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シニア世代の＜豊かな経験と知識＞
を活かしてみませんか

公益財団法人いきいき埼玉では、
シニア世代の就業機会のため
｢シルバー派遣事業」を行ってい
ます。経験豊富なシニアの力を皆
様の職場の課題解決に活用しませ
んか？
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特 集

コロナ禍で増えるオンライン会議におけるコロナ禍で増えるオンライン会議における
効果的な伝え方のポイント効果的な伝え方のポイント

１．ビジネスにおけるオンラインの位置付け
　昨年から一年以上にわたって私たちの生活や経
済活動に甚大な影響を及ぼし続けている新型コロ
ナウイルス。今までの当たり前が当たり前でなく
なる状況に、世の中全体が右往左往してきました。
その中で最も大きな影響となったのが、人と人が
直接会うことを避けなければならない、人が集ま
る場をつくれないということでしょう。密閉、密
集、密接の三密を避けるということが私たちの活
動に大きな制約をもたらしました。
　そんな中、急速に普及したのがMicrosoft Teams
やZoomなどのオンラインツールによるコミュニ
ケーションです。ビジネスでは社内における会議、
打ち合わせはもちろん、取引先や顧客との商談に
至るまでオンラインを通じて意思疎通を図る場面
が急増しました。それだけでなく、新入社員の採
用活動における面接や社員への教育研修もオンラ
インによって行われるようになりました。

　そして、こうしたオンライン化の流れは、たと
えコロナ禍が収束したとしてもすべてが元には戻
らないことが予想されます。例えば、従来は新幹
線や飛行機を使い、場合によっては宿泊も伴って
いた出張などは、オンラインを使えば十分であり、
多くの時間とコストを削減できることが明らかに
なりました。
　つまり、本当に対面で直接顔を合わせなければ
ならない仕事と、そうでなくとも十分に事足りる
仕事の明確な選別が進むことが考えられます。
　オンラインによる業務は対面での代用ではなく、
ビジネスコミュニケーションの一つのツールとし
て重要な役割を果たしていくことでしょう。
　従って、オンラインによるメリットとデメリッ
トを理解した上で、メリットを上手に生かした伝
え方の実践スキルが重要になってくるのです。

２．対面とオンラインの違い
　それでは、対面とオンラインでは具体的に何が

株式会社ナレッジステーション株式会社ナレッジステーション
代表取締役　伊藤 誠一郎代表取締役　伊藤 誠一郎
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違うのかを整理してみましょう(図表１）。まず最
も大きく異なるのは、その場の雰囲気や空気感で
す。目の前で対面することによって生まれる一体
感というものは、画面越しではお互いに感じづら
くなってしまいます。また、どちらかが遠方から
出向いた場合の「わざわざ足を運んで会いに来て
くれた」という気持ちもオンラインでは生まれる
はずがありません。さらに、対面では声の力によ
って伝わっていた熱意や親密感もオンラインでは
ボリューム調整でしか変えられないために伝わり
にくくなります。
　このように比較してみると、やはり対面の方が
多くのメリットがあってオンラインは対面に劣る
ものだと感じる人もいるかもしれません。しかし、
オンラインにも非常に大きなメリットがあるので
す。それは、情報の客観性が強調されるというこ
とです。雰囲気や空気感、熱意などの主観的な要
素が伝えづらくなる半面、そこで交わされる情報
が有益か否かという点にお互いの意識が集中する
のです。
　これは会議、打ち合わせでも顧客への提案でも
ビジネスを前に進める上で非常に大きなメリット
となります。従って、時間とコストを大幅に削減
することができ、客観的な情報を迅速に伝えるこ
とができるオンラインを武器にできるかどうかは、
今後のビジネスシーンにとって重要な要素となる
のです。

１．発言するタイミングの重要性
　では、オンライン会議において具体的にどのよ
うなポイントを意識していけば良いのかを考えて
いきます。
　まず最も重要になるのが、話し手と聴き手の上
手な役割の切り替えです。対面の場合、あからさ
まに相手の言葉を遮るような無礼でもしない限り、
お互いの発言が多少重なってもコミュニケーショ
ンは成立するものです。むしろ話し手側も聴き手
からのダイレクトな反応を期待して、それによっ
て打ち合わせや商談を盛り上げようとする傾向が
ありました。
　しかし、これはオンライン上では極めて大きな
支障となります。空間ではなく、一本の回線を共
有しているため両者の言葉が混ざるとコミュニケ
ーションが成立しなくなってしまいます。また、
自分が話している最中に相手が発言しだすと話を
遮られたという感覚が強く生じてくるのです。こ
の点は、お互いに顔を見ながら話している状況は
同じであるにもかかわらず、対面とオンラインで
は大きく異なってくるのです。
　従って、オンライン会議を行う際には、どちら
か一方が話す順番を提示してお互いに共通認識を
つくっておくことが重要です。例えば「まず、最
初に私から現時点での考えを３分程度で述べさせ
ていただきます」「その後、○○さんの忌

き た ん

憚のない
ご意見をお聞かせいただければと思いますので、
よろしくお願いいたします」といった具合です。
こうしたやり取りはビジネスのコミュニケーショ
ンにおいては、当たり前のことと思われるかもし
れませんが、実際のオンライン会議において曖昧
になっているために話が混線していることは少な
くないのです。
　オンライン会議を円滑に進行していくためには、
お互いが話し手と聴き手の役割の交替をしっかり
意識し、言葉で伝えることを徹底しなければなり
ません。

オンラインによって変わったこと

× その場の雰囲気、空気感
× わざわざ会いに来てくれた感
× 声の力による熱意や親密感
○ 情報の客観性への集中
○ 情報の迅速な伝達

図表１
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とに尽きます。
　まず、自分が伝えたいことをしっかりと説得力
をもって聴き手に届けるためには、最初に結論を
明確にすることから入ります。仕事の流れを確認
するための打ち合わせでは、いつまでに、誰が、
何を、どうやって行うのか等、業務遂行の基本と
なるいわゆる５

※
Ｗ３Ｈを明らかにします。

　仕事上の課題を解決するための会議では、具体
的に何をしなければならないのか、自分が考える
方策について明言することが必要になります。特
に、顧客への提案をする場合には、その商品、サ
ービスの特徴、魅力は何なのか、それを購入する
ことによってどんな価値が得られるのかをはっき
りと述べるようにします。
　オンライン上での会議では、とにかく回線がつ
ながっている状態に対する意識が強く働きますか
ら、聴き手としては「結局、何の話なのか？」「言
いたいことは何なのか？」を早い段階で明確に理
解したいという欲求を強く持っています。
　従って、そのポイントを満足させるために、と
にかく結論から入ることが大切です。もちろんこ
れは、対面における伝え方でも重要になる基本中
の基本ではあるのですが、しっかりと徹底しなけ
ればなりません。ここ一年少々でオンライン会議
はかなり浸透したようですが、一般的には顔が見
える電話のような感覚を持っている人が少なくあ
りません。
　ゆっくり意見を交換しながらコミュニケーショ
ンを図るというよりも、用件を早く伝えてほしい、
そして話のポイントをなるべく早くつかみたいと
いう意識で臨む人が多いことを理解する必要があ
ります。

２．結論を支える理由を具体的に述べる
　さて、結論を明確に伝えたら、聴き手の中には

「なぜ？　どうしてその結論になるの？」という
疑問が生じますから、それを満たすように理由を
明らかにしなければなりません。それも含めて、

１．結論を明らかにする重要性
　では、実際のオンライン会議での伝え方のポイ
ントについて具体的に考えていきます。声の力や
ジェスチャーが効果的に使えない状況の中では、
プレゼンテーション（伝え方）の基本に徹するこ

