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株式会社 I H I 相生事業所
前相生事業所長

小澤　重雄 氏

　昨年末を以って、会社定年退職に伴い姫路経営者協会の副会長を退任致しました。２０１６年の
４月に当協会の副会長を仰せつかり、姫路の立派なお城と美しい風景の中で初心に返り頑張り
たいとの気持ちで取り組んでまいりました。５年間精一杯努めてきたつもりですが、それ以上
に会員企業の皆様との幅広い交流を通じ、私自身が多くのことを一気に経験することができ、
そして人とのつながりの大切さを実感しました。皆様方のご支援に対し深く感謝申し上げます。
　今年も新型コロナウイルスの流行により生活・ビジネス・エンターテイメントなど、様々な
面で変化を余儀なくされそうです。グローバルにはボーダーコントロールの重要性が一層増し
ているようですし、コロナ禍でどのような変化が起きるか不透明で目が離せませんが、これか
らもいろいろな動きを追っていくことになりそうです。情報提供の場として姫路経営者協会の
役割はますます必要不可欠になるものと思われます。
　当協会および会員各社様の益々のご発展・ご健勝を心より祈念申し上げ、総会・セミナー・
ツーリズム・イベント・懇親会など協会運営に奔走されておられる事務局の皆様方に感謝申し
上げ、退任のご挨拶とさせていただきます。

副会長退任のご挨拶

〈役員交代のお知らせ（２０２１年１月１日（金）付）〉

 副会長 就任 
牛 込 智 章 氏 （株式会社 I H I 相生事業所　相生事業所長）　

 副会長 退任 
小 澤 重 雄 氏 （株式会社 I H I 相生事業所　前相生事業所長）

株式会社 I H I 相生事業所
相生事業所長

牛込　智章 氏

　本年１月より、弊社前任者の小澤に代わり、副会長を務めさせて頂くことになりました。
長い歴史と実績のある姫路経営者協会の副会長という要職を拝命し、その責任の重さを痛感し
ています。
　さて、現在、コロナウイルスにより医療、経済に深刻な影響を受けており、その回復には数
年かかると言われています。また、地球温暖化防止対策については「２０５０年CO２ 排出ゼロ」に
向けた待ったなしの取り組みが求められています。現状のコロナ禍を乗り越え、２０５０年CO２ 排
出ゼロへの道筋を考えるとき、各企業単独での取り組みだけでは限界があり、企業間の連携が
より必要になると思われます。
　一方、本年９月には姫路市文化コンベンションセンター「アクリエひめじ」が開館になりま
す。本施設を通じ、姫路の地から世界をリードする情報が発信されることに大いに期待が高ま
ります。
　当協会では以前より各種部会の事業活動を通じ、地域と企業の発展の中心的な役割を果たし
ています。今後は直面する社会の課題を解決するうえで、また姫路発のさまざまな情報発信の
源として、協会の活動がより一層重要となってくるものと判断されます。私も微力ではありま
すが協会発展のため全力を尽くす所存でありますので、ご指導賜りますようよろしくお願い申
し上げます。

副会長就任のご挨拶
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コロナ禍での飲食店への時短営業要請や外出自粛要請などに伴って、需要が高まった飲食店のテイクアウトサービスや
デリバリーサービスを行っている会員企業をご紹介します！ 是非、利用してみて下さい！

葛店舗HP　ht tps:/ /hime ji - kikuya.ows t.jp/
営業時間　11 ：30～14：30（ L .O 14：00）／17：00～22：00（ L .O 21 ：30）
定 休 日　日・月曜

捌店舗での感染対策
従業員の検温、マスク着用、頻繁な手洗い、多数の人が触れる箇所の消毒を実施して
います。お客様には入店時に検温と手指消毒をお願いしています。また、店内にはウ
イルス除去の空気清浄機を設置しています。
捌お店の方からのひとことPR
ごはんにも、家飲みのおつまみにもぴったりな菊屋のテイクアウトをぜひご利用下さ
い。そして菊屋を気に入ってもらえたら、お店に食べにいらして下さい。個室ですの
で、不特定多数の方との接触リスクが低く安心です。

テイクアウト弁当　2,160円（税込）

菊屋弁当（ランチ）　2,200円（税込）

葛店舗HP　ht tps:/ /www.kamif uku.ows t.jp/
営業時間　通常営業：ランチ 11 ：00～15：00（ L .O 14：30）／ディナー 17：00～23：00（ L .O 22：00）
　　　　　短縮営業：ランチ 11 ：00～14：30（ L .O 14：00）／ディナー 17：00～20：00（ L .O 19：30）
定 休 日　不定休

捌店舗での感染対策
感染拡大予防ガイドラインに基づき、感染防止対策を実施しています。

捌お店の方からのひとことPR
当店は100％米油だけで天ぷらを揚げます。
食用油の中では健康維持のための天然栄養成分が圧倒的に豊富で、コレステロー
ルを下げる植物ステロールが群を抜いて多く含まれています。油が気になる方で
も安心してお楽しみいただけます。

大えび天丼
1 ,690円（税込）

播磨旬菜 菊屋（永井産業 ㈱）
〒670‐0911 姫路市十二所前町45 朝日ビルB1F TEL 079‐226‐2267

天ぷら海鮮 神福（㈱ 神姫フードサービス）
〒670‐0913 姫路市西駅前町1番地4号 キュエル姫路5F TEL 079‐289‐1029

捌サービス内容
・Uber Eat s
・テイクアウト

捌おすすめメニュー
・大えび天丼　1 ,690円（税込）
全長20センチ特大サイズの海老が2本！
特大海老天 2尾／とり天／ちくわ／半熟
玉子／えびす南瓜／長なす／しし唐

捌サービス内容
お弁当、おかずだけを詰めた「菊屋
箱」、「お重オードブル」、「鯖寿司」
など、テイクアウト強化中です。
店内飲食で好評の鍋メニューも、一
人前（税込1 ,500円）からお持ち帰
りいただけます。

捌おすすめメニュー
・テイクアウト
　お弁当 900円/1 ,620円/2,160円（税込） 
・テイクアウト　鯖寿司 1 ,620円（税込）
・ランチ　菊屋弁当 2,200円（税込）
その他ご予算ご要望にお応えします。
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捌店舗での感染対策
入口での検温とアルコール消毒。
従業員の検温を含む体調管理。
完全個室でのアクリル板の設置やマスクケース。
触れるものに対するアルコールによる清掃の徹底。

捌お店の方からのひとことPR
お手軽なテイクアウトから、仕出し、オードブル迄
幅広く承ります。配達も可能ですのでお問い合わせ
下さいませ。

捌店舗での感染対策
飛沫防止シート、席の間隔確保、アルコールの設置、アクリルボード

捌お店の方からのひとことPR
イタリアンカラーのレッドをポイントとしたモダンで洗練された店内には、
オープンキッチンにピザ窯も。ピザを作る工程から焼き上がりまでを楽しめる
ライブ感もあるレストラン「サンミケーレ」。
みなさまにとっておきのひと皿をお届けいたします。

葛メニュー（ホットペッパー）　ht tps:/ /www.hot pepper.jp/ s t rJ000031525/ f ood/
営業時間　11 ：00～14：30（ L .O 13：30）／17：00～22：00（ L .O 20：00）
定 休 日　第1・第3火曜日（12月・1月は除く）

