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新型 コ ロ ナウイ ル ス感染対策の現状と
今後の採用に関す るアン ケー ト 結果
新型コロナウイルス感染拡大の収束が見えず、各社では引き続き感染対策等の対応をされて

います。そこで現在、各社でどのような感染防止対策をされているのか、またどのような点が
問題となっているのか等、アンケートを実施しました。さらに、コロナを契機として始められ
た会員企業の新規事業もご紹介します。

変化してきたこと
会議・打合せのオンライン化
少人数での朝礼・会議
テレワーク導入

感染対策
マスク着用、手指消毒は必須！
他にもほとんどの企業で換気、体調確認、
不要不急の外出・出張の自粛等を徹底・実施

実施期間：2020年9月～10月 回答：181社（製造 74社　非製造 107社） 
実施方法：会員企業にEメール、F A Xにて依頼 　　　従業員数　99名以下 94社
対　　象：姫路経営者協会 会員 　　　　　　　　100～499名 69社
 　　　　　　　　500名以上 18社

調査要項

社員の新型コ ロ ナウイ ル ス感染防止対策と し て、現在ど のようなことを実施され ていますか？〈複数回答〉1
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コ ロ ナ禍によっ て、現在ど のようなことが問題となっ ていますか？〈複数回答〉2

今後の採用面接や説明会 はど のよう に実施され る予定ですか？（採用活動の予定がある場合）3

今後の採用に対す る方向性は？〈複数回答〉5

〈メリット〉
・応募者の交通費や移動時間を削減できる
・学生が参加しやすい、遠方でも気軽に参加できる、
　Ｕターン学生へのアプローチもしやすい
・多くの学生が応募できる
・新型コロナウイルスの感染リスクを回避することが
できる
・会場確保・準備や面接時間の調整がしやすい

〈デメリット〉
・応募者の雰囲気や表情、反応、熱意等が伝わりにくい、対面に比べて
得られる情報が少なくなる、企業側の意図や思い等も伝わりにくい

・応募者との間に距離を感じる
・環境設定や通信状況に不具合が生じることがある、接続準備に時間が
かかる

・応募者が、職場の雰囲気を感じる機会が無くなる
・複数人面接の場合、時間配分が難しい
・気軽に参加できる反面、志望度が低い求職者の応募がある
・実際に会った時の印象が異なることがある

オンライン面接でメ リ ッ ト・デ メ リ ッ トと し て認識 し ている点 は？4

新卒採用を行う企業（中途採用並行
を含む）は従業員規模で見ると
　 99名以下　38社（約41％）
　100名以上　56社（約64％）
また、12社（全体の約7％）が例年
より新卒採用人数を減らすとの回答

環境の変化に伴い発生したこと
事業の見直し、パソコンWeb環境の整備、
テレワーク規程・勤怠管理

現状　売上・利益は全体で約6割、製造業は約7割が
減少となっている

　　　さらに製造業は約3割が休業を実施している

499名以下規模の企業は今後も対面を中心に実施
オンラインのみで実施する企業は少数！
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今回アンケートに回答頂いた会員企業から、新型コロナウイ
ルス感染拡大をきっかけに新規事業を立ち上げ、新たな製品
やサービスを提供されている内容を紹介します。新規事業 のご紹介新規事業 のご紹介

除菌スプレーセットのお問合せはこちら▼
0120‐76‐2020（カスタマーセンター）
※除菌スプレーセットは、マスク付きの商品もご用意しております

新規事業を始めた経緯や目的は？
　ウイルス対策製品が品薄でお客様からの要望もあり、自社並
びに業界の継続的な活動を支援していくためにウイルス対策商
品の製造と販売を開始しました。また、近年頻繁に発生してい
る水害や震災の備えとして、お客様の店舗を防災施設として自
治体に登録することを促し、備蓄品を置いて頂いています。
苦労した点や、効果・手応えは？
　製品を提供するにあたり、類似商品と混同される方が多く丁
寧に説明を行う必要があったこと、また、除菌効果のある品質
を維持することが求められました。
　除菌関連商品が品薄な中での販売であったため、お客様には
喜んで頂けました。防災備蓄についてはボランティア的な要素
が大きいですが、業界のイメージ向上のため多くの賛同を頂く
ことができています。 詳しくはこちら▼

左記のジーピーエム株様とともにサンテレビ様
の番組に取り上げて頂き、下記URLもしくはQR
コードから紹介の動画がご覧頂けます。
ht tp:/ /sawadamenko.co.jp/news /887

新規事業を始めた経緯や目的は？
　コロナ以前から抗菌抗ウイルス繊維の研究と新しい繊維の開
発を進めていました。その途上で新しいウイルスの脅威に直面
し、これまでの研究を活かして社会問題を解決すべく、抗ウイ
ルス関連繊維製品の開発・販売を開始しました。
苦労した点や、効果・手応えは？
　未知のウイルスへの対策で試行錯誤しながらの開発・提案に
なるのが難しいところです。しかし不織布はあらゆる分野に応
用可能なもので様々なジャンルのお客様に抗ウイルス対策の必
要性を感じて頂いており、今後の広がりに期待しています。

手袋、屋内施設
向け抗ウイルス
椅子カバー等の
開発・販売を始
めました。

繊維原料卸・不織布製造販売

株式会社澤田棉行

どのような新規事業を始めましたか？
　コロナウイルス対策商品の製造と販売（次亜塩素酸水の製造、

機械卸売・メンテナンス業

ジーピ ーエム株式会社

光触媒によるウ
イルス除去製品
の販売）、防災備
蓄関連商品の販
売を行っていま
す。

どのような新規事業を始めましたか？
　コロナウイルスに効果が期待できる加工
を施した不織布や生地を用い、抗ウイルス

新規事業を始めた経緯や目的は？
　「お客様に感動を与えられるよう、
創造的な仕事を心掛ける」ことで、弊社が、技術的分野で社
会貢献できる唯一の手段だと思い、この事業に着手しました。
苦労した点や、効果・手応えは？
　何も無いところから形にしていく中で、常に新しいアイデ
アをトライアンドエラーし継続していくことが如何に大変か
を体感しました。また納品先での評判が自分たちの目指すと
ころと一致し、達成感が実感できました。

どのような新規事業を始めましたか？
　コロナ禍における新しい生活スタイルをターゲットに、自
社で培った技術を応用した、消毒液ボトルスタンドの製作及
び販売を始めました。

金属加工業

スター工業株式会社

どのような新規事業を始めましたか？
　withコロナの時代に対応すべく、各種感染予防用段ボール
パーテーションの製造販売を始めました。

段ボール製品製造販売

株式会社ユ ーパッ ク

製品の販売はこちら▼
販売元：株式会社セイコウシャ
　　　　 TEL 079‐229‐2575　担当 総務部

新規事業を始めた経緯や目的は？
　もともと社内で感染予防対策として使用していた段ボール
パーテーションをご覧になった龍野商工会議所様から、コロナ
禍で休止していたセミナーなどの本格再開に向け、感染予防対
策のご相談を受けたのが始まりです。
苦労した点や、効果・手応えは？
　メイン商品は、対面ではなく、横の人との間を仕切るサイド
パーテーションとなっていますが、こちらのタイプの商品はあ
まり見たことがありません。神戸新聞に取り上げられたことも
あり、地元企業様や官公庁を中心にお声がけを頂いております。