２．事前準備の重要性
　オンライン会議をスムーズに進めるためには、
事前準備も非常に重要になってきます。従来の対
面においては「そうだなぁー、どうしたらいいか
なぁー」「うーん、何か良いアイデアはないかなぁ
ー」といったようにお互いに考える間があっても
何ら違和感はありませんでした。
　ところが、同じことがオンライン上で起こると、
お互いにとってとても気まずく、つらい時間とな
ってきます。回線がつながっているにもかかわら
ず、誰も発言しない沈黙の時間が流れることに大
きな違和感があるのです。しかも対面時のように
視線を他へ移すこともできませんから、お互いに
沈黙したまま画面の中の相手の顔をじっと見つめ
ることになってしまいます。
　従って、オンライン会議を行う際には、話し合
う議題はもちろん、検討内容や持ち寄ってほしい
アイデア等についてもメールなどを使って事前の
情報共有を徹底しておく必要があります。これま
で会議というと、あまり事前準備などせずに、取
りあえず出席してその場で考える傾向があった人
は意識の転換が不可欠となります。
　そして、事前準備をしっかりとしたにもかかわ
らず、どうしても考え込んでしまう沈黙の時間が
生じてしまう場合は、次の議題に切り替えて次回
までの宿題としましょう。オンライン会議では出
席者全員が一つの場所に集合する必要がないわけ
ですから、細切れ時間を上手に活用することが可
能なはずです。こうした習慣が定着してくれば、
無駄な会議時間の削減にもつながり、業務遂行が
より円滑になってきます。
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まずは話し手のペースでスムーズに伝え切ってし
まいましょう。
　聴き手は理由で判断し、それが妥当であれば納
得する、つまり説得力を受け取るという伝え方の
原則（図表２）がありますから、ここでもとにか
く基本を忠実に実行します。特に、目標達成のた
めの次のアクションを決めたり、課題解決のため
の有効な施策を話し合ったりする場合、さまざま
な意見が出されますが、その妥当性を迅速に判断
するためには理由を議論することに尽きます。対
面での会議以上にスムーズさが要求されるオンラ
インでは、結論の明確化と合わせてこの点も徹底
しなければなりません。

もプレゼンテーションにおける基本原則であり、
対面での会議以上にスムーズさが要求されるオン
ラインでは徹底することが求められます」
　いかがでしょうか。文字数にして約260字、実際
に話した場合は１分もかかりません。この基本中
の基本を忠実に実行することが、スムーズで説得
力のあるオンラインコミュニケーションにつなが
ってくるのです。

　では、具体例としてこの項目でここまで論じて
きた内容を簡単にまとめてみます。
　「オンラインの画面越しでも説得力を出す伝え
方で大切なことは、とにかく結論と理由を明確に
するというプレゼンテーションの基本を徹底する
ことに尽きます」
　「その理由として二つのポイントが挙げられま
す。まず一つ目は、回線がつながっている状態に
対する意識が強く働くため、聴き手は話し手が言
いたいことを早い段階で理解したいと思うからで
す」
　「次に、二つ目は、その結論の妥当性について
聴き手は理由で判断し、納得するからです。これ

１．画面越しの相手との距離を縮める
　それでは次に、顧客との商談の場面を考えてみ
ましょう。コロナ禍によってリモート業務が増え
たとしても新たな仕事を生み出していかなければ
なりませんから、営業、商談は極めて重要であり、
オンライン上でも成立させることが求められます。
　そこで、まず大切なことは画面越しの相手との
距離を縮めることです。特に、初対面の会社や担
当者の場合は、直接会って同じ空間感を共有でき
ない分、オンラインの壁を乗り越えなければなり
ません。そのためには、相手を認めること、理解
して受け入れることが必要になります。
　具体的には、相づちを「YES ＝はい」で徹底す
ることです。新たに商品やサービスを提案すると
き、多くは相手が何らかの課題を抱えており、そ
れを解決することが目的となります。そのため「あ
なた（御社）の現状のやり方はよろしくない」「現
在お使いの商品、サービスでは不十分だ」という
主旨によって、つい否定的な言い回しになってし
まうことが少なくありません。すると提案を受け
る側は気持ちの上で距離感、隔たりを感じてしま
うのです。そこにオンラインという環境が加わる
とその距離感はより遠いものになってしまいます。
　しかし、相手の会社や担当者としては、これま
で一生懸命に考えて取り組んできた経緯やさまざ
まな事情があったことが想定されますから、その
点にしっかり理解を示した上で「当社の商品、サ
ービスを使うともっと良くなりますよ」というよ

プレゼンテーションの基本原則

結　論

理　由

理　由 理　由

妥当性 説得力

図表２
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うにポジティブな表現になることを心掛けましょ
う。

２．プロとしての信頼感を勝ち取る
　さて、相手との距離感が縮まったら次に大切な
ことはプロとしての信頼感です。商品、サービス
の分野においてこの会社、この担当者になら安心
して任せられるという信頼を獲得することができ
なければ、商談が成立するはずがありません。し
かも小さな画面の中では、会社の建物や会議室の
空気感、営業担当者のファッション性等が伝わり
ませんから、話の内容や表現方法で工夫するしか
ありません。そこで商談の中に数字を使った定量
的な情報を多く入れるようにしてみましょう。
　例えば、仮にオンライン会議システムに関する
商談で考えますと、既にオンライン業務を実践し
ている企業は全体の何割なのか？　その内訳とし
て年商や社員数といった規模で見た場合の割合
は？　あるいは業種でみるとその割合にどのよう
な偏りがあるのか？　コロナ前、企業全体の一般
的な出張経費はどのくらいかかっていたのか？
出張に要する平均的な移動時間は？　年代別での
動画コンテンツやライブ配信を習慣的に見る割合
は？　年代別での YouTube とテレビを見る時間
の長さは？　といったように数字で表すことがで
きる事柄がさまざま出てきます。
　同じように自社の商品、サービスとそれに関連
する環境等について数字を使って表現することを
心掛けます。すると、その分野について専門性を
持ち合わせていることが伝わり、プロとしての信
頼感につながってきます。もちろん、そのために
は伝える側自身が数字についてしっかり勉強して
おく必要があることは言うまでもありません。そ
の努力があって、はじめてお客様から信頼される
ようになるのです。

３．実例を挙げてイメージ化を図る
　顧客から信頼感を獲得する仕上げは、実例を多

く挙げることです。自社の商品、サービスを購入
した顧客にはどのような人や会社がいたのか？
どのような利用方法をしているのか？　そして、
どのような効果や価値を得ているのか？　につい
て具体的に伝えるようにしましょう。もちろん具
体的といっても、コンプライアンスの問題があり
ますから、個人や企業が特定できる情報までは明
らかにできませんが、可能な範囲で具体的に伝え
るようにします。
　ここでのポイントは、聴き手の頭の中にその商
品やサービスを買ったり、使ったりしたときのイ
メージ化を図ることです（図表３）。
　他人や他の会社が効果や価値を得ている様子を
伝えることで、自分たちが購入した後の光景を重
ね合わせて考えることができます。そのことが、
実際に購入して利用してみようというモチベーシ
ョンを後押しすることになるのです。これも対面
での商談においても大切なポイントとなるのです
が、小さな画面の中という限られた環境の中で行
わなければならないオンラインでは、極めて重要
な要素となります。

１．資料を送るタイミング
　会議や商談では資料を配布したり、スライドを
投影したりすることがあります。オンライン会議
システムでも画面共有という機能が付いていて、

イメージ化

聴き手 話し手

実例

図表３
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活用されているケースを多く見かけます。そこで、
資料の使い方について対面とオンラインでの違い
について考えてみましょう。
　まずポイントとなるのが、資料を送るタイミン
グです。オンラインではなるべく事前に送らずに
会議や商談が終わった後に送るのが好ましいので
す。
　その理由は、事前に送ってしまうと受け取った
方は気を利かせてあらかじめ印刷してしまう可能
性が高いからです。すると画面よりも手元資料に
視線がいってしまい、画面上でのアイコンタクト
が取りづらくなってしまいます。
　そこで、オンライン会議の場合は話し手側の画
面共有のみにすることで、なるべく聴き手の目線
を上げることを心掛けましょう。対面に比べて画
面越しだと、ただでさえ隔たり感がありますから、
目線を合わせる時間を多く持つことを意識するこ
とが大切です。
　そして、一通りの話が終わった後に、チャット
機能やメールを使って念のために資料を送るよう
にします。もし時間に余裕があるようでしたら、
その場で送った資料を確認してもらい、質問を受
け付ける時間を設けると、後で改めて確認する手
間が省けて効率的です。これまでは、資料は会議
の前にあらかじめ準備しておくものという常識が
ありましたが、オンライン業務ではこうしたワン
ポイントの発想転換をすることも大切になるので
す。

２．スライドには要点のみを記載する
　そして、画面共有に使う資料には要点のみを記
載することを心掛けましょう(図表４）。これも対
面での資料にも通じる基本ではあるのですが、実
際にはなかなか徹底されていません。念のために
という意識からか箇条書きなどで文字が多い資料
を目にすることは少なくありません。
　その結果、口での説明と資料に書かれている内
容が同じになってしまい、結局どこが重要なポイ

ントなのかが分かりづらくなるという状況に陥っ
てしまいます。
　対面でも資料の読み上げのような説明を聞くこ
とはつらいものですが、オンラインでは聴き手の
フラストレーションはさらに強いものとなります。
パソコンの小さな画面の中に資料と話し手の顔が
映っていて、文字で表示されている情報と同じ内
容をしゃべっているのを聞かされるほどつらい時
間はありません。聴き手としては、文字で読ませ
るか、話を聞かせるかのどちらかにしてほしいと
思わざるを得ません。
　従って、会議において何のために資料を使うの
かという本来の目的を改めて考え直す良い機会と
捉えることができます。オンライン業務において
基本中の基本をしっかりと身に付けることで、再
び対面での会議や商談が増えたときにより分かり
やすい資料を提示することが可能になります。そ
のためのトレーニングの機会とポジティブに考え
て、要点のみを記載した資料作りの徹底をお勧め
します。

