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播磨地域の新入社員 & 外国人
採用実態調査

2020年
4月入社

2020 年 4月入社の新入社員採用につ い て

2020 年 4月入社の新入社員採用はあり ま し たか？Q1

採用人数 は？Q2

採用 した方の出身地 は？（複数回答）Q3

実施期間：2020年7月～8月 対象：姫路経営者協会 会員
実施方法：会員企業にEメールにて依頼 回答：133社
※無回答の項目がある場合は、その設問は集計から除いています。

（Q1、Q2、Q7の集計項目の人数（1～99名、100～499名、500名以上）は、従業員数を表しています。）

調査要項

中小企業は1〜3名を採用、
大手企業は10名前後を採用

播磨地域（地元採用）が
学卒・高卒ともに圧倒的に多い！！
次いで近畿、中国・四国地方の

出身地となっている
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採用 した方の出身校 は？（複数回答）Q4

大 学

〈播　　 磨〉 姫路獨協大学、兵庫県立大学、姫路大学、兵庫大学、関西福祉大学、日本工科大学校
〈近　　 畿〉 神戸学院大学、甲南大学、甲南女子大学、神戸大学、神戸国際大学、神戸女子大学、
 神戸女子短期大学、神戸親和女子大学、流通科学大学、関西学院大学、関西国際大学、
 神戸常盤大学、神戸女学院大学、神戸市外国語大学、武庫川女子大学、
 武庫川女子短期大学、関西大学、大阪産業大学、大阪商業大学、大阪経済大学、
 大阪大学、大阪府立大学、大阪成蹊大学、大阪体育大学、近畿大学、畿央大学、
 追手門学院大学、摂南大学、同志社大学、京都大学、京都産業大学、立命館大学、
 京都外国語大学、京都橘大学、龍谷大学、奈良大学、三重大学
〈中国・四国〉 岡山理科大学、岡山大学、鳥取大学、鳥取環境大学、近畿大学、島根大学、
 島根県立大学、広島工業大学、広島大学、山口大学、愛媛大学、香川大学、
 徳島工業短期大学、高知工科大学
〈九　　 州〉 熊本大学、佐賀大学、鹿児島大学
〈関東・中部〉 上武大学、筑波大学、中央大学、青山学院大学、上智大学、日本大学、文教大学、
 国士館大学、法政大学、神奈川工科大学、群馬大学、静岡大学、富山大学、
 金沢工業大学、名城大学、福井大学、名古屋大学 他

高 校

飾磨工業高校、飾磨工業高校（多部制）、飾磨高校、姫路商業高校、姫路工業高校、姫路北高校、
網干高校、網干高校（通信制）、夢前高校、琴丘高校、日ノ本学園高校、東洋大学附属姫路高校、
姫路女学院高校（兵庫県播磨高校）、姫路別所高校、相生産業高校、相生学院高校、市川高校、
香寺高校、太子高校、龍野北高校、山崎高校、伊和高校、千種高校、上郡高校、佐用高校、
神崎高校、生野高校、豊岡総合高校、松陽高校、東播工業高校、星槎国際高校、播磨農業高校、
但馬農業高校、西脇工業高校、神戸商業高校、神戸村野工業高校、小野工業高校、
岡山理科大学附属高等学校、岡山商科大学附属高校、鳥取工業高校、鳥取湖陵高校、鳥取城北高校、
出雲工業高校、松山工業高校、広島商業高校、大楠高校、札幌東商業高校 他

専門学校 姫路情報システム専門学校、神戸電子専門学校、神戸製菓専門学校、日本分析化学専門学校、
日本調理製菓専門学校、大阪工業技術専門学校、花壇自動車専門学校 他

ど のような方法でエン ト リ ーを受 け付 けま し たか？（複数回答）Q5

内定を出 し てから入社まで に、ど のようなフォ ロ ー を行いま し たか？（複数回答）Q6

「求人情報サイト」と
「学校からの紹介」を併用する企業は23社

さらに「ハローワーク求人」を
併用する企業は10社

回答95社中84社が
入社前のフォローを実施

（社員との交流会や座談会、
職場・工場見学等）
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内定者の辞退 はあり ま し たか？Q7

 採用を考えている理由 
・優秀な人材の確保
・仕事に対し真面目で覚えも早いため、すぐに戦力になる
・労働力の確保
・日本人の雇用が困難であるため
・ダイバーシティ推進　　　　　　等

採用を考えていない理由
・意思疎通がうまくはかれない
・外国人の定着率が悪いため
・当社が思う知識・技術力に合わないため
・新型コロナウイルス感染拡大の影響で当面の採用活動を見送るため 等

次年度以降も外国人を継続 し て採用 し たいですか？Q3

外国人採用につ い て（1年以内）

採用 した方の年齢 は？（複数回答）Q2採用 した方の出身国 は？（複数回答）Q1

ベトナム出身国が多い

20代前半の方を
採用する企業が多い

内定辞退は、回答社数でみると34.4％
規模別（従業員数別）でみると00.0　　

1名〜99名   　15.1％
100名〜499名　33.3％
500名以上   　70.5％
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コ ロ ナ禍で変化す る経済・社会を読む ！！
〜広報委員会メン バ ー座談会〜

　新型 コ ロ ナウイ ル ス感染拡大 によって、経済や社会は
大きく変わり ま した。 今後も長期化す ると見られ、 企業は
働き方の変化を求め られ ています 。今回は、広報委員会
委員の皆様 にお集まり 頂き、各社の現状や今後 につ いて
感 じていることを、フ リ ー トークでお話 し頂きま した。
 （7月15日 開催）

応緑株式会社
代表取締役

河越　祥郎 氏
〈ゲート事業、ハウジング事業〉

（順不同）

株式会社警備ひゃく
代表取締役

細野　友克 氏
〈警備〉

グローリー株式会社
経営戦略本部
コ ーポ レー ト コ ミ ュニケーション部
広報グ ループ グ ループマネージャー

藤田　孝広 氏
〈通貨処理機等の機器類の開発・製造〉

株式会社播磨時報社
代表取締役

笹間　清豪 氏
〈新聞、広告〉

株式会社姫路ホンダ
代表取締役

中川　ひとみ 氏
〈ホンダ車の販売店〉

株式会社寳角ギヤー
代表取締役

寳角　雅之 氏
〈農業機械・フォークリフト・
 建設機械等の歯車装置製造〉

総合自動車株式会社
代表取締役

田路　加代子 氏
〈自動車・農業機械・建設機械
 等のワイヤーハーネス製造〉

常盤堂製菓株式会社
代表取締役社長

天野　治 氏
〈菓子（かりんとう）製造〉

◆ 登場者 ◆
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河越：ハウジング事業は地域の個人のお客様が対象です
が、売上は１～２割程度減で、大きな落ち込みはありませ
ん。ゲート事業は法人が対象なので、リモートで営業を
行っています。現場は一時期停止していましたが、現在は
感染拡大に気をつけながらほぼ通常通り稼働しており、売
上はそれほど落ち込んでいません。また、お客様への営業
や案内等はメールに切り換えましたが、とても効果的です。