お問合せはこちら▼
商品については当社ホームページの新着情報【コロナ対策商
品のご案内】をご覧ください。ht tps:/ /you-pack.co.jp/
詳しいお問合せは、製品開発部門 【H ACO‐L ABO】 までお気
軽にご連絡ください。
 TEL 0791 ‐78‐8511 ／ F A X 0791 ‐78‐8512

特集Ⅱ
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どのような新規事業を始めましたか？

弁当・会席等の製造販売、各種飲食店運営まねき食品株式会社

新規事業を始めた経緯や目的は？
　新型コロナウイルス感染拡大により清潔意識が高まる中、
「新しい生活様式」におけるお役立ちとして、高い効果性と
安心・安全を両立する除菌シリーズを導入し、「日常に取り
入れやすく、信頼して行える徹底ケア習慣」を提案します。
苦労した点や、効果・手応えは？
　除菌剤「M A ‐ T」は、アルコールとも従来の塩素系除菌剤
とも異なる画期的なメカニズムで除菌し、肌についた場合の
皮膚刺激や肌荒れなど人体への影響を抑えながら、確かな除
菌効果を実現。発売する2品は日本 M A ‐ T 工業会試行認証を
取得しています。

どのような新規事業を始めましたか？
　様々な菌・ウイルスを除去できる革新的除菌剤「M A ‐ T」
配合の新ブランド「M A ‐ T Pure」を立ち上げ、新規領域での
お役立ち拡大として除菌市場に本格参入しました。

化粧品の製造・販売

株式会社マンダ ム

詳しくはこちら▼
「M A ‐ T Pure」のご紹介
ht tps:/ /www.ma - t - pure.jp/

総合印刷

山野印刷株式会社

　駅弁・えきそばのドライブスルー店をまねき本社駐車場内
に設け、営業販売を始めました。同時に空きスペースを使い、
お客様の間隔と衛生に配慮をしたイートインスペースも設置
し、ご利用頂いています。

　コロナ対策で「弁当シールド」という製品を開発し、販売
しました。 これは、 お弁当喫食時に三方をガードしたもので、
飛沫を自分から飛ばさない、相手から貰わない、スペースを
確保して安心の食事をして頂こう―をコンセプトとしていま
す。

新規事業を始めた経緯や目的は？
　コロナ禍で弊社得意の団体食のご利用が一斉に消えてしま
いました。会食の無い寂しい世の中になりましたが、コロナ
に怯えるだけではなくガードをすることで、再び安心して楽
しい会食をしましょう！ の発信の意味も込めています。

　春先にコロナの影響で弊社の駅構内の店舗も営業自粛と
なってしまいました。同時にテイクアウトやドライブスルー
の需要が高まっており、それなら今こそ皆さまに「駅弁とえ
きそば」を臨時店舗で召し上がって頂き元気になって頂こう
と思い企画致しました。

苦労した点や、効果・手応えは？
　予想以上に大好評で、子供の日や敬老の日など単発イベン
トでも皆様に喜んで頂けました。永久にやってほしいとか、
コロナ禍で大変な状況を慮ってくださる応援のお声を非常に
たくさん頂けたのがうれしかったです。
　苦労した点は、テイクアウトで如何に美味しさを保てるか
ということと、混雑を起こさず安全と衛生を確保することで
す。

　弁当とセットというのが当初の考えでしたが、シールド単
体のご注文が非常に多く、例えば研修所様やカルチャース
クール、自治会様での会合時、学校の児童への配布などなど
今も多くお問い合わせを頂戴しております。
　100％防げるものではないのですが、時代の求める「安心
感」とうまく合ったようです。現在、高さをサイズアップし
た新バージョンを販売中です。

お問合せはこちら▶ お電話は本社受注センター　0120‐240‐251
　　　　　　　　　 販売（本社）：姫路市北条字北川原953　10時～14時　ご予約やお取り置きも致しております。

詳しくはこちら▼
クリーンフィックス
ht tps:/ /smilemessage.jp/reschev01@ clf ix.ht ml /2008000093
FSC R 森林認証
ht tps:/ /smilemessage.jp/reschev01@ fsc.ht ml /2008000093
お問合せは、山野印刷株式会社 本社営業部まで。
　　　　　　　　　　　　 TEL 079‐294‐2121

どのような新規事業を始めましたか？
新型コロナウイルス感染防止事業
・クリーンフィックス（抗菌・抗ウイル
　ス性触媒水溶液）の販売
・ソーシャルディスタンスフロアサイ
　ンの製造、販売
・マスクケースの製造、販売
SD Gs対応
・FSC R 森林認証　用紙取扱
・非木材紙　用紙取扱
新規事業を始めた経緯や目的は？
　新型コロナウイルス感染防止対策に対して
我々にできることとして、社会的距離を保つ
サインの製作、マスクを一時保管するための
マスクケースの製造、有害物質を継続的に分
解する新・環境触媒クリーンフィックスの販売、持続可能な開
発目標SDGsへの貢献が社会で高まる中、FSC R 森林認証で印刷
用紙を通してお役に立てることを提案しています。
苦労した点や、効果・手応えは？
　新型コロナ拡大防止対策商品に関して、お客様から素早い対
応が求められ、納期に追われる日々が続きました。またFSC R
森林認証に加え、サトウキビ由来（非木材紙）の紙など環境に配
慮した用紙も数多く提案しております。
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司会　姫路経営者協会
広報委員会

寳角　雅之
（株式会社寳角ギヤー 代表取締役）

神姫バス株式会社
取締役 人事部長

井村　在宏 氏
会社事業内容●
輸送サービス事業
生活サービス事業
自動車関連サービス事業
従業員数：１，６２６名

株式会社ワンステップ
管理本部 管理部 管理課 課長

坂本　篤史 氏
会社事業内容●
通信販売事業、物流事業、
製造小売事業、海外事業、
企業主導型保育園事業 ほか
従業員数：約１５０名

山野印刷株式会社
総務課 主査

大西　宏和 氏
会社事業内容●
総合印刷事業
従業員数：１５０名

コ ロ ナがもたら す
働き方の変化と

そのメ リ ッ ト・
デ メ リ ッ トとは ！？
　新型 コ ロ ナウイ ルスは、企業の働き方にも大きく影響
を及ぼしま した。新型 コ ロ ナウイ ルスの感染拡大に伴っ
て、企業の働き方 に対す る意識も大きく変化 し、様々な
対策が講 じられ ています 。 そこで今回、 各社の取り組み方
について人事部門の担当者の方 にお話を伺いま した。
 （１０/１３開催）

葛新型コ ロナウイ ルス による変化  

寳角：新型コロナウイルスがきっかけで会社の中で劇的に
何か変わったことはありますか？

大西：当社は、営業・事務・制作・印刷現場と様々な部門
がありますが、デザイン部門を中心に在宅勤務を実施しま
した。また神戸・明石方面から公共交通機関を利用して通
勤している社員の感染リスクを減らす目的でも実施し、
トータルでは、全体の２割程度の社員が実施しました。

坂本：当社は通販会社で、商品を出荷する倉庫で働いてい
る社員や本社で働いているバイヤー、営業系・事務系社員
などがいるのですが、主に本社勤務の社員を対象に在宅勤
務を実施しました。元々、働き方改革の一環として既に管
理職や営業職はテレワークを行っていたのですが、コロナ
を契機に一般の社員まで拡大して実施しました。現在、妊
婦の方や介護をしている社員は在宅勤務を継続していま
す。緊急事態宣言が出ていた当時、在宅勤務を実施してい
た社員は、全体の２割程度です。

