
カンロ、川崎重工業、積水ハウス、住友林業 etc...
「働く環境が変わる」今こそ見直しを!
社内報制作ノウハウを大公開
イントラネット&社内SNS活用術 特集
ケーススタディも収録

本誌連載を完全収録！保存版

60社の成功事例&ポイントがわかる
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VRコンテンツの「唐招提寺」ができ上がるまでの道の
りやプロジェクトメンバーの思いを紹介。

東日本大震災の被災地を巡った「移動図書館ブックワゴン」
推進役の若手社員が登場。最初は数人から始まり、最終的
にはグループを挙げてのプロジェクトになったと語る。

1990年代からVRコンテンツの制作に着手
（2018年9月号）

「経団連推薦社内報」に入賞
「トッパンで働くということ。」企画（2018年1月号）

凸版印刷

したが、特集内容による読者アンケート結果で「よか
ったorとてもよかった」が2019年3月号で初めて
90%に達しました。会社全体に変革を理解してもらう
には時間がかかるのだと改めて実感しました。

Q.

A.

社員の皆さんからの反響は
どんな時に感じますか?

編集部に
聞きました!

デジタル版は1分読了が目安

インターナルコミュニケーションを活性化させ、
事業の成長を後押しする役割を担う社内報。
今回は凸版印刷の社内報制作の裏側に迫ります。

2018年の1月号から誌面をリニューアルしま

未来像をU35世代に伝え、
社員の率直な声も反映

凸
アルした。「U35世代に向けて、会社の
未来を伝える誌面を目指しました」と同
社広報本部ブランド推進部社内広報担当
課長の田口マサ子氏は語る。
　同号の特集「トッパンで働くというこ
と。」では社員の本音をアンケートで尋ね、
「上司の思いつきや上司への忖度は生産
効率に反するので、未来のトッパンに不
要」など率直な声も拾う。東日本大震災
の被災地を巡る「移動図書館ブックワゴ
ン」を数人から立ち上げ、グループを挙
げてのプロジェクトへと育てたひとりで
ある若手社員は「入社して10年。同期の
多くがトッパンを離れた中で、私は珍し
いタイプかもしれません」と語る。それ
まで社内報では何となくタブーだった
「会社を辞める」という言葉も使った。

版印刷の社内報『C
コンベックス

ONVEX』は20 
18年1月号から誌面をリニュー

社員に読まれる
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ネスレ日本の「パパママカフェ」プロジェクトでは、
トッパンチームが幼稚園との間を取り持ってくれたと
ネスレの担当者が感謝の思いを語る。

「グルメ」「ふるさと自慢」「ペット」などの
お題は応募数が集まりやすいという。

各社員がコメントと写真で登場する
「お題バーシティ」（2019年1月号）

クライアント担当者とともに
プロジェクトの進捗を伝える（2019年3月号）

［基本情報］

創刊年 1937年
（デジタル版は2007年）

発行部数 2万5000部

発行
サイクル 隔月

判型・
ページ数 A4・24ページ

制作体制

部員5人が兼任。企画から執筆、印刷ま
ですべてトッパングループ内で完結。

人気コンテンツ

（前列右から時計回りで）広報本部ブラン
ド推進部の浜田ふじ子氏、針山愛梨氏、松
本陽美氏、菱田遥平氏、課長の田口マサ子
氏、三好富士子氏。

凸版印刷

『C
コンベックス

ONVEX』ースを展開する「パパママカフェ」計画
の推進にいかにトッパンチームが貢献し
たかをネスレ日本の担当者が語る。
　お題に対し、各社員が答え、コメント
と写真で登場するのが「お題バーシティ」
コーナー。自薦以外にも、編集委員を兼
ねる各地の事業所総務スタッフが掲載メ
ンバーを推薦してくれる。「『今年の抱
負』といった自らを直接語るお題より、
『グルメ』『ふるさと』などのテーマの方
が応募数が集まりやすいです」と同部の
浜田ふじ子氏。
　速報性を重んじるデジタル版社内報は
冊子と異なる内容を載せているため、毎
週1回、おすすめコンテンツを全社員に
メールで告知する。「記事は1分で読了
できるように最大600文字を目安にし、
連載記事のPV数が前期比139%を記録
しました」と針山氏は語る。

