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知識や経験を活かします
特殊な資格や技能が必要な仕事に活かせます

短期間・短時間に対応します
早朝・夕方・土日などに対応できます

責任感が強く真面目です
丁寧・実直に取り組みます

シニア共働でイメージアップ
一億総活躍社会に貢献できます
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シルバー人材
派遣します！

シニアパワーをあなたの職場に!シニアパワーをあなたの職場に!
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■アフターコロナはすでに始まっている
　コロナ禍の経済的な影響は、ほぼ一通り出尽く
した感があります。まだ営業を制限されているの
は、海外旅行業界だけといってもいいでしょう。
　東京商工リサーチの調査によると、企業倒産件
数はコロナ禍にもかかわらず、むしろ減っていま
す。2020年は2000年以降で最少の件数でした。2021
年は11月までの実績をみると、2020年をさらに下
回る可能性が濃厚です。
　いつかコロナが収束し、海外旅行や宴会が再開
されても、経済に劇的な変化が起きる余地は限ら
れています。その意味ではアフターコロナは既に
始まっています。
■テレワークは定着するか
　コロナ禍で変化した一つは、テレワークでしょ
う。東京都が実施した「テレワーク実施率調査」
をみると、都内企業（従業員30人以上）のテレワ
ークの実施率は、2021年11月調査で57.2％です。

コロナに対する警戒感が最も強かった、2020年の
最高である62.7％（４月）、緊急事態宣言中の最高
である65.0％（2021年８月）と比べても、それほ
ど下がっていません（図表１）。
　毎日新聞社が2021年11月中旬から12月中旬にか
けて行った主要企業アンケートによると、17％の
企業が本社フロアを縮小しています。
　アフターコロナの賃金・評価制度は、テレワー
クが定着することを前提にして考える必要があり
ます。

出所：東京都産業労働局『テレワーク実施率調査』

特 集

アフターコロナの賃金・評価制度についてアフターコロナの賃金・評価制度について

リザルト株式会社リザルト株式会社
代表取締役　神田 靖美代表取締役　神田 靖美

図表１ テレワーク実施率の推移
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■テレワークの生産性は高い
　テレワークはオフィスワークより生産性が高い
ことが、実験で確かめられています。2015年、中
国最大の旅行会社C

シートリップ

tripが社員の中から参加者を
募り、無作為に二つのグループに分け、一方のグ
ループには９カ月間在宅勤務をさせ、もう一方の
グループには通常どおりオフィス勤務をさせまし
た。その結果、在宅勤務をしたグループは生産性
が13％上がりました。
　この実験では、在宅勤務グループに振り分けら
れた人は、たとえ本人がオフィス勤務を希望して
も在宅勤務を行わせました。次に在宅勤務とオフ
ィス勤務を本人の意思で選べるようにしました。
すると生産性はさらに12％上がり、結局、全員オ
フィス勤務のときと比較すると25％生産性が上が
りました。
■自由度が高いほど生産性が高い
　Ctrip社の実験はオフィス勤務と在宅勤務の生
産性を比較したものですが、在宅勤務と「どこで
働いてもよい」という働き方を比べた実験もあり
ます。
　米国特許商標庁は、①一方のグループには「在
宅限定。少なくとも週１日は出勤する」という条
件にし、②もう一方のグループには「どこで働い
てもよい。年間５回は出勤」という条件にしまし
た。結果は、②のグループの方が4.4％、生産性が
高かったということです。
　企業はとかく社員の働き方を制約したがります
が、実際には自由度が高い方が、生産性にはプラ
スに作用します。
■小規模企業こそテレワークを推進すべき
　前出の東京都「テレワーク実施率調査」による
と、2021年11月の都内企業のテレワーク実施率を
従業員規模別にみると、「従業員300人以上」では
86.7％、「同100 ～ 299人」では62.1％、「同30 ～ 99
人」では46.3％となっています。
　しかし、テレワークは小規模企業こそ歓迎すべ
きです。小規模企業は大企業に比べて、賃金面・

■基本給は変える必要がない
　テレワークを導入しても、基本給の制度は従来
通りで構いません。賃金制度には「等級がある」

「等級の賃金範囲に幅がある」「評価つき定期昇給
がある」という三つの鉄則があります。テレワー
クにもこれらは当てはまります。テレワーク導入
を機に基本給制度を変えたという話は聞いたこと
がありません。
　基本給制度の作り方についてはここでは割愛し
ますが、筆者が「アクセス埼玉」2018年６月号に
掲載していますので、こちらをご覧ください。

労働環境面で劣っている傾向があります。この差
をテレワークによって詰められるからです。
　賃金に関していえば、米国の世論調査会社ギャ
ラップが2017年に行った調査で、労働者は在宅勤
務が許されるなら、賃金が平均して８％減っても
構わないと考えていることが分かりました。
　日本でいま同じ調査をすれば、さらに大幅な賃
金の低下も甘受するという答えが出てくるに違い
ありません。コロナが収束しても「新しい生活様
式」として、引き続きオフィスや交通機関ではマ
スクを着用したり、手を消毒したりすることを求
められることが予想されるからです。在宅勤務を
条件にすれば、オフィス勤務のときと同じ賃金で、
より優秀な人を雇える可能性があります。
　労働環境に関しては、テレワークをさせる企業
に都心のあか抜けたオフィスは必要ありません。
頻繁に出社する必要がなければ、それほど快適で
ないオフィスでも甘受してもらえます。
　これまでオフィスにあった書類や情報にアクセ
スすることは、クラウドサービスを利用すれば少
額の費用で実現できます。経済学者の野口悠紀雄
氏は「クラウド『超』仕事法」（2011年講談社）の
中で「クラウドは小企業に有利に働き、恐竜型大
企業を駆逐する」と述べています。いよいよそれ
が現実になってきました。
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■だらだらしてしまうことにはインセンティブが効果的
　テレワークの問題の一つに、監督されていない
と、どうしてもだらだらしてしまうということが
あります。これにはインセンティブ（報奨金）が
効果的です。インセンティブとは歩合給や出来高
給などのことです。セールスパーソン（外交販売
員）やタクシー運転手の間では既に一般化してい
ますが、他の職種でも使えます。
　あるソフトウエア会社はエンジニアに対して、
基本給の他に図表２・３のようなインセンティブ
を支給しています。納期を守り、エラーが少ない
ほど、たくさん支払われるように組み立てられて
います。例えば基本設計の担当者が納期当日に納
入し、エラー摘出密度（ドキュメント１枚当たり
のエラー件数）が0.2 ～ 0.4件の間にあったとき、

「基本給×0.25×1.125」に相当する出来高給が
支払われます。
　算定基礎給は、このケースでは基本給の25％で
すが、プロジェクトの規模によって異なります。
品質の判断基準は、基本設計ではエラー摘出密度
ですが、開発ステップによって異なります。納期
に５日以上遅れたときやエラー摘出密度が0.8件
以上であったときは、インセンティブは一切支払
われません。
　管理職が管理職としての仕事よりも、一社員と
しての仕事の方に熱心だとこぼす経営者の方がい