井村：当社は、新型コロナウイルス感染のリスクを回避す
るため４～５月に事務系社員の約３割が在宅勤務や時差出

通勤での感染 リ ス ク回避のために、
デザ イン部門の社員を在宅勤務。

管理職・営業職に認めていた在宅勤務を
本社の一般社員に拡大。

路線バスの運行の停止回避の
バックア ップ体制を進めた。
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勤を行いました。緊急事態宣言解除後は、在宅勤務や時差
出勤の利用者数は減りましたが、感染予防策として継続す
ることを推奨しています。一方、路線バスの運転士は、そ
もそも在宅勤務ができる職種ではなく、公共交通従事者と
してコロナ禍でも自ら感染予防を徹底しながら業務を続け
ねばなりません。そのため万一、運転士が感染し、同じ職
場でさらに複数の運転士を休ませざるを得なくなったとし
ても、輸送事業継続への影響を最小限に抑えられるよう、
できるだけ多くの運転士に他の営業所の担当路線も乗務で
きるよう、バックアップ体制を進めました。

葛変化したことによる経営上のメリ ッ ト  

寳角：在宅勤務やオンライン会議など通常時は不便だと敬
遠されるものが、移動制限や感染が長期化したことで変化
し、それが徐々に定着してきたかと思います。そこで、コ
ロナがきっかけで変化したことの中に経営上のメリットは
どのようなものがありますか？

井村：当社には、お客様の移動の足を止めてはならないと
いう公共交通機関としての使命があります。よって運転士
のバックアップ体制などは、事業継続計画の観点からも非
常に有意義であるということが社員もより理解できたので
はないかと思います。今回のような危機に直面しなければ、
なかなか他人の担当業務まで覚えようという意欲は起こり
ませんから、今後も色んな職種や社員間で業務をバック
アップできる取り組みを当社の常識としていくためのキッ
カケになったという点が経営上のメリットだと考えます。

坂本：当社は、通販事業をメインに物流事業、海外から商
品を輸入するための貿易や製造小売事業、飲食事業、保育
園運営事業も行っています。一部の事業が打撃を受けても
別の事業で補えるという多角化経営を行っていることで、
従業員の雇用を守れるというアピールに繋がることが経営
上のメリットだと考えています。

大西：コロナがきっかけで生じたメリットとしては、総務
の立場からすると、事業継続計画の対策です。姫路の地域
は、幸い今まで大きな災害に見舞われることも少なく、ま
た当社としてもその対策に必要最低限の時間しか割いてこ
れませんでした。ただ、今回のように出社もできない状況
が実際に起こると、その対策がずさんだったと気付かされ
たことがメリットだと思います。

葛今後も継続 し て いくこと  

寳角：在宅勤務やｗｅｂ会議などコロナをきっかけに生じ
てきた働き方や仕事の仕方の変化を今後も継続しようと考
えておられますか？

井村：これは個人的な意見ですが、大人数を集めて会議を
するスタイルは、これを機にオンラインへシフトしていく
べきだと考えています。大人数を一ヵ所に集める時間や手
間は多大なもので、各地にいながらにして会議ができると
いうのは、移動の時間がなくなり一人ひとりの生産性が格
段に上がると思います。

坂本：当社でも、コロナをきっかけにオンラインでの会議
を行うようになりました。また、採用の際も、遠方の求職
者の方とオンラインで面接できるのは便利だと感じました
ので、オンライン面接も併用したいと思っています。

大西：当社は、以前からオンライン会議は行っていたので
すが、“やりにくい”、“進みにくい”という意見もあり本当
に大切な会議は本社に集まって行っていました。しかし、
コロナをきっかけに一気に会議のオンライン化が進みまし
た。慣れてくるとスムーズに使えるようになりましたし、
経費・時間・生産性の観点から今後もオンライン会議は継
続していきたいと思います。

葛在宅勤務 に関 し て  

寳角：在宅勤務は、今後拡がっていくと思われますか？

大西：当社では、これ以上は拡がらないのではないかと思
います。それはなぜかというと、例えばデザイナー業務は
成果物が必ず発生するのに対し、営業の仕事では、成果物
が日々発生するものではなく、その評価方法が難しいから
です。

坂本：当社では、在宅勤務を実施して、“生産性が上がらな
かった”、“コミュニケーションが取りづらい”といった理
由から全員を対象とした在宅勤務は打ち切りましたが、従
業員一人ひとりの事情を考慮し、申請に応じて柔軟に判断
するという方向性に定まりました。

6

経費・時間・生産性の観点から
オンライン会議継続。

オンライン面接の利用を継続 。

オンライン会議は、効率化と生産性向上に繋が る。

一部の社員に限定し て在宅勤務を認める。

評価方法が難 しい。

バックア ップ体制の推進により、
社員の事業継続計画に対す る理解が深まっ た。

多角化経営を行っ ていることで、
従業員の雇用を守ることができる。

事業継続計画の必要性を再確認できた。
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葛業界の行く末  

寳角：様々なことがコロナをきっかけに劇的に変わりまし
た。皆さんの業界で、これから何が変わっていくと思われ
ますか？

井村：これからは旅客輸送の形態が変わると思います。例
えば旅行業では、満席まで集めることが従来の常識であっ
た大型観光バスツアーも、w it hコロナの時代では少人数化
が定着するのではないでしょうか。路線バスも他の公共交
通機関と同様、コロナで減少したお客様の数は今後完全に
は戻らないだろうと予想しており、事業者としては売上確
保に向け、車内の感染防止対策を新しい常識としながら、
運行ダイヤをはじめ、提供するサービスの中身などについ
ても付加価値を高めていく研究が必要だと考えます。

坂本：現在、助成金や補助金を利用して、メーカーも直接
通販事業に参入しやすい状況にありますので、競合が増え
るだろうと考えています。働き方改革の観点からですと、
多様な働き方ができる様に社内を整備していかなければ、
良い人材の確保が難しくなってくるのではないかと考えて
います。

大西：印刷業に関しては、紙媒体のものがデジタル化する
という動きは元々ありました。我々もそのニーズに合わせ
総合印刷業として提案できる引き出しを増やしてきました
が、今回コロナで人々の情報収集ややりとりもデジタル化
がより加速しました。今後さらに加速することが予想され
ますので、我々の事業としても、軸足をデジタル化へさら
に傾けていかなければならないと考えています。

寳角：本日は、次のステップへ進んでいこうという力強い
お話を聴かせていただきました。今後は、w it hコロナとい
う意識を持って将来を見据えていきたいですね。
　本日は貴重なお話を頂き、誠にありがとうございました。

井村：在宅勤務は互いに目が届かず、決済手続きも不便で
仕事の効率が落ちるのではという心配をよく耳にします
が、これは在宅勤務する人に問題があるのではなく、企業
に解決が求められる問題なのだと思います。労務管理の方
法はもちろん、ペーパーレスの促進や、押印手続きの省略
化など、社内で従来当たり前にしてきた方法を見直せば、
対面や出社の機会の減少につなげられることは多くありま
す。オフィス内の業務なら、在宅以外にも勤務できる拠点
を用意できれば、社員も各々に適したテレワークを選択で
きます。
　在宅勤務などのテレワークは、社員の良識任せではなく、
企業の努力と工夫によってこそ広まるものだと思います。