細野：当社が警備を行っている公共遊技場は、新型コロナ
ウイルス感染拡大に伴い、３月初めからいち早く閉鎖しま
した。一部の施設は６月上旬より再開しましたが、他のと
ころは７月半ばより再開となりましたので、実質４～５ヶ
月近くもの間、影響を受けています。また、行政機関の施
設も６月から一部の施設は再開しておりますが、未だに継
続して閉鎖している施設が多く、引き続き影響が出ていま
す。

藤田：当社ではコロナ禍となり、国内・海外ともに営業に
行くことができなくなりました。緊急事態宣言が解除され
てからは、お客様に許可を頂いた上で営業に伺ったり、リ
モートで営業をさせて頂いています。
　中国・フィリピンの工場も一時閉鎖せざるを得ない状況
となりましたが、現在はほぼ順調に立ち直ってきています。
中国の工場は３月末には再稼働することができました。
フィリピンは国の指導の下、従業員の出社率に合わせて稼
働率も調整しなくてはなりませんが、８～９割まで操業度
は回復しています。

笹間：主事業である情報紙を作るのに、対面取材をするこ
とが難しいかなと思っていたのですが、意外に企業トップ

葛各社の新型コ ロ ナウイ ルス感染拡大による

　影響につ い て  

コ ロナの影響 売上、生産、販売に大きなダ メージ ！！
長期化すればさらに影響あり
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の皆さんは快く引き受けてくださっています。皆さんに共
通するのは「ぐずぐずしていられない」という考えで、早
い時期から感染予防対策やオンラインシステムの導入、行
政の支援情報収集に取り組まれてきたようです。
　当社では地域行事を支援する事業も行っているのです
が、次々と中止となっているため広告制作費などの収入が
減っています。感染拡大が長期化しそうなので今後も業績
への影響は避けられませんし、終息した後も各行事がどの
ような新様式に変革するのか分からないので、情勢を注視
しています。

中川：当初は自動車部品の入荷が滞ったり、また車自体の
入荷も遅れ、サポカー補助金制度が始まっている関係で
（これは国の予算を消化すると条件を満たしていても受け
られなくなるので）気が気ではない状態でした。早くから
ご注文を頂いているお客様には、弊社が弁償するしかない
と腹をくくりましたが、いつのまにか海外で生産している
部品がこれほど多くなっているのかと改めて驚いたような
次第です。ETC取付キットの一部が今だに入ってこない状
態ですが、徐々に改善してきています。

寳角：２０２０年は、昨年の３％～５％程度の売上増を見込ん
でいましたが、コロナ禍の影響で厳しい状況となりました。
４月・５月は、取引先に於いてコロナ禍による従業員の感
染に伴う操業停止の危険性を見込んだ溜め込み生産によっ
て若干の増産がありました。
　当社の主要市場は、農業機械・フォークリフト・建設機
械ですが国内需要は現時点ではまだ大きな落ち込みはない
ようです。 しかし、 全体の受注は減ってきていることから、
当社も大きく海外の影響を受けていることを今更ながら感
じた次第です。
　また、４月・５月・６月は雇用調整助成金の申請を行っ
ています。そのお陰で当社始まって以来のゴールデン
ウィークが１３連休になりました。今後も受注が回復するま
では引き続き申請を行っていきたいと思っています。

天野：緊急事態宣言前は、風評被害を防ぐため、まず商談
をなくしました。緊急事態宣言が発令されてからは、百貨
店や土産物店が休業となった影響で、売上は１割減となり
ました。業界全体では、例年の５０～６０％に留まっており、
百貨店などにテナント出店している場合は売上がほぼゼロ
の状態です。

田路：当社も自動車や建設機械の売上減に伴う影響を受け
ました。自動車の売上が５月は４割、６月は５割でした。
７月の予想は８割くらいに戻ると予想しています。農業機
械に変わりはなく、建設機械については８割程度となって
います。
　ベトナムに生産工場がありますが、コロナ禍の影響で停
止し、７月現在も稼働することができていません。また、
航空輸送は関西空港発着便がなくなり、成田空港経由でし
かモノを運ぶことができません。もちろん人の行き来はで

きないので、現地の人とはWEB会議で情報交換を行ってい
ます。
　本社では、５月は時差出勤に切り換え、６月・７月に従
業員全員に対して月２日の休業を行い、助成金を申請して
います。従業員に協力を得ながら、極力支出を減らすこと
を心がけています。

葛経済活動の変化や動きか ら  

細野：ビル内のテナントが減ったり、マスクを着用する影
響で化粧品が売れなくなったりしているようです。また、
リモートワークの普及で衣料品の売上も下がっているよう
ですね。

寳角：少しずつ下期の計画が上向きになっている取引先も
あります。話を聞くと、北米の経済が上向きになると予想
している企業は強気に考えています。
　また、５月の連休明けに中国で全人代が開かれ、中国向
けの部品も一気に増えました。ただ、昔は中国向けも多
かったのですが、ここ数年で現地調達に切り替わっている
製品も多くなり効果は限定的でした。
　当社のような小さな会社でも各国の経済統計や新聞等の
情報をキャッチしておく必要があると思います。

葛WEB会議のメ リ ッ ト  
藤田：当社はWEBによる会議が増え、今まで f ace t o f ace
で行っていた会議も自席や別室で会議に参加するため、出
社していても一つの会議室に集まることがなくなりまし
た。また、東京で行っていた会議が出張をせずにリモート
で手軽にできるので、今後はWEBでの実施が主流となり、
他企業も同じようになれば東京一極集中が薄れてくるので
はないかと感じます。どこにいても同じ会議室に入れると
いうことは非常にメリットを感じますし、距離の差が縮む
のではないかと思います。

寳角：WEB会議ができるようになったことで、時間や出
張費の削減ができるようになりました。 また、 WEB会議に
すれば経費をかけずに、より多くの社員が会議に参加でき
るようにもなります。つまり、働き方や今までの常識が変
わってきています。昭和世代の考え方を変える必要がある
時期に来たと感じていますし、海外のスピード感について
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問題です。その理由にこれから変革していくためのヒント
があると思います。

田路：元々は地方に会社があって、色々な事情で東京に移
す企業もあります。それだけ東京が便利で、かつ魅力があ
るのだとも思います。

河越：確かに。 また、 官公庁があることも大きな理由です。

藤田：官庁やユーザーの本社が東京にあるから、自然と企
業がそこに集まりますよね。

田路：中央官庁も、リモートワークになる可能性はあると
思います。これまでも東京一極集中を止めようと言いなが
ら、なかなかできていませんから、今後の取り組みに向け
て良い機会になるかも知れません。

笹間：姫路に本社を移そうと考える東京の企業はなかなか
ないでしょうが、やりようによっては今後姫路が発展して
いくチャンスがありそうです。

天野：そうですね。そうなった時に、条件の一つとして５
Ｇの絶対的通信スピードを備えたエリアであることが必要
になるでしょう。

寳角：許認可の都合上、東京に本社を置く企業も多いです
が、それがWEBで申請や許可ができるようになれば、東京
から移転する企業もあるかもしれませんね。

葛社会や環境、考え方にも変化  

藤田：リモートが増えると、人の移動が減り、逆に通販や
デリバリーなどモノの移動が増えてきますよね。物流事業
は一時的に落ち込むものの今後は伸びるんじゃないでしょ
うか。

