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誰か来て
下さい！

知 っ て得す る
『い ざ という時の人命救助』

人命救助に関わったことはありますか？『AEDがあるけど使い方を知らない！』『どんな
手順ですればいいのかわからない』『機械の取扱いってすぐにできるかな？』『操作が
できるかどうかわからない！人の命に関わることだし…不安』なんて思われている方
も多くいらっしゃると思います。そこで、改めて確認していざという時のために備えて
おきましょう。 （資料提供：姫路市消防局）

1

あなたもできる心肺蘇生

自分の身を守るため、傷病者に近づく前に
周囲の安全を確認します。

AEDの使い方「救命の連鎖」（Chain of Sur vival）
安全を確認する1

肩を軽くたたきながら、大声で
「もしもし、大丈夫ですか？」と呼びかけ、
反応があるかないかをみます。

もしもし、
大丈夫ですか？

反応を確認する2

反応がなければ、大きな声で
「誰か来て下さい 外人が倒れています。」と叫び
応援を呼びます。
誰かが来たら、その人に
「この人反応がありません。
 あなた、1 19 番通報をお願いします」
「あなた、AE Dを持ってきて下さい。
 無くても帰ってきて下さい」と
依頼します。

応援を呼び、1 19 番通報をしてAEDを手配する3

救命の可能性と時間経過
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2

呼吸は胸と腹部の動きを見て「普段どおりの呼吸」なのかを10秒以内で確認します。
死戦期呼吸（いわゆる喘ぎ呼吸）を認める場合は心停止とみなします。

呼吸をみる4

口対口人工呼吸の要点

・胸が上がるのが見えるまで
・約1秒かけて吹きこむ
・吹きこみは2回

「普段どおりの呼吸」がない場合は心停止とみなし、ただちに胸骨圧迫を開始します。
「1．2．3．4．5・・・・・27．28．29．30」と声を出しながら胸骨圧迫を行います。

胸骨圧迫を行う5

・胸やお腹の動きがない
・約10秒間確認をしても呼吸の状況がよくわからない
・しゃくりあげるような、途切れに起こる呼吸がみられる
（死戦期呼吸）

胸骨圧迫の要点

・胸の真ん中（胸骨の下半分）
・深さ（強く　約5㎝沈む程度）
・速さ（1分間に100～120回のテンポで）
・絶えまなく（中断を最小にする）
・圧迫の十分な解除
・手が胸から離れないように
・1～2分間を目安に交代する

「訓練を受けており、実施できる技術と意志がある場合」
安全に実施できると判断すれば、片手で額を押さえながら、もう一方の手の指先を顎先に当てて持ち上げ、
気道を確保します。
確保したまま額に当てた手で傷病者の鼻をつまみ、人工呼吸を行います。
人工呼吸は迅速に行い、胸骨圧迫の中断時間が10秒以上にならないようにします。

人工呼吸を行う6

両手の組み方と力を加える部位 垂直に圧迫する 斜めに圧迫しない 肘を曲げて圧迫しない
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3

AEDが到着後の手順
AEDを傷病者の頭の近くに置き、電源を入れる7

電極パッドを貼る8

電気ショックと心肺蘇生の再開10

AEDは「普段どおりの呼吸」がない傷病者を対象に
到着しだい使用する。

心電図の解析9

感電に
注意

ショックボタンを
押す！

AEDの電源を入れます。
（機種によって、電源ボタンを押すタイプと、ふたを開けると
　自動的に電源が入るタイプがあります。）
後は音声メッセージに従って進めます。

傷病者の胸部に電極パッドをしっかりと貼り付けます。　　　
（貼付位置はパッドに絵で示されています。） 

「ショックが必要です」などの音声メッセージが流れ、
自動的に充電が始まります。　　　　
「ショックボタンを押して下さい」のメッセージがあれば、
ショックボタンを押し、電気ショックを行います。
その後、ただちに胸骨圧迫から心肺蘇生を再開します。

電極パッドを貼り付けると
「体から離れて下さい 外 」との音声メッセージが流れ、
自動的に心電図の解析が始まります。
周囲の人にも離れるように伝え、
誰も傷病者に触れていないことを確認して下さい。

「ショックは不要です」の音声メッセージが流れた場合は、ただちに胸骨圧迫から心肺蘇生を再開します。
※AEDの電極パッドは傷病者の胸から剥がさず、電源も入れたままにしておいて下さい。

ショック不要の指示が出たら、すぐに心肺蘇生を再開する11
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心肺蘇生法講習会

救急現場で近くに居合わせた方を、バイスタンダーと言います。大切な人を救うためにも救急車が到着するまで
の間、バイスタンダーにできることがあります。それを知って頂いて、いざという時に役立ててもらうことが目
的です。

受講料

無料

 市民による応急手当実施状況  （平成30年中）

人数（名）応急手当の種類人数（名）応急手当の種類

70移動・体位管理23心肺蘇生（胸骨圧迫＋人工呼吸）

4除細動257胸骨圧迫

1固定処置8人工呼吸

36その他（保温・冷却など）16気道確保

499合　　　　計84創傷に対する処置

消防局救急課　電話（079‐223‐9557）まで問い合わせ下さい。
受講される際は、住所、氏名（よみがな）、生年月日、電話番号が必須。

申込方法

応急手当普及員養成講習

応急手当の普及に関する基礎的な知識、技能、指導要領などを学んで頂きます。３日間受講して頂いた後、
指導技能を習得し適任と認める方に応急手当普及員認定書を交付します。
　 対　象  姫路市消防局か管内で応急手当普及員として活動して頂ける方（高校生以下不可）
　 時　間  24時間（8時間×3日間）
　 定　員  約20名　　☆テキスト代が必要になります。

普通救命講習

AED（自動体外式除細動器）の使い方や心肺蘇生法などの実技。
　 対　象  意欲のある方どなたでも（中学生以上）
　 時　間  約3時間
　 定　員  約20名
〔講習会実施状況〕（平成30年中）（202回　3，216名受講）

１０名集まれば
出張講習可能

上級救命講習

心肺蘇生法から外傷の手当、骨折の固定方法、傷病者の搬送方法などの実技。
　 対　象  姫路市消防局管内に居住、または勤務者（中学生以上）
　 時　間  8時間
　 定　員  約30名 講習修了書発行