葛Wワークの導入につ い て  
寳角：今後、企業においてテレワークの推進が図られ、完
全成果主義になった場合、社員がＷワークを行える時代が
来るのではないかと言われていますが、企業として許容で
きると思われますか？

坂本：当社では、家庭の事情で遠方に引越しをしなければ
ならない社員がおり、デザインの仕事を案件単位でお願い
するケースがありました。ごく少数で静かに集中して取り
組む業務の人であれば可能性は感じますが、多くの社員は、
日常の中で一人が複数の業務を兼務して、色んな人とコ
ミュニケーションを取りながら仕事を進めていくというの
が基本だと思います。 その場合、 あちこちに点在していて、
コミュニケーションも取りにくいとなるとテレワークでＷ
ワークの方を積極的に採用していくことは難しいかと思い
ます。

大西：採用の面で考えると、今までできなかった遠方の人
材を採用でき、遠隔地でも勤務ができるのは、非常に可能
性のある話です。ただ、そうなると企業文化の継承や労災
等の労務管理や情報漏洩の管理において中々難しいかと思
います。

井村：使用者側の立場からお話ししますと、コロナの影響
を受けた際に、いかに従業員の雇用を守れるかというとこ
ろに神経を使い、当社グループの一部では、今まで原則認
めなかった副業を認めることにしました。副業を認めるこ
とで、従業員が留まってくれるのであれば、これも会社と
して雇用を維持する一つのあり方だと思いました。

7

旅客輸送の常識が変わる。

デジ タ ル化が さらに加速す る。

競争企業の増加と優秀な人材確保が困難にな る。

企業の努力次第で
在宅勤務をす ること自体は可能。

各所に点在し ている人材を
積極的に採用す るのは難しい。

企業文化の継承や労務管理の観点等から難 しい。

副業を認めることが雇用の維持に繋が る。
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　１９８１年６月にプラント配管・機械・機器・鋼構造物等の
設計を目的に設立し、現在に至るまでプラントエンジニア
リング分野において、数多くの設備を手掛けてきました。
　社歴の長い経験豊富な社員が多く、設立以来技術力が保
たれています。そのためハイクオリティ・ローコスト・ハ
イスピード（品質・価格・納期）のニーズに的確にお応え
して製品を提供し続け、お取引先様からファン化・リピー
ト化頂きプラント配管設計や機械設計の信頼と実績を積み
重ねております。
　ＩＳＯ９００１を取得しており、日々品質向上に力を入れてい
ます。そして今後も弊社の経営理念と品質方針に基づき、
社会に存在意義を認められる企業を構築し続けてまいりま
す。

セールスポイント

「食」で人をつなぎ、日本で一番「ありがとう」と言われる企業を目指します

セールスポイント

顧客が期待する品質・価格・納期で製品を提供しファン化・リピート化します

会社概要  

●代表者名　大久保　義郎
●所 在 地　高砂市荒井町千鳥２‐７‐１７
●TEL．０７９‐４４２‐３００１　F AX．０７９‐４４２‐３００２
●ホームページアドレス　http://www.toyoplant.co.jp
●設　　立　１９８１年６月２６日

●資 本 金　１，０００万円
●事業内容 プラント配管・機械・機器等の設計製図サービス
●取引先・販売先　ＭＨＩ パワーエンジニアリング株、川崎重工業株、

関電プラント株、株神戸製鋼所、株神鋼エンジニ
アリング＆メンテナンス、神鋼テクノ株、三菱パ
ワー株 等（五十音順）

●取扱商品・製品　設計製図を主とした技術サービス

株式会社泉平

株式会社東洋プラン ト設計

配送トラック

本社外観

大規模な3Dモデルの可視化

社内の雰囲気

会社概要  

●代表者名　泉　周作
●所 在 地　姫路市白浜町甲８４１‐４７
●TEL．０７９‐２４５‐７０８８　F AX．０７９‐２４５‐７０８５
●ホームページアドレス　https://www.izuhei.co.jp

●資 本 金　１，０００万円
●事業内容　業務用食品卸売業
●取引先・販売先　学校給食、病院・福祉施設、レストラン、ホテル、

スーパー等
●取扱商品・製品　冷凍食品、チルド・冷蔵品、乾物、香辛料・調味

料、加工品、缶詰、レトルト等

　創業１８９６年（明治２９年）、１２０年を超える歴史があり、西日本
を中心に事業を展開する総合食品商社です。兵庫県姫路市の本
社に加え、神戸・大阪・岡山・福岡・北九州にも拠点があり、
「食で人をつなぎ日本で一番ありがとうと言われる企業になる」
を経営ビジョンに挙げ、学校給食や病院福祉給食などの給食、
外食、惣菜など、様々な食シーンの食材を流通しています。当
社は学校給食制度の創成期から、国内の学校給食の普及や品質
向上に取り組んでまいりました。近年では、病院福祉向け食材
流通にも注力しています。長年培ったノウハウで給食事業者を
サポートし、子供からお年寄りまでの健全な食生活に貢献でき
ることに誇りをもって働いています。
　また、地域で働くステークホルダーとして、ＳＤＧｓに照らし
合わせたＣ ＳＲ活動にも積極的に取り組んでいます。食を通じて
人と人をつなげ、笑顔になるＣ ＳＲ活動を推進してまいります。 取扱い商品
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　冬は体の “冷え” や “むくみ” が発生しやすくなる季節です 。 特に足は、 血流が滞りやすく “むくみ” や
“冷え症” に繋がりやすい箇所です 。 足は歩く・走る以外にも、 体の健康を維持す るための重要な役割を
担っています 。 体の中で足がど のような役割を担っているのか、 またど のようにすれば “むくみ” や “冷え”
を改善できるのかをご紹介 します 。

9
資料提供：森田内科・循環器科　森田雅人 院長

ふくらはぎの筋肉は血液循環のためのポンプ作用を担っています
　ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれ、血流に大きな影響を与えています。それは、筋肉の「ポンプ作用」という働き
が関係しています。血管は、筋肉の中にも存在しています。主に血液を送る働きをするのは心臓ですが、筋肉も血液を送
る働きを担っています。筋肉が収縮したり、ゆるんだりすると筋肉に接している血管が細くなったり膨らんだりして、血
管内の血液が押し進められて流れやすくなります。

冷えの予防・改善方法　焔湯船につかる　　焔温かい食べ物を食べる　　焔有酸素運動

　冷えの原因は、「末梢血管の血流量低下」です。体温を維持するために血液が局所まで送られないと冷え性になります。
次のような日常生活習慣や偏った食事によって冷え性は引き起こされます。
焔自律神経の乱れ　　焔エアコンの空調や薄着等での冷え　　焔冷たい飲食物の摂りすぎ