河越：そうですね。また、環境の変化に対する動きは大手
企業ほど早いと思います。

寳角：外資系が早いですよね。ただ、経営者の持っている
ポリシーが大事になってくるので、その点では中小零細企
業の方が動きやすく、思い切った行動ができるような気も
します。

いけなくなるので、根底から変える必要があると思ってい
ます。

河越：コロナ禍によって、仕事のやり方が大きく変わりま
したね。また、そういう時代がちょうど来たのかもしれま
せんね。

葛働き方に変化  

河越：東京の某大手設計会社は、従業員の半分が在宅勤務
になっているそうです。在宅勤務は効率も良く、欠点も出
ていないとのことで、今後もこのような状況が続くと見込
んで継続されるようです。
　東京の会社は、都外から通勤する人も多いので、在宅勤
務をすることによって通勤時間を減らすことができます。
そういった意味では、コロナ禍によって明るい未来も見え
てきたのではないかとも思いますし、大手企業を中心に働
き方が変わっていくのではないかと思います。

寳角：当社の取引先にも、往復４時間かけて通勤している
社員さんがいらっしゃるそうですが、そこまでして通わな
ければならないのかと疑問に思います。働き方改革を進め
る上で、通勤や出張の移動時間を減らすことも大事ではな
いかと思います。
　在宅勤務が主流になれば通勤手当がなくなり、労務費が
下がります。拘束時間の短縮に加え、企業としても経費削
減となり、メリットもあるのではないでしょうか。
　また、出社すれば時間に対して給与が発生しますが、在
宅勤務の場合は成果に対しての給与にしなければ、価値が
なくなりますよね。その辺りの労務管理や賃金制度の見直
しも今後求められる時代になると思います。

藤田：当社も在宅勤務率は全社平均で５割となり、東京の
事務所では８割になることもありました。生産現場はなか
なか難しいですが、今後も継続していく予定です。それに
伴い、働き方の改革も進んでいくでしょうし、事務所ス
ペース等の見直しも必要になってくると思います。最近で
は東京から地価の安い郊外の戸建てに引っ越す人が増えて
いるそうですね。

細野：最初は、出社を希望していた人も、在宅勤務に慣れ
てきた傾向にあると思います。今後、今の状況が浸透して
くるでしょうね。

中川：私どもは車を販売しているサービス業です。社外会
議はWEBでできても、お客様対応は対面で行う必要があり
ますので、リモートで仕事をする、在宅勤務をするという
ことは、まずできません。

葛東京一極集中緩和の可能性 ？  

笹間：そもそも日本は東京に本社機能が集中しているのが
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河越：しかし、中小企業はどうしても考えがそこまで追い
つかないかも知れません。ダメだとは分かっていても、ど
う対応すれば良いか分からないと思います。

葛EC サ イト の需要は拡大し つつ ある  
天野：状況が戻りつつあるので、製品の在庫整理を行い、
期限が短いものは処分販売やネット販売を行っています。

笹間：ECは伸びていますか。

天野：ステイホームをしているので、業界内では伸びてい
ると言われています。

田路：外出できないので、ネット通販を利用する人も多い
ようですね。若い世代は、ネット通販の利用に抵抗がない
方も多いようです。

天野：私達の世代は現物を見て選ぶ方が良いので、若い世
代と価値観が全く違います。良いものを安く探す、選ぶ、
それがストレス発散の一つの方法になっているのではない
でしょうか。

寳角：私もそう思います。若い世代と金銭感覚が違いま
す。良いものを安く手に入れていると思います。

天野：当社の製品は、スーパーでの売上は伸びましたが、
百貨店では落ち込みました。ただ、ステイホームでも人の
食べる量は変わらないので、コロナ禍においての生産量は
変わりませんでした。
　スーパーも百貨店もベースとしては同じものと思います
が、百貨店の場合、高級なパッケージや包装紙で包んだり、
店員がお菓子の説明をしたり、ショーケースに入っていた
りするため、その分販売価格が上がります。今回のコロナ
禍の影響を受け、そういった付加価値を見直す機会にもな
りました。

笹間：コロナ禍で生きていくために、企業活動も日常生活
も、SDGsの取り組みを進めなければいけないですよね。

天野：農林水産省がSDGsへの取り組みに関するプロジェ
クトを立ち上げています。地球変動があることを大前提
に、SDGs活動をしていくために何をすれば良いのかを考
えようというものです。非常に難しいことですが、食料品
を取り扱う当社としても、考えていく必要があるのかなと
思います。

田路：SDGsは世界でも広がっているので、大事なことで
すよね。ただ、新しいことに取り組むとなると、それなり
の費用がかかります。
　変化に対応できるように当社は来年新しいシステムを導
入しますが、投資費用がどうしてもかかります。これから
は、付加価値をつけ、ニーズにあわせた業務を行うために
も、新しいものに目を向けていく必要があると感じていま
す。

葛今後のイ ン バ ウンドをどう見るか  

寳角：インバウンドは戻ると思いますか。

藤田：コロナ禍が収束しても、観光分野が元に戻るには時
間がかかるでしょうね。オリンピック開催可否がポイント
になるかもしれないですね。

河越：今回の新型コロナウイルス感染拡大や今年の豪雨災
害は誰も予測できませんでした。もしかしたら、今後また
別の災害が起こる可能性もありますからね。すぐに戻るの
は難しいでしょうね。

田路：コロナ禍や災害によって、生き方や住む場所を真剣
に考え直す人も増えてくると思います。

葛最後に…  

中川：今後、業種問わず景気の悪さをどう克服できるのか
が課題です。政府には消費税減税にぜひとも着手してほし
いと切望しています。みんなの気分が変わりますから。

寳角：経営者として、先行きの不安を社員に見せるのは良
くありません。できる限り、明かりを灯し続ける必要があ
ります。
　また、昔の常識が通用しなくなり時代が変わっていく中
で、若い世代が根底から日本や会社を変えることを考えな
ければならないと思います。
　コロナ禍によって、世の中を見直す良いきっかけになる
と思います。業界や会社によって考え方は違いますが、様々
な変化を冷静に読まなければいけませんし、それぞれの環
境に順応するために何が必要なのか考えるきっかけになっ
たと思います。

河越：そうですね。コロナ禍によって、世の中は変わりま
した。誰一人として今回の事態を予測できませんでした
が、この事実を認めざるを得ないと同時に、今後世の中を
発展させていくための起爆剤になったとも言えると思いま
す。
　本日はお忙しい中、お集まり頂きありがとうございまし
た。それぞれが考え方を変え、この状況に打ち勝っていき
ましょう。

7

＊EC（elect ronic commerce）…インターネット上でモノやサービ
スを売買すること。電子商取引。

葛付加価値の見直しや、

　SDGsへの取り組みを進める必要あり  
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代
表
取
締
役