〔講習会実施状況〕（平成30年中）
（その他の救急講習　225回　7，390名受講）

“姫路市 消防局のHP”をご覧下さい。
講習会開催日は随時更新されていますので、お問
い合せ下さい。
“いざという時に備えて、社内でご活用下さい。”
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社員にも好評！！
各社での
社内行事・活動
　会社内で、社員同士が上手くコ ミ ュニケーションをとる
こと は、社内の雰囲気も良くなり、仕事をす る上でも非常
に大事なことです 。 そこで今回、 各社でどのような取り組
み、活動をされ ているのか、その効果 はどのような所 に生
まれ てきているのか、3社の方 にお話を伺ってみま した。

司会：各社の事業内容、従業員数について教えてください。

田中（サワダ精密）：弊社は、姫路市広畑区にあります。金

属加工や各種自動機などの設計・製作を行っており、自動

車関連や発電関連などの、ものづくりを生業としています。

機械加工事業部（製造部＋サポート部）エンジニアリング

事業部の２部門を柱に事業を展開しています。

　従業員数は８２名（内女性１４名）です。平均年齢は３５．５歳

です。

　

河越（応緑）：弊社は建設業として、ゲート事業部とハウジ

ング事業部の大きく２つの事業部があり、その中で営業課・

設計課・現場管理課に分かれています。ゲート事業部では

門扉を取り扱っており、学校や工場、空港の大型門扉を手

がけています。そしてハウジング事業部は、住宅のリフォー

ムや新築、メンテナンスを行っています。

　従業員数は３８名（内男性２４名、女性１４名）です。平均年

齢は４２歳です。

　

貝藤（船場印刷）：弊社は、商業印刷や一般印刷物を取り

扱っています。最近はさらに幅を広げ、ダイレクトメール

や、制作から発送までを行うワンストップサービスなど、

印刷に関する全般的なサービスも取り扱っています。大き

く４つの部門があり、オペレーターとしてデザインなども

手がける制作部、印刷やデジタルデータ加工をする製造部、

そして営業部と総務部があります。

　従業員数は４２名で、平均年齢は４４歳です。

5

司会　姫路経営者協会
広報委員会

細野　友克
（株式会社警備ひゃく 代表取締役）

サ ワ ダ精密株式会社
サポ ー ト部 業務チー ム 主査

田中　繁美 氏

応緑株式会社
総務部 企画課

河越　美咲 氏

船場印刷株式会社
製造部
デジタルプロ ダクショング ループ

貝藤　滋 氏
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葛各社で定期的に開催される社内行事  

司会：各社では、社員同士のコミュニケーションを図るた

めに、どのような行事をされていますか？

貝藤：毎年２回、全社員で集まって懇親会を開催していま

す。

　また、仕事納めや仕事初めの日は、仕出し弁当を取り寄

せて、全社員で頂いています。兵庫県印刷工業組合が主催

するビアパーティーにも、希望者は毎年参加しています。

田中：毎年、新入社員の歓迎会を兼ねてお花見を開催しま

す。夢前川近くの公園や会社の駐車場で BBQをしたり、昨

年は大縄跳び大会を行いました。その他にボウリング大会

や忘年会も開催しています。今期は、運動会を企画予定で

す。

河越：弊社は、毎年新年会を行います。初出の日の朝一番

に、社長の挨拶と社員全員が一年の抱負を発表しました。

その後は総社に行き祈祷をして、昼から宴会を行いまし

た。

　春には市川の土手沿いでお花見を行います。社員に好評

なのが大量の「社長特製おでん」で、２～３日前から仕込

みを行います。また、焼肉や焼きそばを焼く鉄板は、ゲー

ト事業部の手作りです。

　夏は会社の駐車場で納涼会を行います。ハウジング事業

部が手作りする流し竹を使い、流しそうめんを行います。

司会：社員旅行はありますか？

田中：“一流を知る”“学びや気づきを得る”をコンセプト

に、毎年シーズンを変えて社員旅行を実施していて費用は

全て会社負担です。今年は夏に東京オリンピックに行く予

定で、昨年は香港・マカオに行き一昨年は富士山の登山に

行きました。旅行会社の方にご協力を頂いて、スケジュー

ルの計画やチケット・宿泊先の手配をしています。

河越：昨年は奈良・伊勢に１泊２日で行きました。私も幹

事として携わったのですが、東大寺に弊社の門扉が設置さ

れていたので、それを見学できるルートで計画を立てまし

た。私自身、実際に自社製品を目にすることで刺激があり

ましたし、広報という立場から製品PRをする上でも見に行

くことができて本当に良かったです。

6

全員で懇親会

年に 2回の懇親会実施と
仕事納め・仕事初めの日には
全社員仕出し弁当での食事会

コ ミュニケーションをとるだけではなく、
“一流を知る”
“学びや気づきを得る”をコ ンセプト に、
社員旅行を実施

毎年 1泊 2日の社員旅行を企画 し交流

社員旅行（富士登山）

納涼会

春にはお花見、秋にはボウリ ング大会
その他にも色々なレクリ エーションを実施

新年会、お花見、納涼会を開催
使用す る道具は、社員の手作り
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を両立させるた

めに社員同士が

協力し合い工夫

をしながら、負

担がかからない

ように取り組ん

でいます。

 

司会：計画を立てたり実行する中で、うまくいかなかった

ことや、苦労されることはありますか？

貝藤：懇親会では、席が自然と部門ごとに固まってしまい

ます。クジを引いて決めたこともあったのですが、そのう

ち入れ替わる方も多くなかなか難しいです。

田中：基本的に、社内行事は全員参加なので、大人数対応

の会場予約や幅広く楽しめる内容を計画するのに苦労する

こともありますね。

葛勉強会や、学 び・情報交換の場  

司会：社内イベントとは別に各社ではどのようにして勉強

をする機会や、情報を共有する場を設けていますか？

貝藤：外部で開催しているセミナーや展示会は、希望者は

参加できるよう会社としても勧めています。また、新しい

設備を導入した際は、社内で情報交換会や勉強ができる場

を設けています。

河越：弊社は２週間に一度の社員全員で集まる研修を実施

司会：みなさん、様々なイベントを実施されていますね。

社員の方の声や、行事後の社内の様子に何か変化はありま

すか？

田中：社内イベントは、よほどの理由が無い限り全員参加

が原則。社員全員がいつも楽しんで参加しています。また、

家族や友人、恋人も参加できるイベントもあるので、とて

も好評です。

貝藤：社内イベントの参加率は９０％程度ですが、悪い意見

は聞かないので、それなりに皆さん楽しんでいるのではな

いかと思います。

河越：皆さん、 いつも楽しみにされています。 社員旅行は、

宿泊をするということもあり、さらに結束力が高まったよ

うに感じます。

葛社内行事を計画す る担当 は ？  

司会：幹事や担当は、どのように決めていますか？

　