冷えが発生する原因は…？

むくみの予防・改善方法　焔有酸素運動　　焔ストレッチ　　焔マッサージ
　　　　　　　　　　　　焔食生活の改善（塩分を控える）

深部静脈血栓症の症状　焔片方の足全体やふくらはぎが赤黒く腫れる　　焔腫れに痛みがある
　　　　　　　　　　　焔呼吸が苦しい　　焔胸が痛い　　焔潰瘍

 深部静脈血栓症 
　深部静脈血栓症は下肢静脈瘤より深いところにある静脈に血の塊（血栓）ができて詰まってしま
う病気です。足の表面にある静脈瘤は命にかかわるような問題とはなりにくいですが、下腹部や太
もも、膝の中心を走る深部静脈に血の塊ができた場合、重症となってしまいます。血の塊が足の静
脈から心臓や肺に向かって流され、肺の血管に詰まった場合、肺塞栓症を引き起こします。

下肢静脈瘤の症状　焔血管がこぶのように盛り上がる　　焔血管が浮き出る　　焔ほてり感
　　　　　　　　　焔痛み　　焔むくみ　　焔足がつる（こむら返り）　　焔かゆみ　　焔湿疹
　　　　　　　　　焔皮膚炎　　焔色素沈着　　焔潰瘍　　焔重くだるいような疲労感

 下肢静脈瘤 
　下肢静脈瘤は血管の病気で最も頻度が高く、軽度のものを含めると成人女性の43～60％に認められます。静脈には血液
を重力に逆らって心臓に戻すための逆流防止弁があります。この静脈弁がうまく働かないと血液の逆流が起きて、静脈圧
が高くなり、静脈が拡張して発症するのが本症です。静脈弁の障害（弁不全）は、生まれつき静脈弁が脆弱なことに加え
て、妊娠、出産、立ち仕事、加齢などの誘因が加わり生じます。
　下肢静脈瘤は命に係わる疾患ではありませんが、足がだるい、痛い、むくみなどの症状がでます。
　また静脈が拡張、蛇行し美容上の問題を主訴とする場合も少なくありません。重症例では皮膚が障害され皮膚炎、湿疹、
色素沈着、潰瘍などが観察されます。
　また、静脈瘤にそって痛みを伴う発赤と腫瘤を形成する血栓性静脈炎も併発します。

むくみの原因となる病気

むくみが発生する原因は…？

　これが「筋ポンプ作用」です。特に足の血管は体の中で一番低い
ところにあります。血液は重力によって低いところに流れようとす
るため腕の静脈の血液より、足の静脈の血液のほうが心臓に戻りに
くくなっています。足の静脈の血液を心臓に戻りやすくするために
ふくらはぎの筋肉の収縮、弛緩によるポンプ機能が重要です。

　むくみの原因は血液の「循環障害」です。姿勢のゆがみで血管を
圧迫してしまったり、ふくらはぎの筋肉の衰えなどで血の巡りが悪
化してしまうことが原因の一つとして挙げられています。
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　朝晩少し ず つ気温が下がり、 肌寒さを感じるよう になってきました。 これから本格的な冬を迎えるにあ
たり、 心配になるのが雪。 特に平野部ではめったに雪が積もることがあり ませ んが 、 その分、 いざ というと
きに対応できず 、 思わぬ事故に巻き込まれることがあるかも しれませ ん。 そうならないために降雪を想定し
て、ど う対応すれば よいか確認 し ておきま しょう。

参考資料：首相官邸ホームページ「雪害ではどのような災害が起こるのか」

近年は異常気象が増え、思わぬ気象災害も増えています。
いざというときに焦らないよう日々の心掛け・準備をしておきましょう！

降雪時、降雪後には路面の凍結や視程障害（吹雪等による視界不良）による事故に注意が必要です。

こんなときは路面の凍結に注意！！！
・降雪が１㎝以上あり、雪が降った後早い時期（おおよそ２４時間以内）
・アイスバーン（氷のようになった路面）に注意！
・冷え込む夜間や朝方や日陰などは、凍っているように見えなくてもブラックアイスバーンに注意！

こんなところでは路面の凍結に注意！
・信号交差点…車が発進や停止を繰り返すことによって、路面が非常に滑りやすくなることがあります。
・橋梁（橋げた）…ほかの路面が凍っていなくても橋の上だけは凍結していることがあります。
・トンネルなどの出入口…日陰になることが多く、局所的に路面が凍結している場合があります。

車による雪道での事故

 凍結路面での運転ポイント 
坂 道 走 行 あらかじめ適切なギヤにシフトダウンし、アクセルを一定にしましょう。
 急ブレーキやシフトダウンは尻振りやスピンを招きます。（下り坂はエンジンブレーキを効かせましょう！）
カーブ走行 カーブの手前で十分に減速してから進入し、カーブ中は控えめな速度を一定に保ち走行しましょう。
ブレーキング 急ブレーキをかけるとタイヤがロックしてグリップを失い止まれません。
 ブレーキは普段より手前からソフトにじわっと踏んで止めましょう。

 転びにくい歩き方 
★小さな歩幅で歩きましょう
　歩幅を小さくし、そろそろと歩く「ペンギン歩き」が基本です。
★靴の裏全体を路面につけて歩きましょう
　体の重心をやや前に置き、できるだけ靴の裏全体を路面に付ける気持ちで歩きましょう。
　また、靴は靴底が滑りにくいものを選びましょう！
★その他
　転んだときのために帽子や手袋をするなど、身に付ける物の工夫も安全対策の一つです。
　両手をポケットに入れて歩いたり、飲酒時もバランス感覚が鈍り危険です。

転倒災害の件数は降雪量にほぼ比例しており、例年１～３月に集中して発生しています。
事故が多く発生している滑りやすい場所を確認しておきましょう。

歩行者の雪道での事故

車の出入りのある歩道
（駐車場の出入口、ガソリンスタンドなど）
出入りする車のタイヤで路面上の氷が磨かれ、
非常に滑りやすくなります。

バスやタクシーの乗り場
踏み固められて滑りやすくなっている場合があ
ります。また、歩道と車道との段差にも注意。

横断歩道の白線の上
乾いているように見えても薄い氷膜ができて、
滑りやすくなっている場合があります。

坂道
上るよりも下るときの方が滑って転びやすく危
険です。下るときは特に注意しましょう。

こんな場所に
　注意！
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この鼻呼吸の極意を、世界中の子供たちに教えたいもの
です。
★コロナ対策として、マスクの着用と室内換気を強調し
ていますが、それ以上に大切なのは体内換気（気道内換
気）で、鼻呼吸で末梢の細胞まで空気を送り届け、かつ
肺胞を膨らませることが大切なのです（口呼吸では、呼
吸が浅く、末梢の細胞が膨らみにくく、ウイルスの巣窟
になりやすい）。そして、一般的に気道感染を起こすウ
イルスは高湿度（６０～７０％）に弱く、特に冬季には就寝
時に加湿器が有効です。同時に脱水も避けましょう。
★鼻呼吸を身に着けておくと誤嚥対策も万全です。気道
（空気の通り道）と食道（食べ物の通り道）が咽頭部で
交差しているうえ、誰しも、５０歳頃になると、顔、舌、
喉の筋肉の衰えにより、誤嚥しやすくなります。鼻呼吸
（①鼻から息を吸って、②息を止めて、③鼻から息を吐く）
を癖にしておくとよいでしょう。水を少し口に含み、①
鼻から息を吸って、②息を止め、水をごくんと嚥下した
後、③落ち着いて鼻から息を吐けばよいのです（気食分
離：息の出し入れと嚥下を区切りして行う）。