１．ブレイクアウトルームで活発な議論を
　それでは最後にオンライン会議システムにおけ
る便利な機能をご紹介しましょう。それは、参加
者をグループに分けることができるブレイクアウ
トルームです。これは、会議や商談よりも会合の

画面共有に適した資料の作り方

●会議や商談の前には送らない

●聴き手の目線を上げる

●スライドは要点のみを記載する

●資料の読み上げを避ける

図表４
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２．オンラインはリアルの代用ではない
　さて、ここまでコロナ禍で増えるオンライン会
議での効果的な伝え方のポイントについてご紹介
してきましたが、いかがでしょうか。
　私もこの約一年半において会議や商談、研修や
講演、定例会やイベントといったさまざまな場面
でオンラインを経験してきました。最初は機能の
使い方も含めて試行錯誤をしていましたが、気付
けばごく当たり前の手段として便利に活用してい
ます。
　そんな中、気になっているのが、オンラインに
対して否定的な声が聞かれることです。「オンライ
ンは、リアルに対面できない間の代用に過ぎない」

「リアルは盛り上がるけど、オンラインは盛り上
がらない」「オンラインはリアルに劣っている」と
いう言葉です。
　しかし、本当にそうでしょうか。確かに会合や
イベントなどはリアルに集まって顔を合わせた方
がよいかもしれませんが、会議や打ち合わせは移
動する時間やコストを削減することができてオン
ラインでの実施は非常に効果的です。
　先にも述べた通り、たとえコロナ禍が収束した
としてもオンライン業務がなくなるとは考えられ
ず、使い分けが浸透していくことが予想されます。
それぞれの仕事における本来の目的と効果に対し
て厳密に焦点が当たり、リアルである必要がある
仕事はリアルで、その必要性がない仕事はどんど
んオンラインに置き換わっていくでしょう。
　従って、伝え方もリアルとオンラインでの違い
を明確に捉えて、使い分けていくスキルが求めら
れることになるでしょう。
　そのためには、オンライン会議をコロナ禍だか
ら仕方なく使うもの、リアルには及ばないものと
いう思い込みを捨てて、正面から向き合う意識が
必要だと考えます。今回の内容をぜひ参考にして
いただき、今後のビジネスを加速させるための有
効な手段の一つとしてオンライン業務に取り組ん
でいただきたいと思います。

定例会やオンラインイベント等で大いに活躍して
くれます。あらかじめ具体的なテーマを設定して
１グループを３～５人程度に振り分けてディスカ
ッションをしてもらうのです（図表５）。
　すると想像以上に活発な議論が展開されて、コ
ミュニケーションが活性化されるのです。さらに、
各グループで代表者を決めてディスカッションの
内容を簡単に発表してもらうことで、参加者の発
言が無駄にならないだけでなく、グループごとの
考えを比較することもできます。
　このブレイクアウトセッションは、明確な時間
設定をすることができますので、話し合いの時間
が間延びすることもありませんから、予定された
タイムスケジュールの中で円滑に進めることが可
能になります。
　操作方法に対して難しさを感じる人も多いよう
ですが、決して複雑なことはなく、２、３度操作
すれば簡単に覚えられますし、ネットを検索すれ
ば分かりやすい操作方法に関する説明はいくらで
も入手可能です。
　コロナ禍では、大人数で集まれないことから、
延期や中止に追い込まれている会合やイベントが
多いと聞きます。しかし、こうした機能を積極的
に活用することでオンライン上でも安全かつ活発
に開催することは十分可能です。ぜひ一度お試し
いただければ幸いです。

ブレイクアウトセッションの活用

ディスカッション

ディスカッション

代表者発表

グループ１ グループ2

グループ3 グループ4

図表５
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　昨年度創業60年を迎え、樹脂加工のスペシャリ
ストとして100年企業を目指す同社の松川会長に
話をうかがいました。
■貴社の概要を教えてください。　　
松川　1960年に合成樹脂の切削加工を業務として
創業しました。時代の流れとともに樹脂材料が大
きく発展を続け、機械的強度や耐熱性を向上させ
た特性を持つエンジニアリング樹脂材料が市場に
出てきました。ニーズが拡大し、特に医療機器部
門の需要が増加しました。このようなニーズの変
化に対応するため、第一次経営革新計画を策定し、
その中心事業を新工場建設計画として、国の承認
を得て、現在の日高市旭ヶ丘に約３倍の規模の新
工場を2006年に完成させました。その効果は大き
く社員一同のモチベーションが向上した上、以前
から継続していた６Ｓ活動、改善提案制度、公的
資格の取得を援助する自己研

けんさん
鑽制度など、さらな

る活性化を進めるとともに、社員全員が経営者意
識を持ち業務推進を図る意識改革を行いました。
　それと同時に2019年、第２工場を建設し、ＩＴ
制御の最新鋭加工機械設備の導入を強力に推進し
ました。その結果、品質の向上、納期の短縮、コ

ストダウンが図られ、お客様から大きな信頼をい
ただき、新規受注や新規得意先の獲得が促進され
会社業績の向上につながりました。樹脂加工のス
ペシャリストとして、切削、接着、溶接、曲げ、
研磨、組立、射出成形までワンストップで、多品
種少量、試作から量産までお受けできます。
■貴社技術の特徴を教えてください。
松川　お客様の研究開発部門と協力し、開発試作
を行い新製品開発のお手伝いをしています。樹脂
は金属と違い温度により伸縮する性質があり、加
工時に温度のコントロールに苦労します。特に材
質によってはその変化が異なるため、特性のノウ
ハウを確実に覚えることが非常に大切なことです。
　加工精度を保つため、工場内の空調温度の適温
維持が必要になります。新工場建設に当たっては、
省エネに効果的な工場躯

く た い
体を取り入れています。

　医療機器の機構部品は、加工時にバリが発生す
る場合があります。バリは重大事故を発生する恐
れがありますので、ベテランの女性作業者が完全
に除去しています。現在当社の不良率の発生は非
常に低く、p

※
pmのレベルに達しています。複雑な形

状に対し、三次元測定機、自動画像寸法測定器、

インタビュー

　　　  株式会社東立製作所　代表取締役会長　松川 ヨシ子 氏

所 在 地 日高市旭ヶ丘690-1
代 表 者 代表取締役会長　松川 ヨシ子 氏
　　　　　代表取締役社長　松川 晃代 氏
事業内容 工業用プラスチック切削加工
資 本 金 1,000万円　従業員数　46名
Ｔ Ｅ Ｌ 042-989-5255
http://www.touritsu.co.jp

株式会社東立製作所

「代表取締役に就いてからあと２年で30年となるのを機に代表を退く」と語る松川会長。
今年１月、日刊工業新聞社がモノづくり関連の優れた中堅・中小企業経営者を表彰する
第38回優秀経営者顕彰「女性経営者賞」を受賞。

彩の国工場、彩の国経営革新モデル企業
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ノギス、マイクロメーター、ピンゲージなどで、
受け入れ検査、工程検査、最終検査の工程を数回
行うことで品質維持を確実にしています。
■貴社の強みを教えてください。
松川　当社の強みは三つあります。まず、第二次
経営革新計画で事業の継承、技術の継承として、
高等技術専門校や技術系大学のＩＣ基礎知識を持
った新卒者の定期採用を毎年実施し、ベテラン社
員が新入社員に樹脂加工情報や特性など、技術ノ
ウハウを継承し育成しています。第二に、技能の
標準化と伝承です。ノウハウを標準化し、属人的
になりがちな技能を組織の力として昇華し、常に
安定した品質を提供する土台としています。その
ノウハウをＩＣ技術とＣＡＤ／ＣＡＭとを結び付
けＩＣ制御の最新鋭加工機をムダなく稼働するた
め、新卒者が活躍できる即戦力化を推進していま
す。三つ目は、新しい課題に挑戦する“チャレン
ジ精神”です。プラスチック加工に関する業務は、
一人一人より高い技能・技術、新しい課題へ挑戦
するチャレンジ精神を大事にし、支援しています。
　この三つの強みを生かし、最新鋭の加工機とロ
ボットを組み合わせることで、夜間を含む無人連

続運転を可能にして、作業従事者の負担軽減を図
るとともに、コストダウンを実現し、社会の発展、
収益面に貢献しています。
■今後の展開・抱負は。
松川　創立60年を超えて次の目標である100年企
業に向かってさらなる成長発展をしながら邁