葛テイクアウトのご案内　ht tps:/ /www.hotel monterey .co.jp/hime ji/pd f/ t akeou t.pd f
営業時間　ランチ 11 ：30～14：30（ L .O 14：00）／ディナー 17：30～22：00（ L .O 21 ：30）
定 休 日　無休
テイクアウト受付時間　11 ：00～19：00　テイクアウト受取時間　11 ：30～15：00／17：30～19：30

日本料理 竹善（まねき食品 ㈱）

レストラン サンミケーレ（ホテルモントレ姫路）

〒670‐0949 姫路市三左衛門堀東の町52 TEL 079‐223‐0331

〒670‐0927 姫路市駅前町60 ホテルモントレ姫路3F
TEL 079‐224‐7111
079‐224‐7113（レストラン直通）

オードブル　8,640円〜彩り弁当四折り　1 ,944円（税込）

捌サービス内容
四季折々の旬の素材を取り入れた
竹善自慢の御料理をご家庭でお愉
しみいただけます。お客様の様々
なご要望にもできる限り対応させ
ていただきます。

捌おすすめメニュー
御造り、焼物、揚物、炊込み御飯
が入った彩り弁当四折りや、竹善
名物の蒸穴子重弁当がおすすめで
す。

捌サービス内容
〈テイクアウト〉
・ピッツァ
・パスタ

捌おすすめメニュー
・オマール海老とチョリソーの
　ピッツァ
・ペンネ オマール海老と魚介の
　ペスカトーラ

ペンネ オマール海老と魚介の
ペスカトーラ　2,480円（税込）

Pizza Set（ピッツァセット）
（プチシーザーサラダ・
 ソーセージ＆ポテト付き）

Title:P02-05 特集.eca Page:3  Date: 2021/02/19 Fri 08:53:16 



捌店舗での感染対策
入館時の検温、手指消毒
捌お店の方からのひとことPR
只今、大規模改装工事中です。３月末にレストラン
リニューアルオープン予定。大浴場岩風呂は工事が
完了しています。日帰り入浴営業中です。

捌店舗での感染対策
従業員の健康管理手洗い・うがい・マスク着用・アルコー
ル消毒・入店前に手指アルコール消毒・ソーシャルディス
タンスの徹底・こまめに店内換気を行っております。

捌お店の方からのひとことPR
店頭ショーケースに陳列した各種お惣菜も一皿約180gご
との量り売りでテイクアウトできます。

4

葛オンラインショップ（アルバータデリ）　ht tps:/ /al ber t a - del icat essen.com
営業時間　11 ：30～23：00（ L .O 22：00）
定 休 日　無休

葛テイクアウトのご案内　ht tp:/ /www.shing uso.com/img /home/202102 /t ak eou t.jpg
営業時間　喫茶（モーニング） 7：30～15：00（ L .O 13：00）／（ランチ） 11 ：00～15：00（ L .O 14：00）
　　　　　レストラン（ランチバイキング） 11 ：30～14：30の間で90分制（13：30受付終了）
　　　　　女子会プラン（個室） 11 ：30～15：00の間で2時間30分
定 休 日　無休
テイクアウト受付時間　11 ：00～18：30（定休日無）

肉バル TER MINI（㈱ アルバータダイニング）
〒670‐0914 姫路市豆腐町222 ピオレごちそう館（姫路駅東口出てすぐ） TEL 079‐226‐2688

国民宿舎 志んぐ荘（㈱ 共立メンテナンス）
〒679‐4313 たつの市新宮町新宮1093番地 東山公園内 TEL 0791 ‐75‐0401

店頭ショーケース お惣菜

捌サービス内容
テイクアウト　肉丼4種
通販アルバータデリ開設
　イタリアンお惣菜、パスタ、
　ピザ等の販売
Uber Eat sで肉丼の宅配サービス
（Uber Eat s 肉バルテルミニ 検索）

捌サービス内容
・お弁当のテイクアウト
 （5種類）
・丼のテイクアウト （3種類）
・パンの製造・販売

捌おすすめメニュー
〈パン〉
・大きなメロンパン 600円 　
・アップルパイ 1 ,100円 　
・シフォンケーキ 500円 　
・コロネ 100円 等
〈お弁当〉
・チキン南蛮 700円 　
・ローストビーフ丼 700円 等

捌おすすめメニュー
当店のローストビーフ丼は、ジュー
シーに焼き上げた自家製ロースト
ビーフでご飯を包み込んだ“のっけ
飯スタイル”。特製甘味の効いた和
風ベースのタレが決め手！ 玉子と
よく混ぜてお召し上がりいただきた
い一品です。

コロネ　100円（税込） ステーキ弁当　1 ,800円（税込）

ローストビーフ丼
750円（税込）
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葛店舗HP　ht tp:/ /seik o - cl ub.com/
営業時間　ランチ 11 ：30～15：00（ L .O 14：30）／ディナー 17：30～21 ：30（ L .O 20：30）
　　　　　デリバリー受付 9：00～18：00
定 休 日　不定休　※公式ホームページで確認下さい。

葛オンラインショップ UR L　たまごや通心 ht tps:/ /t amagoya.org/
営業時間　11 ：00～17：00（ L .O 16：30）
定 休 日　年末年始

捌店舗での感染対策
スタッフの検温・体調確認、お客様の入れ替わりごとにお席のアルコール消毒、
触れる部分のアルコール消毒、定期的な換気を行っております。

捌お店の方からのひとことPR
自然豊かな姫路市夢前町にある自社農場で生産した安心・安全・美味しい卵とお
米を自信を持って皆様にお届けしています！ ぜひ地元姫路の美味しいものをお楽
しみ下さい！ 穴子弁当　1 ,200円（税込）

大海老フライ弁当
3,024円（税込）

ヨーロピアン弁当
1 ,944円（税込）

※掲載店舗の営業時間については、新型コロナウイルスの影響により変動があります。

美食のレストラン SEIKO C LUB（㈱ 清交倶楽部）
〒670‐0932 姫路市下寺町43 姫路商工会議所B1F TEL 079‐281 ‐6800 代

播州姫路本町 たまごや（㈱ 藤橋商店）
〒670‐0012 姫路市本町68 家老屋敷「は」の屋敷 TEL 079‐289‐0058

捌サービス内容
テイクアウトの商品数を増やし、
ご自宅用はもちろん、お土産にも
喜んで頂ける商品を取り揃えてお
ります。おうちでもたまごやの味
をお楽しみ頂けます♪

捌おすすめメニュー
穴子弁当は、たまごや名物の厚焼
玉子の上に瀬戸内産の天然焼き穴
子をのせたお弁当です。ちょっと
贅沢したいときにピッタリです。
また、厚焼玉子を大胆に巻いた巻
き寿司「たまご巻き」もおすすめ
です！

捌店舗での感染対策
消毒用アルコール・ジアイーノの設置、会計時の非接触手段の確保、こまめな清
掃・清拭いつも清潔、ゆったりお席も広々開放的に、共用器具の仕様・
交換、アルコール消毒・マスクの着用。
～スタッフ～　1時間ごとの洗浄・消毒
～調理～　手袋・マスクの着用　～出勤時～　発熱時の対応
捌お店の方からのひとことPR
合計20,000円以上ならデリバリー承ります。オフィスでの会合後の
交流会、打ち上げ・社内研修・ランチミーティング・歓送迎会からご
家庭での普段のお食事、節目を祝うお祝い事、故人を偲ぶお集まりな
どにご利用下さい。2日前までの予約で承ります。