　編集を手がけた同部の針山愛梨氏は
「同期から『（社内報が）ずいぶん変わっ
たね。信用できる書き方になった』と言
われ嬉しく感じました」と話す。この号
は2018年度の「経団連推薦社内報」（経
団連事業サービス主催）にも入賞した。
　2018年9月号では「トッパンがつくる、
新しい観光のカタチ」と題し、観光ビジ
ネスをデジタルアーカイブで推進する同
社の取り組みを特集した。1990年代か
らVRコンテンツの制作に着手していた
同社。一作目の「システィーナ礼拝堂」
に続いて制作した「唐招提寺」ができ上
がるまでの道のりやプロジェクトメンバ
ーの思いを紹介した。
　各企画を客先の担当者とともに語るの
が「Myパートナー紹介」コーナー。2019
年3月号では、全国の幼稚園・保育園で
ネスカフェのコーヒーを飲めるカフェブ

❶ Myパートナー紹介

❷ お題バーシティ

❸ 彩りの知と技
　  （トッパンの製品・サービスと
　  手がけるチームの紹介）

＊2019年9月号『広報会議』掲載（情報は取材当時のもの） 103102 広報会議  MASTER SERIES広報会議  MASTER SERIES
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同号特集は「11,000人のプライド 運命協同体が
生む施工力」と題して、積水ハウスグループが総
力をあげて挑む施工現場の結束力を伝えた。

宮城、熊本、広島の3カ所で行った復
興支援活動に2019年度の新入社員
460人が参加。彼らの声で現地からの
思いを伝えた。

グループの結束力をレポート
（2019年11月号）

新入社員による復興支援活動
（2019年7月号）

積水ハウス

きたい」「こういう立場の方に出てもらいたい」というリクエス
トを極力具体的に伝えるよう努めます。例えば、グループ会社で
ある積和建設の施工力を取り上げた記事では、各パートで何を伝
えるかを話し合い、会社や地域、性別などが分散するよう人選を
調整しました。

Q.

A.

グループ内各社員への取材で、実のある
回答や本音を引き出す工夫を教えてください。

編集部に
聞きました!

育休取得社員の「イクメン奮闘記」も開始

インターナルコミュニケーションを活性化させ、
事業の成長を後押しする役割を担う社内報。
今回は積水ハウスのグループ報制作の裏側に迫ります。

取材先の選択を各セクションに委ねる際、「こんな話を聞

グループ社員の本音にも迫る
「ひと」中心のグループ報

積
親元を離れて勤務する2年目までの社員
の実家にも直送する。その意図を広報部
主任の槻並省吾氏は「親御さんに子ども
が勤める会社のことを知らせ、家族のコ
ミュニケーションを促せればとの思いで
す」と話す。
　2019年7月号の企画「被災地の『今』、
自分ができることを考える3日間。」では、
同年度の全新入社員460人が各地の被災
地を訪問、現地から思いを伝えた。ある
新人は宮城県で災害公営住宅の清掃に参
加し、掃除をしつつ会話をするだけで泣
いて喜ぶ被災者がいたと話す。別の新人
は熊本の被災地で、「3年も経てば復興
もかなり進んでいるのでは」との思い込
みと異なる現実に衝撃を受けた。支店配
属の同期に比べ、直接顧客に接する機会

水ハウスのグループ報『ひと』は
グループ全社員のほか、内定者や

社員に読まれる
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［基本情報］

創刊年 1969年

発行頻度・
部数 隔月・約2万8000部

判型 A4判・28～36ページ

制作体制

毎年、年度末に向け次年度の企画を検討。
各号は3カ月前から企画内容を具体化させ
ていく。2カ月前から取材執筆を行い、半
月前に校了して刊行し、各セクションへ郵
送。紙版は2020年5月号で終了予定。「8
月の創業60周年を機に、ウェブ版を立ち上
げてグループ報機能を全面移行します。隔
月刊では叶わなかった情報伝達スピートを
上げ、情報の質と量を向上させます」。

人気コンテンツ

（左から）グループ報を制作する、広
報部主任 槻並省吾氏、課長 小川正之
氏、穴見千佳氏。

積水ハウス
『ひと』

❶ 巻頭特集

❷ 仕事×育児 イクメン奮闘記

❸ 積水ハウスを選んだ理由

　毎号人気の連載が「仕事×育児 イクメ
ン奮闘記」。育児休業を活かす父親社員
が登場し、妻や上司の声も聞く。2019年
7月号では、支店設計課に勤務する社員
が、育児休業によって家事の大変さが分
かり、休業後も子どもの送迎を担うよう
になったとその変化を語った。「2018年
9月、父親の1カ月以上の育児休業取得制
度がスタートしたことを機に始まった連
載です」と槻並氏。
　同社の住宅に住む社員家族が登場する
「“社員も”家に帰れば、積水ハウス。」と
いうコーナーもある。7月号では「リビ
ングからつながる軒下と庭は、身近な外
の空間として週末のバーベキューに大活
躍」だと、彼らの普段の姿を描く。家族
で和むシーンを掲載するため、社員宅訪
問の際は、雑談でリラックスしたあとに、
撮影に臨むなどの工夫をしている。

