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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 tp:/ /www.himawarimenu.jp/
営業時間・注文受付時間　月〜金曜日　8：00〜16：00
定 休 日　土・日・祝日　※法人様については土日祝でも配送を承っております。
注文締め切り　個人様向け宅配お弁当：2営業日前の正午まで　法人様向け仕出しお弁当：1週間前まで

葛店舗HP　ht tps:/ /www.hime jicastlehotel.co.jp/
テイクアウト受付期間　1週間前までに要予約（個数の変更は3日前まで）
テイクアウト受取時間　11 ：00〜17：00

捌店舗での感染対策
詳しくは、HP新着情報「感染防止対策」
をご覧ください。

捌お店の方からのひとことPR
姫路市内10個以上から配達いたします。

ひまわりメ ニューサー ビ ス株式会社
〒670‐0952 姫路市南条6番地 TEL 079‐223‐5010

姫路キヤッ スルグ ランヴ ィ リオホテ ル
〒670‐0940 姫路市三左衛門堀西の町210番地 TEL 050‐5847‐7755（営業部直通）

捌サービス内容
コロナ禍で懇親会など会食ができない
状況の中、少しでもホテルの味をお伝
えすることができればと思い懐石風・
和食・洋食のお弁当をご用意いたしま
した。

捌おすすめメニュー
華（はな）は和食2段の見開き
型の器に入ったお弁当で、
当ホテルの定番でお持ち帰り
一番人気です。
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エグレッタ　3,300円（税込）華　3,300円（税込）爛漫　5,500円（税込）

仕出し弁当
見積ご相談

捌店舗での感染対策
主にデリバリーがメインになるので、配達スタッフの対策になります。
毎日の検温・体調管理、使用器具や資材のアルコール消毒、マスク着用、
ソーシャルディスタンスを保っての接客・行動（従業員間も含む）。
捌お店の方からのひとことPR
個人様も法人様も1食から配送を承っております。（仕出しイベントお弁当
は最低ご注文金額15,000円以上の設定あり。）ご要望にあわせて金額、
種類や提供方法の提案をいたします。お気軽にご相談くださいませ。

捌サービス内容
高齢者様向け個人宅配が、外食や
お買い物のリスク回避で伸び、施
設様は、人手不足を代替えできる
調理済み商品の需要が増えまし
た。企業様向けは、個包装のお弁
当が感染症対策になり、会議用に
ご利用いただいております。

捌おすすめメニュー
管理栄養士監修の健康的なお弁
当がおすすめです。高齢者様へ
はやわらかさに配慮し、食事制
限が必要な方向けの献立も提供
しております。企業様向けには、
仕出しお弁当を、リーズナブル
な価格で提供いたします。 らくらく弁当

530円（税込）〜

カロリー調整食　810円（税込）〜

いきいき弁当　610円（税込）〜

たんぱく調整食　820円（税込）〜
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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
コロナ疲れのママを応援！ 昨年2月、新型コロナ感染拡大防止対策のた
め、臨時休園、休校が相次いだころから、私たちは急遽、「子育て応援
します　学童ランチ100円」のサービスを始めました。（保護者同伴）

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　【平日】ランチ　 11：00～15：00（ L .O）／ピザ＆デザート 15：00～17：00（ L .O 21 ：30）
　　　　　　　　 ディナー 17：00～22：00（ L .O 21 ：30）
　【金・土・祝前日】ランチ　 11：00～15：00（ L .O）／ピザ＆デザート 15：00～17：00（ L .O 22 ：00）
　　　　　　　　 ディナー 17：00～22：30（ L .O 22 ：00）
定 休 日　無休

ア ルバータファミ リ ア（㈱ アルバータダイニング）
〒670‐0837 姫路市宮西町4‐36（姫路警察署北向） TEL 079‐287‐0105

捌サービス内容
・ナポリピザのテイクアウト　全9種
　1,430円（税込）～
・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 Eatsでナポリピザの宅配サー
ビス

　（Uber Eats アルバータファミリア 検索）

捌おすすめメニュー
・ナポリピザマルゲリータ
・クワトロフォルマッジ
小麦は人工的な酵素や添加物を加え
ていないナポリのカプートを使用。
「ベスビオ火山灰」で作られた石窯で
焼くピザは、縁はカリッと、中はほ
どよいモチモチ感で焼き上がりま
す。

マルゲリータクワトロフォルマッジ

捌店舗での感染対策
入店時の検温・手指の消毒。各テーブルにパーテーションを設置し飛沫防止策
をしています。

捌お店の方からのひとことPR
デリバリー弁当は全10品。季節メニューもありますので是非ご利用ください。
全品ご飯付き 690円、おかずのみ 550円。

葛店舗HP　ht tps:/ /www.haga - net.co.jp/
営業時間　9：00～19：00（ L .O 18：30）（9：00～10：30まではモーニングタイム）
定 休 日　不定休　※電話・公式ホームページで確認下さい。
デリバリー受付時間　前日の15：00までに要予約（当日注文不可）

道の駅みなみ波賀　レ ス トラン 楓の里（宍粟メイプル ㈱）
〒671 ‐4241 宍粟市波賀町安賀8‐1 道の駅みなみ波賀 TEL 0790‐75‐3999

捌サービス内容
新規事業として、デリバリーサービ
ス開始。店舗近隣をエリアとし、弁
当のほか、野菜や店舗内の焼き立て
パンなども併せてデリバリー商品と
して各家庭や事業所へお届けする。
地域に根差したサービス展開を進め
る。

捌おすすめメニュー
味噌カツ弁当。自社ブランドの
波賀味噌とブランド牛「宍粟牛」
の出汁を合わせた、ここでしか
味わえない味噌だれが大人気。
甘辛でしつこくないたれは一度
食べたら癖になります。

味噌カツ弁当　690円（税込）
※写真はイメージです。
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捌店舗での感染対策
レジ前シールドや入店時使用するアルコールの設置。
また、お客様への注意喚起を常に行っています。

捌お店の方からのひとことPR
事前予約で市内配達も承っています。

葛店舗HP　ht tps:/ /www.maneki - co.com
営業時間　9：00～20：00
定 休 日　無休（グランフェスタの休館日に準ずる）

た けだの穴子め し まねき本店（まねき食品 ㈱）
〒670‐0927 姫路市駅前町363‐ 1 TEL 079‐223‐8652

捌サービス内容
穴子めしお持ち帰り専門店のたけだの
穴子めしは、弊社配送センターを活用
し市内配達を開始。また、Uber Eat s
やフードパンダ、出前館などデリバ
リーサービスを開始し自宅にいても購
入できるように取り組んでいる。

捌おすすめメニュー
秘伝のたれで味付けした肉厚の
穴子を穴子のダシで炊いたご飯
に隙間なく盛り付けた穴子め
し。西脇市の金ゴマや京都のぶ
どう山椒など細部にもとことん
こだわった商品です。