河越：主に、私を含めた企画課が中心となって内容や予算

を決めています。また、企画課だけではできないこともあ

るので、総務部や他部署の力も借りて行っています。

貝藤：懇親会の幹事は平等に回るよう、各部門で持ち回り

にしています。そして、その時の担当部門が予算や会場を

決めています。

田中：社内行事はレクリエーション委員会が中心となって

盛り上げています。また、実行委員は立候補制で協力運営

しています。

　弊社は経営指針書を基に委員会活動やチーム内会議を

行っており、指針書には委員会の開催時間も就業時間内で

行うことが予め明記されています。通常業務と委員会活動

7

葛社員の方の声や、

　行事を通 した社内の様子  

主に企画課が中心となり、計画を立てます

幹事は部門ご とに持ち回りで実施を します

指針書を基にレクリエーション委員会が中心となり
多くの行事を計画・実施 し ています

レクリエーション委員会

葛うまくいかなかったことや

　苦労す ること  

大人数が参加できるイ ベ ントの内容を
計画す ることは容易ではない

2 週間に一度は社員研修を実施 し、
情報の共有と社会人と し ての基礎を見直す

外部のセミナーや展示会への参加、
新しい設備につい ては必ず情報交換会や
勉強の場を提供

懇親会で 自然と部門ご とに席が固まっ てしまうこと

Title:P05-08 座談会.eca Page:3  Date: 2020/02/19 Wed 14:01:25 



しています。各部門で現在の仕事内容や近況報告を行い、

さらに本を読んで社会人としての基礎を見直しています。

田中：毎週水曜日の定時前３０分は勉強会を実施していま

す。人間学的なことをはじめ、技術や掃除についての勉強

も行っています。

　春先には、その年の実行委員がプランニングをし、一泊

で合宿を行います。その目的として、寝食を共にすること

で社員同士の結束を深めじっくりと時間をとりテーマに

沿って熟考するという所にあります。

葛各社で独自の行事や制度 につ いて  

司会：イベントだけではなく、勉強の場にも各社で力を入

れておられますね。

　その他、各社で取り入れられている制度や活動等につい

て教えて下さい。

田中：福利厚生としてポイント制を導入しています。社員

１人につき２４ポイントを持ち点とし、レクリエーションや

スポーツクラブで費用が必要な場合は、そのポイントを使

用して会社から１ポイント５００円の負担をしてもらえます。

　また、委員会活動も活発で、カイゼン推進委員会は社員

からの業務改善案の評価、人財育成委員会は社員による

MVP 投票を毎月実施し、５S 推進委員会はチーム対抗で５

S の取り組み成果を表彰するなど、委員会活動も活発です。

　地域貢献活動としては、毎年６月に夢前川で開催される

「川まつり」に出

店したり会社周

辺の清掃など、

地域の方に喜ん

で頂けるような

活動にも取り組

んでいます。

貝藤：弊社は、９年程前から“川柳コンクール”を行って

います。弊社が制作しているカレンダーに、毎月川柳を掲

載しているのですが、毎年夏に社内で募集をし、外部のデ

ザイナーの方に選考して頂いています。採用された場合は

正月に社長からお

年玉をもらうこと

ができます。他に

も、新しいサービ

スや商品のネーミ

ングも社内公募と

しています。

　その他、弊社で

はスケジュール帳に姫路の様々な情報を盛り込んだ「姫路

手帳」を制作しています。姫路のことが分かる一冊となっ

ており、姫路の歴史や各種施設の一覧、防災情報や方言、

祭りの日程などをまとめ、得意先のお客様にお渡ししてい

ます。 また、 播州弁を使ったLINEスタンプも販売していま

す。

河越：弊社は清掃に力を入れており、朝礼後の１５分、金曜

は朝礼前の３０分の時間を使って掃除を行います。その功績

が認められ、姫路市長から表彰状を頂きました。

　社会貢献活動と

しては、ライオン

ズクラブで献血が

あれば、参加する

ことを会社として

推奨しています。

司会：各社で、様々な取り組みをされていますね。経営者

の想いもよく伝わってきましたし、それを社員の方が理解

されているからこそ、継続できるのではないかと思います。

経営が不透明な時代ではありますが、今回お話し頂いたよ

うなことに取り組まれている企業は時代の波に影響されに

くく、歩み続けることができるのではないかと思います。

　今日は、貴重なお話をありがとうございました。

8

川柳コ ンクー ルを開催、
新サー ビ スのネーミ ング も社内公募

福利厚生の一つと し てポイン ト制を導入し
会社からの負担あり
委員会活動を通 し て相乗効果

毎週水曜日に、勉強会を開催、
年に一度合宿も行い、結束を深める

カイゼン委員会

清掃活動の取り組みが認められ、
姫路市長から表彰

川柳付きカレンダー

姫路市長より感謝状（清掃活動）
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　当JAは中・西播磨エリアを中心に、心ふれあう地域づく
りを目指して農業振興と組合員・地域との「絆」を育んで
います。
　８つの農産物直売所「旬彩蔵」・「野菜市」では、地元生
産者が丹精込めて育てた旬の農産物や「人と環境にやさし
い」独自のブランド米「にっしぃライス 輝 」の販売をはじ

かがやき

め、タマネギ・ジャガイモの周年販売により、消費者の皆
さまに安全・安心な農産物をお届けするなど、地域農業の
支援に取り組んでいます。
　地域の活性化にも注力し、農業と地域・利用者をつなぐ
サービスの提供として移動店舗車「にっしぃ号」を５台体
制で管内全域を巡回しながら地域になくてはならないJA
を目指しています。
　今後も、時代の変化に柔軟に対応しながら、役職員一同
が団結して持続可能な経営基盤づくりを目指すとともに、
「農」を中心とした地域色豊かな取り組みを図り、地域に一
層密着した活動を進めてまいります。