　『息』の字源は心（心と心臓）の上に、自（すなわち
鼻）が鎮座しています。ゆったりと鼻呼吸をすれば、心
臓はゆっくり拍動し、心も自ずと定まります。一方、口
呼吸（すなわち、早く浅いストレス呼吸）では、脈は速
くなり、血圧は上昇し、心はいらつき、他者に対して攻
撃的になります。さて、新型コロナの時代、皆さんは、
マスクの内で息苦しく感じ、早くて浅い口呼吸をしてい
ませんか？
●平常時に、鼻呼吸を習慣としましょう。口を閉じ、鼻
から深く吸い、少し息を止めたのち、ゆったりと吐きま
しょう（３秒で吸い、２秒止め、１５秒で吐きましょう）。
口が開いているのに気づけば、口を閉じ、ゆったりと鼻
呼吸しながら、自然の恩恵に感謝しましょう。この①吸っ
て、②止めて、③吐くという各要素を、区切りをつけて、
随意的に（自分の意図に沿って）行っていると、鼻呼吸
が習慣となります。そうすれば、自分自身の健康が保た
れるだけでなく、①相手の言うことをよく聞き、②自分
の中で反芻した後、③ゆったりと対応する余裕が生まれ、
このような人が増えれば、世界に平和が訪れるでしょう。

コ ロ ナ対策と し ての鼻呼吸の重要性

姫路市医師会
スポーツ医学
委員会

中 村 成 夫

姫路経営者協会では労務相談を随時受付けております！
お知らせコーナー

主な相談内容（４～８月）
１．コロナ関係に伴う賃金の支払い
２．コロナ関係に伴う就業規則の変更
３．年次有給休暇の対応
４．時間外労働の手当て
５．早期退職制度の規程の作成方法　等々

労務相談員　瓜 生 裕 一

　４月から労務相談員を務めさせていただいており
ます。瓜生と申します。１９５５年（昭和３０年）生まれ
の６５歳です。２０１５年（平成２７年）に神戸西労働基準
監督署長を最後に定年退職。「相談して良かった外」
と思っていただけるよう努めてまいりたいと思って
おります。よろしくお願いいたします。

 問合先 　姫路経営者協会（ TEL：079‐ 288‐ 1011　E‐mail：keikyo＠h-keikyo.gr.jp）
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株式会社ユ タ ッ ク ス

女性用下着の副資材メ ーカーとし て、
早くから海外に進出され、最近では、
コロナ禍でも自社の特殊技術を生かし て
なんとか人の役に立ちたいと思い、
マ スク製造に着手され ている
株 ユタック ス 代表取締役社長
宇髙 大介 氏にお話を伺いました。

頑張ってるで頑張ってるで～～！！
当社の技術の一つ当社の技術の一つをを
切り取って他業界で勝負できるものはないか切り取って他業界で勝負できるものはないか？？
という視点でアプローチするこという視点でアプローチす ることと 会社概要 

　当社は１９６７年４月に北条センイ株として加西市で設立
し、今年で５３年目を迎えます。
　主な事業内容は女性用下着の副資材および製品の製造販
売です。下着というのは人がミシンで縫い合わせることで
完成しますが、当社は特殊な接着剤を使い、無縫製でイン
ナーを製造し、国内の有力ナショナルブランドや大手流通
に製品や副資材を納めています。
　１９９２年に海外に進出し、工場が中国に２ヶ所、タイに
２ヶ所、販売拠点が
台湾、中国（香港・
上海）、タイ、アメリ
カにあります。その
他にエージェントが
インドネシアとフラ
ンスにあり、販促活
動を行っています。

 経営理念 

　
　１９８５年に先代社長が北条センイ株から株ユタックスに社
名変更し、会社ロゴも誕生しました。その際、ユタックス
の各アルファベットに意味を持たせていました。Ｕ
（universal）、Ｔ（technology）、Ａ（association）、Ｘ（未
知への創造）です。
　その後、私が２０１７年に社長に就任した際、現在の会社ロ
ゴに変えたのを機に海外拠点も同じものに統一しました。
　新しい会社ロゴは『今後も世界の市場で未知への創造に
チャレンジしていく』という意味を込め、ＵとＸをピック

アップし、丸みを帯びた形にしました。
　ロゴの形については、これまでの５３年間、レディースイ
ンナー業界の中で商売をしてきましたが、これからの時代
はこの業界以外でも我々の技術や商品を広めていく柔軟性
が必要だと感じ、ロゴイメージを柔らかくしました。

 業界の景気動向 

　どこの業界も同じだとは思いますが、直近で考えるとコ
ロナの影響で下着業界の景気も非常に厳しいです。
　我々の業界は品質とデザインを求めたインバウンド客が
売上に貢献していたため、今年は旧正月のインバウンド需
要が減少した上に、有名下着メーカーの店舗が入る各百貨
店や大手ショッピングセンターが休業となり、かなりの打
撃を受けています。

　我々も２月頃はこれからどうなるのか…と非常に不安な
日々でしたが、当社の技術を生かして何かできないかと考
え、完成させたのが“マスク”です。現在『究極の無縫製
Rフレームマスク』という名前で販売しています。
　このマスクは肌ざわりが非常に良く、生地の裁ち端がほ
つれない特殊な下着用生地と特殊な接着技術（無縫製）で
試作を重ね、完成しました。

世界の市場で未知への創造にチャ レンジす る

コ ロ ナ禍でイ ン バウン ド需要も消失 し、
非常に厳 しい

　この厳しい状況でできることは何かを考え、
　“マスク”を製造販売

本社工場
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していかないと将来、組織として機能していかないと思い
ます。人材育成はすぐにできるようなことではないので、
これから早い段階で着手していきたいと思っています。

　最近では、マスクの生産量も増えてきましたが、まだま
だ工場内では圧倒的にレディースインナーを製造してお
り、未だ既存事業の枠から抜け出せていないように感じて
います。
　今後は、技術の一つを切り取って他業界で勝負できるも
のはないか？ という視点でアプローチをしていきたいと
思っています。本来であれば、今年の１１月に全製造業が対
象の異業種展示会に参加する予定だったのですが、コロナ
禍で中止になってしまい、今年は思うように営業活動がで
きていません。しかし、インターネット上での展示会に参
加し、いつでも販促できるように準備に力を入れていま
す。

 趣　味 

　特に趣味はないのですが、最近は家にいる時間が長いの
で、週末に料理をする時間が増えました。インターネット
でレシピ検索をし、ここ最近では、炭酸水を使ったふわふ
わハンバーグを作りました。家族から高評価をもらいまし
た。
　インターネットで検索をすると様々なレシピを見ること
ができるので、非常に面白いです。次は電子レンジで作れ
るチーズケーキにチャレンジする予定です。

 心が けていること 

　日々心がけていることは『人の話を聞く』ことです。
　私は現在４４歳なのですが、社内には私より年齢も社歴も
先輩の方がたくさんいらっしゃいます。そんな社内で仕事
を柔軟に進めていこうと考えた時、意見をぶつけ合うより
もすり合わせていったほうが、話がまとまりやすいことに
気づき、まずは相手の話・想いを正確に理解することが組
織にとって大切だと考え、心がけています。