レギュラー　1 ,782円（税込）

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
こだわりの珈琲や色鮮やかな抹茶スイーツ、サクサク＆ふわふわの自家
製ワッフルをお楽しみいただけます。
店名の通り「和」の癒し空間が広がる店内は、明るく開放的でリラック
スできる空間となっております。また店内でお召し上がりいただけるメ
ニューはテイクアウトでき、自家製アーモンドバターやケーキなども販
売しておりますのでちょっとした手土産にもぴったりです。

葛店舗HP　ht tp:/ /www.shinki - f s.co.jp/
営業時間　7：30～22：00（ L .O 21 ：00）
定 休 日　不定休

カフェサン タマリ ア 和み（㈱ 神姫フードサービス）
〒670‐0913 姫路市西駅前町1番地4 キュエル姫路1F TEL 079‐285‐5753

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
・アーモンドバタートースト　単品350円（税込）
マーガリンを一切使わずバター100％で作ること
で香り高く、ダイス・パウダー・スライスといっ
た3種類の異なる形状のアーモンドを使用し、砂
糖はグラニュー糖を使用することで表面がパリッ
とフロランタンのような食感になり素材本来の香
りと食感を楽しんでいただける1品です。

アーモンドバタートースト
単品350円（税込）
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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
会議所店では合計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く
ださい。
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捌店舗での感染対策
検温、入り口での自社製山田錦アルコールでの手指の消毒。
マスクでの対応。

捌お店の方からのひとことPR
2021年3月20日～4月8日にフランスのパリで開催された第15回
フェミナリーズ世界ワインコンクール2021にて、「龍力玄妙」が金賞
受賞しました。

葛店舗HP　ht tps:/ /www.t at ur iki.com
葛オンラインショップ　ht tps:/ /t at ur iki. shop - pro.jp
営業時間・定休日　龍力ショップ　10：00～20：00
　　　　　　　　　テロワール館　月曜日～土曜日　9：00～17：00　日曜日・祝日は休み

株式会社
本田商店

捌サービス内容
龍力の蔵がある場所に、山田錦の土壌
標本（モノリス）を見ながら試飲、購
買ができるテロワール館を開設。
また、龍力の商品が買えるオンライン
ショップを開設しました。

捌おすすめメニュー
・大吟醸 龍力 米のささやき
・特別純米テロワールセット

秋津

葛会議所店　ht tp:/ /seiko - club.com/ 葛福　亭　ht tp:/ /seiko - f uku t ei.com/
葛三 日 潮　ht tps:/ /seiko - sousha.com/ 葛吉　福　ht tps:/ /www.hot pepper.jp/st r J 001203784/
テイクアウト受付時間　会議所店　9：00～18：00／福　亭　 9：00～18：00
　　　　　　　　　　　三 日 潮　9：00～18：00／吉　福　10：00～19：00

株式会社
清交倶楽部

会議所店●姫路市下寺町43 姫路商工会議所 B1　TEL 079‐281 ‐6800 代
三 日 潮●姫路市総社本町190番地　TEL 079‐224‐ 1113
福　　亭●姫路市亀井町75番地　TEL 079‐222‐8150
吉　　福●姫路市駅前町353 ダイワロイネットホテル姫路1F　TEL 079‐287‐9908

三日潮
おもてなし弁当▶
2,200円

捌サービス内容
SEIKO CLUB 商工会議所店・和
ダイニング 三日潮・おもてなし
DINING 福亭・天ぷら 吉福とも
各店の特徴をいかしたお弁当が豊
富に。オフィスでの会合後の昼食
や交流会などやご家庭でのご利用
にぜひ。2日前の要予約。

捌おすすめメニュー
・会議所店は肉厚の牛フィレ
　「ステーキ弁当 2,300円」
・三日潮は多種多彩のおかずが人気
　「おもてなし弁当 2,200円」
・福亭は美味なお惣菜とお造り
　「会席弁当 1 ,650円」
・吉福はサクサク、ジューシー
　「牛カツ弁当 1 ,000円」

◀会議所店
　ステーキ弁当
　2,300円

◀福亭
　会席弁当
　1 ,650円

吉福
牛カツ弁当▶
1 ,000円

龍力ショップ●〒670‐0927 姫路市駅前町188‐ 1 姫路駅地下街グランフェスタ2番街 B1F
　　　　　　　 TEL 079‐221‐3562
テロワール館●〒671‐1226 姫路市網干区高田361 ‐ 1
　　　　　　　 TEL 079‐273‐0151

大吟醸 龍力 米のささやき
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※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。

捌店舗での感染対策
従業員の検温、マスク着用、多数の方が触れる箇所のアルコール消毒

捌お店の方からのひとことPR
姫路の銘酒・ヤヱガキ酒造の直営店。
清酒から焼酎、梅酒までメーカー直営店ならではの品揃えは、姫路のお土産探
しに最適です。
限定商品の販売も行っております。

葛店舗HP　ht tps:/ /www.yaeg aki.co.jp/sake/
営業時間　8：30～20：00
定 休 日　ピオレおみやげ館に準じる

八重垣 JR 姫路駅（ヤヱガキ酒造 株）

名城酒造株式会社

〒670‐0914 姫路市豆腐町222（pioleおみやげ館内） TEL 079‐226‐2906

〒679‐2123 姫路市豊富町豊富2222の5 TEL 079‐264‐0181

捌サービス内容
八重垣JR姫路駅でしか購入する
ことができない限定商品をご用意
しました。また、健康食品の品揃
えを強化しました。

捌おすすめメニュー
・純米大吟醸 黒乃無 720ml
 5,940円（税込）
・純米大吟醸 青乃無 720ml
 2,970円（税込）
・限定 八重垣 純米生酒 720ml
 1,422円（税込）

葛店舗HP　ht tp:/ /www.mei joshuzou.co.jp
営業時間　8：30～17：00
定 休 日　土・日曜、祝日　※土曜営業の場合あり

捌サービス内容
一般流通商品の他に特別なお酒を
ご提案いたします。蔵元でしか購
入できない非流通「隠し酒」をご
案内しております。

捌おすすめメニュー
純米 隠し酒、本醸造 隠し酒（無
濾過生原酒）各種1.8L・720ml、
及び季節限定「4月～8月」冷酒商
材など

捌店舗での感染対策
社内全員マスク着用、入り口及び各階にアルコール消毒を設置、検温の徹底。
ご来店の際はマスク着用のお願いと体温37.5度以上の発熱、咳など風邪の症状
があるお客様のご来店はお控えいただいております。

捌お店の方からのひとことPR
日々の晩酌～ご贈答品はもちろんのこと季節に応じた美味しいお酒を多数揃え
ています。
姫路市内での酒販店様、スーパー様より多数お取り扱いいただいておりますの
でお気軽にお問合せください。
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司会　姫路経営者協会
広報委員会

天野　治
（常盤堂製菓株式会社 代表取締役社長）

経営者からみた
人材育成とは
〜社員の自主性・主体性を
 高める に は？〜

　企業を支える若手社員（入社１〜１０年程度）に対 し て、
自主性・主体性を求める声があります 。経営者の皆様が
日々、若手社員の方に対 し てどのよう に感 じ、どのよう に
接 し て育成され ているのかお話を伺いま した。
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株式会社藤橋商店
代表取締役