セールスポイント

進化する「表面処理技術」−ナノテクノロジーの領域へ

焔産業毎、製品毎に要求特性が違う表面処理ニーズに対して、５０種類
以上の高品質の表面処理技術と、７０台以上の自動ラインで精巧かつ
短納期に対応する技術を蓄積しています。
焔粒径３ μ m〜１０ μ mの精密樹脂素材にもめっき施工が可能な、精度
の高い微細めっき加工技術を誇り
ます。
焔自動車部品、半導体部品等の表面
処理を数多く手がけ、大手電機
メーカーが製造する自動車用ス
ターターは業界の２０％を占めま
す。

セールスポイント

人と人とのふれあい、結びつきを大切に、笑顔と夢に満ちた営農と生活を創造します。

会社概要  

●代表者名　代表理事組合長　市村　幸太郎
●所 在 地　姫路市三左衛門堀西の町２１６
●TEL．０７９‐２８１‐５０２１　F AX．０７９‐２８９‐８４１９
●ホームページアドレス　http://www . ja-hyogonishi.com/

●設　　立　２００１年４月１日
●出 資 金　１２４億１，７４６万円
●事業内容　営農生活事業、信用事業、共済事業
●店　　舗　支店（６２店舗）、営農生活センター（７店舗）、直売所
　　　　　　「旬彩蔵」（７店舗）、直売所「野菜市」（１店舗）等

会社概要  

●代表者名　佐和　吉敬
●所 在 地　姫路市保城７５３番地
●TEL．０７９‐２８１‐１０５５　F AX．０７９‐２８１‐７５６９
●ホームページアドレス　http://www . sawa-mekki.co.jp
●設　　立　１９６１年６月８日

●資 本 金　５，１００万円
●事業内容　表面技術加工業（総合表面処理）
●取引先・販売先　三菱電機株、株デービー精工、福伸電機株、積水

化学工業株、日東精工株、株ニチリン、グローリー
株、サンライズ工業株、ウツミ工業株、有米澤工
作所、株カネミツ

佐和鍍金工業株式会社

走査電子顕微鏡装置

JA 兵庫西

分析室 全自動回転酸性亜鉛めっき装置6号機

本社社屋

農産物直売所“旬彩蔵”

管内全域を巡回する
“にっしぃ号”

ブランド米“にっしぃライス輝”
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　哺乳類である人の呼吸は、 鼻で行う のが本来の姿です 。 しか し、 近年 「口呼吸」 をす る人が増え てい
ます 。口で呼吸をす る と、唇がカ サカ サ になったり 口の中が乾燥 した り、感染症の リスクが高まるなど、
さまざ まな弊害が起こる と言われ ています 。それ で は、鼻呼吸と口呼吸の違い はどこにあるので しょうか？

①風邪のリスクが高くなる
　鼻は吸い込まれる空気をきれいにする働きを持っています。ほこりなどが体内に侵入することを
防ぐのが鼻毛です。さらに鼻粘膜に生えている微細な繊毛という上皮や粘液層が細菌やウイルスを
捕獲し、いわゆる空気清浄器の役割を担っています。また、鼻から入った空気は鼻腔を通る間に温
められます。温められた空気は肺への負担を軽減する役割もしています。
　口呼吸では、これらの機能が十分果たせないため、細菌やウイルスに感染する危険性が高まり、
風邪やインフルエンザにかかりやすくなります。

②虫歯や歯周病の原因に
　さらに、口の中にも悪影響を及ぼします。口の中が乾燥しやすく、唾液の分泌量が減り、自浄作
用や殺菌効果が低下し、虫歯や歯周病、口臭の原因になります。

③アトピーやアレルギー、睡眠時無呼吸症候群の原因に
　のどの奥にある扁桃が炎症を起こしやすくなるため、免疫機能を低下させ、アトピーの原因の一
つという専門家もいます。アレルギーも口呼吸が原因でおこる代表的な疾患です。また、口呼吸を
すると舌の位置が後方に下がり、睡眠時には気道をふさぐため、睡眠時無呼吸症候群になりやすい
と言われています。

④口もとのたるみ
　口呼吸では口がポカンと開いているため、口を閉じるために必要な口輪筋が衰え、ほうれい線や
たるみの原因にもなります。口もとが乾燥するので、唇がカサカサして割れやすくなります。

⑤歯ならびや咀嚼への影響
　口が開いていると口輪筋により前歯のサポートが弱くなり、舌の力により歯が前方へ傾斜するこ
とがあります。その結果、咀嚼機能の低下を招き、嚥下障害や消化不良も引き起こしかねません。
食事中にはくちゃくちゃと音を立て、マナー上の問題にもなります。

口呼吸による悪影響は？

口呼吸がひどい場合 は鼻閉 に原因があることもあります 。
耳鼻科を受診す ることも考え、きち んと治療をしまし ょう。

資料提供：（一社）姫路市歯科医師会
　　　　　学術医療安全対策委員会 理事　山本忠弘 氏
協　　力：（一社）姫路市歯科医師会

これらのことから、口呼吸 はデ メ リ ッ ト しかなく、普段から鼻呼吸ができるよう訓練をす る必要があります 。

〈口呼吸の予防法〉
　口呼吸を自覚されている方は、まずは意識的に口を閉じること
を心がけましょう。お子さんの口も、ポカーンと無意識に開いて
しまっている場合があります。声掛けをして、注意をうながしま
しょう。
ご存知ですか？「あいうべ体操」 
　あいうべ体操とは、簡単な体操です。いつでもどこでもだれで
もできるこの体操は食後に10回、1日30回を目安に続けると、舌
の力がついて自然に口を閉じることができるようになります。
　あいうべ体操のやり方は、次の4つの動作を順にくり返します。
声は出しても出さなくてもかまいません。
　1．「あー」と口を大きく開く
　2．「いー」と口を大きく横に広げる
　3．「うー」と口を強く前に突き出す
　4．「べー」と舌を突き出して下に伸ばす