ます。そういうときは管理職に対して、通常の賞
与に加えて「部門目標の達成率×基本給、ただし
部門目標未達のときは０」というボーナス制度を
設けることをお勧めします。目標は達成率が客観
的に算出可能なものにします。
　事務の仕事にもインセンティブが使えます。イ
ンセンティブは追加的な努力で成果が著しく向上
する仕事で効果があります。事務の仕事にはこれ
が当てはまります。注意力を10％上げたら、事務
ミスは10％以上減るはずです。「ノーミスなら５万
円のボーナスを払う。一件ミスするごとに１万円
減らす」というインセンティブを導入したら、固
定給だけのときに比べてミスが劇的に減るに違い
ありません。
■在宅勤務手当はどのくらい必要か
　在宅勤務をすると、社員にはさまざまなコスト
がかかります。これに配慮しなければ、十分な人
材を確保できません。
　図表４は、在宅勤務によって発生する諸費用を
まとめたものです。電気代は１カ月160時間在宅
勤務をすることを前提に試算しました。
　パソコンやスマートフォンなどの減価償却費は、
テレワークをすることによって、追加的には発生
しないと判断しました。これらを個人で所有して
いないという人はいまや少数派です。パソコンや
スマートフォンは私物であっても、新しいＯＳが
発売されるなどして陳腐化したら買い替えている
はずです。これらの費用をテレワークする人にだ
け支払うとしたら、テレワークをしない人は不公
平さを感じるでしょう。むしろこれらのものは、
個人で購入しても充実した生活が送れるような、
十分な基本給を支払うべきです。

図表２ ソフトウエア技術者の出来高給
開発ステップ 納期 算定基礎給

要件定義 2021.3.31 基本給× 0.25

基本設計 2021.4.30 基本給× 0.25

詳細設計

実装単体テスト

総合テスト

2021.6.30 基本給× 0.25

システムテスト 2021.7.31 基本給× 0.25

図表３ 納期遵守度・エラー摘出密度と乗数
納期遵守度

エラー摘出密度
納期
5日以前

納期
当日

納期
2日遅れ

納期
4日遅れ

納期
5日遅れ

0.2 件未満 200.0％ 150.0％ 100.0％ 50.0％ 0.0％

0.2 件以上 0.4 件未満 150.0％ 112.5％ 75.0％ 37.5％ 0.0％

0.4 件以上 0.6 件未満 100.0％ 75.0％ 50.0％ 25.0％ 0.0％

0.6 件以上 0.8 件未満 50.0％ 37.5％ 25.0％ 12.5％ 0.0％

0.8 件以上 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
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ーク時代にこれで評価をするのには無理がありま
す。自宅で働いている人のパーソナリティーを評
価することは困難ですし、重要でもありません。
　図式評定尺度法は評価する側にとっては簡単で
すが、正確さや信頼性の面で問題があります。同
じ人でも、誰が評価するかによって大きく異なる
結果が出ます。あるいは同じ人を同じ人が評価す
るのであっても、今日評価するのと来週評価する
のとでは違う結果が出がちです。不確かなもので
あることを社員も知っているので、評価基準に合
わせて行動を変えたりしません。表○○を見て「よ
し、今日から業務を進めるのに十分な知識・技能
を身につけるぞ」と考えるような人はいません。
■評価は目標管理で
　テレワークとは、会社が頼んだことさえ実行し
てくれればいいという意味で、社内で業務委託を
するようなものです。委託内容は目標を達成する
ことにほかなりません。テレワーク時代の人事評
価には目標管理が適しています。
　目標管理とは、個人目標の達成状況で評価を行
う方法です。ただし、達成率だけで評価すると社
員は簡単に達成できる目標ばかりを立ててくるの
で、達成率の他にいろいろな要素を考慮します。
　図表６は出版Ｂ社の社員の目標管理による評価

　家賃は自宅の仕事場とする部分に相当する家賃
です。在宅勤務をしなければ他の用途に使えたは
ずであり、その負担も考慮しました。電気代、通
信費、減価償却費、家賃を合計すると、冷暖房を
使わない月で7,278円、冷房を使う月で11,278円、
暖房を使う月で12,678円です。単純に平均すると
10,411円です（家賃は東京都の金額で計算）。
　一方で衣服やクリーニング代など、在宅勤務を
することによって節約できる出費もあります。仮
に昼食代が１勤務（在宅勤務も含む）によって500
円節約できるとした場合、１カ月20勤務で１万円
節約できます。
　また前述のとおり、労働者は在宅勤務が許され
るなら、平均して８％の賃金低下も甘受するとい
うデータもあります。これらのことを考慮すると、
在宅勤務手当は15,000円も支給すれば、社員は十
分満足するはずです。

■「・・・しているか」式の評価は無理
　評価の方法で伝統的なものに「図式評定尺度法」
というものがあります。図表５に例示したように、

「・・・しているか」という形の問いで、主とし
てパーソナリティーを評価するものです。テレワ

図表４ 在宅勤務によって生じる追加的な費用

電気代
エアコン（冷房時）
エアコン（暖房時）
照明

4,500 円
5,900 円
500 円

通信費
インターネット
携帯電話かけ放題オプション

追加的には発生しない
1,650 円（ソフトバンク）

減価償却費
パソコン、スマートフォン、プリンター、
机、椅子

追加的には発生しない

家賃 １畳
全国平均 3,074
東京都 5,128

衣服、クリーニング、化粧品、
飲み物等

個人差があるが、マイナスの値である
ことは確実。

甘受される賃金低下 －８％

図表５  図式評定尺度法
評価対象 評価項目 採点

知識・技能
業務を進めるのに十分な知識・技能を持っているか
問題解決に対応できる知識・技能を持っているか

5_4_3_2_1
5_4_3_2_1

判断力 職場が抱える問題を的確に把握しているか 5_4_3_2_1

（途中省略）

実行力 技術の変化や職務の拡大に柔軟に対応できるか 5_4_3_2_1
出所：日経連出版部編「人事考課フォーマット集」
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結果です。各目標の「難易度×負荷係数×ウェイ
ト×等級係数×達成率」の合計点をもってその人
の業績点とし、これの多い少ないで評価していま
す。この人の業績点は24.05点です。
■難易度
　難易度とは目標の難しさのことです。その人に

とっての難しさではなく、客観的に判断した難し
さであり、図表７の「難易度設定基準書」で決め
ます。それぞれの目標について「知識・技能」「責
任の程度」「意思決定の程度」「職務の複雑度」「対
人関係の必要度」という５要素で採点し、５要素
の平均点をその目標の難易度とします。