まいしん
進し

ていきたいと考えています。そのためには、今ま
で以上にお客様の信頼を勝ち取り、新製品開発の
お手伝いをしながら、技術の向上・研鑽を進めて
いきます。併せて社会に貢献できる新商品やシス
テム、サービスを開発し、自社ブランドを構築し
経営の一つの柱にしたいと考えています。
　新型コロナウイルスが猛威を振るう中、公共機
関からの要請もあって飛

ひ ま つ
沫防止のアクリルパーテ

ィション、フェイスシールドを製品化しました。
地域社会に貢献できる企業として今後も成長し続
けたいと考えています。
　実行しています働きやすい会社づくり、特に女
性のパートさんの育児や学校のＰＴＡ活動などに
理解を示し、休暇等の支援をしています。社員全
員が毎日明るく楽しい家庭を築き、楽しく仕事が
できる会社経営をしたいと思います。

新型コロナと戦う医療機器を合成樹脂基幹部品で支える

「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾
しつけ

」「スピード」の６Ｓ活動が行き届いた社内 下部中央に窓を設け、品物や書類の受け渡しが
できる「アクリルパーティション」

プラスチックの切削・接着・溶接・曲げ・射出成形で、開発試作のお手伝いから量産までワンストップで・・・株式会社 東立製作所  

新型コロナウイルス飛沫防止製品 

素材：アクリル 

構成：パネル：透明アクリルボード、脚部：白色アクリル 

製品名：アクリルパーティション 

型番とサイズ：表1からご指定下さい 

  （表にないサイズをご希望の方はご連絡ください） 

〒350-1203    埼玉県日高市旭ヶ丘690-1  

TEL : 代表  042-989-5255   FAX  042-985-0110 

Ｅ-MAIL：info@touritsu.co.jp  

 http://www.touritsu.co.jp/  

受付・窓口・カウンター 

オフィス・食堂の間仕切りに！ 

Ｗ 

Ｈ 

開口部 

表1 製品の型番、サイズ 

型番  
パネル寸法 

(mm)  

開口部   脚部寸法 

(mm)  有 無 

AP-6060-A W600 x H600 L300 ○  

AP-6060-N W600 x H600 L300  ○ 

AP-9060-A W900 x H600 L300 ○  

AP-9060-N W900 x H600 L300  ○ 

AP-6090-A W600 x H900 L450 ○  

AP-6090-N W600 x H900 L450  ○ 

AP-300L （脚部のみ） L300   

AP-450L （脚部のみ） L450   

L 

受付・窓口・カウンターの対面接客、オフィス・食堂の間仕切りに、透明ボードでコミュニケーションを

妨げず飛沫飛散を防止するパーテーションです。 

パーティションの下部中央に窓を設け、品物や書類の受け渡しができます。 

 パネル、脚部が分離しますので洗浄が容易！ 

 パーツ毎の購入も可能です。 

 ご注意ください 
・お手入れは水、もしくは水で薄めた中性洗剤(1%)をご使用ください。 

・アクリルは、アルコール、油、界面活性剤（台所用洗剤原液）等で

拭くと割れる場合があります。 

・アクリルは耐熱ではありません。熱源から離してご使用ください。 
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

直治薬品株式会社 http://www.naoji.co.jp

朝霞市浜崎1-2-20
TEL　048-476-3511
資本金　8,000万円
従業員数　35名
■事業内容

化学工業薬品の製造・販
売

豊富なノウハウと製品ラインナップで、お客様の課題を解決します

三井住友金属鉱山伸銅株式会社

上尾市二ツ宮656-1 
TEL　048-775-7111
資本金　42億5,000万円
従業員数　435名
■事業内容

伸銅品の銅板条、黄銅板
条の製造販売、圧延銅箔
の製造販売、亜鉛加工品
の製造販売

ZAP 関係連絡先（直通）
　加工品営業課
　TEL　048-774-8801

“ 貼る亜鉛めっき ” 亜鉛防食材料「ZAP テープ」
http://www.msmmbc.co.jp

■防食材料ZAPテープのご紹介
亜鉛による犠牲防食作用と被覆防食性
能を持ち合わせたハイブリッド防食材
料で異種金属腐食対策にも有効です。
自動車分野からガードレール、送電鉄
塔、一般構造物、屋外配管・建築物ま
で幅広い用途で実績があります。
ZAPテープは0.1㎜亜鉛箔と導電性を持
たせた粘着剤で構成され、貼るだけで
亜鉛めっき同等の防錆施工ができます。
一般環境下で20年以上の耐用実績があ
ります。

■1979年から本格的に「環境浄化のた
めの化学薬品」の製造・販売に取り組
んでいます。特に排水処理における、
薬剤コストの削減、脱水ケーキ含水率
の削減、オペレーション負担の削減な
どの提案でお客様から評価を得ていま
す。昨今では地球環境保護活動の一環
として、企業のＳＤＧｓへの取り組み
が重要視される中、環境がよい状態で
未来へつなぐことができるよう、日々
邁
ま い し ん

進しています。

オーエムアイ株式会社 https://www.perfect-omi.co.jp

八潮市大字二丁目1007
TEL　048-996-5501
資本金　1,000万円
従業員数　42名
■事業内容

精密板金加工、筐体組立
梱包・出荷
NCタレットパンチング
加工
パンチレーザー複合加工
NCベンディング加工
TIG溶接、スポット溶接
TIGロボット溶接

社会と産業に貢献するプロフェッショナル集団です
■昭和32年の設立以来、精度と創造で
ある”Accuracy&Creativity”をコンセ
プトに据えた ｢精密板金加工事業｣ を
展開しています。他の追随を許さない
製品精度、技能に裏打ちされた品質で、
試作開発はもちろん、多品種少量、量
産までの幅広い要望に対応します。フ
ィリピンにも工場を持ち、グローバル
総合板金企業を目指して、設計・製造
から検査、組立、梱包・出荷までの責
任ある一貫生産体制で、お客様の製品
開発をフルサポートしています。

５Ｓが行き届いた工場

ZAP の専用 HP
　   http://www.sabidome.com

TIG 溶接加工 パンチレーザー複合機

100㎜幅

ZAP テープ

50㎜幅 25㎜幅
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

株式会社ミトヨ	熊谷事業所 https://www.mitoyo-net.co.jp

熊谷市千代370-1
TEL　048-536-6911
資本金　4億2,548万円
従業員数　260名
■事業内容

自動車用ゴム・樹脂・金
属製品、産業資材の製造
・販売

Passion ＆ Technology 技術は情熱から
■1948年の創立以来、自動車部品、ゴム
製品、樹脂製品をはじめ、配管資材や
伝動用品、自動化・省力化用品など各
種産業資材に至るまで常に新しい技術
や商品を提供してきました。そして今、
グローバル化し、ニーズが多様化する
時代にあって、新たな決意のもとで「価
値ある商品とサービス」の提供に全力
で取り組んでいます。「パッション＆
テクノロジー」－技術は情熱から－お
客様の要求に素早く応え、問題解決に
挑戦していきます。

株式会社オカモト https://ok-okamoto.jp

さいたま市桜区西堀5-11-2
TEL　048-710-8850
資本金　1,000万円
従業員数　27名(日本）
　　　　　45名(ベトナム)
■事業内容

精密機器用小径切削部品
樹脂小径切削部品の
製造・販売

大きな夢を持った小さな小さな仕事です
■光学業界向けの精密小径切削部品加
工から始まり、高い技術力と生産性か
ら光学機器・弱電・医療機器と幅広い
分野でお客様から評価を得て、今年50
周年を迎えました。主力の樹脂材の精
密部品に加え、さまざまな材料・表面
処理を環境規定にのっとり納入してい
ます。ベトナムにも工場を持ち、さい
たま発信でアセアン地域でも一気通貫
の生産体制を整えています。お気軽に
ご相談ください。

特定非営利活動法人	合 https://www.npo-ai.com

越谷市大里729-1
TEL　048-978-6449
従業員数　160名
■事業内容

〇放課後等デイサービス
〇指定障害者福祉サービ

ス
〇生活サポート
〇特定相談支援事業
〇障害児相談支援事業
〇一般相談支援事業

どんな重い障害があっても、誰もが輝ける社会をつくります
■特定非営利活動法人合は埼玉県越谷
市を中心に放課後等デイサービス、障
害をお持ちの方の支援をする法人で
す。放課後等デイサービス・指定障害
者福祉サービス・生活サポート等の事
業を行うことによって、児童のコミュ
ニケーション・社会性を高め、障害児
を抱える家庭の生活環境の安定を目指
しています。また、医療資格を持った
スタッフも勤務していますので、医療
的ケアが必要なご利用者様でも安心し
てご利用いただけます。