みらいクリニック
　院長　今井一彰 氏 考案
あいうべ体操の詳細
　→ ht tps:/ /mirai - ir you.com/aiube/

1〜4を1セットとし、
1日30セットを目安に
毎日続けましょう
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ます。最近、血糖値をモニターする新しい測定システム
が普及してきております。それは、センサーを上腕部に
装着して、読み取り器を服の上からかざすだけで、体液
のブドウ糖濃度を持続的に測定し血糖値に換算して記録
するシステムです。最長１４日間、一定間隔で記録するた
め、血糖値の推移を確認することができます。また、食
前、食後、運動前後、車を運転する前、寝る前、低血糖
値など、自分が測りたい時に瞬時に血糖値の測定ができ
ます。実際、どの時間帯に血糖値が上がったり下がった
りしているのか、さらにどの食品によってどれくらい血
糖値が上がるのか、どういう時に血糖値が下がるのか、
就寝中の血糖値はどうなっているのかなどを把握するこ
とができ、今後の治療方針にも反映できます。いずれに
しても、食事・運動療法を疎かにせず、各個人の目標と
する血糖値に近づけるようにし、さらには血糖変動を小
さくすることによって糖尿病合併症の発症・進展を予防
していくことが重要です。

　厚生労働省国民栄養・健康調査（平成２８年実施）の結
果、「糖尿病が強く疑われる者」、「可能性が否定できない
者」がそれぞれ１，０００万人と推計されております。「糖尿
病が強く疑われる者」は平成９年以降増加し続けており
ますが、「糖尿病が強く疑われる者」のうち現在治療を受
けている者の割合もＨ９年４５％がＨ２８年７７％に増加して
きております。
　糖尿病の治療には、食事療法、運動療法、薬物療法が
あります。治療をすすめるうえで、過去１～２ヵ月の平
均血糖値を反映する Ｈ ｂＡ１ｃ（ヘモグロビンＡ１ｃ）値が血
糖コントロール状態の重要な指標でありますが、Ｈ ｂＡ１ｃ
値以外にも血糖値の日内変動や低血糖・高血糖などを把
握することも重要です。
　糖尿病は自己管理の病気です。インスリン注射などの
注射剤を使用している方は血糖値を自己測定されていま
す。従来より血糖値の自己測定は、指先を穿刺針で刺し
て少量の血液でもって、血糖測定器を用いて測定してい

血糖値の把握

お知らせコーナー
 2020年度 
定時会員総会のお知らせ
 日　　時  2020年5月26日（火）
 16：00～17：20
 会　　場  姫路商工会議所
 本館7階 701ホール
 （姫路市下寺町43 TEL 079‐ 222‐600 1代）

 審議事項  第一号議案　２０１９年度事業報告承認の件
 第二号議案　２０１９年度収支決算承認の件
 　　　　　　会計監査報告
 第三号議案　役員改選の件

 報告事項  報告第一号　２０２０年度事業計画について
 報告第二号　２０２０年度収支予算について

〈懇親パーティー〉
17：40～19：00（2階 大ホール）
参加費 無料

 第11回 

新年懇談・懇親会を開催しました！

姫路市医師会
スポーツ医学
委員会

穂 積 俊 樹

　１月２８日火 姫路商工会議所２階大ホールにおいて、
第１１回新年懇談・懇親会を開催いたしました。今年は、
出店１４社、約１３０名の方々にご参加頂き、抽選会では
２６社からご協賛頂いた賞品を、多くの方にお持ち帰り
頂きました。ご協力ありがとうございました。

●出店企業一覧（５０音順）
株杵屋 ネスレ日本株姫路工場 まねき食品株
株清交倶楽部 株ハトヤ 株丸共商店
田口乳業株 NPO法人はなのいえ ヤヱガキ酒造株
常盤堂製菓株 株藤橋商店 ヤマサ蒲鉾株
永井産業株 株本田商店

 問合先  姫路経営者協会 TEL.079‐ 288‐ 1011
 E-mail：keikyo＠h-keikyo.g r.jp
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成田珈琲株式会社

コ ーヒーの専門商社とし て「おいしさと香り
を多くの人に広めたい！」という思いのもと、
姫路の街に コ ーヒーを広め、丁寧な焙煎と
オリ ジナ ルのブレンド 、徹底した商品管理で
最高級の製品を作り続け る成田珈琲 株
代表取締役社長 成田 哲朗 氏に
お話を伺いました。

世界一おいしいコーヒー世界一おい しい コ ー ヒーをを
追い求め追い求め、、
お客様にとびきりのおいしさとお客様にとびきりのおい し さと、、
心からのくつろぎとやすらぎをお届けしています心からのくつろぎ とやすらぎ をお届け し ています 。。

ことは絶対にしたくありません。最高の豆を使い、常に高
い品質のコーヒーをお客様に提供し、「おいしい」と言って
もらえるよう今後も製造にこだわり続けていきたいと思っ
ています。
　当社のブレンド法は単品毎（ブラジルはブラジル、コロ
ンビアはコロンビア）に焙煎をし、その後にブレンドをす
る“アフターミックスブレンド”にこだわっています。
量産型のコーヒーは生豆の段階で混ぜ合わせるのですが、
混ぜ合わせた後の味の調整をすることができません。
しかしアフターミックスであれば、好みに合わせた味の調
整が可能となり、味のバリエーションが増えます。手間は
かかりますが、妥協は一切しません。

 業界の動向 

　昔は新しい店が次々出てくる時代でしたが、現在は店舗
経営者の高齢化や後継者不足、さらに人手不足が問題とな
り店を閉める喫茶店が増えています。ただ、コーヒーにつ
いて関心を持ち勉強をする人も増えています。そういった
意味では、専門的な知識を持つ人は減少せずにいます。

　今後の外食産業の動向を見極める必要があります。人手
不足や労働時間についての問題、若い世代の方が外食をす
る頻度が減少していることなど、今後は外食産業の動向が
大きく変わっていく気がしています。また、法律で飲食店
が全面禁煙となったことで、喫煙される方の飲食店離れも
大きく影響している可能性があります。

 会社概要 
　当社は、姫路市東呉服町で１９２７年に私の祖父が創業しま
した。私は４代目で４１歳の時に社長に就任し、現在６１歳に
なります。
　事業を始めたきっかけは、祖父の親戚が神戸の貿易関係
の仕事をしており、コーヒー豆の輸入をするようになった
ことが始まりです。当時、日本には西洋文化が浸透してお
らず、コーヒーは非常に珍しいものでした。戦争が始まる
とコーヒー豆の輸入制限で生豆の入手が困難になり、一時
は事業を中止せざるを得ませんでしたが、戦後まもなく事