図表６ 出版Ｂ社社員の目標管理による評価
目標 難易度 負荷係数 ウェイト 等級係数 達成率 業績点

目標１
自分が特集記事を担当したときの『○○○○』
（雑誌名）を実売○○部

40 100％ 32％ 76％ 102％ 10.23 点

目標２
自分が特集を担当したときの原価率を○○％
以内に抑える。

23 100％ 29％ 76％ 98％ 4.45 点

目標３ 特別号『○○○○』を 2月末までに刊行する。 21 100％ 23％ 76％ 100％ 3.51 点

目標４
自分が特集を担当したときの返品率を○○％
以内に抑える。

39 100％ 16％ 76％ 104％ 5.86 点

合計 24.05 点

図表７ 難易度設定基準書
１．知識・技能
レベル 職務内容 難易度点

1 １カ月程度の見習い期間または３カ月程度の実務経験を必要とする。 100

2 ３カ月程度の見習い期間または半年程度の実務経験を必要とする。 115

3 半年程度の見習い期間または２年程度の実務経験を必要とする。 133

4
業務独占的な公的資格を必要としながら、その養成機関への入学資格に、高校卒業以上の資格を要

しない。またはそれと同程度の知識・技能を要する。
153

5
業務独占的な資格を必要とし、かつその資格試験の受験に、高校卒業後３年以内の短期大学や専門

学校等での専門的な教育を前提とする。またはそれと同程度の知識・技能を要する。
176

6
業務独占的な公的資格を必要とし、かつその資格試験の受験に、高校卒業後３年超の大学や専門学

校等での専門的な教育を必要とする。またはそれと同程度の知識・技能を要する。
203

２．責任の程度
レベル 職務内容 難易度点

1 業績の影響が個人業績のみにとどまるか、個人の業績責任のみを負う。 0

（途中省略）

6 業績の影響が企業（大企業）全体の業績に及ぶか、企業（大企業）全体の業績責任を負う。 203

３．意思決定の程度
レベル 職務内容 難易度点

1 意思決定の要素は皆無で、常に監督を必要とする。 0

（途中省略）

6 レベル 5の内容に加えて、目標達成のためであれば他者を動員する権限も持つ。 163

４．職務の複雑度
レベル 職務内容 難易度点

1 単一の、単純な作業を反復する。 0

（途中省略）

6
常に情報を探求し、3 ～ 5 年先を予測し、機会と脅威を探り、業界にとって新しいことを導入する。

長期的な戦略の立案が求められる。
122

５．対人関係の必要度
レベル 職務内容 難易度点

1
直属の上司とのみ対応するか、郵便・宅配業者など、極めて限定された人的対応しか要さない。コミュ

ニケーションスキルは特に必要としない。
60

（途中省略）

6

社外の組織（大企業）の代表者や、国レベルの行政機関との、情報を伴う対応が日常的にある。他者の手

助けがなくても、事実や自分の考えを論理的に述べるだけのコミュニケーションスキルを要する。方針や内

容に批判的な相手に対しても、主張の正しさを論理的に説得するだけのコミュニケーションスキルを要する。

122
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■負荷係数
　負荷係数とは、目標の量的な大きさを評価する
ものです。「自分が特集記事を担当した雑誌を実売
で○○部販売する」という目標があり、○○の部
分に入る数字が、ある人は10,000で、別のある人
が7,000であったとしても、達成に向けての行動そ
のものは同じです。従って、難易度設定基準書で
採点する難易度は同じになります。しかし10,000
部も7,000部も同等に評価するのでは不公平です。
そこで負荷係数を設定します。負荷係数は、その
人の目標が、部門目標を担当者の数で割った、一
人当たり目標値と同じ数字であるときに100％に
なります。例えば一人当たり目標値の1.1倍の個人
目標を掲げたなら110％になります（図表８）。
■ウェイト
　ウェイトとは、その目標にどれだけのウェイト
をかけるかという数字です。重要な目標ほどウェ
イトを大きくします。各目標の合計点で100％にな
るようにします。
　ウェイト設定は、目標が４項目あったら、とり
あえず全部25％にして、どこかを増やしたらどこ
かを減らすというようなやり方はかえって煩雑で
す。しかも正しい重要度を反映しません。そこで
重要度を指数化して考えます。目標を重要な順に
並べて、一番重要な目標の重要度を100としたら、

他の目標の重要度はいくらかという数字を考えま
す。それのシェアをウェイトにします。この方が
よほど簡単かつ正確です（図表９）。
■等級係数
　等級係数は、業績に等級を考慮するものです。
雑誌を10,000部売るという目標を立て、二人とも
10,000部ちょうどを売った。ただし、一人は１等
級社員であり、もう一人は３等級社員であったと
いうとき、二人を同等の業績として評価するのは
不適切です。等級が違えば役割責任も違い、支払
われている賃金も違うからです。そこで図表10の
ように等級係数を設定します。
　当然ながら、一人の人に関しては、どの目標項
目の等級係数も同じになります。
■達成率
　達成率は、数字が大きいほど好ましい目標、例
えば売上高や新規顧客獲得数では「実績値÷目標
値」で計算します。数字が小さいほど好ましい目
標で、例えばコストや残業時間数では「目標値÷
実績値」で計算します。
　「販管費を年間１億円以内に抑える」という目
標に対して実績が９千万円であったならば、達成
率は１億÷９千万で111％です。販管費が年間で
１億円かかったということは、１千万円で36.5日
持ちこたえたということです。年間９千万円かか
ったということは、１千万円で40.6日持ちこたえ
たということです。40.6（実績）÷36.5（目標）
＝1.11、つまり111％ですが、これは「目標値÷実
績値」と同じ数字です。
　例えば「〇月〇日までに新賃金制度をスタート
させる」といった数値化できない目標では、達成
期限である○月○日に対してどれだけ少ない日数
で達成したかで達成率を測ります。数値化されて
いない目標は、何をもって完成とするかの基準を
あらかじめ明確にしておきます。新賃金制度をス
タートさせるという目標であれば、最終ステップ
である給与規程が所轄の労働基準監督署長に受理
されたことをもって完成と判断します（図表11）。

図表８ 負荷係数設定の例
自分が特集記事を担当したときの売上部数に関する

目標の負荷設定。部門目標 50,000 部、担当者５名。

目標値 負荷係数
阿部 11,000 部 110％

伊藤 10,500 部 105％

上田 10,000 部 100％

遠藤 10,000 部 100％

小川 10,500 部 105％

図表９ ウェイト設定のしかた
重要度 ウェイト指数

目標 1 100 32.3％

目標 2 90 29.0％

目標 3 70 22.6％

目標 4 50 16.1％

合計 310 100.0％

図表10 等級係数
等級 等級係数
6 等級 0.50

5 等級 0.57

4 等級 0.66

3 等級 0.76

2 等級 0.87

1 等級 1.00
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標を個人に割り当てたものです。やりたくなけれ
ばやらなくても良いというものではありません。
　目標管理の重要な要件の一つに「目標の連鎖」
ということがあります。企業目標と部門目標、個
人目標がつながっているということです。企業目
標にあることは必ずどこかの部門が部門目標に含
め、部門目標にあることは必ず誰かが個人目標に
含めるように、経営者や管理者は割り当てなけれ
ばなりません。企業目標に「新賃金制度をスター
トさせる」あるいは「売上高100億円」ということ
があるのに、誰も賃金制度づくりを個人目標にし
ていない、全社員の売り上げ目標を合計しても100
億円に足りないということがないようにします。