が少ない本社部署の社員も「誰かの助け
になっている実感を得られた」と話す。
　2019年11月号の巻頭特集は「11,000
人のプライド 運命協同体が生む施工力」。
共存共栄関係にあるグループの施工体制
について、積水ハウスから積和建設に出
向した社員に話を聞いた。「支店の現場
監督時代には作業が工程通り進まないと
き、積和建設の担当者を問いつめるだけ
だった。しかし自らがその立場になるこ
とで、かつて自身のしていたことに気づ
きショックを受けた」と打ち明ける。
　また現場の業務に携わる関係者の座談
会では、協力会社の現場頭から「作業者
へ伝えるべきことが大変多く、親方が、
胸の内にしまい込んでいることもあるの
では」との指摘も。結果、問題が再発す
る可能性もあるのではないか、といった
現場の本音を引き出した。

毎号、育児休業を活かす父親
社員が登場し、妻や上司の声
も聞く「仕事×育児 イクメ
ン奮闘記」。この号では上司
が、働き方改革によって減少
する労働時間をどう解決する
かとの問題提起も。

「“社員も”家に帰れば、積水ハ
ウス。」は同社の住宅に住む社
員家族が毎号登場。この号では、
夫婦が溺愛する豆柴の愛犬とく
つろぐ姿が掲載された。

育児休業、
その課題もフォロー
（2019年7月号）

積水ハウスの家で
くつろぐ社員家族
（2019年7月号）

＊2020年5月号『広報会議』掲載（情報は取材当時のもの） 119118 広報会議  MASTER SERIES広報会議  MASTER SERIES
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各部門の社員が顔写真と共に、携わ
る事業でのSDGs達成を宣言。

「密着Times」のページでは、時計の
周辺に、登場する社員の1日を描く写
真を時間ごとに配置。社員の活躍ぶり
が動きをともなって伝わる。

SDGs達成への決意を語る
（2020年冬号） 社員の働きぶりを

タイムスケジュールと共に描く
（2019年夏号）

住友林業

ん。なので、事前にグループ内で共通の知人を探しだしておくの
もひとつの手段です。取材時には初対面でも、共に知るその方の
話題から話し始めると相手も和み、アイスブレイクとして効果的
だと思います。

Q.

A.

社員インタビューに臨む際、
どんな事前準備が効果的ですか?

編集部に
聞きました!

社員による著名人インタビューも

インターナルコミュニケーションを活性化させ、
事業の成長を後押しする役割を担う社内報。
今回は住友林業のグループ報制作の裏側に迫ります。

同じ社内でも、取材相手の方とはほとんど面識がありませ

各自がSDGs達成を宣言
数字を活用し納得を得る特集

住
を伝え、かつ社員の声を経営に反映させ
るメディアとして刊行する。
　2020年冬号特集はグループのSDG s
活動。事業活動を通じ、いかにSDGsを
達成するか、2021年度に向けた全社目
標数字につき、持続可能な木材取扱量を
89％から100%に、自生種販売45万本か
ら50万本に伸ばすなどと示した。会社が
掲げる目標とあわせ、「環境機器搭載に
より停電時にどれくらい電気が使えるか
など提案したい」と宣言する住宅・建築
事業本部社員なども登場した。
　グループ報を制作する同社コーポレー
ト・コミュニケーション部の担当者は
「数字を用いた表現は皆に納得してもら
いやすいようなので、特集ではよく使用
します」と語る。

友林業のグループ報『樹海』は、情
報共有のツールとして経営の意図

社員に読まれる
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［基本情報］

創刊年 1988年

発行頻度・
部数

季刊（4月末/7月末/10月
末/1月末発刊）・
約1万5000部

判型 A4判・20ページ

制作体制

年間スケジュールは立てず、各号ごとに特
集を企画立案。読後アンケートはグループ
社員全員を対象とし、メールで募る。「アン
ケート項目に『改善した方がいいコーナー』
と入れると、具体的な駄目出しコメントが付
きやすく、改善の参考になります」。イントラ
ネットの「inforest（インフォレスト）」は適
時更新。グループ報はじっくり読む内容を、
社内イントラは即時性を重視した内容を掲
載するなどすみ分けを行う。

人気コンテンツ

（前列左から）制作会社の担当者2人、
コーポレート・コミュニケーション部
の平川美佳氏、渥美純氏、橋本瑛里奈
氏。（後列左から）外部ライター3人、
コーポレート・コミュニケーション部
の中田小絵香氏、真鍋禎宏氏、河相晃
輔氏、神渡幸太氏。

住友林業
『樹海』

❶ 密着Times

❷ 巻頭特集

❸ 現場最前線!