捌サービス内容
このコロナ禍でも、レストランの美
味しいお料理で皆様に楽しいひとと
きを提供したいとの思いから、オ
フィスでの会合後の昼食や交流会な
どでお召し上がりいただける美味で
見た目も華やかなお弁当を多種取り
揃えました。もちろんご家庭にも。

捌おすすめメニュー
人気のお弁当は少し厚めにカットし
た牛フィレステーキが入ったステー
キ＆大海老フライ弁当（3,024円）・
ステーキ弁当（2,376円）です。
新登場の少しずついろんな味が楽し
めるヨーロピアン弁当（1 ,944円）
もあります。※価格表示は税込
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司会　姫路経営者協会
広報委員会

笹間　清豪
（株式会社播磨時報社 代表取締役）

危機を乗 り 切る
手立てを探る
〜我 が社の強靭化計画〜

　企業経営を取り巻く環境 は、コ ロ ナだ けではなく、少子
高齢化、消費税増税、貿易摩擦などを背景 に刻々と変化
し ています 。今回はその変化や危機 に対 し てど のよう に
取り組まれ ているのかを3社の方々 に伺いま した。

葛会社概要と自社を取り巻く現状  

笹間：まずは各社の事業内容と、自社や業界の周辺環境を
お聞かせ下さい。

竹田：当社は幕の内駅弁元祖の会社として約１３０年続いて
おります。現在は、駅弁・えきそばなど駅での商売をはじ

め、法事やイベント等非日常行事のお弁当を提供する事業

を主に展開をしております。私は２０１９年４月社長に就任致

しましたが、その後、コロナが発生し、観光客や出張客等

が激減するという状況となり、昨年の花見や祭りも中止に

なり、大変な状況にあります。現在はコロナ禍での事業運

営を模索しながら、事業展開を行っております。

澤田：当社は広畑で車の部品を製造するライン設備の設計
や発電タービンの部品加工等を行っています。

　コロナ以前から米中貿易摩擦の影響で、車の売れ行きが

悪くなり、一段階受注が減ったという印象だったのですが、

コロナが発生し、もう一段階落ちました。それまでに不景

気がきても持ち堪えられるよう準備をしていたので、当社

としては対応範囲内という感じでしたが、昨年の１１月くら

いからさらに一段階受注が落ち、現在、打撃を受けている

最中です。

　車の売れ行きは世界的にも戻ってきているようで、製造

ラインも忙しくなってきましたが、お客様がコロナの影響

で設備投資や試作開発を控えておられる状況にあるため、

その影響が出ています。

サ ワ ダ精密株式会社
代表取締役

澤田　洋明 氏

日高食品工業株式会社
専務取締役

八木　美光 氏

まねき食品株式会社
代表取締役社長

竹田　典高 氏
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八木：当社は花田町で昆布加工品を扱っている食品メー
カーです。お客様のメインはスーパーやドラッグストアな

どで、とろろ昆布・だし昆布・カットわかめなどを卸して

います。

　業界を取り巻く現状としては、コロナ以前から温暖化に

よる地球環境の変動、生産量の低下、少子高齢化による生

産者の減少、食の欧米化による需要減少、人口減少による

胃袋の減少などの問題があります。しかし、２０１９年８月に

テレビでとろろ昆布の健康効果が取り上げられ、さらにコ

ロナの影響で巣ごもりの買いだめ傾向にあったため、販売

数がプラスに転じ、売上げとしては大きくは下がらずに堪

えているというのが現状です。 業界としては、 年々仕入先、

同業者の倒産廃業が増えてきました。

葛自社を取り巻く変化に対す る取り組み  

笹間：自社を取り巻く変化への対応や問題点を克服するた
めにどのような取り組みをされていますか？

竹田：昨年２月から影響が出始め宴会や花見が中止にな
り、４月・５月の緊急事態時には売上が大幅に減り大変な

状況でした。そこから本社前でドライブスルーを始めたり、

個人宅様にも対応しようということで配達対応金額を下

げ、市内２，０００円以上の注文で配達（まねきでり）を始める

など、日常需要をなんとか取れないかと社員とともに知恵

を絞りました。

　そんな中、年末に冷凍おせちがよく売れ、冷凍でも買っ

て頂けるという手ごたえを感じたのを機に、それまではパ

ンフレット中心の商売でしたが、冷凍弁当のインターネッ

ト販売に乗り出しました。

　これまでは人不足が悩みの種でしたが、急に人余りの状

況となり、日々の仕事がないことへの危機感は非常に強

かったと思います。この危機感は常に社員と共有し、アイ

ディアを出し、現在は新規ビジネス創出と、その S N Sでの

発信にも力を入れています。

　歴史ある会社として、今までにない取り組みだったこと

もあり、メディア様にも取り上げて頂きました。他社と比

べて取り組みが進んでいるかというとそうではないと思い

ますが、駅弁業界内では珍しかったようです。

澤田：コロナ禍の中、ずっとやってみたかった事務のロ
ボット化（ロボティック・プロセス・オートメーション

（Robot ic Process Automat ion））を始めました。

　今まではお客様からきた注文書の図面番号や名称・数量

を丸一日かけて社員がシステムに入力していましたが、現

在はスキャナで取り込むだけで、夜のうちに作業が完了す

るようになりました。

　また、作業工程のコストなどの計算も自動的に行ってく

れますので、そのデータを見て、『考える』ということが社

員の仕事になりました。以前からこのロボット化に着手を

しかけていましたが、業務が忙しく中断していました。昨

年は時間に余裕ができたということもあり、本格的に着手

しました。そうすることで社員のやる気も向上し、この成

果は非常に大きいと思います。

八木：当社は、昆布の需要が減ってきている中で価格競争
から脱出するためには商品開発が重要だと思っています。

今までは産地や風味などを重視していましたが、これから

は健康効果に特化した商品開発を進めていきたいと思って

います。少子高齢化が進んでも健康・美容に対する需要は

まだなくならないと思いますので、健康に付加価値のある

商品を開発するために園田学園女子大学と連携をして、腸

内環境改善の“健康効果”や“予防効果”を検証しながら、

商品開発を進めています。

葛今後チャレンジしたい取り組み  

笹間：今後チャレンジしたい、またはチャレンジする予定
の取り組みを教えて下さい。

八木：今は人材採用が難しく、また弊社の仕事は機械化が
難しく、人海戦術的なところが多くありますので、人は大

切にしたいと思っています。ですから、何のためにこの仕

事をしているのかという理念と方針を具体的に説明して、

自分たちの幸せが何なのかに気づいてもらいたいと思って

います。

　この１０年間は業界の中で異端児と呼ばれたいと思いなが

危機感を社員と共有 し、
日常需要を確保す るため知恵を絞る

事務作業のロ ボッ ト化。
社員の仕事は『考え ること』

健康に付加価値のある商品を開発す べく、
大学と連携を開始

経営理念が浸透す る取り組みに力を入れ たい！
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きいと思います。今はしかたありませんが、同業社間で協