株式会社オカモト　日本

オカモトエンジニアリングベトナム
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コネクタ、アレスタ、アダプタの製品群 展示会に出展した同社ブースと関野社長

●高周波同軸コネクタの設計・製造
　1972年、大手コネクタメーカーの同僚３名が独
立して創業したことが社名の由来です。前社長の
娘婿である関野社長は外食産業から転身し、2003
年に入社。2014年に社長に就任しました。来年50
周年を迎える企業です。
　大手電線メーカーの一次下請けとして創業以来、
一貫して高周波同軸コネクタ、アレスタ（避雷器）、
同軸アクセサリ類の製造を行っています。通信機
器間やアンテナをつなぐ同軸ケーブルのコネクタ、
特に携帯電話の基地局向けのコネクタを中心に、
設計から試作、量産までをタイムリーにフルサポ
ートしています。アレスタは、無線基地局を直撃
雷から守るための製品です。同軸アレスタを設置
することで、移動体通信基地局を落雷から保護し、
通信機器を過電圧・過電流から保護することがで
きます。
　半導体不足の昨今ですが、同社ホームページを
通じて、ケーブルメーカーから半導体製造装置向
けコネクタの新規案件を獲得しています。
●KAWAGUCHI i-waza令和２年度認定技術
　同社の製品は防水性、耐食性に優れた仕様に定
評があります。基本はＯＥＭ（相手先ブランドに

よる生産）ですので、ユーザー仕様に合わせたも
のづくりが得意です。一方で、ユーザーの新製品
に合わせた製品開発もできるので、設計と製造の
両方ができます。「お客様の困った」に対応でき、
提案力も併せ持っています。
　優れた製品を産み出すための高い技術や技能を
認定する川口市の令和２年度KAWAGUCHI i-waza

（いいわざ）に「高周波同軸コネクタの設計・製
造」が技術認定されました。ケーブルの性能を損
なわないようにコネクタを設計する技術が必要と
され、その技術力を生かし同軸終端抵抗の小型化
や、基地局用避雷器の小型化を実現しています。
●コネクタの駆け込み寺
　「携帯電話基地局向けとともに、半導体製造装
置向けのコネクタも伸ばしていき、もう一つの事
業の柱としていきたいです。当社の強みは、少量
でも、多品種でも、面倒くさいものでも、他社で
断られたものでも、製造できることです。量産品
では安価な海外製品の品質も向上し、勝つことが
難しい時代です。お客様が困っている仕事を当社
が拾う『コネクタの駆け込み寺』ではないですが、
マニアックなものを拾っていくのが、僕らの使命
かなと思います」と、関野社長は語ります。

　

所 在 地　川口市青木3-4-20
代 表 者　代表取締役　関野 真太郎 氏
事業内容　高周波同軸コネクタの設計・製造
資 本 金　1,000万円　　従業員数　12名
Ｔ Ｅ Ｌ　048-255-7196
https://sanei-connector.com

三英電気工業株式会社
企業紹介 
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会議の達人になろう～上手な会議運営のコツ

株式会社スタジオ 02　代表取締役　大関暁夫

第３回　会議ファシリテーターの役割と会議進行とと会会議議進行行議進行会とと会議進ととと会議進議進役割ととと第３回　会議ファシリテーターの役割と会議進行

ファシリテーターに必要な「中立」の意味
　前回、問題解決型のような活発な議論を必要とす
る会議では、「中立な進行役」としての会議ファシリ
テーターの必要性を説明しました。今回はその具体
的な役割と会議進行方法の基本を解説します。
　まず何より大切なことは、ファシリテーターは「中
立」であるということ。それをどのように行動で表
すかについては、ポイントが二つあります。一つは、
特定の参加者や部門にこびたり、肩を持たないこと。
前回、会議のルールを参加者に周知する段階で、会
議進行に関する一切について会議ファシリテーター
の指示に従うことの徹底が必要と書きました。この
点で参加者の理解を得ているという前提で、会議で
は毅然とした態度で議論が横道にそれることや暴走
を止めるということが、最も重要です。もう一つは、
ファシリテーターは会議進行において、意見が出な
いからといって自分の意見を発言し、自分が考える
方向に意図的に誘導してはいけないということです。
ファシリテーターはあくまで進行役であり、意見が
出るように促し、議論を活発化させることが役割で
あることを忘れてはいけません。
会議では発言の「幹」と「枝葉」を分ける
　ファシリテーターが会議の開始時にするべきこと
は、本日の会議のテーマと目標となる着地予定点を
明確に示すことです。今日は何についてどこまで到
達させる予定なのかを示すのです。例えば「本日は
来期の営業戦略について、担当部門から複数の個別
戦略を提示してもらい、関係各部からのご意見をい
ただきつつ個別戦略としての取り上げの可否と優先
順位を決めたいと思います」のような形で、具体的
に何を決めなくていけないのか、何を決めないと今
日の会議は終われないのかを明示するのです。これ
を明確に宣言することで、参加者全員が何を議論す
ればいいのかが分かり、かつ議論が横道にそれたと
きに参加者がその事実に気付くことができるのです。
　ファシリテーターの会議運営時の最も重要な役割
は、参加者発言の「幹」と「枝葉」の切り分けです。

「幹」は主題に沿った意見であり、「枝葉」は横道に
それた意見です。ファシリテーターは議論が「横道」
にそれそうになったときに、それを防止する役割を
担います。具体的には、参加者から出された意見が
その日の主題検討の観点からずれている場合、ある
いは誰かの意見にかぶせた意見が主題とは関わりの
ない別事象に関することだった場合などです。ここ
で大切なことは、「枝葉」発言の内容そのものは仮に
重要性を帯びたものであっても、その日の主題から
外れている場合は迷わず一旦議論を取り上げて、主
題に戻すということです。経営者など発言力の強い
参加者の発言は、思いつきから「枝葉」発言が出る
可能性も高いので、毅然たる態度でファシリテータ
ー権限を発動させて主題に戻すことが肝要です。
「たたき台」を用意して論議を活発化する
　ファシリテーターによる会議運営の基本スタイル
は、はじめに議題に関して担当部提案として担当部
署からその概要や担当部方針を説明させ、それに対
して参加者から意見を求めます。担当部提案の修正
が必要であるか否かについての議論を経て、最終的
に会議としての取りまとめを行うという手順が基本
です。大切なことは「たたき台」がないことには議
論になりにくいということです。「会議で意見が出な
い」と嘆かれる企業では、“たたき台不在会議”がよ
く見られます。共通の議論材料もなく「本日は議題
についての対応策を考えたいのですが、皆さんご意
見はありませんか」という進行では、意見は出ませ
ん。まずは担当部に「たたき台」を用意させ、ファ
シリテーターが直接名指しで関連部に意見を求める
などの進行をとるのが上手な会議運営といえます。

１．中立を守る
　⇒特定の参加者、部門にこびない、肩を持たない

３．議論の「たたき台」を用意する
　⇒議題の担当部門に「担当部提案」を用意させる

２．発言を「幹」と「枝葉」に分ける
　⇒主題から外れた「枝葉」発言を排除する

会議ファシリテーターの役割
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　今回は「気が利く人を生む作業訓練」の話ですが、
実は書いている私自身、気が利かないことをしてし
まい“どよーん”と落ち込む、という経験を極めて
多く持っております。何とかして少しでも気が利く
人間になりたいと思って努力している私が書くので
すから、まだまだ不十分な点があると思いますが、
その辺も頭においていただいて、さらに良い訓練が
できるように工夫していただけたらうれしいです。
　先日、プレス加工をしているＴ社の金型修理の現
場でＫ班長とお話ししていたときに出てきた「気が
利く人」の例を最初に挙げてみます。
　Ｋ班長「柿内さん、私は毎日金型メンテや修理を
しているんだけど、こういうメモを付けてくれる人
ばかりだと本当に助かるんだよね」と言って金型に
付いているメモを見せてくれました。メモには見て
ほしい不具合や変化の状況が、分かりやすく書いて
ありました。明らかな不具合ならば誰でも書いてく
れますが、ちょっとした変化や感じまで書いてくれ
ますので、それがとても役に立つとのことでした。
　次にお総菜を製造するＲ社のＢ工場長のお話です。
　Ｂ工場長「今朝現場を歩いていたら、パートのＥ
さんが私に声をかけてくれて『ちょっと今日の材料
の野菜に気になることがあるので、見てくれません
か？』と言ってくれたのです。幸い問題ではなかっ
たのですが、Ｅさんの気遣いは本当にありがたくて、
これからもこの調子で私に声をかけてね！　とお願
いしました」とうれしそうでした。
　確かにここに出てきたお二人は気が利いています。
金型の場合はちょっとした何かに気付いた方が、そ
の内容を面倒くさがらずにメモ書きしてくれるだけ
で問題を探す時間は激減し、メンテ精度は確実に上
がります。野菜の異常に気付いてその場で報告して
くれれば、それが製品になって流出してしまう大事
故を防げます。
　このお二人のすごいところは、自分に与えられた
仕事を後工程の仕事や最終工程であるお客様のこと
まで広げて捉えていることです。