戸
崎　

寿
人 
氏

戸崎産業株式会社

工業塗装業界を牽引す る先駆者とし て
業界の地位向上を目指し て
グローバルに活躍され ている
戸崎産業株 代表取締役
戸崎 寿人 氏にお話を伺いました。

誠実を第一誠実を第一にに
お客様の立場になっお客様の立場になっ てて
お客様に喜んでもらえる良い物を作ることお客様に喜ん でもらえ る良い物を作ることにに
一生懸命に取り組んでいます一生懸命に取り組ん でいます 。。

 会社概要 
　当社は昭和３８年１１月に高砂市伊保町で私の父、戸崎政人
が「戸崎産業」として創業しました。
　創業当初から工業製品の焼き付け塗装を行っており、昭
和４１年に戸崎産業株式会社に社名変更、昭和４７年に現在の
高砂市梅井に移転しました。
　事業内容は、自動車部品、電気部品、照明器具部品、二
輪車部品、産業機器、工作機械、建設機械などの工業製品
の焼き付け塗装を行っています。新しい分野では医療ロ
ボットの塗装も行っており、色んな分野にお客様がいらっ
しゃいます。現在、従業員数は、５１名です。

　平成１８年３月にはベトナムでの企業ライセンスを取得
し、山口精工株様と共同出資で「VIETNAM SUCCESS
CO., LTD」を設立し、同年１０月に工場を稼働させました。
代表は私が兼任しています。現在、日本人の駐在が４名、
従業員は、約３５０名おります。
　当社は、第２次ベトナム進出ブームが始まった頃に、他
社に先駆けてベトナムへ進出しました。また、当初は日系
企業も少なく、中小企業の合弁会社というのも珍しい進出
形態で、ニュースにもなりました。
　売上は、日本向けが約５０％、ベトナム国内向けが約４０％、
残り１０％が他の海外向けとなっております。
　ベトナム国内向けの製品については、ベトナム日系企業

やベトナムローカル企業及びベトナムに進出しているアメ
リカやドイツ企業向けの製品にも対応しています。
　進出当初から、日本向けだけだといずれは事業が衰退し
てしまうと考え、長く継続していくためにベトナム国内の
お客様を増やそうと考えていたことが、現在順調に進んで
きていると思います。進出当初から物の支援、技術の支援
も行うと同時に現場の状況把握もリアルタイムに行ってお
ります。

 経営理念 

　

　経営理念は「誠実と技術の向上により顧客の信頼を得
て、地域社会に貢献できる企業を目指す」と掲げています。
特に“誠実”という言葉は私の好きな言葉であり、従業員
教育にも繋がってくるので重きを置いています。
　また、当社の誠実とは、お客様の立場に立って、喜んで
もらえるものを作っていこうということです。
　特に近年、コンプライアンスが厳しくなっていますが、
最後は“人としてどう対応するかが大事”だと社員に話を
しています。これは創業者がよく言っていたことで、それ
を私も引き継いでいます。
　今までは“安全”や“品質”に力を入れていこうとスロー
ガンにしていましたが、今年からはお客様に喜んでもらう
良い物を作ることに一から取り組んでいこうと思っていま
す。

「誠実と技術の向上 により 顧客の信頼を得て、
地域社会 に貢献でき る企業を目指す」

本社社屋
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　業界の動向について最近感じるのは、我々の工業塗装の
業界というのは、製造業という大きな枠の中で見たときの
立場として非常に目立ちにくい傾向があります。
　工業塗装の製品は、塗装を行い製品として出来上がった
状態になると、その製品の性能は一見した限りでは分かり
ません。そのため、本来決まった仕様・工程を守っていな
い企業が多いのがこの業界の現状です。そのためそのよう
なことを改善していくためにも、お客様には、値段だけで
はなく、決められた仕様・工程をしっかり守っているこ
と、そして塗装業界はしっかりしている業界であると認め
て頂くことで、業界の地位向上に貢献できたらと考えてい
ます。昨年、その足がかりとして、姫路で初めて塗装のセ
ミナーを開催しました。姫路で行うのは初めてであり、業
界にとって画期的なことでした。今後、姫路だけでなく全
国的にもセミナーを実施して、業界の地位向上に繋がれば
と思っています。
　また、環境面の改善点として、建材塗装業界では一部未
だ有害物質である六価クロムを使用しているので今後、六
価クロムレスに取り組んでいかなければなりません。アメ
リカ・ヨーロッパの規格でいうと１０年保証・２０年保証・３０
年保証という規格があります。六価クロムレスで３０年保証
という規格の審査を通過している企業は、アジアの中でこ
れまでなかったのですが、当社は初めて六価クロムレスで
の３０年保証の規格の審査を通過し、ライセンスを取得しま
した。
　日本での先駆者として、環境面でも業界全体を改善でき
るよう取り組んでいきたいと思います

 趣　味 

　車が好きで休日は気分転換にドライブに行きます。また、
ゴルフも大好きで、いつまで経っても上手くなりませんが
“楽しく”をモットーにプレーしています。

 頑張っていきたいこと 

　現在、地域の自治会長をしており、自分の生まれ育った
町を少しでも良くしようと思って取り組んでいます。今、
人口減少が問題になっていますが、姫路でも５年・１０年先
は、人口が減少すると予測がされています。自分の生まれ
育った町は祭りが非常に盛んな所（灘・木場地区）ですの
で、祭りをもとにこの生まれ育った町がいつまでも繁栄で
きるようにしていきたいです。

生まれ育った地域のために貢献 し たい

 業界の動向 

　当社も国内向けの部品は伸び悩み、アメリカ・ヨーロッ
パ向けの部品供給も止まっている状態です。
　ベトナム工場も同様で、ベトナムからアメリカ向けの供
給は４月から止まっており、７月に若干注文の量が戻って
きた状態です。また、タイ向けは７月頃から週３日稼働し
始めました。
　日本は少し経済が持ち直しているようなところもありま
すが、世界的に見ると、経済や市場が動いていない国が多
いので、製造業としては影響が長引くのではないかと思っ
ています。
　特にコロナ禍で自動車部品関係に影響が出ています。
　しかし、日本のトラックメーカーからの需要はあまり落
ちずに推移しています。
　塗装業界としては、大
型ビル等の建設関係は一
時的には落ち込みました
が、首都圏や大阪の都市
開発が進行していますの
で、現在は少し持ち直し
つつあります。

 従業員教育 

　毎週１回、技術的なことやお客様への対応など、その
時々にテーマを決めて社員全員に勉強会を行っています。
主催は私自ら行い、私自身も勉強させて頂いております。
ベトナム人社員も日本人社員と同様に一緒に参加しても
らっています。
　また、現在、ベトナム人の社員は２４名でそのうち８名は
実習生です。課長職のベトナム人社員が２名いますが、一
般社員として入社後社内で勉強して頂き、今年から課長職
に昇進しました。課長職ですので、パートの方や部下の教
育も任せております。国の文化の違いから意見等が食い違
うこともありますが、そこはお互いの文化を尊重しあうこ
とや、私自身も話し合いに立ち会うなどして解決していま
す。