力し姫路に人が戻ってくる方法を考えないと未来がないよ

うに思います。

　現在、お客様で私のFacebookをご覧頂き、応援や助けて

下さる方も多数おられるので、感謝しています。また、従

業員の皆さんも辞めずについてきてもらっています。その

ご恩を返せる状況を早く作るためには地元経済をコロナ以

前の元気な姫路に戻す一助にならなければいけないと思い

ますので、積極的に事業に取り組み、そういう機運も中

食・飲食業界で協力して創り出していく必要があると思い

ます。

葛『私たちもリ ア ル で“集まる”大切さを実感』 

澤田：このコロナ禍で定期的に行っていた社内イベントの
“食事会”や“こども参観日”などが中止となり、社員同士

の活気ある話題が減り、社内の空気がすごく重たい１年で

した。私もコミュニケーションがいかに大事かを再認識し

ました。

八木：医療崩壊もすでに起きていますが、経済がだめにな
り、亡くなる方もいらっしゃるのも事実だと思います。

　ですから、決められたルールの中でできることをすれば

良いと感じています。新年には社内でオンライン懇親会を

実施しましたが、私はリアルでの臨場感に勝るものはない

と感じました。

　世の中の流れに沿いながらも、人として大事なことは

きっちりと取り組んでいくことだと思いました。

笹間：今回は比較的若い世代の方々にご登場いただき、皆
様が社員同士、人間同士、企業同士の結びつきを強めて今

の危機を乗り越えようと奮闘される現状をお伺いすること

ができました。まだまだトンネルの出口の見えない状況が

続き、迷いも多い中とは思いますが、最終的には経営者が

判断して方向性を示すことが重要だと改めて感じさせられ

ました。本日は貴重な時間を割いて頂き、誠にありがとう

ございました。

ら、人材育成に取り組んできました。お陰で社風もよくなっ

てきたと実感しています。これからは社員のみんなと情報

を共有して、戦略を繋げていきたいと思います。

　また、世界的には S DG sの取り組みが始まっており、当

社の出汁がら昆布を資源として飼料などに活用できないか

と考えています。私自身としては日本の食糧自給率や生活

習慣病のことを考えると地産地消も大事だと思っているの

で、姫路市で食を生み出す力も重要だと感じ、水耕栽培に

もチャレンジしたいと思っています。

澤田：当社は機械が動いて鉄を削っている時間こそが付加
価値を生んでいる時間になります。夜間の無人運転で機械

に働いてもらえる工場が理想です。

　一方で、手で鉄を削る緻密で難しく、ノウハウが必要な

泥臭い手仕事もこれからの時代で非常に大事だと思うの

で、両方が備わった会社にしたいと思っています。

　また、これまでやりたくてできていなかったW EBを活用

した新規営業にも取り組みたいと思い、業界の専門用語や

特殊な部品の名前でヒットするようなW EBサイトの立ち

上げを予定しています。

　現在、当社は約９０名の社員数です。創業者である父親が

一人で始めた頃には依頼がこなかったような仕事も依頼を

頂けるようになり、もう少し会社の規模が大きくなれば、

今は想像できないような仕事もくると思っています。　

　そして、社員が望む将来を叶えるためにはスケールメ

リットも大事だと思いますので、依頼を頂いた仕事には全

力で取り組み、会社規模を大きくしていきたいと思ってい

ます。

　社内では創業時から毎年、経営指針書を作成し、全社員

に配布しています。現在は毎週水曜日に９０名を２班に分け、

３０分で方針や考え方を私が解説する時間を取っています。

同じ方向にベクトルをあわせていくためには、この時間は

大事だと思っていますので、引き続き取り組み、チームワー

ク醸成や判断指針にしてもらいたいと思っています。

竹田：駅弁業界も現在は全国で１００社ほどになり、後継者
問題が顕著に現れ、生き残りも大変です。　

　現在は、リモート飲み会なども流行っていますが、リア

ルで“移動する”“集まる”“飲食する”機会の重要性は大

無人 で動く工場と泥臭い手仕事の両方が
できる会社に したい！

姫路の経済を盛り上 げ る機運を
中食・飲食業界から発信したい
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　当社は大正元年に創業し、石材に関する仕事をさせて
頂いております。具体的には、墓石工事（墓石・墓石リ
フォーム・墓石クリーニング等）、各種石材工事（寺社仏
閣石材工事・記念碑等）、石製品の製造・加工及び販売
を行っております。
　墓石クリーニングでは、経年劣化などにより汚れを落とすことが難しく諦めていた
黒ずみや水垢がとれ、お墓がきれいになったと大変好評です。
　また、御着城跡に建立した黒田官兵衛顕彰碑のご縁もあって、廣峯神社内に新しく
建立された官兵衛神社に建社標も納めさせて頂きました。
　常に「地元石材店だからできること」を考え、誠実と親切をモットーに、お客様か
ら『大川石材』を選んでよかったと言われるよう日々努力して参りました。これまで
も、これからも、皆様のかけがえのない想いを『石』に刻むお手伝いができればと考
えております。お墓や石のことなら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
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セールスポイント

『おいしさ・安心・健康』

セールスポイント

会社概要  

●代表者名　大川　淳
●所 在 地　姫路市四郷町山脇８３
●TEL．０７９‐２５２‐０３４５　F AX．０７９‐２５３‐２３３３
●ホームページアドレス　http://www .ookawasekizai.jp

●設　　立　１９１１年３月
●資 本 金　１，０００万円
●事業内容 石材業
●取引先・販売先　一般顧客
●取扱商品・製品　墓石関係、各種石材工事、各種石製品

ケーエスフーズ株式会社 （販売会社）／株式会社正徳 （製造会社）

株式会社大川石材

会社概要  

●代表者名　正徳　英俊
●所 在 地　【本社／白浜工場】姫路市白浜町甲１９２０‐２７
　　　　　　【福崎工場】神崎郡福崎町西治１１０１‐１１
●TEL．０７９‐２４６‐０１０１（本社）　F AX．０７９‐２４６‐０７４１（本社）
●ホームページアドレス　http://www.ks-foods.co.jp

●設　　立　【株正徳】１９７３年１０月１０日
　　　　　　【ケーエスフーズ株】１９７９年１月１２日
●資 本 金　３，０００万円（グループ計）
●事業内容　大豆加工品の製造・販売
●取引先・販売先　近畿・九州・中四国、一部関東・東海エリアの食品

問屋・スーパー
●取扱商品・製品　油揚げ・厚揚げ・豆腐その他大豆加工品

　当社は創業以来、健康食材の代名詞とも言える『大豆』を
原材料とし、油揚げや厚揚げ・豆腐類の製造・販売を行って
います。
　特に『べに花 国産大豆油あげ』は、日本における油あげ
販売実績No．１を誇る人気商品です。ふんわりとした“香りと
甘み”が特徴の新鮮な『べに花油』を使用することで、確か
な美味しさと油抜き不要の便利さで、長年幅広い世代のお客様に愛され、日本経済新聞
社が発表する「日経POSセレクション 売上No．１」にも選出された商品です。
　組織としても拡大傾向にあり、２０１３年に第２工場（福崎工場）を設立し、２０２３年には
第３工場設立を予定しています。それに伴い関東エリアへの販路拡大と共に、品質向上
に向け、新しい取り組みとして大学との連携や社員教育等、より安心できる商品づくり
のための試みを実施しています。
　近年では、地元イベントや学園祭での出展等、地域の皆様との交流にも積極的に取り
組んでいます。

