ペア就労導入期間 ］平成30年8月1日～10月31日

ペア就労内容

〈左より〉石川さん・八木さん・比嘉さん

比嘉 弘美さん
●車両管理に関する知識
●サニテーション関連
●自動販売機関連
●店舗情報の共有と把握
●水質検査報告書の作成方法

スキル
継

機材品質維持管理ならびに労働安全作業に対
する基礎技術を習得することでお互いのオペ
レーションの向上が図れた。
現場作業についても、労働災害防止に重点を
置き機材や車両における安全衛生教育を実施
しこれまでのノウハウも技術継承できた。

承

八木 美沙希さん
石川 吉久さん

スキル

●顧客応対方法
●ファウンテンオペレーション要求事項の
理解と知識の習得
●安全衛生法関連
●食品衛生法の基礎知識の習得

継承

パソコンでのデータ入力及び管理方法を学び、
機材管理の意識強化を図れた。また3者間で
お互いのサニテーション作 業 方法を確 認で
きた。

ペア就労の取り組みにより、コミュニケーションも業務もスムーズに行える環境が整い
ました。今回は3者での取り組みを実施しましたが、中堅者にとっても部下育成について
教育できたと感じています。
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CASE | 04

沖縄明治乳業株式会社
Company Proﬁle
設立／1969年

本社所在地／浦添市

代表者名／村田 紳

業種／製造業

事業内容／牛乳、加工乳、乳飲料、乳酸菌飲料、果汁飲料、清涼飲料水、発酵乳、
プリン、
ゼリー等の製造および販売、市乳
製品、
アイスクリーム製品の仕入販売

従業員数／149人（うち正規雇用77人）
［ 高年齢者雇用確保措置 ］
定年／60歳 労使協定を定めた65歳までの継続雇用制度の導入
高年齢者雇用状況／61-65歳 21人 66歳以上 1人

与えられた仕事に対して真摯に取り組み、向上心を持って業務に携われる人財

ペア就労の目的
●総務業務を統括しているスキル保持者から直接指導を受けることで、業務
全体の流れを把握でき、知識の継承を受ける事が出来る
●部署に必要なチーム力を身に付けると同時に人財育成を図る
［ ペア就労導入期間 ］平成30年10月1日～12月31日
〈左より〉上地さん・新垣さん・伊礼さん

ペア就労内容

伊礼 徹也さん
●業務車両及び従業員車両の管理 ス
キル
継承
業務
●社内会議の議事録作成業務
●会社セキュリティ維持・強化業務

上地 恵梨香さん

継承
スキル

●電話応対をはじめとするビジネ
スマナー
●年末年始に係る業務全般
●社内会議及び研修の準備や進行方法

スキル保持者より直接業務を引き継ぐことに
よって、業務を円滑に進めるためのコツやノウハ
ウを理解できた。また警備会社と連携を取りセ
キュリティ上のリスクを防ぐ方法を習得した。
新垣 小遥さん
スキル保持者と中堅者から学ぶことにより、業
務の流れだけでなく細部まで教育を図ること
ができた。また、会議や研修の進行方法や報
告書を書けるようになった。

今回のペア就労を通して、スキル保持者・中堅者の持っているスキルの洗い出しがで
き、若年者へ細部まで効率的に業務を引き継ぐ事ができました。今後の人財育成にも今
回のペア就労で得たノウハウを役立ていきたいと思います。
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CASE | 05

社会福祉法人可愛福祉会
Company Profile
設立／1993年 本社所在地／宜野湾市 代表者名／新垣 善正 業種／福祉
事業内容／保育園の運営
従業員数／64人（うち正規雇用45人）
［ 高年齢者雇用確保措置 ］
定年／60歳 労使協定を定め経過措置を利用した65歳までの継続雇用制度の導入
高年齢者雇用状況／61-65歳 3人 66歳以上 2人
周囲への気配りができ、チームワークを大切にできる人
協力しながら学び、素直に受け止め行動ができる人
子ども、親、環境などを配慮し丁寧な応対ができる人

ペア就労の目的
●ペアを組んで働くことで、
スキル継承者の要領の良い働き方や保護者・子ど
もへの声掛けなど、経験を積み重ねることで得たスキルや園独自のスタイル
などを実際の現場で見て学べる環境が作れる。
また、若年者が疑問点、問
題点を持っている際に気軽に質問でき、早急な改善に繋がる。

［ ペア就労導入期間 ］平成30年11月1日～平成31年1月31日

ペア就労内容

〈左より〉長濱さん・永山さん・仲村さん

仲村 利律子さん
●園の目指す、または行っている保育
スタイルを学ぶ
●保育に関する書類やおたより帳の書き方
●遊びの中や子ども同士のトラブルな ス
どの際の子どもへの声掛けや対応 キル継承
●登園、降園の際の保護者への連絡や
コミュニケーションの取り方
●園の行事の計画、流れ、進行について

ペアを組むことで質問しやすい環境ができ、効
率よく学び改善することができるため、早期戦
力化に繋がった。また、スキル保持者のスキル
を習得し、効率良い働き方を学んだ。加えて、
コミュニケーションをとる機会が増えるので、
若年者が職場に溶け込みやすく、職場の雰囲
気をより良いものにできた。

永山 大輔さん

長濱 美香子さん

継承
●基本的な職務・日課
スキル
●スキル保持者が研修や休みで
不在の日の補助
●行事の際の職務内容
●クラス単位でなく、園全体で協力する
体制を学ぶ

スキル保持者と中堅者の二者から学ぶため、質
問しやすく学びやすい環境ができ、若年者の早
期戦略化やスキル形成に繋がった。また、三世
代で働き方について学び見直し、覚えることが
できるので、園全体の働き方について再度確認
と共通理解に繋がった。三世代間のコミュニ
ケーションをとる機会が増える為、園内の雰囲
気が良くなり、各世代の働き方や考え方を知る
ことができるので、そこから園のスタイルや経
営方針の見直しの見直しに繋がった。