藤橋　拓志 氏
従業員数
　１５０名（平均年齢３０代前半）
　外国実習生が１５名。

太平工材株式会社
代表取締役

平位　稔之 氏
従業員数
　８０名（平均年齢３２～３３歳）
　２０代の社員が半数を占める。

株式会社寳角ギヤー
代表取締役

寳角　雅之 氏
従業員数
　１００名（平均年齢４３歳）
　非正規除く

天野：さっそくですが、若手社員の傾向をどう捉えてい
らっしゃいますか？

寳角：私は、時代を『戦前』『戦後〜昭和５０年まで』『昭和
５０年以降』の３つに分けたときに、昭和５０年より前と後で
はまったく考え方が違うと思っています。そういう違った
考えの人たちが一つの企業で仕事をしているので、感覚の
面で重なりあわない部分はたくさんあると思います。
　例えば、我々世代の仕事に対する考え方は“一生懸命働
いてたくさん稼げ ”という感覚ですが、若い人たちは“「普
通に働いて給料はこのまま」ではダメですか？”という違っ
た感覚があるのも事実です。この違った感覚とどう向き合
うかは今後の人材育成の大きな課題と考えています。
　また、おとなしい人が増えていると感じています。失敗
した時にはっきり謝れば済むことでもそれが言えずに、上
司や先輩に違った印象・評価を持たれてしまっていること
も多くあると思います。

平位：私は昭和４２年生まれで社長に就任して１５年経ちま
す。社長に就任した当時は３８歳だったので、２０代の社員と
違和感なく話をしていましたが、５０歳を超えると少し感覚
が違うと感じるようになり、苦労しています。また、我々
世代が日常使っている言葉が通じなかったり、物事を捉え
る感覚が違うと思うこともあります。
　そういう中でコミュニケーションを取っていかないとい
けないので、昔のようにすぐに分かり合うのは難しいと
思っています。

日常使っ ている言葉が通じなかったり、
感覚が違うと思うことが多い

物事を捉え る感覚が我々と重なりあわない部分が
あり、元気良く対応できない人が多い

葛若手社員の気質や
　物事を捉え る傾向につ い て  
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藤橋：私は、素直な人が多いと感じています。
　私は昭和３７年生まれで、３９歳で社長に就任したのです
が、私の父親の代から働いてくれていた世代の方は口では
「はい」と言っていても、頑固で行動に移してくれないこと
もありました。しかし、今の若い人の方はなんでも吸収し
ようという姿勢があるように思います。
　昔は社員を叱って指導をしていたこともありましたが、
今は褒めて認めて、それを伝えていくことで、彼らは自分
の存在価値を感じ、この人は自分を見てくれていると感じ
たらドンドン心を開いてくれます。当社の採用は新卒中心
に考えていますので、説明会では経営理念を説明し、共鳴
する人しか採用していません。高校生の採用もありますが、
入社から苦労することを覚悟しています。その覚悟という
ものは、私自身を成長させてくれるために彼らを採用する
という覚悟です。

葛若手社員と接す る際に心が けていること  

天野：個人として、若手社員と接する際に心がけていらっ
しゃることはありますか？

平位：とにかく普段から声をかけるようにしています。声
をかければ話をしてくれますが、待っているとなかなかコ
ミュニケーションは取れません。話題は限定せず、とにか
く会話をし、「何かあった時には相談してね」という声かけ
をしています。
　現在はコロナで難しいですが、懇親会を実施した時は、
懇親会の場で普段関わりの少ない人にも声かけをし、全員
と公平・平等に接するようにも心がけていました。

藤橋：私が心掛けているのは毎朝、私が笑顔で挨拶をする
ことです。社員には『できる限り私が挨拶したら、立って
挨拶してほしい』とお願いしています。
　また、社員と直接、話をして、気持ちや想いを聞くよう
にしています。先日は岡山の養鶏場で働くミャンマー人の
実習生が国へ帰りたいと言っているという話を聞いて、養
鶏場を訪問しました。そこで今の思いや将来について話を
しました。本人たちは『日本で運転免許証が取りたい』と
いうことだったので、“うんこ漢字ドリル”を提供しまし
た。そして、教習所の費用も会社が全額負担することを約
束しました。するとその日から積極的に一生懸命に言葉も
学ぶようになりました。現在も頑張っています。
　若い人たちに関心を持ち、「あなたの人生はこうしたら良
くなるよ」と話をすると一挙に前向きな姿勢に変わります。
こちらの接し方次第で全てが変わってくると思います。

寳角：私は会社だけに通用する人材を求めているわけでは
ありません。若い人たちが結婚をしたりすると、町内会や
隣保で何か役を仰せつかることもあります。その時に皆様
のお役に立てる人になっておいてほしいと思っています。
社内の稲荷神社の榊の供え方など、日本人として覚えてお
いて損はないような一般常識を社内のちょっとしたきっか
けを活用して、話をしたり教えたりするようにしています。
　要するに外部の方に「あんた若いのによう知ってるなぁ」
と言われて嫌な気にはならないということです。
　また、１００人程度の小さな会社でも話をする機会が少な
い社員もいます。そういうときは、その方の趣味を他の方
から教えてもらい、その趣味を少しかじって、話題づくり
をし、交わるきっかけを作っています。普段あまり話をし
ない方でも話をすることで私の人柄を知って頂くことが大
切だとも思っています。自分が社員の皆様方と心を近づけ
られるように日々心がけています。

天野：会社として社員の方の自主性・主体性を高めるため
の取り組みはありますか？

藤橋：当社の立地は田舎で、職場には３Ｋと呼ばれる養鶏
場もあります。こんな会社にどうすれば人を集めることが
できるかと考え、経営理念を作りました。現在は各職場で
朝礼時に読み上げています。何のために生きているか？働
いているか？を毎日話していると考えてくれるようになっ
てきています。
　私の夢は『致知』を全社員が読破することです。そうす
れば、当社のレベルは確実に上がると信じています。社員
には私が毎月、テーマを３つ選んでどれか１つ感想文を提
出してもらっています。さらに各部署で発表会を行って、
そこでコミュニケーションを図っています。この活動は続
けることに意味があると思っています。

寳角：当社では今までの人事制度を根本から見直し、自
己・上長査定を仕組みに取り入れ、社員の方々にとって透
明性の高い制度改革を実施しています。またスキルアップ
の機会を社員全員に公平に与えずに「スキルアップを鎧」
とお題目を唱えても経営者のエゴに過ぎない。という振り
返りに基づいて、週に平均２科目程度ですが昨年より勉強
会を実施しています。社員が講師を務めていますので、講
師自身も人に教えるために勉強したり、工夫をして頑張っ