創業から本当に価値のあるものを伝えてきました

各種石製品

黒田官兵衛顕彰碑官兵衛神社社標

当社商品

福崎工場 外観
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　国内の保健薬局や医療機関で処方された薬の履歴をまとめ、医師・歯科医師・薬剤師が薬の内容を
確認するための手帳で、 薬 

やく

 識 
しき

 手帳 とも呼ばれます。災害・事故・急病時などに適切な処理を速やかに
てちょう

受けることができます。

　●記載されている基本情報
　　患　者：氏名・性別・生年月日・血液型・住所・電話番号・緊急連絡先・アレルギーの有無・
　　　　　　副作用履歴の有無・主な既往症の履歴・かかりつけ医療機関・薬局 など
　　医薬品：処方日・薬品名・処方量・服用回数・方法 など

10
参考資料：厚生労働省『アフターサービス推進室活動報告書』

お薬手帳は冊子・アプリのどちらを選んでもその機能に大きな差はありません。
大切なのは、継続的な記録として無理なく長く管理しやすいものを選ぶこと！
より安全な健康管理をするツールとしてお薬手帳を活用していきましょう！

お薬手帳とは

　お薬手帳の導入のきっかけは、１９９３年１１月に帯状
疱疹治療薬ソリブジンをフルオロウラシル系の抗が
ん剤と併用したことで１ヵ月の間に血液障害などで
１５人が死亡、８人が重症となったことです。これを
契機に、一部の大学病院や薬局が手帳活用に取り組
み始めました。
お薬手帳の有用性《事例》
　東日本大震災においては、津波被害等により医療
機関や薬局、カルテや薬剤服用歴等の医療インフラ
が大きな被害を受けました。しかし、お薬手帳の活
用により、スムーズかつ適切に医薬品が供給された
ことにより、適切に医療が提供される場面も多く見
られ、お薬手帳の有用性が広く強く認識されるよう
になりました。
　現在はスマートフォンの普及に伴い、電子媒体の
お薬手帳（アプリ）の導入も進んでいます。

お薬手帳の歴史
医療機関を受診するときは常に持参し、
医師や薬剤師に確認してもらいましょう！

・初めて受診する医師に対し、お薬手帳を見てもらうことで
薬の重複や相互作用の防止など、適切な治療法を選択する
参考情報としてもらい、納得・安心して医療を受けること
ができます。
・かかりつけの医師にとっても、患者が他所で処方された薬
の名前と飲んだ量・頻度、疾病の症状の改善状況や副作用
等との関係を判断する場合の重要な情報源となります。
・同時期に飲むと効果が弱くなったり、反対に強く出過ぎた
りする薬の組み合わせがあるので、使用中のすべての薬に
ついて、名称や用法・用量を記録しましょう。
・処方箋なしで薬局などで購入できる一般用医薬品でも飲み
合わせが問題になることがあるので、一般用医薬品の購
入・服用履歴も記録しましょう。

お薬手帳の活用機会と方法

◎お薬手帳は１人１冊で管理しましょう外
◎いろんな病院にかかっていても１冊にまとめましょう外
◎肌身離さず、持っておきましょう外

…いろいろな病院の薬の情報を一つにまとめておくことが大切ですお薬手帳を持つ上での注意点

紙媒体（冊子）と電子媒体（アプリ）の利便性の比較

電子媒体（アプリ）紙媒体（冊子）
QRコード等、画像データの読取変換、
または本人が入力

ラベルシール等の貼付、
または本人が筆記記 録 方 法

携帯電話等は緊急避難時でも忘れず持
ち出されることが多い

常時携帯する場合、A6サイズは扱いに
くいという意見もある携 帯 性

携帯電話等の暗証番号でロックするこ
とができる

誰でも見ることが可能
（緊急時などは使いやすい）セキュリティ

データを全てあるいは一部、ネット
ワークシステムに登録するとネット
ワーク運用者に保管データを復元して
もらうことができる

データ復元ができない
（別途コピーを取っておくことは可能）データの損失

紙媒体と電子媒体にはそれ
ぞれにメリット・デメリッ
トがあります。
自分にあったものを選んで
利用しましょう！
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るもの。練習時間が長くなり課題を処理しきれなくなる
場面が当てはまるでしょう。そしてもう１つは慣れです。
比較的容易な課題が続くと無関係なことが割り込んでき
ます。練習中に他のことを考えてしまうことはありませ
んか。この３つが単独あるいは複数重なると見逃しや見
落としの大きな要因となります。では、ハイテンション
な状態（ビジランス上昇）にすればいいかと言うと必ず
しもそうではありません。興奮し、ドキドキ感が生まれ、
あがりという感情につながります。つまり適切なレベル
でのビジランス維持がエラーを防ぐポイントとなりま
す。
　練習においては量より質にこだわりメリハリをつけ飽
きのこないメニューを作る。その中で一部難しい課題に
も取り組む。これらを参考にしていただければ、見落と
しやエラーが少なくなり、より集中できるはずです。
そして、スポーツにより楽しく取り組め、パフォーマン
スも向上すると思います。

　同じ基礎練習や反復練習が大切なスポーツにおいて、
単調な動作の繰り返し、練習が長時間になる場合、注意
力散漫・集中力欠如に陥ることも少なくありません。
　長時間にわたって注意を維持する指標に「ビジラン
ス」という考え方があります。色々なスポーツシーンに
活用できるのではないでしょうか。しっかり注意を払っ
たり集中しているつもりでも人にエラーはあります。い
つも簡単にできるプレーが今日はできなかった。サッ
カーでいえばフリーの場面なのにトラップミスをした
り、シュートを外したりしてしまう。何故でしょうか？
　「ビジランス」とは英和辞典的には「警戒」専門用語的
には「覚（醒）度」「注意持続性」と置き換えられます。
このビジランスの低下がミスの原因なのです。では、ビ
ジランスの低下の原因は何でしょうか。主に３つの原因
が考えられます。１つは覚醒水準の低下です。試合前日
興奮して寝不足になり試合当日眠くなってしまうような
状況。２つ目は情報処理（注意）の配分の不適切から来

もっと集中・そこ注意

会員企業お知らせコーナー

姫路市医師会
スポーツ医学
委員会

長 久 浩 明

新商品が完成しました。【グリーティングムービー】と言います。
結婚式参加の皆様にQRコードつきのグリーティングカード（名刺サイズ）
を渡し、二人の動画を見て頂きます。
用意するのはスマホ一台だけ。
二人が脚色・監督・カメラマンとなり、思いのままに動画・写真をスマホ
で撮影、LINEで弊社に送付、完成検品後弊社クラウドにアップ。コロナで
結婚式を縮小・キャンセルされたお方には、サプライズプレゼントで結婚
報告（ポストカード無料）。タイピンマイク・三脚付き自撮り棒は無料貸し
出し。
まずは実際の動画をQRコードよりご覧ください。

株式会社 アイ ズ（小林写真館グ ル ープ）

あなたのス マホ 1台でできる
昨日までなかった まったく 新 し いブライ ダ ルビ デ オ新登場

（株）アイズの紹介
昭和59年9月1日 株式会社小林写真館のビデオ事業部として発足し、平成23年
9月1日 法人設立。 ブライダルビデオを主に営業、 現在神戸市中央区と姫路市飾
西に事務所を構えております。
●代　表　者　小林　寛
●本社所在地　姫路市京口町30　●姫路事業所　TEL 079‐266‐3388
●事 業 内 容　ビデオ撮影・編集、写真撮影・制作
●取　引　先　ホテルオークラ神戸、A N Aクラウンプラザ神戸、
 神戸市・姫路市学校、他
● URL ht tps:/ /g reet ing movie.com