　実はこのような人を育てるためにいつも私が使っ
ている言葉があるのでご紹介いたします。
　「作業を教えるな、仕事を教えよ」
　仕事を教えているつもりでも、よく見てみると手
順や動作、配置といった作業しか教えていない人が
多いのです。作業手順を教えることは確かに重要で
すが、何のために作業して、今の作業は最終製品の
どの部分をつくっていてどう使われるので、どうい
う品質が必要なのか…を教えてあげてほしいのです。
　仕事をしていて何かの変化が起きたときに、自ら
考えて行動できるような気が利く人になってほしい
ですよね。そのためには、本当の意味で仕事を教え
てあげないと応用は利きませんし、本人の成長もな
ければ技能も上がらないでしょう。
　さらに具体的な訓練の方法として、作業を覚えた
ところで、その作業の後工程に行って、自分がした
仕事を次の人がどのように引き継いでいるのかを自
分の目で見てもらい、何か要望はないかといった質
問をしてもらうのはいかがでしょうか。あるいは最
終の商品を見てもらい、それがどのように使われる
のかを知ってもらうのもいいのではないでしょうか。
　ＯＪＴということで作業ばかりを教えて善しとし
てしまうと、いざというときに気が利く判断ができ
る人に育ちません。
　そして最後に、このような人に育ってもらうもう
一つのキーワードは日常のコミュニケーションです。
いいことを見つけたら即座に褒めてあげてください。
これが正しいということを知ることがレベルアップ
の重要点です。

｢現場改善」の力を倍増するヒント集

株式会社柿内幸夫技術士事務所　所長　柿内幸夫

第第第３３３回回回　気気気ががが利利利くくく人人人ををを生生生むむむ作作作業業業訓訓訓練練練第３回　気が利く人を生む作業訓練
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　コロナが発生してから早くも１年以上がたちまし
た。ベトナムは社会主義国家ならではの初動の早さ
により、世界的にみてコロナの抑え込みに成功して
いる国といえるでしょう。感染者はもちろん、濃厚
接触者、住まい、そのエリア、勤務先、立ち寄った
所の隔離を行い、ロックダウンとなりました。ベト
ナム在住の日本人も感染者と同じアパートに住んで
いたことから、２週間ほど会社に行くことができな
かった人もいました。ベトナムのニュースには感染
者の名前（イニシャルの場合が多いですが）、住ま
いや立ち寄った場所もすぐに発表されるので、非感
染者には参考となる情報ですが、感染者にとっては
個人情報保護といったものはないに等しく、それが
怖いところでもあります。
　日系企業は昨年半ばくらいが一番きつかった企業
が多く、メーカーの工場稼働停止、もしくは一部停
止など影響も大きかったです。昨年後半から徐々に
持ち直した感が出てきて、現在ではコロナ前並みに
戻してきた企業も多くあります。しかし、外国人客
をターゲットにしているレストラン、ホテルはかな
りの打撃を受け、日本食レストランも閉店したとこ
ろもあります。工業団地もお客様が現場を見に来ら
れない状況から、契約の白紙撤回・延期になったと
いう案件がありました。調達・外注先探しも渡航の
見通しが立たないということで動きが止まりました。
行き来が通常化すれば、ベトナムへの進出、調達先
探し、売り込みといった動きはすぐに戻ると思われ
ます。特に中国工場の移管や中国一辺倒の調達先を
ベトナムに移す動きはここ数年増えていました。米
中貿易摩擦、コロナ、コンテナ不足などが、その後

押しをしている要因となっています。人が動けない
と限界がありますが、コロナ禍によって、以前は時
折しか使わなかったWEB面談が増えています。現場
には行けませんが、現場からの中継も可能で、取引
先との顔を合わせた打ち合わせが以前より増えた企
業もあります。特に海外との連絡方法として、WEB
で顔を合わせて打ち合わせができるのは非常に有効
です。
　埼玉県ベトナムサポートデスクでは、渡航が困難
な状況を踏まえ、現地工業団地等の視察代行を実施
しています。ぜひご活用ください。

埼玉県ベトナムサポートデスク
https://saitama-j.or.jp/vietnam-sd

コロナ禍のベトナムコロナ禍のベトナム

ベトナム便り

≪サポートデスクのご案内≫
＼サービス内容をリニューアルしました／
⑴相談(困りごと等)　⑵情報提供(現地、人材等）
⑶視察代行(工業団地等)　⑷ネットワーク(企業交流等)など
問合せ先 ベトナムサポートデスク
 　Eメール　vietnam-bsd@ne-net.vn
 公社　取引支援グループ
 　TEL　０４８－６４７－４０８６
≪埼玉県からの情報発信≫
Facebook｢埼玉県海外ビジネス支援｣もぜひご覧ください。
https://www.facebook.com/saitama.globalbusiness

ベトナムの国・地域別の対内直接投資(新規・拡張、認可ベース)（2020年)

（出所）外国投資庁 （単位：件、100万ドル、％）

国・地域
新規 拡張 合計

件数 認可額 件数 認可額 件数 前年比 認可額 前年比

１ シンガポール 248 6,157 89 671 337 △14.9 6,828 275.1

２ 韓国 609 1,206 354 1,740 963 △41.9 2,946 △47.8

３ 中国 342 1,582 134 488 476 △44.3 2,070 △32.1

４ 香港 211 1,271 102 466 313 △30.9 1,737 △53.2

５ 台湾 131 1,506 78 201 209 △15.7 1,707 46.1

６ タイ 40 292 23 1,357 63 △6.0 1,650 152.1

７ 日本 272 786 155 433 427 △37.2 1,219 △58.3

合計（その他を含む） 2,523 14,646 1,140 6,414 3,663 △32.8 21,061 △9.9

15アクセス埼玉



( )

RAC Human
http://rachuman.com    Email:info@rachuman.com

2021.6

広告

　ご質問の場合は、役員（代表取締役）が
病気で入院したことにより当初予定されて

いた職務の執行が一部できないこととなり、これに
より役員給与を減額して支給した場合です。この減
額改定が、当該事業年度において当該内国法人の役
員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の
重大な変更その他に類するやむを得ない事情（臨時
改定事由）によりされたこれらの役員に係る定期給
与額の改定の臨時改定事由による改定に該当するか
どうかというお尋ねであります。
　ご質問の場合には、代表取締役Ａの職制上の地位
変更はないものの、これまで行ってきた役員として
職務の一部を遂行することができなくなったという
事実が生じており、職務の内容の重大な変更、その
他これに類するやむを得ない事情があったものと考
えられますので、臨時改定事由による改定に当たり、
定期同額給与に該当することとなります。
　この臨時改定事由による改定は、事業年度開始の
日から３カ月までにされた定期給与額改定時には予
測しがたい偶発的な事情等による定期給与額の改定
で、利益調整等の恣意性があるとはいえないものに
ついても、定期同額給与とされる定期給与額の改定
として取り扱うこととしているものです。どのよう

な事情が生じた場合が臨時改定事由にあたるかは、
役員の職務の内容など個々の実態に即し、あらかじ
め定められていた役員給与の額を改定せざるを得な
い事情があるかどうかにより判断することになりま
す。役員が病気で入院したことその他の事由により、
当初予定されていた職務の一部または全部の執行が
できないこととなった場合には、役員の職務の内容
の重大な変更、その他これに類するやむを得ない事
情があると認められることから、これにより役員給
与を減額して支給するまたは支給をしないことは、
臨時改定事由による改定と認められます。
　退院後、従前と同様の職務の執行が可能となった
ことにより、取締役会の決議を経て入院前の給与と
同額の給与を支給することとする改定についても、

「役員の職務の内容の重大な変更その他これに類す
るやむを得ない事情」に該当することとなります。
　今回のご質問の場合は、役員給与を減額すること
は、臨時改定事由による改定と認められます。また、
従前と同様の職務の執行が可能となった場合に、入
院前の給与と同額の給与を支給することとする改定
も臨時改定事由による改定と認められます。従って、
Ａに支給する給与はいずれも定期同額給与に該当し
ます。