業を復活し現在まで製造・販
売を続けています。また京阪
神間の飲食店約２，０００店舗の
経営サポー トも行 っています。 
　姫路を拠点に西神戸・加古
川に支店があります。２０１６年
には別所物流センターを開設
し、生豆の入庫やコーヒーの
出荷を行っています。
　従業員は４０名で、そのうち
５名が工房で働いています。
平均年齢は４０代半ばです。

 経営理念 

　コーヒーは生豆を焙煎し、それを挽いて抽出しますが、
段階を経るほどコーヒーの本質が分かりにくくなり、製品
化された状態では一般の人には品質の判別がしにくくなり
ます。 コーヒーは、 気軽な飲み物として飲まれる方が多く、
一流の料理人が作った料理のように人を唸らせる表現がな
かなかできません。だからといって、我々は品質を落とす

本社社屋

お客様に「コ ー ヒー の本質」をお届 け し
笑顔を創造す る企業を目指す

店舗経営者の高齢化や後継者、 人手不足が問題

外食産業の動きによって大きく影響を受 け る
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などにドライブに出かけます。また、昨年開催されたコッ
パディ姫路＊にも参加しました。
　幼い頃からフィギュアも好きで、怪獣やヒーロー物を集
めており、自宅では専用棚にコレクションとして飾ってい
ます。

 好きな言葉 

　好きな言葉はあえて言うなら「ありがとう」かと思いま
す。沢山のお客様に恵まれてありがとうです。ロータリー
クラブでも色々なことを勉強させてもらえる多様な方々に
恵まれてありがとうです。元気な時には言えなかったです
が両親をはじめ今の会社を築いてくれたすべての人にあり
がとうです。病気もせず元気でいられることもありがとう
です。みんなにみんなにありがとうです。

 頑張っていきたいこと 

　昨年１２月に、コーヒー豆の焙煎やブレンドの技術を競う
「第１１回国際カフェテイスティング競技会２０１９」が東京で
開催され、初めて参加しました。このコンテストは世界中
から焙煎・ブレンドされた豆が出品され、イタリアに本部
がある国際カフェテイスティング協会（ I I AC）の認定を受
けたプロによって審査されます。今回は１１ヶ国から２８９点
が出品され、当社はフィルター部門にて金賞を受賞しまし
た。コーヒーに改めてしっかり向き合っていこうという思
いで競技会に参加したのですが、今まで培ってきた技術が
世界で認められたことを大変嬉しく思います。今回出品し
た「アマレッツァ・フェリーチェブレンド」は濃い中でも
味わい深く、若干の苦みを感じることができます。商品名
は“苦みの幸せ”という意味で、少しの苦みで幸せな時間
を味わってほしいと
いう願いを込めまし
た。
　今後も世界一の
コーヒーを作り続け
るために、「品質の高
いコーヒー」「おいし
いコーヒー」を追求
し続けていきます。

 従業員教育 

　２ヶ月に一度、全社員で社内研修を実施しています。
二部構成で実施しており、一部は午前中の時間を利用し
て、フードビジネスコンサルタントの方をお招きし、コー
ヒーを含めた外食産業の在り方等を学びます。二部は午後
の時間を利用してコーヒーに対する考え方、知識、メニュー
や新商品等の営業活動に必要な知識を学び、さらにお客様
へのサービス提供の在り方について考えます。またコー
ヒーのたて方や試飲等の実習を踏まえながら幅広く学び、
非常に濃い内容の勉強会にしています。そこで得たノウハ
ウを活かし、常に新しい情報も取り入れながら、お得意先
様の店舗開業や運営のお手伝いにもしっかり対応していま
す。

　当社は、全日本コーヒー商工組合連合会が認定するコー
ヒーインストラクター検定２級以上の取得を全社員に義務
付けています。２級は店頭でお客様にコーヒーの説明をす
るための知識の習得が目的とされており、やはりコーヒー
を取り扱う以上は知識を持っていなければ仕事ができませ
んし、お客様のサポートをする上でもしっかり説明ができ
るように、研修も含め社員の教育にも力を入れています。
　また、JC QA（コーヒーインストラクター検定）の最上
級である“コーヒー鑑定士”を当社の社員が取得しており、
コーヒーインストラクター検定の講師として派遣をしてい
ます。

 将来の抱負について 

　近年はカフェブームの影響もあり、コーヒー関連の事業
者がメディアに取り上げられることが多くなりました。
　しかし、中にはコーヒーに関して十分な理解や知識が無
い方もいらっしゃいます。お客様に商品を提供するために
はコーヒーの歴史はもちろん、知識や技術に関する勉強を
する中で、農園や品種にとらわれず様々な素材に命を吹き
込むことも我々の仕事です。今後も今のスタンスを変える
ことなく品質の良し悪しをしっかり見極めて、コーヒーの
本質を多くの方に伝えていきたいです。コーヒー業界とお
客様が多様化する時代ですが、“世界一おいしいコーヒー”
をお客様に届けるために、今後も努力を続けていきたいで
す。

 趣　味 

　趣味はたくさんありますが、特に車が好きです。週末は
１９６４年に生産された旧車に乗って息子と一緒に淡路や四国

所在地：〒６７０‐０９３５ 姫路市北条口５丁目３番地
ＴＥＬ：０７９−２８５−２１２１
ＵＲＬ：https://www.narita- cof fee.jp

会
社
概
要

趣味は車とフィギュアの収集

2 ヶ 月に一度、全社員参加で社内研修を実施
技術や知識を習得

全社員が コ ー ヒーイ ン ス トラクター検定2 級以上を取得

コ ー ヒー の本質を伝え続 けていきたい

国際カフ ェテイ スティング競技会
フ ィ ルター 部門で金賞を受賞

＊コッパディ姫路…１９２０～８０年代に製造されたクラシックカーが兵庫
県内９市を巡るラリーイベント

好きな言葉 は「あり がとう」

〈アマレッツァ・フェリーチェは２月より販売を開始しています〉

国際カフェテイスティング競技会
金賞受賞
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返還する保証金から
控除する原状回復費用の
消費税の取り扱い