なん でも吸収し ようという姿勢がある

全員と公平に接し、普段から声が けをし ている

笑顔で挨拶す る こと。
そし て 、相手に関心を持ち、相手を想っ て話をす る

葛会社とし ての主体性・自主性を
　高める取り組み は ？  

社内勉強会を実施 し、
会社報で自分の想いを伝え ている

経営理念を毎朝礼時に読み上げ 、
『致知』の読書会を行っ ている

自分の人となりを知っ てもらい、
自分から心を近づ け る
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談するように」と言っていますがなかなか相談しない方が
意外に年配者に多いところですね。
　ただ若い人たちは、純粋に相談できると思うようで、相
談や意見をする方が増えてきました。たまにこのやり方を
したら失敗するかな…と思うこともありますが、失敗覚悟
で任せることもあります。そんな失敗は軌道修正できる範
囲ですので失敗することも身をもって体験するのも必要と
考えています。主体性を持つということは「実践させてみ
る」ことなのだと思います。この自主性・主体性を進める
原動力は社員に対する仕事への感謝と御礼を言葉にするも
大切なことだと思っています。

平位：若手社員には失敗を恐れず、何でも任せていきたい
と思います。しかし、真面目な人の中には『自主性・主体
性＝任せられた仕事を全部自分一人でやること』と思って
しまう人がいます。そうではなく相談をしたり、人に頼る
ことも大事なコミュニケーションの一つですので、自分か
ら発信してほしいと思います。これができない人が多いよ
うに思いますので、我々が気を配っていかなければと心に
留めています。

藤橋：まず１つ目は、自分という存在がかけがえのない存
在で、 １０代さかのぼれば先祖は１，０２４人になり、 自分の命は
脈々と受け継がれて来たものであることを知ってもらいた
いです。そして、２つ目は、当社も採用している中村文昭
さんの『返事は０．２秒外』『頼まれごとは試されごと』『でき
ない理由は言わない』『そのうちと言わず、今できることを
やる外』という４つの鉄板ルールを魂を込めて行うと人生
が変わるということを伝え続けています。このルールを実
践して、人から好かれる人に、そして、人に使われやすい
人になってほしいと願っています。
　また、我が国の大きな問題「少子高齢化・人口減少」に
対しても国家政府がやる前に、子育て支援金の援助を昨年
から行うことを決めました。 第３子には３００万円、 第４子に
は５００万円、第５子には１，０００万円の賞与を月割り１０万円ず
つ支給するというものです。今年社内恋愛で結婚したご夫
婦が最初の支給対象者になる予定です。だから、会社はあ
なたを守る、どんなことがあっても守るから安心して下さ
いと伝えています。

天野：皆さんのお話から、社員の自主性や主体性を導き出
すために我々も時間を取って関わっていくことが大切だと
改めて思いました。また、若い方に期待すると同時に経営
者サイドも若い方に応えられるように変わっていかないと
いけないと思いました。この度は大変貴重なお話を聞かせ
て頂き、誠にありがとうございました。

てくれています。勉強会の後は、レポートを提出してもら
い、私は受講者すべての方へコメント・感想を書かせても
らっています。本人に返したあと、その内容についてもた
まに会話することもあり、これもコミュニケーションツー
ルの一つとして今後も続けていきたいと思っています。
　また、コロナの影響で昨年度より全体朝礼を現在行って
おらず、少人数による部門朝礼のみに変更しています。そ
のために社長としての私の考え方が伝わらないもどかしさ
があり、総務部発行の会社報に積極的に私の想いを掲載し
て頂いています。この社内報は給与明細に同封して社員の
ご家族にも読んでもらっており、たまにその反響のお言葉
を頂きますので、これも続けていかなければと思っていま
す。

平位：若い世代はメール自体をしなくなってきております
ので、現在はLINEが主体です。昔は入社前に新入社員と
手紙のやり取りをしていました。それがメールになり、現
在は個人メールアドレスを持っていない人もいるため、す
べてLINEで行っています。
　また、社内では様々なイベントやプロジェクト活動、委
員会活動を行っており、若い社員に幹事やリーダーを務め
てもらって自主性や主体性、リーダーシップを身に付けて
もらうようにしています。小さな成功体験を積むことに
よって自分たちで考え、実行することの喜びや達成感を感
じてもらいたいと思っています。

葛若手社員に期待す ること  

天野：コミュニケーションの手段として社内木鶏会や社員
間での勉強会、LINEでのやりとりがあり、コミュニケー
ションの取り方が大事になってくると思いますが、若手社
員の方にこれから期待することはありますか？

寳角：これからの若い方に身に付けて頂きたい力は“こじ
つけ力”です。どんな案件でも自分の考えが正しいと言い
切る屁理屈というかこじつける力です。ちょっと意地悪な
質問をされても折れない力です。
　自分が正しいと考えたことを一生懸命説明して、こじつ
けでもいいから自分がどう考え何がしたいのかを相手に説
明できるようになってほしいです。
　社員の主体性を高める努力は当社にとって急務です。
　しかし、主体性と標準作業、規則や規律という相反する
部分はありますが、主体的仕事を進める環境づくりという
点においては多く社員のモチベーションを私が奪っていた
のかも…反省している限りで、結果を恐れず仕事を積極的
に任せるようにしたところ、仕事もスムーズに進むように
なりました。今の課題としては「悩んだらすぐに上司に相

社内イ ベ ントの幹事や リーダ ーを
若手社員に喜びや達成感を体感し てほしい！！

“こ じ つけ力”を身につけ 、自分がど う考えたのか、
ど う し たいのか伝え る力を身に付けてほしい！

相談や 人に頼ることも大事な コ ミ ュニケーション

自分がかけが えのない存在であること、
4つの鉄板ルー ルに魂を込めると人生が変わる
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　戦後製粉業として創業し、播州素麺の製造を経て、その
技術を持って即席めんの製造に参入し、世界で２番目に即
席めんを作ったメーカーとされています。
　主力商品であるイトメンのチャンポンめんは、今年で発
売５８周年となる超ロングセラー商品です。添付の「エビ、
椎茸」の出汁が、あっさりとした飽きの来ない味として親子３代にわた
り多くのファンに支持されています。一方、昭和５５年には食塩を入れず
に製麺する「無塩製麺」を開発し、即席めんの減塩には早くから取り組
んできています。
　本場播州素麺の「蔵熟成」や「月の輪」「小神」等の手延素麺に使用す
る素麺を１年以上専用倉庫で熟成させており、高品質の素麺として提供
しています。西日本でのそば食文化の定着に貢献したと言われる昭和５１
年発売の「二八そば」は、つゆ付き乾麺のパイオニアでもあります。
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セールスポイント