 将来の抱負について 所在地：〒６７６‐００７４ 高砂市梅井５丁目２番３号
ＴＥＬ：０７９−４４７−１７５６
ＵＲＬ：ht tps:// tozaki-pt.co.jp

会
社
概
要

毎週1回勉強会を実施！！
日本人もベ トナ ム人も分 け隔てなく教育 し、
昇進 につ い ても均等 に機会を与え ている

業界の地位向上を目指 し て貢献 し ていきたい

趣味 は ドライブと ゴルフ

コ ロ ナ禍で経済や市場 に大きなダ メ ージ ！！
しか し一部、業界全体を見ると
上昇傾向の分野もあり

取扱い製品の写真
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　昭和３０年頃からのプロパンガスの各家庭への普及に伴い、
プロパンガスの販売を主要事業とした「北野産業株式会社」
は『地域に愛される企業』として今日に至りました。
　リフォーム・不動産事業部「きたのや」、天然水「ウォー
ターワン」の販売をはじめ、ガソリンスタンド経営、北野運
輸株式会社でのプロパンガス輸送、有限会社プロトラストで
のOA機器販売など、グループ会社と共に多角化を図り、社
員全員が一致団結し“本気でヤル気”で頑張っております。
　「エネルギーの未来を見つめ、時代とともに成長する」を理
念に、グローバルな視野と地域密着型のローカルな行動で、
お客様に愛され信頼されるグローカル企業として、−チャン
ス・チャレンジ・チェンジ−を合言葉にグループ社員全員で
邁進してまいります。

セールスポイント

利用者様に寄り添う気持ちを大切に

　あいおい福祉会は、高齢社会を迎える地元の方々の
不安を少しでも取り除くために、平成１１年に社会福祉
法人を設立し、デイサービス・ヘルパーステーショ
ン・在宅介護支援センターなど、在宅での介護サービ
スを始めました。平成１６年には、地元の方々の多様な
ニーズに応えるため、兵庫県で最初のユニット型特別
養護老人ホームとグループホームを開設しました。
　使い慣れた家具やご家族の写真を飾ったお部屋で

セールスポイント

−チャンス・チャレンジ・チェンジ−を合言葉にグループ社員全員で邁進してまいります

会社概要  

●代表者名　北野　実
●所 在 地　姫路市神屋町３丁目３７‐４
●TEL．０７９‐２８１‐３３１０　F AX．０７９‐２８１‐１９７５
●ホームページアドレス　htt p://www. k it a noya. jp
●設　　立　１９４９年７月１日
●資 本 金　１，２００万円
●事業内容 ＬＰＧ製造事業所、ＬＰＧ卸売・小売、オートガスス

タンド、米穀類販売、ガソリンスタンド、ガス厨房機器
販売、ＬＰＧ設備工事事業、リフォーム事業、不動産事業、
水販売事業、ＯＡ機器販売

●取引先・販売先　伊丹産業株、株ダイワ、峰相福祉グループ施設、
姫路田中病院、仁恵病院、ヤマサ蒲鉾株、坂上住
設株、サンクック、株あっぷる 等

●取扱商品・製品　プロパンガス、灯油、ガソリン、軽油、重油、米
穀、器具、リフォーム、水 等

社会福祉法人 あいおい福祉会

北野産業株式会社

社員の皆様

会社概要  

●代表者名　理事長　南條　登
●所 在 地　相生市野瀬１３５６番地
●TEL．０７９１‐２４‐０６００　F AX．０７９１‐２４‐０９００

●ホームページアドレス　htt p://www. a ioi-cosmos.com
●設　　立　１９９９年１０月１５日
●事業内容　高齢者福祉施設（特別養護老人ホーム・グループホーム・

デイサービスセンター・ヘルパーステーション・居宅介
護支援事業所）

＊新型コロナウイルス感染防止対策として、面会及び見学はオンラインのみとさせ
て頂いております。施設内の様子は、ホームページやFacebookをご覧下さい。
感染防止や自粛生活など、気の休まらない時期が続いております。くれぐれもご
自愛下さい。 ゴミ拾い

ゆっくりと過ごして頂けるように、法人内の入居施設はすべて個室と
なっています。 すべての利用者様に、 安心・安全なサービスを提供し、
日々の生活に喜びを感じて頂ける法人を目指しています。

内観

夏祭り

施設外観
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えば筋力は若者と同程度に増加することがわかっていま
す。しかしそのためには高負荷の筋力訓練を行うことが
必要なため、高齢者では、けがや心血管系の事故のリス
クが増加します。そこで有効な筋力訓練の一つとして期
待されるのがスロートレーニング（通称スロトレ）です。
スロトレはゆっくりとした動作で筋肉を使いながら動作
を繰り返す筋力訓練です。この方法により高負荷な筋力
訓練と同等の筋力増強効果が得られることが証明されて
います。 具体的な方法として、 例えばスクワットの場合、
３秒かけてゆっくり膝が９０度くらい曲がるまでしゃがみ
３秒かけてゆっくりもどる、という動作を８−１０回繰り
返します。自信のない方は机などに手をついて行うとよ
り安全に行えます。このようなスロトレは怪我のリスク
を下げて無理なく行えるために高齢者の筋力訓練として
有効な選択肢の一つになるとともに、運動器の障害を防
ぎ豊かなシニアライフを送るための一助となりえるで
しょう。

　７月に入って再びコロナウイルスが蔓延し、第２波が
懸念される事態になってきています。
　コロナウイルスに対する自粛生活による影響で、運動
する機会が減り筋力、特に下半身の筋力が低下し運動機
能が以前よりも低下してしまった患者さんを最近外来で
よく診るようになっています。日本整形外科学会では、
運動機能の評価、予防としてロコモティブシンドローム
（通称ロコモ）という概念を提唱しています。ロコモと
は、骨や関節、筋肉など運動器の衰えが原因で、「立つ」
「歩く」といった機能（移動機能）が低下している状態の
ことをいいます。ロコモのチェックと予防のための運動
が日本整形外科学会のホームページに記載されているの
で一度確認されることをお勧めします。
　ロコモ以外にも運動器の障害を防ぐために様々なト
レーニング方法が提唱されていますが、今回は体を支え
るために重要な役割を担っている下肢筋力について考え
てみましょう。
　近年の研究では、高齢者でもしっかりと筋力訓練を行

スロ ー ト レーニン グ（スロ ト レ）のすすめ

姫路市医師会
スポーツ医学
委員会

三 輪 雅 彦

お知らせコーナー
新入社員研修訓練コース
〈短縮版〉を開催しました

AI面接を活用したUJIターン就職の
促進に関する連携協定を締結しました！！

　４月に中止した新入社員研修訓練コースを、短縮版
として８月に実施しました。新型コロナウイルス感染
対策を講じた上での実施となり、従来からスタイルを
変えた研修となりましたが、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日間開催し、
３８社から計８４名の新入社員の方にご参加頂きました。

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、検温、問診票の提出、グループ討
議を個人ワークに変更、広い会場に変更 等

アンケートから（一部抜粋）
報連相の大切さを再認識できた！
「働く」ということについて改めて考えることができた！
あいさつの大切さや正しい言葉遣いを学ぶことができた！