◇
　アフターコロナの賃金・評価制度について、イ
ンセンティブと在宅勤務手当、目標管理を中心に
述べてきました。ハードルが高いと感じられるか
もしれませんが、そんなことはありません。人は
洋の東西も業種も企業規模も問わず、インセンテ
ィブには必ず反応します。人には「現状維持バイ
アス」といって、変化よりも現状維持を好む心理
があります。インセンティブや目標管理にしても
別に不退転の覚悟で導入する必要はありません。
賃金の５％に相当するインセンティブを支給する
とか、目標管理による評価点を全評価点に２割加
味するとかいう形で試験的に導入してみて、上手
くいったらさらに広げて、上手くいかなかったら
改善するか、中止すればいいだけの話です。新年
度からテストしてみてはいかがでしょうか。

■目標はバランスよく立てる
　多くの企業が売上高と利益にしか目標を立てて
いません。しかし、それでは達成は困難です。企
業は売上高と利益を実現するために何をすべきか
ということにも目標を立てる必要があります。
　「バランスト・スコアカード」という考え方が
あります。バランスが取れた、数値化された目標
を立てよということです。キャプランとノートン
という人が、成功企業がどういう目標を立ててい
るかを分析して提唱しました。世の中には数値化
できないこともたくさんありますが、数値化でき
ないことは「ここまでできた」とか「まだまだだ」
というように管理できませんので、目標は極力数
値化することを求めています。
■視点のバランス
　目標は売上高と利益だけでなく、他の領域でも
バランスよく立てます。「財務」「顧客」「社内ビジ
ネスプロセス」「学習と成長」という４視点でバラ
ンスよく立てます（図表12）。　
■長期と短期のバランス
　半年や１年の目標だけでなく、達成するまでに
何年もかかるようなことも目標にします。目標管
理で評価に使う場合、長期の目標は今期中にどこ
まで進捗させるかを目標にします。なお、毎年同
じ目標にするのではなく、目標を入れ替えます。
■目標の連鎖を成り立たせる
　目標というと、「○○大会出場」とか「○○キロ
減量」とか、個人が立てるものを連想しがちです。
しかし、目標管理の目標はそうではなく、企業目
図表 11 達成率の計算

目標 例 達成率の計算
数字が大きいほど好ましいもの 売上高、利益、新規顧客獲得数、社員定着率 実績値÷目標値× 100

数字が小さいほど好ましいもの コスト、欠勤率、不良品率 目標値÷実績値× 100

数値化されていないもの 新賃金制度を発効させる 所要日数目標÷所要日数実績× 100

図表 12 企業が目標を立てるべき４視点
視点 内容 例

財務の視点 財務諸表上に表れる数字に関する目標 売上高、利益、純資産残高、キャッシュフロー

顧客の視点 顧客獲得・維持に関する目標 マーケットシェア、新規顧客獲得数、リピート率

社内ビジネスプロセスの視点 社内の仕事の進め方・効率性に関する目標 顧客応答時間、提案回数、不良品発生率

学習と成長の視点 社員の学習と成長、満足度に関する目標 定着率、資格取得率、年休取得率、残業時間削減数
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　N700系新幹線のパンタグラフをはじめ、トラッ
ク部品、油圧機器などを製造する同社の菅野社長
に話をうかがいました。

■貴社の概要について教えてください。
菅野　1913年、鉄道省指定工場として、鉄道車輌
用機器部品の製造で創業しました。鉄道車輌用機
器をはじめ、トラック部品、油圧機器、産業機械
の分野まで積極的に市場進出を図り、2013年には
創業100周年を迎えました。海外に生産拠点を展開
されているお客様のニーズに応えられるよう中
国・大連経済技術開発区に子会社の「大連工進機
械制造有限公司」という製造拠点を持っています。
　当社は、自動車用機器や油空圧機器などを製造・
販売する三輪精機㈱（川越市）、埼玉機器㈱（さい
たま市）などとともに、ニシウミグループの一員
として、結束力をより強固なものにし、社会の変
化に即応した構造改革、独自技術の一層の高度化
へ不断の研

けんさん
鑽を重ねています。企業目的である「工

業製品を通じて国家社会に貢献する｣「環境に優し
い企業活動をめざす」の実現に向けて、より一層
の努力を続けています。

■貴社の製品を教えてください。
菅野　鉄道部門では、各ＪＲ向けパンタグラフで
は共同開発した新幹線用と在来線用を合わせてシ
ェアは約80%です。モノレール用集電装置やディー
ゼル車用減速機では、国内シェアはほぼ100％です。
　トラック部品では、足回りのスプリングシート、
エンジン回りのタイミングギアケース、ウイング
を上げ下げするユニットとシリンダーを製造。
　油圧機器では、農業機械のトラクターに使用さ
れているコントロールバルブなど、建設機械の走
行クレーンに使用されている油圧バルブ、鉱山ダ
ンプ用パンタグラフなどです。
　産業機器では、磁力式トルク制御装置「パーマ
トルク」を製造しています。

■貴社の特徴的な取り組みを教えてください。
菅野　当社は職人が集結した技術者集団です。２
年前に作業者教育のため「ものづくり道場」を社
内に設け、最新のマシニングセンターを２台、汎
用旋盤を２台導入して、技能教育に取り組んでい
ます。職人の暗黙知を形式知にして、ますます進
む少量多品種生産に対応できるようにしています。

インタビュー

 株式会社工進精工所　代表取締役社長　菅
す が の

野 好
よ し ま さ

政 氏

所 在 地  狭山市新狭山1-1-12
代 表 者 代表取締役社長　菅野 好政 氏
事業内容  鉄道車輌用機器、トラック用部品、

油圧機器、産業機器の製造
資 本 金 １億円　　従業員数　232名
Ｔ Ｅ Ｌ 04-2952-8251
http://www.koshin-s.co.jp

株式会社工進精工所

「SMART25プロジェクトで、2025年までに売上高80億円を目指す」と語る菅野社長
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　職場のローテーションでは、新入社員は１年間
配属を決めないですべての職場を経験させます。
各職場を経験させ本人の希望を取って、配属先を
決めています。メンター制度を取っていますので、
フォローしながら新人教育を行っています。入社
３年後にも希望を取り、会社の都合で配属を決め
ませんので、社員からも好評です。人を育ててい
かないと、少量多品種生産にはついていけません。
　次の100年に向けてＳＤＧｓ（持続可能な開発目
標）に挑戦しています。お客様、協力会社様、志
を同じにするすべての人との仲間づくり、安全、
安心で働きがいのある職場環境づくり、健康経営
の推進、技能教育、職業訓練実施による人材育成、
環境に配慮した製品で鉄道、商用車の安全な輸送
システムに貢献、一人ひとりの環境意識を高める
教育と実践などに取り組んでいます。
　「自然災害発生時において、人命を最優先とし
て、社員と社員の家族の安全と生活を守る」「地域
社会の安全に貢献する」「部品の供給の継続、また
は早期の再開により、お客様への影響を極力少な
くする」ことを目的に、事業継続力強化計画を策
定し、経済産業省から令和２年に認定されました。