ＡＡＡＡ

役員が病気のため職務が執行できない場合、定期同額給与の臨時改定事由の範囲となるか役員が病気のため職務が執行できない場合、定期同額給与の臨時改定事由の範囲となるか
　当社（３月決算）の代表取締役Ａは、病気のため２カ月間の入院が必要になり当初予定されていた職　当社（３月決算）の代表取締役Ａは、病気のため２カ月間の入院が必要になり当初予定されていた職
務の執行が一部できない状態になったため、取締役会を開催し、Ａの役員給与を減額することを決議し務の執行が一部できない状態になったため、取締役会を開催し、Ａの役員給与を減額することを決議し
ました。また、退院後において、従前と同様に職務の執行が可能となったことから、取締役会の決議をました。また、退院後において、従前と同様に職務の執行が可能となったことから、取締役会の決議を
経て、入院前の給与と同額を支給することとする改定をしています。経て、入院前の給与と同額を支給することとする改定をしています。
　この場合、当社がＡに支給する役員給与は定期同額給与に該当しますか。　この場合、当社がＡに支給する役員給与は定期同額給与に該当しますか。
　令和３年８月まで月額60万円、令和３年９月～10月（入院期間）月額20万円　令和３年８月まで月額60万円、令和３年９月～10月（入院期間）月額20万円
　令和３年11月（職務再開）以降月額60万円　令和３年11月（職務再開）以降月額60万円

Q

税金　知識税金　知識のの Q&AQ&A 税理士・行政書士　税理士・行政書士　
元元 文京学院大学講師　野口邦雄文京学院大学講師　野口邦雄
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受注希望企業の紹介受注情報

公社では、仕事の受発注を希望される企業へ、取引のあっせんを行っております。
ここに掲載されている企業に対する「発注案件」をお持ちの方は、下記取引支援グループまでお問合せください。
また、新規取引先や協力工場をお探しの場合は、ぜひご連絡ください。

コード
所在地

資本金
(万円)
従業員数

事業内容、主要加工品
受注希望内容 など

主要設備
主要サービス、ＰＲ など

SI6822
坂戸市

2,000
26

精密板金加工、レーザー加工
難易度の高いアルミ製品の溶接加工

ＮＣＴタレットパンチプレス ＥＭＺ3610 NTPDC、ＮＣ旋盤マザック φ250
ｘ300（MAX)、TIG溶接機 200KVA ～ 300KVA、アイアンワーカー Ｚ
Ｗ-45Ⅱ、コーナーシャー CSW-250 他

SS6824
川口市

2,000
8

金型製作販売
普通ねずみ鋳鉄製造販売・球状黒鉛製造販売・
低合金鋳鉄製造販売・特殊合金（ニレジスト）
製造販売

高度な技術を要する油圧機器用マニホールドなど型から鋳鉄試作・製品
に至るまで製造販売

SS6825
川口市

300
5

特殊加工部品の製作・販売
六角ボルト・ナット等の各種締結関連部品の販
売　等

CNCタッピングセンター 420×300×250、NC旋盤 480×840、NC旋盤 
φ10 ～φ50、ターレット旋盤 φ4 ～φ38 190L、ボール盤、ロータリー研
削盤 φ500、転造盤 M5 ～ M30、画像寸法測定器 300×200×70

SD6826
春日部市 2

金属製品製造業
一般彫刻加工・レーザー加工・印刷

アルミ・アクリル銘板、曲面加工対応、銘入・メモリ加工
納期対応、加工について最適かつ、ご予算に応じた加工を提案します。

SZ6827
八潮市

10,000
203

鉄鋼業
精密機械、電子機器の構成部品に使用される特
殊鋼の２次加工品メーカー

切削加工用丸棒の専門メーカーです。寸法精度・振れ・内部応力低減
等、業界No.1品質でお客様の要求にお応えします。

SJ6829
川口市

6,000
40

精密電気接点溶接、プレス加工、各種ヘッター
加工
各種インサート成型・アッセンブリも対応

パワープレス、冷間鍛造プレス、スポット溶接機、ワイヤー自動溶接機、
全自動溶接機
スイッチ・リレー等の電気接点を自動溶接機にて高速生産が可能です。

SM6830  
さいたま市

10
1

繊維・繊維製品製造業 ＵＶプリンター、缶バッジ製造機械、コンピューターミシン、シルク印
刷台、レーザー加工機、検針機、昇華転写機械、平ミシン
サイズから生地やパーツ、プリントなども100%オリジナルで作れるオー
ダーメイドバッグを小ロット生産が可能です。

SD6831 
三芳町

3,000
20

金属製品製造業
自動車・オートバイ・汎用エンジンの金型設
計・製作、鋳造金型・ダイカスト金型・シェル
モールド金型・鍛造金型の設計製作

CNC三次元測定機 1500×800×800、CNC精密平面研削盤 1000×600
×300、CNC複合旋盤機 QUIK TURN200、TIG溶接機、グラファイト
加工機 800×600×400、サンドブラスト機 800×1000×800 他

SI6832 
ふじみ野市

1,000
9

大型フレーム、連結盤、アングル架台、その他
板金加工の大きさ　Ｗ5000Ｈ2500Ｄ1500、
各種制御盤、アングル筐体、機械設備用架台製
作

1.5Ｍベンダー、3Ｍベンダー、Ｔig溶接機、シャーリング、タレットパ
ンチプレス 4×8、ボール盤、定盤 5Ｘ10、半自動溶接機

SI6834
ふじみ野市

1,000
4

精密板金加工　
鉄・ステンレス・アルミなどの板金設計・試
作・NCタレットパンチ加工

TIG溶接機（アルゴン）、コーナーシャー ～ｔ3.0、シャーリング 2400×
1000㎜、スポット溶接機インバーター、スポット溶接機テーブル式イン
バーター 2000×1000㎜、ベンダー FαBⅢ1253 125ｔ×3000、リベッティ
ングマシン カシメ機（油圧式）、卓上ボール盤、半自動溶接機、ワイヤ
サイズΦ1.0 他

　申込み・問合せ先　公　社　取引支援グループ　https://www.saitama-j.or.jp/assen
　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０４８－６４７－４０８６　ＦＡＸ ０４８－６４５－３２８６
　　　　　　　　　　Ｅメール　assen@saitama-j.or.jp



WEB研修のメリット
○会社や自宅、どこからでも参加できます。
○会場まで移動する必要がなく、移動のための時間

や交通費がかかりません。
○業務の合間に参加できます。
○録画配信があるので、当日参加できなくても安心。

復習もできます（録画配信がない研修もあります）。
○３名以上参加すると受講料の割引があります（条

件有）。１日間以上のWEB研修に同じ会社で一括し
てお申し込みの場合。下記の研修につきましては、
一人当たり500円割引きいたします。

●【WEB配信】動画マーケティング講座
　自社のサービスや製品について、動画を使って、
その魅力や内容を素早くしっかり伝えるための方
法・ポイントを学びます。
日　時 6/9（水）9:30～16:30　ZoomによるWEB配信

受講料 会員9,900円　一般13,000円
●【WEB配信】スマホ・タブレット活用講座
　社内・社外・工場などで使うことを前提とした、
機種の選び方から、ビジネスアプリ活用、情報共有
の仕方、セキュリティ対策など、分かりやすく解説
します。
日　時 6/10（木）9:30～16:30　ZoomによるWEB配信

受講料 会員9,900円　一般13,000円
●【WEB配信】PowerPoint作成講座
　PowerPointで見栄えのするビジネス資料を素早く
作成するためのコツやデザインのテクニックを学び
ます。
日　時 6/11(金)9:30～16:30　ZoomによるWEB配信

受講料 会員9,900円　一般13,000円
●【WEB配信】スマホで動画制作講座
　動画に興味あるが、なかなか一歩を踏み出せない
方向けに、スマートフォンを使ってゼロからお金を
かけず、きちんと活用できる動画を作る方法を解説
します。
日　時 6/14(月)9:30～16:30　ZoomによるWEB配信

受講料 会員9,900円　一般13,000円

問合せ先　公社　研修・情報グループ
　　　　　ＴＥＬ　０４８－６４７－４０８７

　知的財産に関する基礎知識から高度な内容まで、
経験豊富な企業ＯＢ等のアドバイザーがさまざまな
相談に応じます。秘密厳守、相談無料です。
　相談の際は、内容が分かるような資料をできるだ
けご持参ください。

■相談日時（原則１時間）
　・月曜日～金曜日 9:00 ～ 17:00
　　　　　　　　（12:00 ～ 13:00を除く）
　・第２・第４土曜日 9:00 ～ 12:00