体調面などを考慮しつつ働きやすい環境
整備に努めたい」との決意を紹介した。
「一期一会」は社外の著名人に対し、会
ってみたい社員がインタビューするコー
ナー。2019年秋号では整理収納アドバ
イザーのEmi氏に、同じワーキングマザ
ーの同社社員が取材した。Emi氏の会社
従業員の多くは16時までの時短勤務。効
率アップのため、ウォーターサーバーが
あるのにお茶を沸かす必要があるか、出
荷のたびに宅配業者を呼ぶなら毎日寄っ
てもらうようにしようと、日ごろ、当た
り前と考えていたことを見直す知恵を聞
き出した。このコーナーは以前、取材先
を編集部で決めていたが、「アンケート
での評価が低く、『社員自身が会いたい
著名人』との企画にリニューアルしまし
た」。結果、社内から取材希望応募が集ま
るようになったという。

　グループ各企業社員の働きぶりを1日
のタイムスケジュールと共に描くのが
「密着Times」。2019年夏号では介護付有
料老人ホームを運営するスミリンケアラ
イフで働く介護士の日常を扱った。11時
昼食介助、13時に入浴サポートを経て、
自身は15時に愛妻弁当による遅い昼食
を取る奮闘ぶり。同コーナーでは取引先
や顧客との写真が載る場合もある。「な
ので、事前に撮影場面も打ち合わせして
先様に許可を取ります」と担当者。
　グループ各社の仕事場をクローズアッ
プするのが「現場最前線!」。2019年秋号
では、障がいのある方に働きやすい現場
を提供するスミリンウッドピースを扱っ
た。住友林業発祥の地、愛媛県新居浜市
で木工製品製作などの事業を行う。同社
人事部からスミリンウッドピースに移っ
た取締役部長（当時）の「一人ひとりの

障がいのある方に働きやすい現場を
提供するスミリンウッドピースを取
り上げた「現場最前線!」。不便な
山麓にあった椎茸の栽培場所を新居
浜市内に移し、労働と収穫の両面か
ら安定的な栽培ができるように改善
したと伝えた。

「一期一会」は社員が憧れの著
名人にインタビューするコーナ
ー。この号では、いかにして効
率よく仕事を進めるか、ワーキ
ングマザーとして働く社員が、
同じ立場である整理収納アドバ
イザーに訊ねた。

障がいのある方に
働きやすい作業現場を提供
（2019年秋号）

憧れの人物に直接取材
（2019年秋号）

＊2020年7月号『広報会議』掲載（情報は取材当時のもの） 123122 広報会議  MASTER SERIES広報会議  MASTER SERIES
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市・摂津市・吹田市の約11万戸で都
市ガスの供給を停止し、対策本部を立
ち上げた。広報部では、同24日に供給
を再開するまでの現場を映像で記録。
ウェブ版グループ報「Webがす燈」で
も緊急特集を組み、復旧に向けた動き
をタイムリーにレポートしていった。
「阪神・淡路大震災の教訓で、現場の
記録を残しておかねばという思いがあ
ったんです。グループ社員に社内報で
復旧の様子を伝えたところ、応援のコ
メントも多数寄せられました。後日、6
月25日の対策本部解散式までを追っ
た記録映像も編集し、グループ内で公
開しています」。そう話すのは、「Web
がす燈」を統括する同社の楠井祐子氏
（広報部 コーポレート・コミュニケー
ション推進チームマネジャー）だ。

　大阪ガスでは2018年度から、グル
ープ報をウェブ版に移行したばかり。
2017年は紙とウェブ版が併存してい
たが、翌年度から完全移行した。「海
外拠点を含むグループ全体のコミュニ
ケーション強化、理念浸透の促進が背
景にあります。年間特集は決まってい
るのですが、今回のような緊急事態に