14

年金制度では上下一体で一人一年金が原則、
ただし65歳以上は選択も可能！ 社会保険労務士解説

支給停止となる）も支給されるという組み合わせを選択するこ
とも可能です。

労災年金と厚生年金等との関係について
　厚生年金等は全額受け取れますが、労災年金は調整されるた
め全額を受け取ることができません。例えば障害厚生年金と障
害補償年金（労災年金）を受け取る場合、障害補償年金（労災
年金）は８３％に減額（調整率０．８３）され支給されます。労災年
金と厚生年金等の調整率は以下のように定められています。（数
字は調整率）

年金制度では、基礎年金と厚生年金一上下一体（併給）
で一人一年金を原則としていますが例外もあると聞いて
おります。例外とはどのような場合でしょうか。具体的

に教えてください。また、年金制度の一人一年金との関連で労
災年金との関係はどのようになっているのでしょうか。併せて
よろしくお願いします。

ご指摘のとおり年金制度では、基礎年金と厚生年金一上
下一体（併給）で一人一年金を原則としています。例え
ば、障害基礎年金と障害厚生年金を受けている人が老齢

基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになっても障害給付
と老齢給付を同時に受けることはできず、どちらかの給付を選
択（一方は支給停止）することになっています。また、障害厚
生年金と老齢基礎年金というように、支給事由が異なる基礎年
金と厚生年金を受給することはできないことになっています。
　ただし、６５歳以上の人は上下一体（併給）の受給に加え、例
外として以下の表の組み合わせの年金も選択できることになっ
ています。

　なお、６５歳以上の人が老齢給付と遺族給付の受給権をもつ場
合には、老齢基礎年金の全部と老齢厚生年金の全部が支給され、
あわせて＊遺族厚生年金（老齢厚生年金の額に相当する部分は

＊遺族厚生年金
老齢厚生年金
老齢基礎年金

遺族厚生年金老齢厚生年金障害厚生年金
障害基礎年金障害基礎年金障害基礎年金

Ａ

Ｑ

遺族補償年金
遺 族 年 金

障害補償年金
障 害 年 金

労 災 年 金
併給される年金給付社会保険の種類

−0.73障害厚生年金及び
障害基礎年金厚生年金及び

国民年金 0.80−遺族厚生年金及び
遺族基礎年金

−0.83障害厚生年金
厚生年金

0.84−遺族厚生年金
−0.88障害基礎年金

国民年金
0.88−遺族基礎年金

判定を行う場合、その原状回復工事費用の支払いは、賃借人に
対する役務の提供（課税取引）のための支出となりますから、
「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に区分されること
になります。なお、この取り扱いはその建物賃貸借契約が事業
用建物の契約、居住用建物の契約いずれであっても同様です。
（３）賃借人が支出する原状回復工事費用相当額の取り扱い
　賃借人自らが原状回復しないで退去する場合に、賃借人が賃
貸人に対して保証金から控除されて支払う工事費用相当額は、
賃借人側において課税仕入れに係る支払対価となります。この
場合に、賃借人の仕入控除税額の計算にあたり個別対応方式に
よる場合の用途区分は、例えば、次のようなケースに応じて、
それぞれ次のとおり区分することになります。
ケース１：飲食店を経営する事業者が、新店舗を設けその新店
舗に移転するため、旧店舗の明け渡しに伴って原状回復工事
費用を支出する場合には、飲食店業を続ける上での必要な支
出と認められるので、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕
入れ」に区分します。

ケース２：本社機能を有する事務所として賃借している建物を
退去し、別の建物に本社機能を移転するような場合には、「課
税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要する課税
仕入れ」に区分します。

当社は不動産の賃貸業を営んでいます。テナント用ビル
の賃貸借契約において、賃借人が契約を解除した際には
賃借人には原状回復義務があり、賃借人が退去する場合、

預かった保証金から原状回復費用を控除して返還することとし
ています。このような原状回復工事費相当額の授受に係る賃貸
人側、賃借人側それぞれの取り扱いについてご教示ください。

（１）原状回復費用の取り扱い
　賃貸人が行う原状回復工事は、賃貸人が賃借人に代
わって行うこととなるもので、いわば賃貸人は賃借人か

ら原状回復工事を請け負っているのと同じことになりますか
ら、賃貸人が賃借人に対して行う役務の提供に該当するものと
なります。したがって、原状回復費用相当額として、賃貸人が
賃借人から収受する金銭等は、原状回復という役務提供に係る
対価として収受するものと認められ、消費税の課税取引に係る
対価となります。
（２）原状回復工事に係る課税仕入れの取り扱い
　賃貸人が賃借人に代わって原状回復工事を行う場合に、外注
先などに工事費用を支出した場合には、その支出費用は賃貸人
における課税仕入れに該当します。この場合、賃貸人において
仕入税額控除の計算にあたり、個別対応方式による用途区分の

Ｑ

Ａ

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

Title:P14-15 Q&A.eca Page:2  Date: 2020/02/04 Tue 12:33:01 



15

労務相談員　野 村 哲 治

時間外・休日労働管理の実務（その2）

法定時間外労働・法定休日労働を、勤務簿でどのように
管理したらいいですか

前号でお知らせできなかった「振替休日の取り方」につ
いてご紹介させていただいた後、勤務簿作成管理の仕方
をご説明いたします。

　法定休日の振替には次のルールが決められています。
就業規則で振替ができることを規定する。その上で、あら
かじめ振り替える日を特定して振り替える。結果、当該休
日は労働日となり休日労働にはならない。（Ｓ２３ 基收１３９７）
振替は４週４日（同一４週内に振替、４週の起算日を明確
にしておく必要あり）の法定休日が確保されるものでなけ
ればならない。振替元の週が法定労働時間を超えるときは
その時間は時間外労働となり３６協定および割増賃金の支払
が必要（Ｓ２２ 基発４０１）。
振替はできる限り近接している日が望ましい（Ｓ２３ 基発
９６８）。

　実務的には同一週内に振り替えるのが望ましいと考えます
（それ以外は法定休日労働扱いで対応）。

　それでは、勤務簿作成のポイントについてご説明します。
これは法定時間外労働時間・法定休日労働時間を把握抽出し、
３６協定管理・割増賃金支払い・健康管理等に役立てる上で重要
な書類になります。
【勤務簿作成のポイント】
１．その月の法定休日、所定休日、所定勤務日を表示する