　最初は売れないだろうと懐疑的だったのですが、試作品
が完成すると付け心地が非常に良かったので、まずは６，６００
枚を製造し、西脇市教育委員会を通じて寄付という形で地
元の小中学生に配布していただいたことにより、量産体制
を確立することできました。
　そこからネット販売を開始したのですが、マスクは無名
の企業がネットに掲載しただけでは売れません。そこで、
法人向けに備蓄用や社員用マスクとして使って頂けないか
とあらゆるチャネルを使って営業しました。
　そこから噂が広まり、３月にテレビ取材を受けました。
メディアに出るのは非常に苦手なのですが、この落ち込み
を何とかしなければと思い、取材を受けたところ、反響が
大きく放映中から問合せの電話が鳴りやみませんでした。
現在、累計１４０万枚売れています。

 従業員教育 

　社内教育は新入社員に対して、入社時に研修を行う以外
はＯＪＴで行っており、昔から変わっていません。ただ一つ
変わったことは、組織の柔軟性です。
　先代社長の時代はトップダウンで組織が成り立ってお
り、古い部門内慣習がチームワークを構築するのに障害と
なっていました。しかし、現在は役員も変わり、チームで
問題解決し、チームワークや他部門との連携をどう構築す
るかが重要になってきています。
　会社が柔軟性を持った商売をしようと目標に掲げている
のに組織に柔軟性がないのはいけないと思い、私が社長に
就任してから外部コンサルタントの方にアドバイスを頂
き、１年かけて、現場の問題点を課題にチームワークの再
構築をしました。
　今ではこの見直しのおかげで業務シェアができる体制に
なり、組織の雰囲気もガラリと変わりました。

 将来の抱負 

　将来の管理職育成です。社内の年齢構成として４０代前後
が少なく、これからは若手をどんどん引き上げて管理職に

所在地：〒６７７‐００５４ 兵庫県西脇市野村町２０１‐１
ＴＥＬ：０７９５−２３−５５１１
ＵＲＬ：http://www.utax.co.jp/
『究極の無縫製Rフレームマスク』は
Smoon楽天市場店にて販売中です　⇒

会
社
概
要

若手社員の管理職育成

　他業界で勝負できる技術はないか？
　という視点でアプロ ーチをし ていきたい

業務シェアができるよう に柔軟な体制に！

▲『究極の無縫製R 
フレームマスク』

▲特殊生地と技術で作られた
　女性用下着

◀特殊生地と技術
　で作られた
　男性用下着

相手の想いを正確に理解す るため
『人の話を聞くこと』を心がけている

イ ンターネッ トを利用し て、
自宅で料理にチャ レンジ
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新型コ ロ ナウイ ル ス感染症に係る
国等からの助成金の取扱い

14

の休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
　所得税法と異なり、法人税法にはいわゆる非課税規定という
ものはなく、課税所得の計算上、資産の販売、有償又は無償に
よる資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその
他の取引で資本等取引以外のものに係る収益の額がすべて益金
の額に算入されます。すなわち、所得税法においては、助成金
の支給の根拠となる法令等の規定により非課税所得とされるも
の（例えば、特別定額給付金など）や、所得税法の規定により
非課税所得とされるもの（学生支援緊急給付金、新型コロナウ
イルス感染症対応従事者への慰労金など）がありますが、法人
税法には、そのような非課税規定はありません。ちなみに、所
得税法においても、事業者向けの持続化給付金や雇用調整助成
金は事業所得に係る収入金額になります。
　また、持続化給付金は、経費支出の補てんという性格を有す
るものではなく、一種の奨励金のようなものなので、支給決定
を受けた時点で収益計上することになりますが、雇用調整助成
金は、その給付の原因となった休業等の事実があった時点であ
らかじめその支給を受けるべき給付金の額を見積計上する必要
があります。

当社は、飲食業を営む９月末決算の法人です。新型コロ
ナウイルス感染症の影響により今期の売上が激減したこ
とから、持続化給付金を受給するとともに、従業員の休

業に伴って雇用調整助成金の申請を行っています。これらの助
成金の法人税法上の取扱いについて教えてください。

持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大によ
り、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に
対して、事業の継続を支えるために給付されるものです。

対象事業者は、資本金１０億円以上の大企業を除く、中小法人等
を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の
法人についても幅広く対象となります。 給付金の給付額は、 ２００
万円を超えない範囲で、対象月の属する事業年度の直前の事業
年度の年間事業収入から対象月の月間事業収入に１２を乗じて得
た金額を差し引いたものとされています。他方、雇用調整助成
金とは、今回の新型コロナウイルス感染症の影響などの経済上
の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わ
ざるを得ない事業主が、労使間の協定に基づいて一時的に休業、
教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用を維持した場合に、そ

姫路経営者協会 経理顧問
ハマダ税理士法人
代表社員税理士 公認会計士

濱 田　 聡

Ｑ

Ａ

取締役会への リ モ ー ト出席の可否と
その注意点

ためには、前記のとおり、双方向性、即時性を確保したシステ
ムを準備する必要があり、会議の途中で通信状態が悪化した場
合には電話等の代替手段で即座に連絡が取れる状態が望まれま
す。この点を取締役会冒頭で議長において確認した上で議事進
行し、議事録には、「議長はテレビ会議システムにより出席者の
音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明
が互いにできる状態となっていることを確認して、議案の審議
に入った。」などと記載しておく必要があります。
　また、議事録には取締役会の「開催場所」を記載しなければ
なりませんが（会社法３６９条３項、施行規則１０１条３項１号）、取
締役の全員がリモート参加した場合には、議長の自宅等、一定
の具体的な場所を記載することで取締役会の開催場所としま
す。
　新型コロナウイルス対策のため、テレワークやリモート会議
といった新しい試みが定着しつつありますが、対面で行う従来
方式の会議と比較した場合、お互いの表情の確認や発言のタイ
ミングなど、やはりまだまだ違和感が残る部分も否定できませ
ん。WEB会議をスムーズに議事進行させるためには、これまで
以上に、議長が参加者による双方向での活発な議論を促す工夫
が必要となります。

新型コロナウイルスの影響でリモート会議が行われるよ
うになりましたが、取締役会をリモートで行うことは可
能でしょうか。また、可能であるとして、その際の注意

点を教えてください。

取締役会への出席方法については、会社法に特段の定め
はありません。
ただ、法務省民事局参事官室平成８年４月１９日付「規制

緩和等に関する意見・要望のうち、現行制度・運用を維持する
ものの理由等の公表について」において、「取締役間の協議と意
見交換が自由にでき、相手方の反応がよく分かるようになって
いる場合、すなわち、各取締役の音声と画像が即時に他の取締
役に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組み」を前
提として、テレビ会議システムによる取締役会への出席も認め
ています。　
　従いまして、SkypeやZoom、Teamsなどのサービスも、こ
のテレビ会議システムの一種として利用することができますの
で、これらのツールを通じた取締役会へのリモート出席も可能
となります。
　その際の注意点ですが、取締役会を法的に有効に成立させる

Ｑ

Ａ

はりま法律事務所
弁護士　加 藤 恵 一
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労働時間と は
～作業服の着替え時間 は
　労働時間 に含まれるか？～

当社は、金属製品製造業で事務所がある建物内に更衣室
があり、隣接して工場があります。従業員は更衣室で会
社が貸与した作業服上下に着替え、安全靴に履き替え、

安全帽着用で工場の各作業場所に赴いています。タイムカード
リーダーは工場の各作業場所に設置しており、作業場所に赴い
た際及び作業終了時に読取っています。労働時間はタイムカー
ドの読取時刻を基準に把握していますが、更衣室での作業服等
の更衣に要する時間は含めなくてもよいでしょうか。