8 /3 、8 /6、
8 / 7 、8 /26
開催！！

講義式にて実施、机１脚につき１人着席

左から山崎社長（株タレントアンドアセスメント）、
清元市長（姫路市）、小橋センター長（兵庫県中播磨
県民センター）、竹田会長（姫路経営者協会）

　UJIターン就職促進のため、姫路市、兵庫県中播磨
県民センター及び姫路経営者協会は、AI 面接サービス
「SHaiN」を提供する株式会社タレントアンドアセスメ
ントと連携協定を締結しました。（２０２０年６月２４日付）

協定書

連携協定締結式
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12 参考：8020推進財団 HP

　かみ合わせのバラン スが悪くなると、ものを上手に噛めなくなるだけでなく、
心と体にも悪影響を及ぼし てしまうこともあり、決し て歯だけの問題と はいえま
せ ん。 幼年期から高齢期までのライフ ステージにおいて、 かみ合わせは大きく
変化し ていく可能性があります 。かみ合わせの重要性を理解し、口腔ケアを実践す ることが 、健康で
快適な生活を送るポイ ントとなります 。 口の状態は、 常に変化し ているため、 かみ合わせが悪くならない
よう定期的にチェックをしましょう！！

セルフチェックをし て
健康を保ちましょう！！

ライフステージ別による歯並び・かみ合わせの影響
乳幼児期・学童期
この時期は、乳歯が生え、そして永久歯に生え変わるので、歯並びやかみ合わせが目まぐるしく変化していきます。
永久歯の歯並び、かみ合わせなどの基礎がつくられるとても大切な時期といえます。
この時期に歯並びを悪い状態のままにしておくと、次のような影響が出てくるといわれています。

～影響～　煙発音が悪くなる　　煙口呼吸の誘発　　煙表情が悪くなる　　煙あごが十分に発達しない
　　　　　煙硬いものを避けるようになる　　煙指しゃぶりなどの習慣によるあごの変形

噛過度の指しゃぶりには注意！ ！噛
　赤ちゃんは誰でも指しゃぶりをします。3歳ぐらいまではそれほど神経質になる必要はありません。しかし、過度の指しゃぶりは、
上下の前歯の間に大きなすき間を作り、かみ合わせを悪くしてしまいます。“開咬”とよばれるこの状態は、口呼吸を誘発し、口が
ポカンと開いている状態や発音障害など、審美的または機能的な問題を引き起こす原因となります。

噛よく噛むことで栄養摂取の効果をあげましょう噛
　しっかり噛むことで唾液が分泌し、食べ物の消化がしっかりと行われ、栄養を確実に摂取することができます。かみ合わせが悪
いとしっかりと噛めなくなり、消化機能が低下するばかりでなく、肉などの噛み切りにくいものから栄養の摂取を避けがちになっ
てしまい、低栄養の状態になりやすくなります。

成・壮年期
この時期には、歯周病やむし歯などによって、歯並びやかみ合わせがいろいろと変化することがあります。未処置や治療
中の歯を放置したりすると、歯並びを悪くし、結果として上下左右のかみ合わせのバランスを悪くすることになります。
そのような状態のままでいると、次のような影響が出てくるといわれています。

～影響～　煙肩こり、腰痛、頭痛　　煙姿勢の異常　　煙歯の摩擦、歯折　　煙肥満
　　　　　煙ストレス、歯ぎしり　　煙顔の歪み、あごの異常　　煙口臭

噛全身に影響を及ぼすかみ合わせ噛
　かみ合わせが大きく変化することによって、下あごの位置がずれてしまうこともあります。その結果、付随
する筋肉や神経系にも影響を及ぼし、肩こり、腰痛、頭痛などの体の不調の原因となる可能性もあります。

高齢期
歯周病やむし歯によって歯を喪失してしまう人が多い時期といえます。さらに、歯を失った後、
そのまま放置しておくと周囲の歯が動き、さらにかみ合わせのバランスを乱してしまいます。
それが原因で次のような影響が出てくるといわれています。

～影響～　煙認知症やうつになりやすくなる　煙腰痛、肩こり　煙運動機能が低下する　煙誤嚥性肺炎を引き起こす

該当する方は、かかりつけ歯科医に相談しましょう。

□ あごの先がどちらかに偏って、顔の左右が非対称である
□ 奥歯で噛んだとき上と下の前歯の間にすき間があいて舌が見える
□ 上の前歯と下の前歯の真ん中の線が一本で結べず、ズレている
□ 歯列から飛び出している歯がある
□ 歯が抜けたままになっている
□ 傾斜している歯がある
□ 色、大きさ、形について気になる歯がある
□ 上手に発音できない音がある（特にサ行、タ行）
□ 口を開け閉めしたときに、あごが鳴ることがある
□ 口をひらくときにまっすぐ開かない

鏡を見ながら以下の10の設問に沿ってチェックしてみましょう。
当てはまる項目が少ないほど、正しいかみ合わせ、歯並びと言えます。

「歯並び」と「かみ合わせ」のセルフチェック
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　近年、台風や豪雨による水害や災害が多発 し ています 。今年も九州･中部･東北地方等で、河川
氾濫やがけ崩れ等による甚大な被害が発生しま した。 播磨地域 は河川も多く、 決 し て他人事ではありま
せん。 いざ という時に自分や周りの人の命を守る行動ができるよう、 水害が起きるまでの河川の状況や
正しい避難方法 につ いて確認 し ておきま しょう。
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資料提供：姫路市

〈避難場所について〉

〈姫路市webマップ〉〈ひめじ防災ネット登録〉

姫路市では、防災行政無線の再整備事業を実施しています！！
防災行政無線とは？（令和3年4月運用開始予定）
災害等の緊急時に、住民の皆さんへ迅速に情報を提供し、
適切な行動を取って頂くため、市内各所に設置した屋外拡
声子局（屋外スピーカ）から緊急情報を放送するものです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくはコチラ →
ht tps:/ /www.cit y.hime ji.l g.jp/bousai/0000008601 .ht ml

姫路市 防災関連のWebページ
ひめじ防災ネット… 災害発生時等の緊急時に、緊急情報や避難情報などをいち早く住民に発信するシステム
 で、市からの緊急情報に加え、県からの情報も同時に得られます。（※登録が必要です）
姫路市 webマップ… 公共施設情報や都市計画、文化財、市道、防災ハザードマップなどの地図情報をご覧頂けます。

水害発生メカニズム（洪水）

大雨によって川の水が増え、水か
さが上がり始めます。

堤防いっぱいまで水が増えると、
堤防に水の圧力がかかり始めます。

水が増え、水の力に堤防が耐えら
れなくなり、堤防の一部が崩れ始
めます。

崩れた場所は一気に拡がり、勢い
よく水が流れ出し、家などに襲い
かかります。

① 非常持ち出し品を準備しておきましょう
 　□携帯ラジオ　□非常食　　□水　　　　□懐中電灯・電池　　　　
　 □衣類　　　　□生活用品　□救急薬品　□雨具
 　□ヘルメット　□現金　　　□貴重品（身分が証明できるものも忘れずに！！）
② 避難場所や安全な避難ルートを確認しましょう
③ 動きやすい格好で、荷物は最小限に！
④ やむなく浸水の中を歩かなければいけない時の注意
 　・氾濫水は濁っているので、水の中の障害物に注意しましょう
 　・氾濫水は勢いが強く危険ですので、注意しましょう
⑤ 一人での避難は避け、近所で声をかけ合い避難しましょう