注文にあたりオープニング BG M
など各種セレクトして頂きます。
実際の注文画面です。

滑見本動画はこちら
詳しくはこちら葛

ご覧ください！

新商品につき
先着30名様 半額に
サービス致します ！！
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スタッフの大部分がデザ イ ナーという、
一風変わった印刷会社で
印刷という既存の事業枠にとらわれない
個性派集団を率いる
有 市場印刷 代表取締役
髙島 泰輔 氏 にお話を伺いました。 

「イチバに聞けば「イ チ バに聞けば、、
何とかな何とかなるる」」をを
合言葉に努力し続けた合言葉に努力し続けたいい

12

 業界の景気動向 

　当社が少し前までメインで行ってきた印刷物を使った集
客という行為は、コロナ発生以前から既に大きく変わりつ
つありました。それがコロナ禍でより鮮明になったという
感じがします。催し物やイベントが中止になり、そこに発
生していた印刷物の作成という業務もほとんどがなくなっ
てしまいました。今後コロナがある程度終息した場合でも、
これまでの大量生産・大量消費の時代ではなくなり、印刷
の仕事として残るものは「紙媒体で必要なもの」「現時点で
ペーパーレス化が進んでいないもの」「デザイン的に替え難
いもの」などではないかと考えています。
　情報発信の手段は、デジタル化が進んでいますが、紙媒
体は、デジタルでは伝えきれない素材感やあたたかみなど
の付加価値があります。手に取った人がワクワクするよう
な五感に届く商品の制作が今後の鍵ではないかと思いま
す。

 従業員教育 につ い て 

　実際の現場では、社内スタッフが作った企画やデザイン
に対して、営業担当とデザイナーが「このデザインではあ

 会社概要 
　当社は１９９３年に設立しました。当時は姫路市中央卸売市
場のかまぼこ屋さんの隣で、約３．５坪ほどの店舗でした。
そのことが、市場印刷という社名の由来になっています。
　現在、従業員数は１２名で、スタッフのほとんどがデザイ
ナー、イラストレーター、W EBディレクターといった制作
スタッフと共に、様々な企画やデザインを作成しています。
　市場印刷という社名ではありますが、どちらかというと
デザイン・企画・制作会社に近く、今では印刷物の製作と
いう既存の事業の枠を飛び越え、集客や販売促進の提案を
中心に、商品や企業のブランディング・イベント企画・
ホームページの制作から解析・運営、さらにはポスティン
グ業務・VR製作など、お客様の様々なご要望にお応えしな
がら事業を行っております。

 経営理念 

　当社が取り組んでいる事業というのは、いわゆる潤滑油
のようなものではないかと思います。「あれば便利」「ちょっ
と教えてほしい」といったお客様のお困りごとを解決する
役目となり、お客様にプラスアルファを提供する仕事では
ないかと思っています。「そんな方法があったのか」「そう
そうこれが欲しかった」と言ってもらえるようにデザイン
や企画力を提供できるよういつもアンテナを張り巡らせて
います。
　常にお客様の隣にいる、気軽な相談相手であるために
「イチバに聞けば、何とかなる」を合言葉にこれからも努力
し続けていきたいと思っています。

「イチ バ に聞 けば、何とかな る」を合言葉 に

有限会社市場印刷

コ ロ ナ禍により 情報発信の手段が様変わり し た

デザイナーの特性を活か したチー ムづくり
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 好きな言葉 

　好きな言葉は、「 如  実  知  見 」です。これは座禅の本に書い
にょ じつ ち けん

てあった言葉で、“現実をあるがままに見る”という意味で
す。物事を楽観したり悲観したりせず、苦しい場面に遭遇
しても辛抱して現実や自分自身をよく見ることによって苦
しさの原因は自分自身であるという事実に気がつけば、そ
の苦しさはその場で消え去ってしまうものだということで
す。実行するにはとても難しいことですが、特に今のよう
なコロナ禍においては励みとなる言葉です。

 頑張っ ていること 

　当社は、約１３年前からインターネットサイトで「 十  八  番 
お は こ

プリントドットコム」という名刺の印刷通販事業を行って
おります。“名刺・激安”というキーワードにおいて全国で
も上位検索され、サイトより毎日定期的なご注文を頂いて
おります。その事業の中で試行錯誤しながら培ってきた
ネット販売のノウハウは、様々な企業様のサイト運営にお
いても役立つものとなっております。
　現在行っている新しい取り組みは、非接触による集客・
営業システムとして、モデルハウスや施設等の見学をバー
チャルで行うための「VR（バーチャルリアルティ）撮影・
画像作成」や「ウェブ展示会の提供」、リアルの展示会へ集
客するための「デジタルスクラッチ（抽選システム）提供」
を行っていま
す。また、「E C 
サイトシステム
構築」や「S NS
広告運用代行」
も行っていま
す。
　さらにS DG s
の観点からきちんと管理された森林から生産された製品で
あることを証明するF SC認証紙（森林認証）制度への取り
組みを行っています。
　これからも少しでもお客様に求められているもの、また
喜んで頂けるものを追い続けていきたいです。

かんのちゃうか」と熱い議論を戦わせることが数多くあり
ます。その議論の結果、企画やデザインを通してお客様に
とても喜んで頂いた時は、それまでの苦労が吹き飛ぶほど
嬉しく達成感もひとしおです。スタッフにはこの喜びや達
成感を味わってもらいたいと思います。この成功体験が次
の仕事へのエネルギーとなり成長にもつながるものだと考
えています。
　社内においてはデザイナーが中心ということもあり、「ど
こでどんな花が咲くか わからない」と自由な発想を大切
にしています。その反面まとまりにかける部分もあるかも
しれません。そのようなこともあり、５年程前からスタッ
フが自主的に、毎日１５分程度の立ちミーティングを行い、
スケジュール確認や気づいたことを話すようにしていま
す。
　最近では、デザインという分野においても働き方改革と
いうことで労働生産性の向上が求められています。当社で
は、「考える時間」と「作業時間」の２つに分けて、過去
データのパターン化や社内での共有、さらにはお客様との
ヒアリングシートの作成・作業フローの見直しに取り組み
始めています。

 将来の抱負につ い て 

　お客様に喜んで頂ける良いものを提案するために、まず
大切なことはお客様のそばで考えるということだと思いま
す。ヒントがお客様から得られることが多く、それをデザ
インやクリエイターの力で見える化し、効果的な方法で具
現化することが大切ではないかと思っております。これま
で販促・売上増強・集客などに特化した事業で様々な企業
様からご相談を受け、たくさんの現場での機会を与えて頂
きました。これからもお客様のお役立ちができるようス
タッフ一同全力で取り組んでまいります。

 趣　味 

　趣味は、十数年前に子供が飼いはじめたことがきっかけ
でイシガメの飼育と釣りに行ったときに、余ったシラサエ
ビを持ち帰ったことがきっかけでシラサエビの飼育をして
います。飼育しているシラサエビは、情が湧いて釣りの餌
にできないので、釣りに行く度に増えています。
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所在地：〒６７２‐８０４９ 姫路市佃町３７ O‐BLD Ⅱ ２F
ＴＥＬ：０７９−２７６−０１５５
ＵＲＬ：https://www.ichiba-printing.com/