■今後の展開・抱負は。
菅野　2020年から2025年の６年間、SMART25という
プロジェクトのもと、2025年までに売上高80億円
を目指しています。具体的には、現在鉄道部門は
ＪＲさんが主体ですので、私鉄各社および海外へ
の拡販を図ります。また、北海道の農業機械メー
カーと技術提携しており、中国向けのハーベスタ

（収穫機）を開発・拡販をしていきます。SMART25
とは、最初のSはSpecific「明確性」で設定した目
標は明確なものか、MはMeasurable「計量性」で目
標達成率や進捗度は測定可能か、AはAssignable
で「割り当て設定」で役割や権限を割り当ててい
るか、RはRealistic「実現可能性」で現実的な目
標を設定しているか、TはTime-related「期限設定」
で目標達成に期限を設けているかです。
　新しい引き合いの場合、やったことがないから
できないではなく、当社の技術や体制では対応で
きない案件でも、他のメーカーさんと一緒になっ
て共同体のイメージで取り組んでいきたいと思っ
ています。ものつくりの理想を求めて、環境にも
優しい製品をお客様に届けられるよう、全社一丸
で取り組んでいきます。

ものつくりの理想を求めて

在来線用パンタグラフ　ＰＳ３３Ｈ
ＪＲ東　山手線　Ｅ２３５系

新幹線用パンタグラフ　ＴＰＳ３０３Ａ
ＪＲ東海　Ｎ７００Ａ用 モノレール用集電装置

ディーゼル車用減速機
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

有限会社佐々野製作所 http://www.sasano-mfg.com

鴻巣市上会下92-1
TEL　048-569-1887
資本金　300万円
従業員数　3名
■事業内容

超砥粒砥石コアの製造・
設計補助

高精度砥石コアの製造技術で産業の「削る・磨く」を支え続けます

北陸軽金属工業株式会社

大里郡寄居町赤浜138-2
TEL　048-582-2880
資本金　3,000万円
従業員数　120名
■事業内容

アルミ合金鋳造

お客様の多様なニーズにお応えします
http://hokurikukeikinzoku.co.jp

■1943年に設立し、一貫して砂型のア
ルミ鋳物部品の製造を行う創業79年の
鋳造メーカーです。大手自動車メーカ
ーや、大手自動車部品メーカーの試作
車両開発、モータースポーツ車両のエ
ンジン部品、産業機械部品、産業用ロ
ボット部品の開発・製造を行い、多品
種少量生産に特化しています。部品サ
プライヤーとして、「お客様のお役に
立つ」ことを目標とし、お客様を少し
でも幸せにし、社員も少しでも幸せに
なれる企業を目指します。

■ダイヤモンドホイールを代表とする
金属製超砥粒砥石「コア」の製造で40
年の実績があります。特にコア形状が
研削物の精度に直接影響する総型砥石
を得意としています。完成座標値・Ｃ
ＡＤデータから粒度を考慮したコア形
状の設計・加工にも対応しています。
また、光学レンズ用芯取ホイールでは、
研削不良の削減や砥石の長寿命化に寄
与する仕掛けなど、他社との差別化を
図っています。超砥粒砥石「コア」の
ことならお任せください。

株式会社ヤマザキ電機 http://www.yamazaki-denki.co.jp

坂戸市小山123
TEL　049-283-3511
資本金　9,000万円
従業員数　45名
　ISO9001:2015
　ISO14001:2015
■事業内容

◯工業炉の設計・製作
◯付帯設備の設計・製作
◯築炉工事
○メンテナンス工事
○制御盤更新工事

工業炉の総合メーカー：設計～製作～据付～、省エネ対応、メンテナンス
■創業80年の工業炉専業メーカーです。
水素や還元性ガス中で加熱処理する雰
囲気炉では、パイオニアとして工業界
に貢献。アンモニアから水素と窒素を
取り出すアンモニア分解装置等の工業
用雰囲気ガス発生装置、鋼材表面にマ
グネタイト膜を生成する黒化処理炉、
焼結炉、焼成炉、乾燥炉、ろう付炉な
ど、実績装置からお客様仕様のオリジ
ナル装置まで提供。高効率断熱材を使
用した省エネ築炉工事も対応します。

アンモニア分解装置 ( 左 )

砂型３Ｄプリンターによる砂型(左上)、製品(右上)、
砂型３Ｄプリンター(下)

メッシュベルト式焼結炉 ( 右 )
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

秩父電子株式会社 http://www.cec-kk.co.jp

秩父市山田2178
TEL　0494-22-5955
資本金　8,000万円
従業員数　72名
■事業内容

半導体研磨加工

半導体研磨加工の匠集団
■秩父電子グループは半導体業界のさ
まざまな要求に応えるべく、半導体フ
ォトマスク基板用ガラス研磨をはじ
め、化合物半導体ウェハー研磨、ＳＡ
Ｗフィルター用基板研磨、ワイドギャ
ップ半導体材料研磨、金属膜蒸着、シ
リコンウェハーエピ成長加工など、幅
広い事業を展開している技術集団です。
2019年には経済産業省から「地域未来
牽引企業」に認定されるなど、匠の技
術でお客様の満足度に応えていきます。

株式会社エムアンドシー http://www.m-andc.com

川口市芝新町4-6 YSタワー
701
TEL　048-267-3144
資本金　1,000万円
従業員数　10名
■事業内容

タングステン、モリブデ
ン製品の製造、販売

高品質、高付加価値なタングステン、モリブデン製品をご提供します。
■レアメタル資源の多い中国の優良メ
ーカーと提携し、主にタングステン、
モリブデン製品の製造、販売をしてい
ます。現在は、主に日本国内や欧州の
大手医療機器メーカーへ製品を販売し、
長年に渡り高い信頼を得ています。こ
れまで培った経験・技術を中国メーカ
ーへ注入することで、高品質の製品を
より安く、スピーディーに世界中へ提
供することができます。

株式会社武蔵屋 https://c-musashiya.jp

さいたま市見沼区東大宮
4-29-1
TEL　048-663-7037
資本金　5,000万円
従業員数　470名
■事業内容

○業務用ユニフォームク
リーニング＆リネンサ
プライ

○一般ドライクリーニン
グ

○業務用各種商材販売

創業 72 年の信頼で確かな品質のクリーニング会社
■昭和23年に東京都荒川区でクリーニ
ング店として誕生してから72年。一環
してお客様のお役立ち企業を目指して
きました。埼玉県の上尾工場、群馬県
の藤岡ユニフォーム工場、藤岡リネン
工場で、ドライクリーニング、スポー
ツクラブ、温浴施設、食品工場のユニ
フォームと、幅広いお客様のクリーニ
ングに対応しています。最新の機械設
備と技術、RAL（ドイツの品質規格）
取得による高いクオリティーはお客様
から評価を得ています。