お客様の「くらし」に寄り添い、創業100年

セールスポイント

三木産業株式会社

　当社は大正８年に石炭、コークスの販売を始め、
時代の移り変わりとともに石油、LPガスと主にエネ
ルギーを中心に取り扱ってまいりました。
　当社が取り扱うLPガスはクリーンエネルギーの
代表格であり、ポータビリティに優れるなど災害時
にも強いと近年見直されつつあります。
　当社のガス充填所は大規模災害時に、重要なライフライン
であるLPガスを安定的に被災地に供給できるよう、経済産業
省よりLPガス中核充填所として認定を受けております。
　また、兵庫県知事から『LPガスの保安の高度化に特に積極
的に取り組んでいる』と認定を受けた認定液化石油ガス販売
事業者でもあります。
　エネルギー事業に加え、介護事業、ミネラルウォーター事
業、リフォーム事業と、「くらし」に特化した事業を展開し、
地域の皆さまに『安心、安全、快適、便利』な生活を提案・
提供していくことが当社の使命と心得、ひき続き『まっすぐ
まじめに』努力してまいります。

幸せ創造企業

会社概要  

●代表者名　橋本　雅彦
●所 在 地　姫路市木場１１７０番
●TEL．０７９‐２４５‐１７１７　F AX．０７９‐２４６‐２６１６
●ホームページアドレス　http://mikisang yo - g r p.co.jp/

●設　　立　１９１９年７月
●資 本 金　１，０００万円
●事業内容　ＬＰガスの卸・小売、ボトルウォーターの製造・宅配、
 介護事業
●取引先・販売先　一般顧客
●取扱商品・製品　ＬＰガス、ボトルウォーター、介護用品

会社概要  

●代表者名　伊藤　充弘
●所 在 地　たつの市揖西町小神８４１
●TEL．０７９１‐６３‐１３６１　F AX．０７９１‐６３‐１３６７
●ホームページアドレス　http://www . itomen.com
●設　　立　１９５０年４月

●資 本 金　６，９３０万円
●事業内容 即席袋麺・即席カップ麺・乾麺・手延べめん類の製造及

び販売
●取引先・販売先　食品卸問屋、食品スーパー、ドラッグストア他
●取扱商品・製品　イトメンのチャンポンめん、カップチャンポンめ

ん、カップ山菜そば、播州素麺蔵熟成、二八そば、
「月の輪」播州手延素麺、麺龍播州手延らーめん他

イ ト メ ン株式会社

二八そば

ミネラルウォーター製造工場LPガス貯槽タンク

サービス付き高齢者向け住宅
『エンシア白浜』

本社

チャンポンめん

本社・工場
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　自動車運転者による死亡事故の原因は、 安全運転義務違反によるものがトップですが 、 その中でも
漫然運転による死亡事故は最も件数が多くなっています 。意識が散漫になり重大な事故を起こさない
よう、運転す る時は集中し て安全な運転を心がけ ま しょう！

集中力や注意力が低下し、ぼんやりと考え事をしながら運転している状態。
前方への注意が散漫になり、危険の発見が遅れてしまいます。

漫然運転とは？

引用：令和２年における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について（警察庁 交通局）
　　　交通事故総合分析センター イタルダインフォメーション№９０

■こんなことが原因に！！
・考え事やストレスにより、注意が散漫になる
・疲労や睡眠不足がたまっている
・同乗者との会話に夢中になる
・運転慣れによる過信
・単調な道路での長時間運転

■こんな危険運転につながります！
・信号の見落とし　　　　　　・ウィンカーの出し忘れ
・ふらふらして安定しない　　・一定の車間距離が保てない
・ブレーキ操作の遅れ　　　　・スピード違反
・横断中の歩行者や車道を走る自転車に気づかない

 事故の事例 　漫然運転による四輪自動車と歩行者との事故
　冬の暗い１８時ごろ、夜勤出社のため３０代の男性は普通自動車に乗り込み、中央線のない暗い直線の市道を運転して
いました。通勤のためほぼ毎日通行する道で、慣れやいつも通りに交通が閑散としているのに気を許し、ぼんやりと
約５０㎞/ｈで走行していたところ、突然、右から左に横断歩道以外を横断中の歩行者に気付きました。しかし、気付い
たのが遅く約５ｍ先に跳ね飛ばしてしまいました。この事故で歩行者は頭部に重傷を負いました。もっと前方に気を
つけながら運転していれば、このような事故は起きなかったと推測されます。

 脇見運転と漫然運転の違い 
　脇見運転は、運転中に他の物（看板や景色等）に気を取られたり、座席やダッシュボードから
落ちたものを拾おうとするなど、何かに気を取られて前方から視線を外した状態で運転すること
です。
　スマートフォンを見ながら運転する「ながら運転」も脇見運転として厳罰対象となります。

（Bridge２０２０年１･２月号（P１４）に詳細を掲載）

漫然運転をしないよう、予防・対策をしましょう！！
・疲れる前に休憩をとる
・仮眠をとる
・ガムを噛む
・音楽を聞く
・スマートフォンはドライブモード設定にしたり電源を切り、通知音が鳴らないようにする
・風邪や花粉症等で体調が悪い時の運転はなるべく控える
　薬には眠くなる成分が入っているものもあります。
　服用して運転する場合は、医師や薬剤師に相談し、車の運転に支障がないか必ず確認しましょう！！

原付以上運転者の法令違反別 死亡事故件数の推移（安全運転義務違反） ※各年１２月末
2020年2019年2018年2017年2016年

331341412429429運転操作不適
安
全
運
転
義
務
違
反

366456518545593漫 然 運 転
238363371394412脇 見 運 転
4746686282動静不注視
300321360365341安全不確認
6054738473安 全 速 度
4454454233そ の 他

〈「原付以上運転者（第1当事者）の法令違反別死亡事故件数の推移」（警察庁）を加工して作成〉

安全運転義務違反の中でも、
漫然運転が常に上位に！！

スマートフォンは気をとられない
よう見えない所（鞄の中や後部座
席）に置きましょう！！ ×

漫然運転は、死亡事故に繋がり
やすく、非常に危険です　　　

Title:P10 HAZARD.eca Page:1  Date: 2021/04/20 Tue 11:12:16 
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ことがわかっているため、新型コロナワクチンは接種し
た方がいいと考えています。新型コロナワクチンは新型
コロナ感染を抑制するだけでなく、重症化も防ぐとされ
ており基礎疾患を有する人こそ接種による利益が大きい
と考えています。
　先ほど接種できない方であげられているアナフィラキ
シーとは重いアレルギー反応でワクチン接種後３０分以内
に喘息発作のような強い呼吸困難や、血圧低下を起こし
ます。新型コロナワクチンの成分で身近な成分はポリエ
チレングリコールでこの物質にアレルギーを持っている
方は新型コロナワクチンの接種はできません。ただポリ
エチレングリコールは安全性の高い物質で、身近なとこ
ろでは歯磨き粉、リップクリームや食品添加物、下剤な
どに使用されています。
　ところで新型コロナワクチンは強制ではありません
が、私は接種の順番が来たら迷わず接種するつもりでい
ます。