２．締切日を表示する
焔賃金締切日（通常は１か月）（期間中に変形労働期間の締切
りが入ればその締切日も表示）

焔休日振替管理に使う特定の４週間を記載（１か月は約４．３週
なので、特定の４週は毎月ずれていきます）

３．勤務簿に労働時間を毎日記録していく
焔１日の実労働時間
焔法定時間外労働（１日８Ｈ超え、週４０Ｈ超え）の抽出とそ
の累計時間

焔法定休日労働時間　振り替えたときは、振替元の日（平日
の労働時間でカウント）と振替先の日（休日でカウント）

【３６協定限度時間の管理と特別条項適用見込者の労使事前協議】
　勤務簿を日々記録していくと、日・週の法定時間外労働とそ
の累計時間の動きがリアルタイムで把握できます。これにより
３６協定の範囲に収まるよう、個別指導・作業工程見直し・特別
条項適用見込者の事前把握と労使事前協議を行います。
【勤務簿の締切り】
焔勤務表を締切日に締切り労働時間を確定させ賃金計算する。
割増賃金は、法定時間外労働時間２５％（月６０Ｈ超えは５０％以
上）、法定休日労働時間は３５％以上で計算

焔健康管理のための面接指導対象者の把握と医師の面接指導を
実施

　これからの労働時間管理は日々緻密に行うことが求められま
す。月末になって結果的に上限を超えてしまったということが
ないよう、くれぐれもお気をつけください。

Ａ

Ｑ

原司法書士事務所
司法書士　原 　 隆 雄

ません。
　但しこの不動産に後順位の担保権がある場合や転抵当権者が
いる場合は自動的には消滅しません。
　そこで設問のケースですが、代物弁済の契約を締結しても代
物弁済契約を原因とする所有権移転登記（対抗要件）を経なけ
れば当然には抵当権抹消登記の原因が発生しないとし、その抹
消の登記原因日付も代物弁済契約日でなく所有権移転登記日で
の「代物弁済」となります。これは昭和４３年１１月１９日最高裁判
決を踏襲してきています。
　この場合には混同と違って別途登記原因証明情報が必要書類
となります。混同の場合と同様に乙区の登記済証又は登記識別
情報も必要です。
　双方の場合とも抹消登記の登録免許税は、不動産１個につき
１，０００円です。

代物弁済 による
所有権移転と抵当権抹消原因

ＸはＹのＺ銀行に対する債務を保証した。ＹがＺに債務
を支払わないのでＸはＹに代わりＺに代位弁済をした。
そこでＺはＸに抵当権を移転した。数年後ＸとＹは代位

弁済債権と担保不動産とを代物弁済契約を締結して、Ｙは不動
産をＸに所有権移転した。この場合の抵当権の抹消原因は何
か？

通常、所有権者と担保権者が同一所有者となった場合は
「混同」を登記原因として抵当権の抹消登記を行います。
この混同の原因日は所有権の代物弁済契約日と同一であ

り、権利者兼義務者たるＸが単独申請人となって乙区の登記済
証又は登記識別情報を添付して申請します。ここで注意する点
は、所有権と他の権利が同一人に帰属したときは乙区の権利は
原則として自動的に消滅するので登記原因証明情報は必要あり

Ｑ

Ａ
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会員数推移データ（R２．２．２０現在）
６８８全　　体
４５２第一部会（従業員数１００人未満）
１４９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＞

新入会員紹介
①代表者名　②所在地
③業種　　　④紹介会社

◆株八瀬鉄工所◆
① 八瀬　弘司 氏
② 姫路市花田町勅旨字橋爪９０
③ クランクシャフト加工

代表者変更

◆株新興精機製作所◆
◯新  代表取締役社長　三木　典子 氏
◯旧  代 表 取 締 役　三木　雅博 氏

◆株誠寿堂◆
◯新  代表取締役社長　桐月　篤郎 氏
◯旧  代表取締役社長　桐月　　敬 氏

◆ 株御座候◆
◯新  代表取締役社長　山田　宗平 氏
◯旧  代表取締役社長　山田　　実 氏

株新興精機製作所
代表取締役　三木　雅博 氏

（２０１９．１２．１２ ご逝去）
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

弔　　　事

今月号の座談会では、会社で開催されているイベントや社員
全員が参加する各社の取り組みについてお伺いしました。
仕事以外のことを通して絆を深めることで、社内でもコミュ

ニケーションがとりやすくなり、会社全体が活気づくのではないかと思います。昔に
比べ、社員旅行やイベントを実施する会社が減っていると聞きますが、時代に合った
社員同士の交流の場というのは無くしてはならないと思いました。仕事と遊びのＯＮ・
ＯＦＦをうまく切り替え、楽しんで仕事ができるようにしたいですね。

編 集 後 記

事務局
船曳さやか

　このたび３月末をもちまして労務相談員を退任することとなりまし
た。会員の皆様には大変お世話になりました。
　今、働き方改革という大きい動きがあり、労務管理は手綱さばきが難
しい時代になっています。会員企業の皆様におかれましては、経営者協
会とともにこれを乗り越えていただき、新たな発展の礎にされることをご期待申し上げます。
これからも労務相談室のご利用をよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。

退任のご挨拶
 労務相談員　野 村 哲 治

姫路市から
　要望書 への回答  
　去る１１月２９日金に『２０２０年度 姫路市政に関する
要望書』を提出し、２月１９日水に姫路市長より回答
書を受けとりました。
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2019 年度研修大会　成果発表〈会場：姫路キヤッスルグランヴィリオホテル〉

新入社員キャ リ アフォ ロ ー 研修代表
株新興精機製作株新興精機製作所所
和田 明日和田 明日香香氏 氏 中堅社員研修代表

グローリグローリーー株株
富川 真富川 真琴琴氏 氏 監督者研修会代表

姫路市役姫路市役所所
吉田 真吉田 真啓啓氏 氏

播州信用金播州信用金庫庫
佐藤 あす佐藤 あすかか氏 氏 管理職研修講座代表

株株サラサラトト
根岸 信根岸 信行行氏 氏 特別講演会 講師

特定非営利活動法特定非営利活動法人人
横濱ラグビーアカデミ横濱ラグビーアカデミーー
理事長理事長　春口春口 廣廣氏 氏

姫路経営者協会 会報 
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