水害発生時における避難時の心得

水害発生メカニズム（内水）

下水道の排水能力を超える雨が降っ
た場合に、下水道から水があふれた
り、下水道に入りきれないで地上に
溜まったままになったりします。

街などに降った雨は、下水
道などを通って川に排水さ
れます。

大雨が降ると川の水位が上
がり、排水されにくくなり、
下水道などがあふれてしま
います。

姫路市も過去に大規模な水害が起きています
噛台風12号による洪水害・浸水害噛
平成23年9月1日〜9月4日
総降水量：318.5mm（4日間）
避難勧告：42,411世帯99,732人
被　　害：半壊7件、床上浸水161件、
　　　　　床下浸水825件、がけ崩れ6箇所
噛台風18号による浸水害・土砂災害噛
平成29年9月17日
総降水量：131.5mm
避難勧告：〈土砂災害〉 55,328世帯129,504人
　　　　　〈河　　川〉 98,774世帯219,151人
被　　害：床上浸水41件、床下浸水246件、
　　　　　土砂崩れ4箇所

テレビ、ラジオやネット
から常に最新の気象情報
を収集しましょう！！

Bridge 2019年
9・10月号に

洪水ハザードマップを
掲載しています！！
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法人の消費税申告期限の
特例の創設（令和2年度改正）
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間延⾧を受けている法人の場合、決算額が確定する前に消費税
の申告期限が到来することになることから、監査役や会計監査
人の監査によって決算額が変更となり、消費税の納付すべき税
額にも異動が生ずることとなったときには、決算確定後に消費
税の修正申告（又は更正の請求）を行う必要があり、事業者の
申告に係る事務負担が重いものとなっていました。
　これを受けて、令和２年度の税制改正において法人税の申告
期限を延⾧することができる企業について、消費税の預り金的
な性格を踏まえつつ、消費税の申告期限を１か月に限って延⾧
する特例を創設するとされました。なお、この延⾧特例制度の
適用により、消費税の確定申告の期限が延⾧された期間の消費
税及び地方消費税の納付にあたっては、法人税の申告期限延⾧
制度と同様、その延⾧された期間に係る利子税を併せて納付す
ることとなります。また、年税額が４，８００万円を超える法人で、
いわゆる年１１回中間申告が適用される法人については、３月決
算法人の場合、前課税期間の消費税額（年税額）が６月末にな
らないと確定しないことになるため、第３回目までが、同じ８
月３１日が申告期限となってきますので留意が必要です。この改
正は、令和３年４月１日以後開始課税期間における中間申告か
ら適用されます。前課税期間の消費税額（年税額）が４，８００万円
以下となる法人に適用される、いわゆる年３回中間申告や年１
回中間申告の中間申告期限については、この改正の影響はなく
これまでと同様となります。

当社は３月決算法人で、法人税の申告期限の延⾧の適用
を受けています。消費税の申告期限の延⾧が認められる
改正があったとのことですが、どのような内容か教えて

ください。また、中間申告の期限についても影響があるのでしょ
うか。

消費税の申告期限についても、「消費税申告期限延⾧届出
書」の提出により１月間延⾧できることとなりました。
また、「課税期間の特例により短縮された課税期間」（事

業年度終了の日の属する課税期間に限る。）に係る確定申告期限
についても同様に延⾧できることとなります。なお、中間申告
については、いわゆる年１１回申告の場合の、第１回目と第２回
目の申告期限が１月間後ろ倒しとなりますが、他の中間申告期
限は、これまでと変わりません。法人税法においては、会社法
の規定に基づき監査役や会計監査人の監査を受けなければなら
ない等の理由により決算が確定しない場合の確定申告期限の延
⾧制度が設けられています。法人税が確定決算主義を採用して
おり、各事業年度の所得の金額の計算は、株主総会における承
認等により確定した決算を基礎とすることから設けられている
制度です。一方で、消費税は、課税資産の譲渡等を行ったとき
が納税義務の成立時期となりますから、確定申告書の作成にあ
たって決算の確定を待つ必要がないことから、消費税法には申
告期限の延⾧を認める規定は設けられていません。
　このため、法人税法の規定により確定申告期限について１月

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

原司法書士事務所
司法書士　原 　 隆 雄

調査士による
表示登記の電子申請

　今回、土地家屋調査士が代理人として電子申請の方法で表示
登記申請をする場合、法務局備付け予定の図面及び法定添付情
報及び法定外添付情報を含め全ての書類の原本提出を求めない
取扱に変更しました。これを調査士報告方式と呼んでいます。
このように添付情報のうち登記所の指示する最低限必要な部分
を電磁的記録し本来の作成者でなく代理人が電子署名して原本
の提示に換えることができるようになり、便利になりました。
　ただ、登記申請人以外の承諾や権利に関わる表示登記申請に
ついては別途原本の提示が必要となることがあります。
　但し、同時並行的に検討されていた司法書士が代理する完全
オンラインによる原本を提示しない不動産登記申請は、検討課
題が非常に多く出され、取引上の危険が内在しているとの理由
で延期になりました。

表示登記の電子申請を促進する政策の一環として土地家
屋調査士が代理人として申請する場合、原本提示を省略
できると聞きましたが、本当ですか？

令和１年１１月１１日からいわゆる「調査士報告方式」とし
てこの運用が開始されました。
電子申請には申請情報と添付情報が必要ですが、申請情

報には資格者代理人が電子署名し、添付情報には各添付情報の
作成者が電子署名をし、さらに電子署名につき電子証明書も提
供するのが原則ですが、事実上無理があります。
　以前は法定外添付情報（代表例は所有権証明情報）には電磁
的記録（PDF形式でデータ化）を添付することで足りるが、法
定添付情報（委任状等）は持参又は郵送する必要がありました。

Ｑ

Ａ
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管理監督者の労働時間管理②
～遅刻・早退の注意はできるか？～

当社では、管理監督者についても、過重労働による健康
障害防止や深夜業に対する割増賃金の支払いの観点か
ら、一般の従業員と同様に各執務場所への入場時と退場

時にタイムカードの打刻を求め労働時間を把握しています。
　当社の始業は午前８時、終業は午後５時ですが、管理監督者
について、タイムカード打刻記録から遅刻や早退が認められる
場合に、就業規則に基づいて減給の制裁など懲戒の対象とする
こと、人事考課等での評価対象とすることはできるでしょうか。

《管理監督者の遅刻・早退はない？》
　管理監督者（労働基準法第４１条第２号の「監督若しく
は管理の地位にある者」）とは「労働条件の決定その他労

務管理について経営者と一体の立場にあるもの」（昭和２２．９．１３
発基第１７０号、昭和６３．３．１４基発１５０号）とされ、その帰結とし
て、自らの労働時間は自ら律し、その地位に応じた待遇を受け
るので労働基準法の労働時間・休憩・休日に関する規定は適用
しないとされたと考えられています（菅野和夫「労働法第１２版」
４９１頁）。
　このような法の趣旨から、管理監督者に該当するかの判断に