ワイドギャップ半導体研磨工場

藤岡工場外観

トンネルフィニッシャー

連続洗濯機

ユニフォーム工場作業風景

ポリッシュ装置

両面研磨機

12 インチ加工



2022.212 アクセス埼玉

医療機器・計測機器・光学機器・分析機器等の精密部品加工事例

●精密部品加工を試作から量産まで
　創業以来60余年、高精度な精密部品加工技術で、
医療・光学・計測等の精密機械分野において顧客
の幅広いニーズに応えています。多品種少量生産
を得意として短納期の試作にも対応し、一方で量
産品に関しては独自の安全在庫管理システムによ
り納期遵守率はほぼ100％です。品質面においても
医療機器の国際規格ＩＳＯ１３４８５認証を取得
しており、徹底した品質管理体制で顧客から高い
信頼を得ています。2005年から上海工場を稼働し、
顧客の海外拠点への供給体制も整っています。
●デジタル化で付加価値の高い仕事へ
　2000年以降、独自にデジタル化・自動化を進め、
技術力の高度化とともに生産性・業務効率の向上
に努めています。古い設備を上海へ移管しながら
国内は最先端の５軸制御マシン等を増強して設備
の新陳代謝を進め、その一方でＩｏＴ稼働監視シ
ステムや協働型ロボット等を導入して生産性の向
上に努めてきました。今年度はＡＩ外観検査シス
テムを導入して、目視検査の自動化にも取り組ん
でいます。また、毎月数千点に及ぶ受注を的確に
顧客に届けるため、独自の業務管理システムで情
報を一元管理しており、受注から出荷までのプロ
セスが最適に運用管理されています。

　「ＩｏＴによる稼働状況の『見える化』は現場の
意識改善につながりましたが、本番はそこから上
がってくるデータの分析と、それを具体的な改善
につなげる地道な活動です。協働型ロボットやＡ
Ｉ外観検査システムは単純な人的作業の撲滅が目
的ですが、いずれも次世代スマート工場を見据え
た取り組みの一環で、まだ始まったばかりです。
こうしたデジタル化や自動化を進めることで、人
にはもっと付加価値の高い仕事にシフトしてもら
いたいと考えています」と話す菊地社長。生産性・
業務効率の向上だけでなく、中小製造業の展望な
ど見据え、積極的に取り組んでいます。
●技術力で顧客ニーズに応えるサービス業
　「お客様のバリューチェーン（価値連鎖）の至
る所にわれわれがお役に立てるニーズがあります。
こうしたニーズは時代とともに変化し、年々、高
度化しています。それにお応えして、技術をコア
に新たな価値を提供するのがビジネススタイルで
す。お客様の困り事は多岐に及び、時に多くの困
難を伴いますが、それを一つ一つ解決することで、
体力をつけてきました。時代とともに進歩する技
術とお客様ニーズの変化に常にフォーカスを合わ
せ、未来に向けて進化し続けることが、われわれ
のミッションです」と、菊地社長は語ります。

　

所 在 地　比企郡川島町下伊草279-1
代 表 者　代表取締役　菊地 浩二 氏
事業内容　精密機械業界向けの部品加工および組立
資 本 金　1,000万円　　従業員数  36名
Ｔ Ｅ Ｌ　049-297-0394
http://www.kyoshin-works.com

 株式会社協新製作所
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 11回　会議の定期的な見直しで組織風土を改善す織風風土土を改改善善す土を改 すするる善す織織風土を織織織風 を土をで組織織織 るるるる善善すすす善す第 11回　会議の定期的な見直しで組織風土を改善する

会議の見直しは年１回定例で
　今回は会議の見直しについて、お話しします。会
議は当初その会議が企画された時点と、一定期間運
営された後の時点とでは、その重要度や役割が異な
ってくるケースがあります。例えば、減益決算を受
けて経費削減策を議論する会議が組成された場合、
会議の組成当初と削減策決定後の進捗チェック段階
に入った時点とでは、会議の存在意義自体が変わっ
てきているのです。会議は効率化の観点から、一定
期間ごとに見直しをすることが肝要なのです。
　また、長期間見直しをしないと会議そのものの数
が多くなりすぎてしまったり、中身の薄い会議が増
えてしまったりもします。基本は新年度を控えた時
期などに、毎年一回定例で社内全会議の一斉点検を
するのがいいでしょう。その際には必要に応じて、
参加メンバーを見直ししたり、開催頻度を見直しし
たり、さらには「会議目的」の見直しや場合によっ
ては他の会議との合体等も検討します。会議の見直
しがほとんどされていない企業は多いのですが、効
率的かつ有益な会議運営は、強い組織をつくる上で
必須の事項といえるので、注意が必要です。
「重要性」と「運営コスト」で見直しする
　具体的見直し方法ですが、基本は会議の「重要性」
と「運営コスト」の二つの要素で検討します。「重要
性」区分の一般的基準を挙げれば、「本業に関し何が
しかの結論を導く⇒重要度大」「本業に関する意見交
換⇒重要度中」「あらゆる情報共有または報告⇒重要
度小」、という区分けが成り立ちます。
　「運営コスト」は、単純に参加者の人件費概算で
比較します。例えば、社長を10Ｐ（ポイント）とし
たときに、役員は７Ｐ、部長は５Ｐ、一般管理者は
３Ｐ、担当者は１Ｐと規定して、参加メンバーの人
件費合計を算出します。標準コストをどこに置くか
は組織の規模や統治方法によって異なりますが、一
例を挙げれば、50人規模の会社で一般管理者の会議
からのボトムアップ提案を部長以上が適否判断する
組織ならば、一般管理者３Ｐ×５人＝15Ｐをこの会

社の会議コストの基準中央値とします（必要に応じ
開催頻度も考慮が必要）。　
　以上の考え方でテーマの「重要性」と「運営コス
ト」の２軸マトリクスを図に表しますと、上図のよ
うになります（先の企業の例ですと、運営コスト「中」
の中央値が15Ｐとなります）。◎〇の会議は、重要度
とコストが一定以上見合っている会議ですが、▲×
の会議は一般的には見直しまたは廃止の検討が必要
ということになるでしょう。取締役会のような法令
で定められた固定メンバーでの開催を規定された会
議以外は、このような考え方をベースに「重要性」
と「会議コスト」のバランスをチェックして、会議
の目的や参加メンバーの見直しを検討します。
会議の見直しが組織風土の改善につながる
　中小企業においてトップダウン型の命令系統が続
くと、権限移譲が進まず次世代経営層が育たないと
いうことが起こり、将来的に事業継続が困難になる
ということにもなりかねません。この場合、重要会
議の議論を現場レベルに移行することが、トップダ
ウン型の命令系統を変えることに役立ちます。すな
わち、重要会議のコストを可能な範囲で下げ「◎」
会議に定着させることで、ボトムアップ提案型の組
織づくりの基礎固めができるのです。会議は「会社
の長年の文化や現状の体質が最もよく現れる場であ
る」と本連載の冒頭でもお話ししましたが、これを
逆手にとって会議を変えることから、企業の体質や
組織風土の改善につなげることも可能なのです。