保育士は乳幼児期という大切な時期の子どもたちの発達を援助する専門職であり、新
卒採用の場合でもスキルが必要となります。ペア就労を行うことで、３者間のコミュニ
ケーションを取りながら効率的に学ぶことができ、スキルを継承できたと思います。

『有給休暇取得促進支援制度』

P61へ

▼
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働き方の改善

CASE | 06

株式会社国建システム
Company Proﬁle
設立／1991年

本社所在地／那覇市

代表者名／幸地 長秀

事業内容／コンピュータのソフトウェア開発及びIT関連機器の販売

業種／情報通信業

従業員数／79人（うち正規雇用77人）
［ 高年齢者雇用確保措置 ］
定年／60歳 希望者全員に65歳までの継続雇用制度の導入
高年齢者雇用状況／61-65歳 0人 66歳以上 1人

常に技術力の向上に努め、お客様の立場になって考える事ができる人材

ペア就労の目的
●熟練職員の技術や知識を若手社員に継承し、社内の技術力を継続させる
［ ペア就労導入期間 ］平成30年9月1日～11月30日

〈左より〉新里さん・當間さん

ペア就労内容

當間 良文さん
●プログラミングの基礎知識
●テスト手法の実行方法の習得 スキル継承
やそのテストの重要性の理解
●SQL文作成の応用知識
●開発ツールの利用方法の習得

新里 翔さん

ペア就労によりプログラミング基礎技術を習
得することができたと同時に、プログラミング
に行き詰まった時の対処法を徹底的に反復学
習することでプログラミングの速度が確実に
増した。また実施終了後、業務基礎知識が増
し周りとのコミュニケーションも図られ、総合
的にスキルアップできた。

慢性的に技術者の人材確保に苦慮している当社では、採用した若年者が一人前の技術
者として早く自立できる為の教育が重要になっています。今回のペア就労の導入もその
教育の一環として効果があったと思っています。
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CASE | 07

有限会社サン印刷
Company Proﬁle
設立／1974年 創業／1953年 本社所在地／南風原町 代表者名／宮城 剛 業種／製造業
事業内容／印刷、製本、出版業 その他、広告企画、各種イベント企画
従業員数／66人（うち正規雇用61人）
［ 高年齢者雇用確保措置 ］
定年／60歳 経過措置を利用し労使協定を定めた65歳までの継続雇用制度の導入
高年齢者雇用状況／61-65歳 6人 66歳以上 3人
ベテラン社員の経験・知識を吸収し、考える力・決断する力を発揮できる社員であること

ペア就労の目的
●ベテラン社員の持つ、
これまでの経験や高い技術の継承を若年者へ図るこ
とにより企業全体の底上げをし、
お客様へより質の高い商品を提供する
［ ペア就労導入期間 ］平成30年10月１日～12月31日

〈左より〉新里さん・宮城さん

ペア就労内容

新里 仁英さん
●既存のお客様へ同行訪問し、
印刷の基礎知識・
スキル継承
コミュニケーション能力の継承
●新規のお客様を訪問し、的確な企画
提案をし、お客様の満足度を上げる
●提案書や見積書の作成等

宮城 龍さん

印刷営業の長いスキル保持者とペアを組んで
指導を受けることで、早期に通常の営業のスキ
ルや印刷に必要な基 礎（見積作成 、積算能
力、得意先や新規への対応の仕方）を身に付
けられた。

ペア就労することにより、効率的に印刷の基礎知識を学ぶことができました。スキル保
持者のように考える力や決断力を発揮できる社員になってくれるよう期待しています。
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CASE | 08

下地診療所合同会社
Company Proﬁle
設立／2010年

本社所在地／宮古島市

代表者名／加賀 武

業種／福祉

事業内容／認知症対応型共同生活介護（介護予防）、地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業（通所型
サービス）、居宅介護支援（介護予防）、福祉用具貸与販売（介護予防）

従業員数／23人（うち正規雇用18人）
［ 高年齢者雇用確保措置 ］
定年／65歳

高年齢者雇用状況／61-65歳 2人 66歳以上 0人
利用者から親しまれ、優しさをもって接し、安心を与えることができる

職員の和や協力し合う気持ちを大切にし、地域社会に貢献することにも意欲的である

ペア就労の目的
●短期間で、介護の方法や注意点と高齢者の食事について理解することがで
きる
●短期間で、
グループ内の多くの職員とコミュニケーションを図り、業務の進め
やすい環境を得ることができる
［ ペア就労導入期間 ］平成30年10月1日～12月31日

ペア就労内容

〈左より〉田中さん・上地さん

上地 愛子さん
●介護保険の理解
●高齢者への言葉遣い
●調理方法、調理の時間配分、 スキル継承
食事介助の仕方
●個々の身体状況に合わせた介助方
法、接し方
●認知症についての知識

田中 香愛さん

地域の行事料理の調理法や、施設での行事食
も学びとりまた、献立を作成することができ
た。それぞれの利用者に合った介助方法や、対
応の仕方を理解することができた。

ペア就労を行なったことで、職場の雰囲気に溶け込むのが早く、業務の流れが滞る
ことが少なく取り組むことができました。当事業所の教育体制を振り返る機会とも
なりました。今後の取り組みに活かしていきたいと思います。
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