（年末年始・祝祭日を除く）

■相談内容
　・アイデア、ノウハウ、デザイン、ブランド、
　　著作物や契約、社内規定の整備など、知財に
　　関するさまざまな相談に応じます。
　・特許・商標等のデータベース「特許情報プラ
　　ットフォーム（JPlatPat）」の活用や、電子出
　　願の方法についてもアドバイスいたします。
　・弁理士、弁護士等による専門相談も行ってお
　　ります。
　例えば、以下のような相談に応じます
　○店舗や商品のネーミングやロゴを勝手に使っ
　　ているけど大丈夫？
　○商品・技術、競合他社の動きを知る方法は？
　○新製品の技術やデザインの保護はどうしよう！
　○「わが社のマネをするな！」と、突然他社か
　　ら侵害警告されたら？！
　○競合他社からの模倣を防ぐには何が必要？
　○展示会で自社のノウハウが漏れているかも？
■相談方法
　現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　電話・メール・WEB相談（Zoom）を中心に相談
　対応しています。
■申込み
　電話またはWEBフォームからご予約ください。
　ご予約優先ですが、予約状況により当日の相談
　も可能です。
■所在地 新都心ビジネス交流プラザ３階
　さいたま市中央区上落合2-3-2（北与野駅前）
問合せ先　公社　産学・知財支援グループ
　　　　　（INPIT埼玉県知財総合支援窓口）
　　　　　ＴＥＬ　０４８－６２１－７０５０

公社
情報

６月のおすすめWEB研修
https://www.saitama-j.or.jp/kensyu

知的財産に関する相談
https://www.saitama-j.or.jp/chizai/sogosodan

公社
情報
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　公社では、優れた技術等を有する埼玉県内中小企
業者等の海外事業展開を支援するため、外国出願等
に伴う費用を一部補助します。
対 象 者 埼玉県内に本社または事業所を有する
　　　　 中小企業者等
補 助 率 補助対象経費の1/2以内
対象出願 下記を合計して最大300万円まで
および補 　特許：150万円、実用新案：60万円
助額上限 　意匠：60万円、商標：60万円
　　　　 　冒認対策商標：30万円
対象経費 外国特許庁への出願手数料、現地代理人
　　　　 費用、国内代理人費用、翻訳費用
公募締切 6/18(金)【必着】※持参不可
交付決定 ７月下旬（予定）
問合せ先　公社　産学・知財支援グループ
　　　　　ＴＥＬ　 ０４８－６２１－７０５０

　新しい技術やアイデアにより社会課題の解決を図
ろうとする創業希望者に対し、集中型の支援を行い、
ビジネスプランの実現を応援します。支援対象者に
は創業に係る経費について、最大100万円（補助率1/2）
を補助します。募集締切は６月30日（水）17:00です。
応募資格 下記いずれかの方
　・社会課題を解決する事業で埼玉県内での創業
　　を目指す方
　・社会課題を解決する事業（第二創業含む）で
　　新たに埼玉県内での会社設立を目指す方
募集内容 下記いずれかのビジネスプランを募集
　・次の５つのテーマのうちいずれかを解決する
　　取組
　　　１子育て　２教育　３スポーツ
　　　４水辺空間の保全・創出
　　　５みどりの保全・創出
　・その他参加者が設定する社会課題解決のテーマ
問合せ先　公社　創業支援グループ
　　　　　（創業・ベンチャー支援センター埼玉）
　　　　　ＴＥＬ　 ０４８－７１１－２２２２

　埼玉県では、民間事業者が温室効果ガス排出量の
削減対策や公害防止対策の環境問題に取り組むため
に必要な設備等資金について、金融機関からの資金
調達を低金利かつ長期固定により支援します。
○温室効果ガス排出量削減対策
　再生可能エネルギー設備の設置、高効率省エネ
　ルギー設備（生産設備を含む）への更新　など
　貸付利率 0.01％以内（0.3％以内）
○公害防止対策
　公害防止施設等の整備、アスベスト工事に伴う
　粉じんの飛散防止　など
　貸付利率 0.96％以内（1.26％以内）
問合せ先　埼玉県環境部　温暖化対策課
　　　　　ＴＥＬ　０４８－８３０－３０２１

　埼玉県では、「彩の国みどりの基金」を活用し、緑
化に係る費用の一部を補助します。人が集まる県内
の民間施設で実施する、以下の要件を満たす公開性
のある新規緑化事業が対象です。「人々が滞留する快
適な緑の空間」「人々の活動を誘発する緑の空間」

「人々の目に留まる緑の空間」の３つの緑化テーマ
のうち、２つ以上に該当する緑化を募集しています。
補助対象者 民間施設の所有者等
補 助 対 象 商業施設、社屋等における100㎡以上

　  の屋上・屋内緑化、壁面緑化、空地緑
　  化

補助限度額 1,500万円　補助率 2/3
募 集 締 切 毎月15日（最終締切12/15(水)）

問合せ先　埼玉県環境部　みどり自然課
　　　　　ＴＥＬ　０４８－８３０－３１４９

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/miraisikin.html

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/midorisaisei-top/minkanhojyo.html

https://www.saitama-j.or.jp/shikin/r03_gaikoku

https://www.saitama-j.or.jp/sogyo/seminarevent/event_event/entry-940.html

埼玉県環境みらい資金融資

身近なみどり民間施設緑化事業

令和３年度埼玉県中小企業等外国出願支援事業 
＜国補助事業＞補助金

社会課題の解決につながる創業支援プログラム 
エントリー募集中

県の
情報

県の
情報

公社
情報

公社
情報
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壁面緑化の例 空地緑化の例
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創業者紹介　埼玉で起業した　・　　・　　

伊藤 浩（いとう ひろし）さん (43)
　中学生の頃からカートレースを始め、運転免許取得後
は自動車レースにも参加。プロレーサーを諦めた後、ゴー
カート場に約10年勤務し、その経験を生かし独立。
株式会社モータースポーツテラス
http://saitama-kartpark.co.jp
行田市下忍438　　　創業　2017年７月
ＴＥＬ　048-598-8093
事業内容
・モータースポーツ施設「埼玉カートパーク」の運営
・モータースポーツ関連商品の販売
・撮影スペース、イベントスペースの貸し出し

　中学生の頃からカートレースを始め、運転免許を取
得した後は自動車レースにも参加しました。プロレー
サーを目指したこともありますが、当時、同年代で躍
動していた堀江貴文氏やＩＴ業界の若い会社経営者に
憧れ、会社経営に興味があったことと、自分の好きな
ゴーカートで仕事がしたかったこと、ゴーカート自体
がまだ認知度が低いレジャースポーツであったため広
めたかったという夢もあり、創業するに至りました。

創業のきっかけは？

　埼玉県行田市の国道17号沿いでサーキット場「埼玉
カートパーク」を運営しています。国内でも数が少な
い全天候対応の屋根付きレンタルカート場で、気軽に
モータースポーツが楽しめる施設となっています。
　ヘルメットやウェア、グローブなどの装備品のすべ
てをレンタルでき、予約も不要ですので、手ぶらでご
利用いただけます。営業時間は土日祝日10時～ 21時、
平日13時～21時、ＬＥＤナイター照明もありますので、
仕事帰りや休日のちょっとした時間に非日常を体感し
にいらしてください。

事業内容は？

　現在の常連のお客様を大事にすることはもちろんで
すが、イベントスペースや撮影ロケ地としての需要も
増えてきましたので、そちらの展開も広げていきなが
ら、より多くのモータースポーツ好きを増やすことを
目指して活動し続けます。

今後の展開・夢は？

・ノ ノ
ひと ヒト

www.nitto-tech.co.jp

広告

伊 藤  浩 さん

レンタルカートは手ぶらでＯＫ！
中学生以上から楽しむことができます。

非日常体験ができるアクティブスポーツ。
初めての方も講習を受けてから乗るので、
安心してご利用できます。

コロナ禍にあった“屋外の屋根付き広場”として
多目的スペースとしてもご利用できます。



048
〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡5-13-18
-714-0345

2014年4月 WindowsXP、2020年1月 Windows７
　　　　　正式サポートが終了しました。

広告

〒367-0073　埼玉県本庄市都島570-43　
　　　　　　　　　　　　　 FAX.0495-21-88530495-24-2451TEL 楽天市場 ヤフーショッピング

紙製マスクケース

各サイトから
ご購入いただ
けます。
１セット100枚入り

大口注文・オリジナルデザイン(会社ロゴや裏面

などに広告等を入れられます。）承ります。
お気軽にお問い合わせください！

折りたたまずに
収納できる！
折りたたまずに
収納できる！

日本製

マスクを外す場面での一時保管用にお客様に大変喜ばれます。
食事の時や携帯用予備のマスク入れにもお使いいただけます。

飲食店 旅館・温泉 病院・医療機関 学校・教育機関冠婚葬祭 美容院・理容院

大大

な

お見積り
無料!

裏面

表面
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お客様
のこまりごと

の解決をサポートしますお客様
のこまりごと

の解決をサポートします
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