当たっては、「自らの労働時間を自ら律する立場にあること」つ
まり、「自らの労働時間について裁量権を有していて、他者から
労働時間の厳格な管理をされない」ことが判断要素の一つと考
えられています。
　ですから、そもそも管理監督者には遅刻・早退を観念できな
いとも言えます。行政解釈においても「遅刻、早退等により減
給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる
場合」は管理監督者性を否定する重要な要素であるとされてい
ます（平成２０．９．９基発０９０９００１号）。

《しかし、管理監督者には職責がある…》
　一方、管理監督者は統括する従業員への日々の業務指示や業
務状況の把握等様々な職責を負っています。例えば、午前１０時
に出勤して、午後３時に退勤の勤務が常態であった場合、その
ような勤務状況で管理監督者としての職責を履行できるでしょ
うか。出退勤時刻ではなく、管理監督者としての職責履行の観
点からの懲戒の対象、人事考課等での評価対象とすることが可
能な場面もあると考えられます。

Ｑ

Ａ

新型 コ ロ ナウイ ルス感染症の影響 に伴う休業で
著 しく報酬が下が った場合
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を
翌月から改定す ることが可能です 社会保険労務士解説

※固定的賃金（基本給、日給等単価等）の変動がない場合も
対象となります。

燕本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要とな
ります。

　（改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金
及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。）

※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行う
ことはできません。

 対象となる保険料 
燕令和２年４月から７月までの間に休業により報酬等が急減し
た場合に、その翌月の令和２年５月から８月分保険料が対象
となります。
※令和３年１月末日までに届出があったものが対象となりま
す。それまでの間は遡及して申請が可能ですが、給与事務
の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定
をしようとする場合はできるだけ速やかに提出をお願いし
ます。

　今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方
で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件
に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額
を、通常の随時改定（４か月目に改定）によらず、特例により
翌月から改定可能です。
※９月以降は原則、定時決定により決定された標準報酬月額と
なります。
　ただし、定時決定が行われない７・８月改定の方は、休業回
復後に随時改定の届出が必要です。
※申請により保険料が遡及して減額した場合、被保険者へ適切
に保険料を返還する必要があります。

 対象となる方 
次のすべてに該当する方が対象となります。
燕新型コロナウイルス感染症の影響による休業（時間単位を含
む）があったことにより、令和２年４月から７月までの間に、
報酬が著しく低下した月が生じた方
燕著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額（１か月分）
が、既に設定されている標準報酬月額に比べて２等級以上下
がった方

お知らせ
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会員数推移データ（R２．８．２４現在）
６７１全　　体
４３９第一部会（従業員数１００人未満）
１４５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＞

代表者変更

◆日鉄テクノロジー株
 広畑事業所◆

◆ 兵庫西農業協同組合◆
◯新  代表理事組合長　福本　博之 氏
◯旧  代表理事組合長　市村幸太郎 氏

◆株マンダム 福崎工場◆
◯新  執行役員 福崎工場長　廣田　倫久 氏
◯旧  執行役員 福崎工場長　東　　徳仁 氏

理事・代表者変更

◆姫路合同貨物自動車株◆
◯新  代表取締役社長　藤田　弘一 氏
◯旧  代表取締役社長　北野　　穰 氏

◆西芝電機株◆
◯新  代表取締役社長　高辻　哲二 氏
◯旧  代表取締役社長　小林　一三 氏

◯新  執行役員 広畑事業所長　池松　陽一 氏
◯旧  執行役員 広畑事業所長　井口　安弘 氏

●経 ●協 ●か ●ら ●の ●お ●知 ●ら ●せ 

　当会着任１年を過ぎ、初めて編集後記に登場させて頂きます。
　まず最初に、新型コロナウイルスに罹患された皆様と、コロ
ナにより生活に影響を受けられている会員及び関係者の皆様

に、心よりお見舞い申し上げます。
　今号での座談会では、コロナ禍での経済状況や新しい形の働き方についてもお話を頂
きました。色々な変化やピンチをチャンスに変えるヒントが多くございましたので当会
及び会員の皆様のこれからの事業推進の参考にさせて頂きます。
　因みに、当会も７月より、リモート・WEB活用の在宅勤務を開始いたしました。　
　また、今回、コロナ禍で初めて企業インタビューに参加させて頂き、会員企業様と色々お話できまし
た。三密を避けた新しい形の面談と工場見学をさせて頂きました。今後もルールを守った企業訪問を考
えておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
　最後に、１９９３年より継続して発刊してまいりました“Bridge”の２０２０年５，６月号を新型コロナウイ
ルスの影響により休刊しましたこと、深くお詫び申し上げます。

編 集 後 記

専務理事
伊 藤 惠 介

問合先　姫路経営者協会（TEL：079‐288‐1011　E-mail：keikyo＠h-keikyo.gr.jp）

 掲　　載　　料  無料
 次号発行予定日  11 月2日（月）
 発　行　部　数  約1 , 500部（当協会会員・各地経営者協会・その他関連団体へ配布）

隔月で発行しております会報誌Bridge“お知らせコーナー”の誌面に会員企業様の
製品・サービス等のお知らせやPR等をご掲載頂くことができます。
ご希望の場合は、下記問合先までご連絡ください！！

◆ 株西松屋チェーン◆
◯新  代表取締役社長COO　大村　浩一 氏
◯旧  代表取締役社長　大村　禎史 氏

◆ 学日ノ本学園◆
◯新  理　　事　　長　中川　　守 氏
◯旧  理　　事　　長　木原　　裕 氏
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CONTENTS VOL. 1 6 5 煙No.466

播磨の経営者が語る！！

2020

月号

URLURL :: http://www.h-keikyo.gr.jp E-mailhttp://www.h-keikyo.gr.jp   E-mail :: keikyo@h-keikyo.gr.jpkeikyo@h-keikyo.gr.jp

9・１０

猿会員企業ミニ紹介コーナー ………………………… 10
猿お知らせコーナー …………………………………… 11
猿だいじょうぶ？ ……………………………………… 11
猿Ｑ＆Ａ ………………………………………… 14〜15
猿経協レポート ………………………………………… 16

特　集　1～3

播磨地域の新入社員（2020 年 4月入社）& 外国人 採用実態調査

悪い“歯並び”“かみ合わせ”が人体 に及 ぼす影響
～顎や肩、消化器官への負担、発音 に及 ぼす悪影響 につ い て～

連載企画　HAZARDⅠ　12

連載企画　HAZARDⅡ　13
正 しい避難で身を守る行動を！！

水害、河川氾濫 に備えよう！！

企業インタ ビ ュー　8～9
がん ばっ てるでぇ～　戸崎産業株式会社

座談会　4～7

コ ロ ナ禍で変化す る経済・社会を読む！！ ～広報委員会メ ン バ ー座談会～

Title:表紙・表2.3.4.eca Page:2  Date: 2020/08/26 Wed 09:08:37 