　３月より医療従事者より新型コロナワクチンの接種が
開始され、その後高齢者、基礎疾患を有する方、高齢者
施設などの従事者、６０歳から６４歳の方、その他の方の順
に接種予定となっています。最近医院でよく質問される
のが、私は接種してもいいんですかという質問です。ワ
クチンを受けられない人は明らかに発熱をしている方、
重い急性期疾患にかかっている方、ワクチンの成分に対
してアナフィラキシーなどの重度の過敏症の既往のある
方となっていますので、ワクチンを受ける時に発熱が
あったりして体調が悪い方以外はほぼすべての方が接種
できることになります。ただ接種を受けるのに注意がい
る方で心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基
礎疾患のある方が挙げられており、私の医院の患者さん
は心疾患の方が多いので皆さん心配されているようで
す。しかしながら私は心疾患で通院中の方みなさんに接
種できますよと答えています。むしろ心疾患などの基礎
疾患を持っている方は新型コロナ感染で重症化しやすい

新型 コ ロ ナ ワクチンにつ い て

お知らせコーナー

姫路市医師会
スポーツ医学
委員会

森 田 雅 人

合同入社式・新入社員研修を開催しました
　去る３、４月に合同入社式・学卒新入社員研修会・新入社員研修訓練
コース・電話応対マナー研修を実施しました。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形となりま
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。

新型コロナウイルス感染対策
　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　等
　学卒新入社員研修会・新入社員研修訓練コース・電話応対マナー研修は講義式にて実施、机1台につき1人着席

合同入社式

●合同入社式
　４／１（木）　２２社　参加者３８名　引率者２３名

●学卒新入社員研修会
　４／２（金）　１２社　参加者４３名　引率者６名

●新入社員研修　訓練コース
　３／２９（月）、４／８（木）、４／９（金）、４／１５（木）、
　４／１６（金）、４／１９（月）、４／２０（火）
 ６８社　参加者１７５名　

●電話応対マナー
　４／２（金）、４／１２（月）、４／１３（火）　２６社　５１名

新入社員研修 訓練コース
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三
浦　

浩
二 
氏

構内荷役請負事業や自動車関連事業、
損害保険代理店業務など
多岐に亘る事業を展開し
コロナ禍においても
日々、事業拡大の手立てを模索し ている
株 太子産業 代表取締役
三浦 浩二 氏 にお話を伺いました。 

品質と安全の確保を最優先し品質と安全の確保を最優先し、、
社員・お客様両方社員・お客様両方へへ
「安全・安「安全・安心心」」を提供していきまを提供し ていきますす

12

 経営理念 

　当社が運営する全ての事業に通ずる最大の使命は、「品質
及び安全の確保」だと思います。
　基本理念は、「品質及び安全の確保を最優先に業務を遂
行する」「働きやすい職場、協力できる組織づくり」です。
その基本理念を使命として構内荷役請負事業では、製品の
品質を保つためには流通通箱の品質状態が良くないと維持
することができません。また自動車関連事業では、お客様
へ安全・安心かつ快適にレンタカーをご利用いただくため
に清掃・点検の行き届いた車両を提供することが重要で
す。
　そのため職場では、お互いを尊重し、協力し合える、よ
り良い環境を構築し、強い組織を作るために日々努力して
います。

 業界の景気動向 

　構内請負事業に関しては、昨年の５～７月の３ヶ月間は
新型コロナウイルスの影響により非常に苦しかったのです
が、秋頃からは徐々に前年の９割５分くらいに戻り、現在
も同程度の売上をキープすることができています。ありが

 会社概要 
　当社は、自動車関係の会社に勤めていた父が取引先から
レンタカー事業を譲受、社内起業し有限会社太子レンタ
カーとして昭和５７年５月１２日に設立しました。設立後、人
材派遣事業への参入を契機に有限会社太子産業へ社名変
更、所属会社を退社、正式に独立し、後に株式会社へ組織
変更し、現在に至っています。
　事業内容としては、三菱電機グループ企業の物流拠点
（物流倉庫内）において製品を納入するための流通通箱の入
出荷管理及び仕分けや洗浄作業、フォークリフト作業を請
負う構内荷役事業と、自動車関連事業としては、昭和５９年
に兵庫県下で最初に福祉車両を導入以来、福祉車両を扱う
レンタカー事業を行っています。事業所としては、本社・
白浜作業場・千代田町作業場があります。従業員数は４８名
です。

全ての事業において
品質及び安全の確保を最優先！！

株式会社太子産業

会社全体と し ては依然厳 しい状況

本社

福祉車両レンタカー
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して採用活動に力を入れて取組んでいます。
　もう１つは、昨年、旅客事業を廃止して事業規模を縮小
しましたので、既存事業を拡大していきたいと考えていま
す。具体的には、請負事業については取引先が１社のみで
すので、今後さらに増やしていきたいと考えています。

 趣　味 

　趣味は、ジョギングです。ほぼ毎日４～５㎞スポーツジ
ムや自宅・会社周辺を走っています。月～土曜日は仕事終
わりに、日曜日は朝早起きを
して走っています。元々身体
を動かすことが好きで、走っ
ている時は何も考えずに没頭
することができるので、一番
のストレス解消になっていま
す。

 好きな言葉 

　好きな言葉というよりも自分の中で大事にしていること
として、「何事も気づいた時に、後回しにせずすぐに行動す
る」ということです。気付くタイミングによっては、人か
らすれば今頃気付いたかと思われる時もあるかもしれませ
んが、自分が気付いた時にすぐに考えを改めたり、その考
えをもとに行動することを心掛けています。

 頑張っ ていること 

　昨年、事業規模を縮小してから作業場へ出向いて朝礼に
参加する機会が増え、社員と直接コミュニケーションが取
れ、これまで以上に意思疎通が図れるようになりました。
請負事業を継続していくには、より密なコミュニケーショ
ンをとり組織を強化していくことが、元請から信頼され、
仕事を任せてもらえる一つの要因だと思っていますので、
これからも組織の強化に力を入れながら精一杯頑張ってい
きたいです。

たいことに今後１年程度も、過去一番売上が良い時くらい
の数値が保てそうです。
　自動車関連事業に関しては、昨年２月から落ち込みまし
た。当社は、法人よりも個人のお客様にご利用いただくこ
とが圧倒的に多く、自粛要請による旅行需要の減少の影響
は計り知れません。
　しかし、引越しやイベントの搬入といった需要があり、
少しではありますが回復しています。
　また昨年まで旅客運送事業も行っていましたが、新型コ
ロナウイルスの影響により撤退しました。
　請負事業は、回復傾向にありますが、会社全体の事業規
模としては縮小していますので、まだまだ厳しい状況です。

 従業員教育 につ い て 

　従業員教育は、元請からいただく危険予測等の資料を配
布し、職場でどのような問題点・改善点があるかを社員全
員で考え、改善意見を提出してもらっています。その意見
が採用されると改善手当を支給し、社員のモチベーション
が向上するように取組んでいます。作業に従事している社
員の意見を参考にし、業務改善を行ってきた結果、元請か
ら２０１７年度の安全品質において上期・下期ともに最優秀賞
を受賞。更に年間最優秀賞も受賞しました。そういった取
組みの成果により、現在の元請会社からは３０年間継続して、
取引をさせて頂いています。
　最近は、弁護士の先生をお招きしてパワハラ・セクハラ
の防止に関する講習も行いました。