会議見直しマトリクス
運営コスト

会議重要性
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　世の中の変化、スピードがますます速くなってい
る現在、企業もそれと同じか、それ以上のスピード
での変化が求められています。私も改善会などでは、
より多くの方が改善のアイデアを出せるように後押
しをして、そして自分でも役に立つアイデアを出す
よう頭をフル回転させています。
　そんな感じで、モノづくりに変化をもたらそうと
するのですが、いくら素晴らしいアイデアがたくさ
ん出たとしても、それを実行できなければ何の役に
も立ちません。必ず実行が必要です。いいアイデア
がバンバン出て、それを次々と実行することができ
たら素晴らしいですね。
　ところが出たアイデアを実行する段階になって、

「できません」という残念な答えが返って来ること
があります。特にこれまで経験がない新しいアイデ
アの場合に、この返事があることが多いと感じます。
もちろん新しいアイデアの場合は、やってみないと
分からないということはあります。しかし、コンサ
ルタントの私はこれまでの経験から、「危険がないか」

「効果が上がるか」「実現可能か」ということはある
程度分かります。全く無理な改善の実行にゴーをか
けることはありません。
　しかし、それでも「できない」という答えが返っ
て来ます。ナゼでしょうか？　この理由をみんなで
考えて解決して、改善実行ができるようにすること
はとても大切なことです。もちろん簡単に諦めるの
はダメですが、逆に「できないと言うな、とにかく
やれー！」と強く命令してしまうのもよくありませ
ん。そのときは何とかできても無理をするので、そ
の後の改善に支障が出ることがあるからです。
　「できない」という背景として、次の３点がある
と思います。
①私一人ではできない
　私たちの仕事は、自分一人で、あるいは自分たち
の部署だけで、すべてができることは意外に少ない
です。やはりいろいろな方々との協力でできている
ことが多いでしょう。しかし、新しい仕事の場合は

誰にどう助けてもらえばいいかが分からず、忙しい
中、どうやって頼んだらいいかを考えるのも大変で
す。皆で一緒にやれるように、チームをつくるよう
なやり方を考えましょう。
②今すぐにはできない
　皆さんが忙しい中で、空いた時間が全くないとい
うこともあると思います。すなわち、やるべきだと
分かっていてもすぐにはできないことが多いのです。
今すぐにはできなくても、いつからどのくらいの時
間をかけて実行するかの計画を立てて、その上で実
行すればいいのです。

③完全にはできない
　改善もレベルが上がってくると、うまくいかない
かもしれないという不安が出ます。完全を目指して
成功の確信が持てるまで着手しないというやり方を
すると、結果的に出来上がるのが遅れて、できたと
きには既に役に立たないことが起きかねません。そ
れよりは、不十分を承知で、まずは今できることを
やってしまうのです。出来上がりは不十分になりま
すが、目の前に実物があると、どこがどう不十分か
が使って分かるので、どう改善するかも分かり、結
果として早く成果に到達することがとても多いです。
早く失敗して、原因を分析して、対策をすることが
答えになるようです。早く失敗するためには、準備
不十分でも今すぐ始めることです。
　「できない」の背景には理由があります。その理
由を知らずに諦めたり、叱ったりして、大きな改善
のチャンスをつぶしてはもったいないですね。この
三つの「できない」はすべて解消できます。皆でス
ピーディな改善を実行しましょう！

｢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 111111 回回回　「「「ででできききななないいい」」」にににははは３３３パパパタタターーンンンがががががががががががあああるるる第 11回　「できない」には３パターンがある



広告

0 4 8 5 2 6 1 1 1 1

2022.2

　2021年もベトナムでは展示会がほぼ開催されませ
んでした。海外からベトナムに販路を求め、パート
ナー探しに活用してきた展示会に、ここ２年ほど行
くことができなかったという企業が多かったようで
す。企業にとって展示会は、商談を通じて仕事につ
ながることを期待するのはもちろんですが、何より
も現場で多くの思いがけない情報を得られることへ
の期待の方が大きいです。
　ベトナムサポートデスクでは、2021年11月にオン
ラインで「ものづくり商談会」をベトナムとタイで
同時に開催しました。前回の2020年はコロナ禍でし
たがちょうど感染者数の谷間となったため、会場で
の出展ができました。2021年はベトナムもタイも会
場出展はできず、すべてオンラインのみでの商談と
なりました。オンラインの利点はどこにいても、ど
この国ともつながり、話ができることにあります。
一度つながればその後引き続きコンタクトを取って
いくことができますので、出会いという意味では非
常に有効だと思います。
　ベトナムで会場出展を希望されていた企業に話を
聞きますと、コロナの状況を考えると会場開催がな
かったことは仕方がありませんが、会場商談の一番
良い点は、客先やパートナー候補だけでなく、同業
者や業界外の企業ともさまざまな情報交換ができる
のが醍醐味という企業が多かったです。また、WEB
面談ではなく、直に製品や部品を見せながらの説明
は重要で、「相手の反応を直接感じることができる
といったことが良かった」という声も多かったです。
　WEB商談はオンライン上の情報を見て、興味があ
る企業にアプローチします。一方、リアル開催では会

場で話しかけられたり、興味本位で立ち寄ったり、
良い情報が得られるという体験や効用があるのだと
感じました。オンラインを活用して、時間や渡航経
費を削減することも有益です。両方の利点を生かし、
展示会によって参加方法を選ぶことができるのは、
ビジネスを進める上で、選択肢が増えて良いことだ
と思います。
　2022年のどこかのタイミングで、海外展示会、商
談会の会場開催ができることを願っています。

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

ベトナムの展示会、商談会ベトナムの展示会、商談会

ベトナム便り

≪サポートデスクのご案内≫
＼今年度から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
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RAC Human
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広告

ＡＡＡＡ 　電子帳簿保存法上、電磁的記録による保
存は、１．電子帳簿等保存、２．スキャナ

保存、３．電子取引の３種類に区分されています。
今回は、２．スキャナ保存について説明します。
スキャン保存（区分②）に関する改正事項
1. 税務署長の事前承認制度が廃止されました。令和
４年１月１日以後に行うスキャナ保存について適用。
2. タイムスタンプ要件、検索要件等について、次の
通り要件が緩和されました。

（１）タイムスタンプの付与期間が、記録事項の入
力期間と同様、最長約２カ月とおおむね７営業日以
内とされました。

（２）受領者等がスキャナで読み取る際の国税関係
書類への自署が不要とされました。

（３）電磁的記録について訂正または削除を行った
場合に、これらの事実および内容を確認することが
できるクラウド等において、入力期間内にその電磁
的記録の保存を行ったことを確認することができる
ときは、タイムスタンプの付与に代えることができ
ることとされました。