会
社
概
要

好きな言葉 は如実知見

コ ロ ナ禍で需要が増大 した
非接触の集客・営業シ ステ ムやSDGsへの取り組み

お客様に喜ん で頂 け る「お役立ち」を求めて

趣味 はイシガ メ とシラサエ ビ の飼育
VR（バーチャルリアリティ）モデルハウス展示会
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中小企業倒産防止共済

14

定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」欄に記
載します。個人の確定申告では法人税のような様式がないので、
任意の明細書を作成して添付することになります。
　また、倒産防止共済は任意に解約することができ、解約手当
金を受け取ることができます。この解約手当金は、法人の益金
または個人の事業所得の総収入金額として処理します。
　４０ヶ月以上加入していれば解約手当金の返戻率は１００％にな
ります。
　前述のとおり、取引先の倒産により売掛債権等が回収困難に
なった場合には、無担保・無保証人で支払済掛金の１０倍まで借
入れができます。借入れは無利息ですが、借入額の１０％にあた
る額が支払済掛金から控除され、次回借入れをする際はその分
の借入枠が減少します。さらに、控除された１０％の掛金は、解
約手当金の権利も失われてしまいます。
　例えば、取引先の倒産で売掛金の回収が困難となり１，０００万円
の借入れをした場合には、１００万円が支払済掛金から減額され、
将来解約した際に本来受け取れるはずの解約手当金が１００万円
減ってしまいます（返戻率１００％の場合）。実質的には１０％の利
息を前払いしているようなものです。倒産防止共済の借入れを
検討する際はこの点を考慮し、安易な借入れはしないようにし
ましょう。

中小企業倒産防止共済の制度と税務上の取扱いについて
教えてください。

中小企業倒産防止共済制度は、中小企業基盤整備機構が
運営する共済で、取引先事業者が、倒産した際に、中小
企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度で

す。
　取引先の倒産により売掛債権等が回収困難になった場合に
は、無担保・無保証で支払済掛金の１０倍（上限８，０００万円）まで
借入れができます。
　掛金は月額５千円から２０万円まで、５千円単位で自由に設定
でき、途中で増額または減額することも可能で、支払総額が８００
万円に達するまでかけることができます。
　掛金は全額損金または必要経費に算入されますので、節税対
策として利用されるケースも多いです。掛金を前払いすること
も可能で、例えば年度末に１年分の掛金（最大２４０万円）を支払
えば、その全額を支払った年度の損金または必要経費に算入す
ることができます。なお、個人の必要経費にできるのは事業所
得に限定されており、不動産所得等の必要経費にすることはで
きません。掛金を必要経費に算入するためには、申告書に明細
書を添付する必要があります。法人の場合には別表１０（６）の「特

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

介護休暇・子の看護休暇の時間単位取得について
※令和3年1月1日に施行 社会保険労務士解説

改正のポイント
全ての労働者が時間単位取得の対象となる。
●半日単位の適用除外となる「所定労働時間が短い労働者※」
を定めていた条文（則３３、３９）を削除。
※「１日の所定労働時間が４時間以下の労働者」

●引き続き一定の労働者※は労使協定により対象から除外する
ことができる。
※①勤続６カ月未満の労働者
　②週の所定労働時日数が２日以下の労働者
　③時間単位で子の看護休暇又は介護休暇を取得すること
が困難と認められる業務に従事する労働者（１日単位
での取得は可能）

原則は“中抜け”なしの時間単位
●省令では「１日未満の単位は、時間であって、始業の時刻か
ら連続し、または終業の時刻まで連続するもの」と規定（則
３４①、４０①）
●すなわち、就業時間の途中に抜けて再び戻ってくるような休
暇の取得を認めることまでは求めてはいない。

●一方で、指針（大臣告示）では、「始業の時刻から連続せず、
かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位での休暇の取得を
認めること…等制度の弾力的な利用が可能となるように配慮
すること」を求める。

半日単位での取得を認めることは義務でなくなる。
●今回の改正は、これまでの「半日単位」を「時間単位」に置
き換えるもの。

●このため、これまで省令に規定されていた半日単位取得に関
するルールは、規定上はなくなる。

●一方で、指針（大臣告示）では、「労使協定の締結により時間
単位での休暇の取得ができないこととなった労働者であって
も、半日単位での休暇の取得を認めること等制度の弾力的な
利用が可能となるように配慮すること」を求める。

改正後改正前

中抜け無しの時間単位
（１時間の整数倍の時間）中抜け無しの半日単位

休暇を取得
できる１日
未満の単位

全ての労働者が取得できる１日の所定労働時間が４時間
以下の労働者は取得できない

１日未満の
単位での休暇
の対象労働者

原則
１日単位又は中抜け無しの

時間単位
●１時間の整数倍の時間　　
●労働者の希望する時間数で
　取得可能とする必要　　　

原則
１日単位又は中抜け無しの

半日単位
休暇を取得
できる単位

例外（業務の性質・実施体制に
照らして時間単位取得が困難
な場合に労使協定を締結）

１日単位

例外（業務の性質・実施体制に
照らして半日単位取得が困難
な場合に労使協定を締結）

１日単位

変更なし

①雇用期間が６月に満たない
労働者（労使協定あり）
（法１６の３②／法１６の６②）

②週の所定労働日数が２日以
下の労働者（労使協定あり）
（法１６の３②、則３６、告示／ 
法１６の６②、則４２、告示）

取 得 不 可

※「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再
び職場に戻ることを指す。
●中抜けありの時間単位での休暇の取得を認めること等制度の弾力的な利用が可能
となるように事業主が配慮することを指針で規定。
●労働者は、希望する時間数で休暇を取得することができる。
●業務の性質又は業務実施体制に照らして、時間単位で休暇を取得することが困難
と認められる業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休
暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができる。

→
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時間外・休日労働協定（36協定）の
年の途中での変更は可能か？

当社では、これまでの労働時間の実態を踏まえて長時間
労働とならないよう臨時的特別な事情がある場合に適用
される特別条項による時間外労働についても労働基準法

で定められた上限時間よりも少ない時間数（法定上限時間の
８０％程度）で３６協定（様式第９号の２）を締結し労働基準監督
署に届け出ています。この度、製品トラブルにより仕様変更や
クレーム対応の業務が大幅に増え、特別条項を適用して時間外
労働を行っています。しかし、特別条項で協定した時間外労働
の範囲内で対応できないことが予想され、労使間協議で合意が
得られれば、時間外労働を労働基準法で定められた上限時間ま
で拡大して３６協定を再度協定・届出をしようと考えていますが
そのような取扱いは可能でしょうか。

１．３６協定における起算日の重要性
　２０１８年の労働基準法改正（２０１９．４．１～＊中小企業：
２０２０．４．１～）では、時間外労働を１月単位、１年単位で

厳格に管理して労働者の健康確保の強化を図っているのです
が、１月単位、１年単位での時間外労働管理を行うには、起算
日を決めて起算日を起点に管理をすることが重要となっていま
す。