企画を即切り替えることができるのも
ウェブ版の強みだと実感しました」。
『がす燈』は1947年創刊で、「敗戦後
の日本に娯楽を提供しよう」という思
いで生まれたルーツがある。当時の片
岡直方社長による前書きにも「『がす
燈』は眞に砂漠のオアシス」とあり、文
芸作品や読み物を収録した「文化誌」
の色合いが強いことが分かる。時代と
ともに刊行ペースや発行形態を変えな
がら、2003年にグループ報としてリ
ニューアルしたが『がす燈』の存在に
愛着がある社員やOB・OGも多い。
　ウェブへの完全移行は思い切った決
断だったが、「情報接触環境の変化は
無視できない。国内外のグループ会社
全体の閲覧率を高めるためにも、チャ
レンジしたかった」と楠井氏。大きな
反対意見はなかったため運用を始めた
が、社内からネガティブな反応はほと
んどないという。

　最もこだわったのが、双方向性をい
かに高めるか。社員による投稿を募る
コーナー「シャインVOICE」の強化、
「いいね!」ボタンならぬ「さすガっ
ス!」ボタンの設置もその一環だ。な
お、「さすガっス!」は同社CMで使わ
れているフレーズでもある。

　中でも社員の参画意識を高めている
のが、部活動にまつわるトピックだ。
例えば6月には陸上競技部から第62
回「関西実業団選手権大会」に出場し
た報告が掲載された。タイトルや本文、
写真とキャプションは陸上競技部の社
員自身が用意し、投稿用シートに記入
する形で広報部に提出。校正を経て、
公開されるという流れだ。コーナーに
よっては各社・各組織にいる約80人
の広報委員が直接、CMSにアップロー
ドできる形式としている。これにより、
2017年度の掲載記事620本のうち、社
内からの投稿は106本に上った。これ
は紙版の時代の約3倍にあたる。
　効果測定は毎月1回、閲覧率や滞在
時間を検証するほか、毎年秋にはグル
ープ従業員に社内広報全般に関するア
ンケートを実施している。「どの時間
帯にアクセスするか」「Webがす燈の
印象は」といった定性的なコメントも
参考に、次年度の企画に活かしている。
　目下の課題は、本社とグループ会社
で関与度に差があること。本社の閲覧
率は65%だが、グループ会社では2割
に満たないのが現状だ。「組織ごとに
ページ遷移の状況などを見える化でき
るのもウェブ版ならでは。取材の機会
を設けて関与度を高めるなど、分析結
果を活かしていきたいです」。

a開始年：2017年（紙版の社内報は1947
年創刊）

aコンテンツ：特集、投稿型企画「シャイ
ンVOICE」、職場紹介「うちの職場のと
っておき」、社員紹介「この人にさすガっ
ス!」など

a担当部門：広報部 コーポレート・コミ
ュニケーション推進チーム

a制作体制：広報室のメンバー7人（内専
従2人）で2週間に一度、編集会議を実
施。複数の制作会社と組み、執筆・編集
を一部委託。社内の投稿は広報部、また
は各社・各組織の広報委員（約80人）を
通じて募る

a投稿ペース：年間620本（2017年度）

『がす燈』創刊号（1947年）。
文芸誌のような佇まい。

2018年度から紙版は廃止した
が、ウェブ版のダイジェストを
ニュースレターとして発行。

特集予定を迅速に変更できるのは
ウェブ版ならでは。緊急特集によ
り、閲覧率も向上した。6月18日
発生の大阪北部地震を受け、グル
ープによる復旧活動の特集を編成。
第89回「都市対抗野球大会」（7月
13日～24日）でも硬式野球部が初
優勝し、特集を公開した。

グループ会社や各拠点を紹介する「うちの職場のとっておき」、
推薦により活躍する社員を紹介する「この人にさすガっス!」
は紙版から続く人気企画。組織ごとの閲覧率の数字をもとに、
次に取り上げる組織や社員を決めることもある。

ウェブ版スタート後、紙版に
比べて投稿記事数は3倍に。
社員が部活動やプライベート
を投稿する「シャインVOICE」、
休日の過ごし方など各月のテ
ーマに応じて写真を手軽に投
稿できる「GASスタグラム」
も人気。

6 月18日に発生した、大阪北部地
震。大阪ガスでは茨木市・高槻
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歴史ある社内報をウェブに移行
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特集を緊急差し替え
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増える投稿型企画
インスタ風コーナーもあり
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大阪ガスは2017年度、1947年創刊のグループ報『がす燈』のウェブ版を開始。
初年度は印刷媒体と併存させ、2018年度からはウェブに完全移行した。
タイムリーな特集企画や動画コンテンツを国内外のグループ社員に届けている。

大阪ガス Daigasグループ報「Webがす燈」
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ルーツは「砂漠のオアシス」
社員の投稿記事数は3倍に
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