《タイムカード記録≠労働時間》
　タイムカードは、労働時間把握の根拠となる資料です
が、必ずしもタイムカード記録＝労働時間ではありませ

ん。労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間と
されており（判例・通説・行政解釈）、具体的には、問題となる
行為が「しなければならない行為（義務付けられた行為）」かで
判断することになります。

《作業服等に着替えないことが許容されるのか》
　多くの現場では、作業の安全の観点から「安全帽よし！ あご

紐よし！ 足もとよし！」と作業服などの着用状況を各自・相互に
入念に確認後作業を始められるのが通例であり、作業服等に着
替えず現場で作業を始めたならば「すぐに着替えなさい！」と厳
重に注意されるのではないでしょうか。つまり、服務規程など
で作業服等の着替えが規定されていなくても、事実上作業服等
に「着替えなければならない」ような状況に置かれているので
あれば、使用者の指揮命令下に置かれており、労働時間に含ま
れることになります。（判例：最高裁判平成１２．３．９三菱重工長崎
造船所事件、行政解釈：「労働時間の適正な把握のために使用者
が講ずべき措置に関するガイドライン」（平成２９．１．２０厚生労働
省策定）３のア）

《やはり労働時間に含まれる》
　御社の場合、作業服等が貸与されているとのことですが、作
業服等への着替えが服務規程に規定され、あるいは事実上義務
付けられているのであれば更衣に要する時間も労働時間に含め
ていただくことが必要です。

Ｑ

Ａ

年金と雇用保険の失業給付との調整 社会保険労務士解説

現在６０歳です。今後６５歳までに退職した場合、雇用保険
の失業給付と年金を同時に受けられますか。受けられな
いとすると、どちらを選択すればいいですか？

６０〜６４歳で退職あるいは失業した場合、雇用保険の失業
給付と特別支給の老齢厚生年金（６０〜６４歳までの年金）
は併給できないことになっています。すなわち、どちら

かを選択することになります。失業給付を受けた方がいいのか、
特別支給の老齢厚生年金を受けた方がいいのかについては、試
算などを行い受給金額の多い方を選択することをお勧めしま
す。仮に失業給付を受給する場合、給付期間が終了すれば、そ
の時点から特別支給の老齢厚生年金が受給できます。なお、６５
歳以上になれば、併給調整はありません。
　失業給付（６０〜６４歳）の試算については、少しややこしいで
すが以下の内容を参考にして下さい。

失業給付（基本手当）
　６０歳以上６５歳未満の人が退職あるいは失業した場合、申請に
より以下の失業給付金（基本手当）を日額単位で受けることが
できます。

Ｑ

Ａ

基本手当＝賃金日額×給付率

［６０〜６４歳の賃金日額］
賃金日額＝退職日（失業日）以前６か月間の月々の賃金
　　　　　（賞与は含まない）の合計÷１８０日
注）年齢区分により賃金日額の上限が決まっています。
　　６０〜６５歳の賃金日額上限は１５，７４０円です。

２０年以上１０年以上
２０年未満

５年以上
１０年未満

１年以上
５年未満１年未満

被保険者だった
期間

１５０日１２０日 ９０日 ９０日−定年・自己都合に
よる退職

２４０日２１０日１８０日１５０日９０日倒産・解雇などに
よる失業

［６０〜６４歳の給付日数］

基本手当日額（B）給付率賃金日額（A）
２，０００〜４，００７円＊８０％２，５００円以上５，０１０円未満
４，００８〜４，９９０円＊８０〜５０％５，０１０円以上１２，３３０円以下
４，９９０〜７，１５０円＊５０％１２，３３０円超１６，６７０円以下
７，１５０円 ＊−１６，６７０円超

＊１Ｂ＝０．８Ａ−０．３５｛（Ａ−５，０１０円）÷６，０８０円｝Ａ　または２Ｂ＝０．０５Ａ
　＋４，４３６円のいずれか低い方の額。例えば、賃金日額１０，０００円の場合１
　は５，１２７円、２は４，９３６円となり２の低い基本手当日額を採用

［６０〜６４歳の給付率と賃金］
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会員数推移データ（R２．１０．２１現在）
６６８全　　体
４３８第一部会（従業員数１００人未満）
１４３第二部会（従業員数１００人以上５００人未満）
８０第三部会（従業員数５００人以上）
７団　　体

会 員 情 報

＜順不同・敬称略＞

◆菅谷社会保険労務士事務所◆
① 菅谷　香里 氏
② 姫路市田寺山手町５‐２８
③ 人事・労務管理、労働・社会保険手続
　 き、各種助成金手続き 他

代表者変更
◆株讀宣姫路◆
◯新  代 表 取 締 役　梁瀬　秀則 氏
◯旧  代 表 取 締 役　本田　浩祐 氏

◆株吉美◆
◯新  代表取締役社長　佐藤　　清 氏
◯旧  代 表 取 締 役　杉本　　守 氏

理事・代表者変更

①代表者名　②所在地
③業種　　　④紹介会社

◆西日本建材工業株◆
① 高橋　幸博 氏
② 姫路市岡田２４９
③ サッシ、建具の製造及び販売

新入会員紹介

問い合わせ先　姫路経営者協会（ TEL：079‐288‐1011　E-mail：keikyo＠h-keikyo. gr .jp）

 ISO14001内部監査員研修の開催について 
　ISO14001内部監査員研修については、11月
17日（火）、24日（火）、12月1日（火）の3回コース
を姫路経営者協会の研修室にて開催します。

 講師の外部派遣について 
　姫路経営者協会では、ISO9001・14001内部監査員の
研修について講師の外部派遣を行っております。ご希望
の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡下さい！

2020 年度 ISO900 1内部監査員研修（3回コ ー ス）を開催 しま し た！

　１０月に入り、急に朝晩の冷えを感じるようになってきました。
今回のHAZARDⅡでは雪道での注意点を掲載しました。通勤や
日常生活で車が欠かせない私にとって、降雪は大問題！ 前日か

ら家事と出勤の段取りを考えて、家族全員の準備にそわそわしなければなりません。気
象庁によると近年は暖冬傾向にありましたが、今年は「冬らしい寒さ」になるとのこと
です。ですので、もしかするとこの播磨地域でも数回の降雪があるかもしれません。今
年は早めに準備とシミュレーションをして、突然の降雪に慌てず対応したいと思います。

編 集 後 記

姫路商工会議所 7F 702ホールにて

　去る9月17日（木）、24日（木）、10月1日（木）姫路商工会議所にて、
ISO9001内部監査員研修を開催致しました。新型コロナウイルス感染
対策を講じた上での開催となりましたが、皆様にご協力を頂き無事に
終了することができました。
　今回は、4社から計12名の方々にご参加頂きました。

アンケートから（一部抜粋）
・内部監査員としての自信が持てた！
・内部監査の基本の流れを理解できた！

新型コロナウイルス感染対策として
マスクの着用、手指消毒液の常備、
検温、問診表の提出、定期的な換気、
広い会場での実施　等

事務局
道 元 有 希

◆有青丹堂◆
◯新  代表取締役社長　戸倉　由貴 氏
◯旧  代表取締役社長　戸倉　康雄 氏
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