２．厚生労働省の見解
　　～起算日の変更を伴う３６協定の変更は認められない～
　厚生労働省は都道府県労働局長あて通知において「対象期間
の途中で時間外・休日労働協定を破棄・再締結し、対象期間の

起算日を当初の時間外・休日労働協定から変更することはでき
るか。」の問いに対して「時間外労働の上限規制の実効性を確保
する観点から…対象期間の起算日を変更することは原則として
認められない。」（＊注）として、起算日を変更する３６協定の変
更を認めないと解しています。
＊注：「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する

法律による改正後の労働基準法関係の解釈について」平
成３０年１２月２８日付け基発１２２８第１５号の記の第２の問５に
対する答５

　一方で、起算日を変更しない３６協定の変更については言及し
ておらず、起算日を変更しない３６協定の変更は少なくとも禁止
はされていないと解することができます。

３．ご相談の３６協定の変更は可能か？
　これまでの労働時間の実態や長時間労働の防止の観点から労
使間で協議を重ねて３６協定を締結・届出されたことと思います。
まず、特別条項で協定した時間外労働の範囲内で対応できるよ
う仕事の進め方、人員配置、応援態勢等を工夫し、それでもな
お対応できない場合に３６協定の変更を検討していただくことを
お薦めします。
　ご相談の３６協定の変更の可否ですが、御社の特別条項では労
働基準法で定められた上限時間の８０％程度の時間で協定されて
いるとのことですので、①起算日を変更しない②労使の合意が
得られ、労働基準法で定められた上限時間の範囲内の変更であ
れば、３６協定の再締結・届出も可能と考えられます。

Ａ

Ｑ

円以下にすると、小売業やサービス業の場合には中小企業基本
法上の「中小企業」として取り扱われますので、様々な補助金
や助成金を受けることができるようになります。
　なお、減資のデメリットとして、資本金が少なくなり、会社
の信用力が下がる懸念が挙げられたりしますが、資本金の金額
のみで信用力を判断するわけではありませんし、大幅な減資で
ない限りそれほど気にする必要はないように思います。

３．減資の手続き
　減資を行うには、まず株主総会の特別決議を経る必要があり
ます（会社法３０９条２項９号）。但し、例外として、定時株主総
会における欠損金を補填する場合の「無償減資」については普
通決議で足りるとされています。
　その上で、債権者に異議を述べる機会を与えるために、減資
に関する官報公告を行い、かつ、知れている債権者には個別に
催告手続きを行わなければなりません。その際、債権者が異議
を述べることができる期間として、上記官報公告や催告から１
か月以上の期間を空けておかなければなりません（会社法４４９条
２項）。
　以上のとおり、減資を行うに際しては、株主総会の開催や債
権者の異議申述のための期間を確保する必要がありますので、
ある程度スケジュールに余裕を持って行う必要がありますの
で、ご注意ください。

株式会社の資本金の額を減少すると、何かメリットがあ
るのでしょうか。資本金の額を減資するにはどのような
手続きが必要なのでしょうか？

　
１．減資とは
　株式会社は、会社法記載の手続きを経ることで、資本
金の額を減少（減資）することができます（会社法４４７条）。

この減資の方法としては、実際に株主へ払い戻しを行う等して
資金が減少する「有償減資」と、帳面上欠損金の補填を行うだ
けで実際には資金が減少しない「無償減資」に分けられます。

２．減資のメリット
　減資をするメリットとしては、「有償減資」の場合は、減資し
た金額を剰余金に振り替えることができますので、株主への配
当金を増やすことができるという点が挙げられます。
　また、「無償減資」のメリットとしては、前述のとおり欠損金
の補填ができますので、累積した赤字を消すことができ、帳簿
上の見た目が良くなるという点が挙げられます。
　欠損金がない会社でも、節税対策として利用できる場合があ
ります。例えば資本金１億円を超える会社の場合、資本金を１
億円以下にすることで、法人税の計算上、軽減税率の適用を受
けることができたり、法人事業税の外形標準課税を免除される
等の優遇措置を受けることができます。また、資本金を５，０００万

減資のメ リ ッ トとその手続方法 はりま法律事務所
弁護士　加 藤 恵 一

Ｑ

Ａ
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会員数推移データ（R３．２．２０現在）
６６９全　　体
４４３第一部会（従業員数１００人未満）
１３８第二部会（従業員数１００人以上５００人未満）
８２第三部会（従業員数５００人以上）
６団　　体

会 員 情 報

＜順不同・敬称略＞

◆ウシオライティング株◆
◯新  執行役員 福崎事業所長　森谷　　聡 氏
◯旧  代表取締役社長　中森　克己 氏

◆株帝国電機製作所◆
◯新  代表取締役社長執行役員　頃安　義弘 氏
◯旧  代表取締役社長執行役員　白石　邦記 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

◆兵庫ベンダ工業株◆
① 本丸　勝也 氏
② 姫路市網干区浜田１５５５‐１６
③ 鉄鋼・非鉄金属の加工成形、土木・機
　 械・電子回路設計 他

新入会員紹介

◆株 I H I 相生事業所◆
◯新  相生事業所長　牛込　智章 氏
◯旧  相生事業所長　小澤　重雄 氏

副会長・代表者変更

理事変更

コロナ禍の収束が見えず、様々な業界への影響が続いていま
す。そこで今号の特集では、「飲食店を応援しよう！」というこ
とで、テイクアウトやデリバリーサービスに取り組まれている

企業を紹介させて頂きました。さらに座談会では、コロナ禍をはじめとする世の中のあ
らゆる問題に、経営者の方がどのように立ち向かっているのかを伺いました。今後も厳
しい状況が続きそうですが、この会報誌Bridgeを通じて少しでも明るい話題やお役に立
てる情報を会員企業様に提供していきたいと思います。是非、今回紹介させて頂いたお
店をご利用ください！！

編 集 後 記

事務局
船曳さやか

代表者変更
◆ウシオライティング株◆
◯新  代表取締役社長　小田　聰樹 氏
◯旧  執行役員 福崎事業所長　森谷　　聡 氏

◆白鷺ニット工業株◆
◯新  代表取締役社長　三木　一正 氏
◯旧  代表取締役会長　三木　正義 氏

◆有姫路給食◆
◯新  代表取締役社長　有川　裕之 氏
◯旧  　　　　　　　　有川　孝治 氏

有姫路給食
有川　孝治 氏
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

弔　　　事

姫路市 から 要望書  への 回答新春経済講演会を開催し まし た！

講師：西日本電信電話株 猪俣貴志 氏

　１月２７日水に「２０２１年新春経済講演会」を開催いたし
ました。「DXによって変わる企業経営とは」と題し、
西日本電信電話株式会社 取締役 デジタル改革推進本部
本部長 猪俣 貴志 様を講師にお迎えしました。
　加速するDXをはじめ、様々なデジタル経営について
お話を頂き、約７０名の方々にご聴講頂きました。

（主催：姫路経営者協会・姫路商工会議所・（一社）神戸経済同友会西播部会） 　去る１１月１８日水に『２０２１年度 姫路
市政に関する要望書』を提出し、２月
１７日水に姫路市長より『回答書』を受
け取りました。
※要望書の内容については、Bridge1･2月号の
お知らせコーナー（P13）に掲載しています。
　回答書の内容については、当協会HP会員専用
ページに掲載しています。
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姫路経営者協会 会報 

播磨の経営者が語る！！
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