 将来の抱負につ い て 

　将来の抱負は、２つあります。
　１つは、新入社員を採用して後継者として一から教育し
ていくことです。そのために、合同企業説明会などに参加
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所在地：〒６７０‐００６５ 姫路市上手野２５８‐１（本社）
ＴＥＬ：０７９−２９３−６５２２（代表）
ＵＲＬ：http://www .taishi-sang yo.com/

会
社
概
要

社員全員で業務改善活動を通 し て、
意識の向上を図る

後継者の採用と事業拡大

業務改善活動 表彰状

ジョ ギングが一番のス ト レ ス解消

より 強靭な組織づくり

何事も気付いた時 に考えを改めたり 行動す る
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子会社株式等に
投資損失引当金を計上  した場合の
評価損と し ての損金算入の可否

14

務上困難なときがあることに鑑み、健全性の観点から、この
リスクに備えて引当金を計上する場合

　これらの取扱いは、市場価格がある子会社株式等についても、
市場価格がある程度以上下落している場合には、下落期間およ
び実質価額等を考慮して同様に適用されます。
　一方、税務上、子会社株式等について、その子会社等の資産
状態が著しく悪化したため、その時価が著しく低下した場合に
は、評価損の損金算入をすることができます。その場合の評価
損の損金算入は、法人が子会社株式等の評価換えをして損金経
理によりその帳簿価額を減額することが必要です。これは、子
会社株式等の帳簿価額を直接減額することを前提にしていま
す。
　しかし、評価損の損金算入に関して、引当金方式や積立金方
式の適用を認める旨の明文の規定はありません。このような規
定がない以上、投資損失引当金の計上をもって、損金経理によ
りその帳簿価額を減額した、ということはできません。
　よって、会計上、投資損失引当金を計上しても税務上、評価
損として損金算入をすることはできません。

会計上、市場価格のない子会社株式や関連会社株式につ
いて、実質価額が著しく低下したものの、回復可能性の
判断が実務的に困難であるような場合には、リスクに備

えて投資損失引当金を計上することが認められています。税務
上も、この投資損失引当金は、評価損として損金算入できます
か。

会計上、市場価格のない子会社株式や関連会社株式（子
会社株式等）について、次のいずれかに該当する場合に
は、 投資損失引当金を計上することができます。 ただし、

減損処理の対象になる子会社株式等については、投資損失引当
金による会計処理は認められません。
①子会社株式等の実質価額が著しく低下する状況には至ってい
ないものの、実質価額がある程度低下したときに、健全性の
観点から、これに対応して引当金を計上する場合
②子会社株式等の実質価額が著しく低下したものの、会社はそ
の回復可能性が見込めると判断して減損処理を行わなかった
が、回復可能性の判断はあくまでも将来の予測に基づいて行
われるものであり、回復可能性の判断を万全に行うことは実

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

社会保険労務士解説

高齢者の勤労意欲をそぐ在職老齢年金の支給停止基準を
47万円に引き上 げ　2022 年（令和 4 年）4月施行！

在職中の年金受給の在り方の見直し（改正内容）
　６０〜６４歳に支給される特別支給の老齢厚生年金は、年金の支
給停止基準が現行の賃金（「その月の標準報酬月額」＋「直近１年
間の賞与の合計額÷１２」）と年金月額（「老齢厚生年金（年額）
÷１２」）の合計額２８万円が４７万円に引き上げられます。すなわち、
賃金と年金月額の合計額が２８万円〜４７万円の場合年金の支給停
止がなくなります。
　このように、４７万円までは年金の支給停止がないということ
になれば６０歳以降の雇用契約等を締結する上でこれまでの障害
がかなり緩和されるのではないでしょうか。なお、６５歳以降の
支給停止基準は、これまでと変わりなく、４７万円です。

特別支給の「報酬比例部分」の支給開始年齢は次のとおりです。

年齢６０前後の従業員が多数います。働きながら老齢厚生
年金を受け取る場合、給料の額に応じて年金の一部ある
いは全額が支給停止されるため、６０歳以降の雇用契約等

を締結する場合に大きな障害となっております。この度の年金
制度改正によって、在職中の年金支給停止基準について改正さ
れると聞いておりますがどのようになるのでしょうか。

この度の改正内容は、より多くの人がより長く多様な形
で働く社会へと変化する中で長期化する高齢期の経済基
盤の充実を図るため①短時間労働者に対する被用者保険

の適用拡大、②在職中の年金受給の在り方の見直し、３受給開
始時期の選択肢の拡大、４確定拠出年金の加入可能要件の見直
し等が行われます。
　一方、この４月から７０歳までの就業機会を確保するための努
力義務を盛り込んだ改正高年齢者雇用安定法が施行されまし
た。同改正法は、上記３の老齢年金の受給開始時期の選択肢の
拡大（６０歳から７０歳まで自分で選択可能となっている年金受給
開始時期について、その上限を７５歳に引き上げる）と大いに関
連するものであります。
　ご質問は、②に関連するものなので今回はこの部分に絞って
説明させていただくことにします。

Ｑ

Ａ

報酬比例部分の
支給開始年齢女性の生年月日男性の生年月日

６１歳１９５８年４月２日〜１９６０年４月１日１９５３年４月２日〜１９５５年４月１日
６２歳１９６０年４月２日〜１９６２年４月１日１９５５年４月２日〜１９５７年４月１日
６３歳１９６２年４月２日〜１９６４年４月１日１９５７年４月２日〜１９５９年４月１日
６４歳１９６４年４月２日〜１９６６年４月１日１９５９年４月２日〜１９６１年４月１日

老齢厚生年金報酬比例部分
老齢基礎年金

６０歳葛 ６１〜６４歳葛 ６５歳葛

葛
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パワーハラスメント対策が事業主の責務・措置義務とし
て明確化されたことに伴い、当社は中小企業ですので、
２０２２年４月１日の施行に向けて準備を進めていますが、

従業員への研修の実施について、対策を熟知している担当者も
おらず、どのように実施するか苦慮しています。

●法的根拠を持ったパワーハラスメント対策
　労働施策総合推進法の改正により、パワーハラスメン
ト対策について事業主等の責務・措置事項が法律により

明確化され、既に２０２０年６月１日から施行されていますが、中
小企業については２０２２年４月１日からの施行（施行までの間は
努力義務）となっています。ご質問の研修等の周知啓発につい
ても事業主の責務・措置義務として法に明記されています。
●パソコンがあれば研修の実施も情報収集も簡単にできる！
　研修の実施と言うと「講師をどうしようか。」「労働基準監督
署や労働局に行ってパンフレットを集めて…」と思われたこと
はありませんか。厚生労働省のポータルサイトを活用すること
でそんな悩みも一気に解決できます。
●検索「明るい職場応援団」へGO
　厚生労働省のポータルサイトの一つ「明るい職場応援団」に
法令解説動画、裁判例、他社の取組事例、具体的事例の解説動
画そして研修実施ツール等など全ての情報が入っています。特
にお薦めは…

