
自社の考える「人間性」の
基準を見える化し、評価

　　株式会社アイエスエフネットは
「ISFnetグループに関わる全ての人々
の環境の創造と幸せの追求」と「地域
社会、グローバルな社会への貢献」を
基本理念に掲げている。
　理念経営を実践するため、IT企
業でありながら、ITの知識や経験が
なくても人間性やモチーベションが高
く、「ISFnet 経営理念・哲学」を遵
守できる人を採用している。採用後
は、企業倫理、ビジネス・接客マナー、
ホスピタリティといったヒューマンスキ
ルを教育し、その後、ITスキルのトレー
ニングが施され、ITエンジニアやコン
サルタントとして派遣される。いくら
技術と経験に遜色のないエンジニアで
も、傲慢な態度では仕事は円滑に進
まないとして、同社は、ヒューマンス
キルが高く、一緒に働きたいと思わせ
る人材を採用。これは同社の顧客ニー
ズと合致し、業績も好調である。
　アイエスエフネットグループが最も
注目を集める点は、「20 大雇用（※
注）」の推進であろう。驚くことに、
ニートや引きこもり、障がい者など、

さまざまな事情で就労が難しい人に
も安心して働ける環境を創造・提供
し、社会的に自立する機会を与えて
いるのだ。現在、グループ全体での
社員数は約 2,400、その３分の１に当
たる約 800人が「20 大雇用」に該当
する。こうした取り組みは、社会貢
献に関心の高い多くの企業の賛同を
受け、前述のヒューマンスキルや技術
力の評価も相まって、受注につながっ
ている。顧客企業による派遣した社
員のヒューマンスキル評価も特徴的で
ある。自社の考える「人間性」の基準
を見える化して評価してもらい、評
価結果に準じて６階級の認定資格を
付与しているのだ。「ブランドマスター
制度」と呼ばれるこの仕組みは、理
念経営の実践に不可欠なものとなっ
ている。
　加えて、社員を家族に見立てたバー
チャル組織「CORE（コア）制度」があ
る。入社時、社員は自分の「親」とな
る上司や先輩を自ら選ぶ。そして、ネッ
トを駆使したコミュニケーションの中
で、ときにはプライベートな相談もし
合う。社員同士が疑似的な家族とな
ることで、より強固な信頼関係を築
いている。同社は、半数以上の社員
がシステムエンジニアとして客先に常
駐し、地方や海外で勤務するため、

意思疎通や一体感の醸成が難しい業
務形態といえる。これを補うCORE
制度は、理念経営の実践に大きな効
果を発揮しているのである。

※注20大雇用：1ニート・フリーター、2FDM（障がい
者は「未来の夢を実現するメンバー」であると考え、FDM
（Future Dream Member）と称している）、3ワーキン
グプア（働く時間に制約のある人）、4引きこもり、5シ
ニア、6ボーダーライン（軽度な障がいで障がい者手帳
を不所持の人）、7DV被がい者、8難民、9ホームレス、
10小児がん経験者、11ユニークフェイス（見た目がユ
ニークな人）、12感染症、13麻薬・アルコールなど中毒
経験者、14性同一性障がい、15養護施設など出身者、
16犯罪歴のある人、17三大疾病、18若年性認知症、
19内臓疾患、20そのほか就労困難者（難病・失語症・
生活保護）を雇用すること

「純粋で、まじめで、ひたむきな
姿勢」は、働くだれもの心に響く

　都内で大雪が降った日、ある社員
が、車いすで通勤している社員に「大
変だったね」とメールを送った。する
と車いすの社員は、こんなメールを
返してくれたという。「大変だと思える
ことがうれしい。車いすで働ける人は
少ないのに、いまの私は雪で会社に
行けないことを残念に思うことができ
る。本当に幸せです」と。アイエスエ
フネットグループには、このようなエ
ピソード、つまり感動が日常的にある。
　「働けることが幸せ」と、自然に口

にする元就労困難者の「純粋で、ま
じめで、ひたむきな姿勢」は、ともに
働くだれしもの心に響く。健常者に
とっても心が清められ、仕事に対す
る真摯な姿勢ややりがいを自らに問
いただす機会となっている。
　数値面のマネジメントもしっかりと
機能している。経理など管理部門も
含めて全社員が「今月いくら以上の仕
事をする」といった目標を持つ。行
なった仕事は、市場価値をもとに金
額換算され、自身の貢献度や生産性
について振り返ることができるのだ。
自分がどれだけの仕事をしているか
を明確に捉えられることが、やりが
いを感じるポイントにもなっている。
また、自分の仕事の価値が金額で見
える化されることで、休暇が取りや
すくなったり、育児中の女性が早退
しやすくなるなど、副次的効果も出
ている。

障がい者の雇用創出
女性スタッフにも輝く場を

　数あるグループ会社の一つに、障
がい者が社員の 7 割を占める特例
子会社、株式会社アイエフエスネット
ハーモニーがある。親会社のアイエフ
エスネットが受注する仕事の中には、
「納期に余裕がある」、「作業を細分
化して割り振ることができる」など、
障がい者での対応が可能なものがあ
る。こうした仕事をハーモニーが請
け負うのだ。たとえば、データ入力
の仕事なら、手順書の作成は身体障
がい者が担い、データ入力は知的障
がい者が、、入力内容の確認を精神
障がい者がするといったように、障
がいに応じた分業によって、仕事の
品質を一定に保つべくマネジメントさ

れている。
　また、アイエスエフネットグループ
は飲食事業を展開しており、「匠カ
フェ」という屋号で現在、全国に４店
舗を運営している。「匠カフェ」開店の
動機も障がい者雇用である。コア事
業の ICTエンジニア（情報通信技術
者）は男性が多い。「障がいを持つ娘
にも働きやすい場をつくってほしい」
という切実な親の声に応える形で、
2011年３月１日、福島県福島市に１
号店をオープン。その後、３店それ
ぞれで弁当販売も手掛けるようにな
り、ようやく全店黒字化が見える状
況にまで辿り着いた。ここで働く20
大雇用の女性スタッフは「ずっとカ
フェで働きたかった。最初は緊張し
てなかなか声も出せませんでしたが、
少しずつ自信がつき、声も出るように
なった。働くことがとても楽しい」と
目を輝かせていた。
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障がい者など就労困難者も歓迎
「働く喜び」と生きがいを提供

お も て な し 経 営 の ポ イ ン ト

さまざまな仕組みで理念経営を実践
就労困難者の純粋で、まじめで、ひたむきな姿勢が周りのやりがいを育む
業務を細分化し、分業することで、障がい者の雇用を創出 社員はみな、スーツを着用する。これが社員の自尊心とモチベーションを高めることにつな

がっている。
社員を家族に見立てたバーチャルな組織「CORE（コア）制度」。Copyright©ISFnetGroup. All 
Rights Reserved.

・事業内容：情報通信業（情報通信システムの設計、施工、保守
 及びコンサルタント業務、コンピュータに関するソフトウェア、
 コンピュータシステムの運用、管理、保守の受託など）
・社員数：正規1,616名、パート・アルバイトなど67名
・ホームページ：http://www.isfnet.co.jp/ 

・法人名：株式会社アイエスエフネット
 （アイエスエフネットグループ）
・代表者：渡邉 幸義 代表取締役
・所在地：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F
・設立年月：2000年1月設立

・会社哲学やビジョン、状況を上位から下位へ伝播
・連絡網作成
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