①「パワーハラスメントオンライン研修講座」
わかりやすい解説動画と確認テスト、全問正解で受講証明書
をプリントアウト。これで研修が確実に実施できます。

②「動画で学ぶハラスメント」
具体的事例動画での解説。仕事上の指導とパワーハラスメン
トの関係で悩まれたことはないでしょうか。「アウト！セー
フ！上級編」の動画を見ていただければ解決。

③いながらにしてシンポジウムに参加
２０２０．１２．９実施のシンポジウム動画。厚生労働省雇用環境・均
等局長のあいさつ、成蹊大学法学部原教授による基調講演、
落語家立川志らべさんによる高座、取組事例の発表と見ごた
え満載の動画です。（新着ニュース２０２０．１２．２４をクリックして
ください。）

④「明るい職場応援団公式 f acebook」、「明るい職場応援団公式
twitter」でも最新の有益な情報が満載です。
　これから対策を始められる方、もう既に対策は十分に講じて
おられる方も、厚生労働省ポータルサイト「明るい職場応援団」
をご覧になられてはいかがでしょうか。
＊職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児
休業等に関するハラスメントについては、男女雇用機会均等
法、育児・介護休業法により、雇用管理上の措置を講じるこ
とは中小企業についても既に義務付けられています。

Ｑ

Ａ

パ ワーハラスメ ン ト対策のス ター ト は
「明るい職場応援団」へＧＯ！から
～厚生労働省ポータルサイ ト
　活用のお勧め～ 労務相談員 瓜 生 裕 一

15

原司法書士事務所
司法書士　原 　 隆 雄

会社役員変更登記の更正と抹消

押印には押印者全員の市町村発行の印鑑証明書を添付せよとの
意見もありますが、今回は当初の定時総会議事録に押印した印
影と同一のものを押印しました。この更正登記の登録免許税は
２万円です。
　更に、臨時総会での取締役ＸとＹの就任登記のうち、取締役
Ｘの就任登記は無効であるので、登記事項の一部抹消を申請す
る必要があります。無効を証する書類として臨時総会議事録を
作成し、取締役Ｙのみの選任議案を決議した議事録を作成し、
記名押印は前回登記申請と同一の印影を押印します。この抹消
登記の登録免許税は更に２万円必要で、合計４万円となります。
　この種の登記は、事案により、法務局の判断により、登記の
可否が分かれることがあるので辛抱強く説明することが必要で
す。また法務局と提出前に相談できる場合は相談されるのが望
ましいでしょう。

定時総会で重任すべき取締役Ｘを誤って任期満了退任さ
せ、今般他の行政庁の指摘によりＸを復活させる必要が
生じ、たまたま新しい取締役Ｙの選任が必要であったた

め、臨時総会でＸ及びＹの取締役を就任させた。ところが行政
庁から異議があり許認可に不都合が生じたので当初から修正し
たいが、可能ですか？

まず、定時総会における取締役Ｘの任期満了退任とされ
た登記を同日付重任と更正する必要があります。この登
記には錯誤があることを証する書面として、Ｘ等重任の

記載がある定時総会議事録及び就任承諾書、更に錯誤を証する
ものとして上申書を添付します。この上申書の作成者は代表取
締役のみで可能との意見もありますが、登記所の判断もまちま
ちであるので今回は役員全員で上申することにしました。この

Ｑ

Ａ
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会員数推移データ（R３．４．２０現在）
６６９全　　体
４３８第一部会（従業員数１００人未満）
１４４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＞

理事・代表者変更
◆日鉄物流広畑株◆
◯新  代表取締役社長　岩本　芳昭 氏
◯旧  代表取締役社長　岸本　直樹 氏
◆山野印刷株◆
◯新  取 締 役 社 長　山野　正豊 氏
◯旧  取　　締　　役　山野　松夫 氏
◆大阪ガス株◆
◯新  兵庫地区支配人　高月　和義 氏
◯旧  姫路地区支配人　高月　和義 氏
◆グローリープロダクツ株◆
◯新  代表取締役社長　香山　俊彦 氏
◯旧  代表取締役社長　小原　　馨 氏
◆株ダイセル
　姫路製造所網干工場◆
◯新  姫路製造所網干工場長　中島　英彦 氏
◯旧  常務執行役員
　　　　姫路製造所長　白子　直秀 氏

◆タキロンシーアイ株
 網干工場◆
◯新  事務グループ長　植田　英敬 氏
◯旧  事務グループ長　三輪　文喜 氏

理事変更

◆株みなと銀行 姫路統括部◆
◯新  姫路統括部長　植木　光児 氏
◯旧  執行役員 姫路統括部長　藤井　英二 氏

◆株マイナビ◆
◯新  兵庫支社 支社長　井口　隆之 氏
◯旧  兵庫支社 支社長　川島　康司 氏

代表者変更
◆グローリーメカトロニクス株◆
◯新  代 表 取 締 役　小林　祥展 氏
◯旧  代 表 取 締 役　山内　和三 氏
◆タキロンテック株◆
◯新  代 表 取 締 役　大久保俊哉 氏
◯旧  代 表 取 締 役　田中　　力 氏

◆株西松屋チェーン◆
◯新  代表取締役会長　大村　禎史 氏
◯旧  代表取締役会長 CEO

代表者役職変更

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

株東洋機械製作所
会　長　森　　優 氏
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

弔　　　事

　去る４月７日、１度目の緊急事態宣言発令から１年が経過し
ました。昨年の５・６月号は、新型コロナウイルスによる未曽
有の事態に事務局としても対応がままならず、発行を中止いた

しました。今年度は、通常通り発行ができ事務局としてもひとしおです。また、合同入
社式や新入社員研修などの事業もコロナ禍以前と形は異なりますが、無事に実施でき、
ほっと胸を撫でおろす思いです。
　さて、今号の特集では前号に引き続き、テイクアウト・デリバリーサービスの紹介を
いたしました。昨年度は、中止や延期した事業も多く、会員企業の皆様のお役に立てる
ことが少なく、このようになにかしらのお力添えができることを事務局として大変嬉し
く思います。今年度は、従来とは形を変えつつも事業を継続し、会員企業の皆様のお役
に立てるように尽力して参ります。

編 集 後 記

事務局
渋 谷 光 太

猿次号発行予定日　７月１２日（月）
猿発　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）

猿お問い合わせ先　姫路経営者協会
　　　　　　　　　 TEL ０７９‐２８２‐１０１１
　　　　　　　　　 E-mail：keikyo＠h-keikyo.gr.jp

奇数月に発行しております会報誌 Bridgeの
誌面への広告掲載を募集しております。
広告掲載のお申込み・お問い合わせは右記
お問い合わせ先まで！

姫路経営者協会 会報誌
広告募集中！
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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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