（４）検索要件の記録項目について、取引年月日そ
の他の日付、取引金額および取引先に限定されると
ともに、税務職員による質問検査権に基づく電磁的
記録のダウンロードの求めに応じる場合には、範囲
指定および項目を組み合わせて条件を設定できる機
能の確保が不要となりました。令和４年１月１日以
後に行うスキャン保存について適用。
3. 適正事務処理要件が廃止されました。令和４年１
月１日以後に行うスキャナ保存について適用。

4. スキャン保存された電磁的記録に関連した不正
があった場合の重加算税の加重措置が整備されまし
た。
　適正な保存を担保するための措置として、スキャ
ン保存が行われた国税関係書類に係る電磁的記録に
関して、隠

いんぺい

蔽し、または仮装された事実があった場
合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課され
る重加算税が10％加重される措置が整備されました。
令和４年１月１日以後に法定申告期限等が到来する
国税について適用。
スキャン保存の手続きに関するＱ＆Ａ
Ｑ　これまで税務署の承認を受け、スキャナ保存を
行ってきましたが、今回の承認制度廃止に伴い、何
か手続きは必要ですか？　また、改正後の緩和され
た要件の下で保存を行っても問題ありませんか？
Ａ　施行日（令和４年１月１日）以後についても引
き続き承認は有効であり、承認の取りやめの届出書
を提出する（または税務当局から取り消し処分を受
ける）までは、その後も改正前の要件を満たしてス
キャナ保存を行う必要があります。従って、施行日
前に承認を受けていた方が、施行日以後緩和された
要件の下で保存を行う場合には、承認の取りやめの
届出書の提出等の承認を取りやめる一定の手続きが
必要となります。なお、施行日前に承認を受けてい
た方が、引き続き改正前の要件で保存を行うか、新
たに改正後の要件で保存を行うかは保存義務者の選
択となりますが、重加算税の10％加重措置について
は、施行日以後に法定申告期限等が到来する国税に
ついて適用されます。

電子帳簿保存法の改正について　～その２～電子帳簿保存法の改正について　～その２～
　令和３年度の税制改正において、令和４年１月１日から「電子帳簿保存法」が施行されましたが、そ　令和３年度の税制改正において、令和４年１月１日から「電子帳簿保存法」が施行されましたが、そ
の内容について教えてください。　の内容について教えてください。　

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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新入社員向け研修

新入社員教育研修

新入・若手社員向けオプション研修

令和４年度新入社員・若手社員のスキルアップ研修
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/reiwa4nendoshinnyu

　新入社員を対象に、社会人としての心構え、基本的なビジネスマナーや職場でのコミュニケーション、チームワークの大切
さなどについて、実践的に学びます。また、配属先に応じたカリキュラムとなっており、“生産部門向け”、“一般部門向け”の
どちらかをお選びください。※おかげさまで、残り少なくなってきましたので、お早めにお申し込みください。

　新入・若手社員のスキルアップ研修として、以下のオプション研修を用意しています。

開催時間　9:40～16:30（昼休み50分）※昼食は各自でお願いします。
受 講 料　上記①～⑥、⑨⑩：会員17,600円　一般25,800円　　上記⑦⑧：会員15,600円　一般19,800円
　　　　　上記⑪：会員8,800円　一般12,900円　　上記⑫：会員7,800円　一般9,900円
　　　　　◎WEB研修がお得（同じ会社が一括で申込される場合のみの限定）
　　　　　　上記⑦および⑧に３名以上参加の場合は、一人あたり1,000円割引いたします。
　　　　　　⑫に３名以上参加の場合は、一人あたり500円割引いたします。

生産部門向け・一般部門向け共通
　●社会人としての心構え、基礎知識
　●ビジネスコミュニケーション
　●効率的な仕事の進め方
　●新入社員のためのセルフマネジメント
　●これからの自己目標　他
生産部門向け
　●お客様から喜ばれるものづくり
　●５Ｓの基本　●生産の目的　　　
　●ものづくりの基本を理解する　●安全作業　他
一般部門向け
　●電話応対・メールの基本　　
　●訪問時・接客時のマナー
　●名刺の渡し方　●敬語について
　●オンライン時代の報連相　他

生
産
部
門
向
け

会場 日程 定員
①大宮大卒（ソニックシティビル 906 会議室､ 市民ホール 404） 4/6 ㈬、7 ㈭ 30
②大宮Ⅰ（ｿﾆｯｸｼﾃｨﾋﾞﾙ 10 階公社研修室） 4/4 ㈪、5 ㈫ 30
③大宮Ⅱ（ソニックシティビル 10 階公社研修室） 4/6 ㈬、7 ㈭ 30
④川越（ウエスタ川越２階活動室１・２） 4/4 ㈪、5 ㈫ 50
⑤東松山（東松山市民文化センター 1 階大会議室） 4/5 ㈫、6 ㈬ 30
⑥草加（草加市文化会館３階第１会議室） 4/7 ㈭、8 ㈮ 40
⑦ WEB Ⅰ（オンライン：Zoom を使用） 4/4 ㈪、5 ㈫ 50
⑧ WEB Ⅱ（オンライン：Zoom を使用） 4/6 ㈬、7 ㈭ 50

一
般
部
門
向
け

⑨大宮（ｿﾆｯｸｼﾃｨﾋﾞﾙ４階市民ホール 403､ 404） 4/4 ㈪、5 ㈫ 60
⑩飯能（飯能商工会議所１階大会議室） 4/6 ㈬、7 ㈭ 30
⑪１日大宮（ソニックシティビル４階市民ホール 403） 4/7 ㈭ 30
⑫１日 WEB（オンライン：Zoom を使用） 4/4 ㈪ 50

コース・会場 日程 受講料 定員
ホウレンソウ強化研修（公社研修室） 4/11㈪ 会員    8,800円 一般12,900円 30
新たな人間関係構築研修（公社研修室） 4/12㈫ 会員    8,800円  一般12,900円 30
ビジネス文書（公社研修室） 4/13㈬ 会員  10,200円 一般14,300円 30
電話応対研修（公社研修室） 4/14㈭ 会員    8,800円  一般12,900円 30
工具入門（川口高等技術専門校） 4/12㈫、13㈬ 会員    8,000円 一般12,000円 15
　　　　（熊谷高等技術専門校） 4/14㈭、15㈮ 会員    8,000円 一般12,000円 15
　　　　（春日部高等技術専門校） 4/18㈪、19㈫ 会員    8,000円 一般12,000円 20
　　　　（川越高等技術専門校） 4/20㈬、21㈭ 会員    8,000円 一般12,000円 10
“はじめてのZoom”使い方体験研修（ＷＥＢ開催） 4/18㈪ 会員    2,300円 一般  3,300円 40
Word研修（公社研修室） 4/20㈬ 会員  11,800円 一般14,900円 10
Excel研修Ⅰ（公社研修室） 4/21㈭ 会員  11,800円 一般14,900円 10
Excel研修Ⅱ（公社研修室） 4/22㈮ 会員  11,800円 一般14,900円 10

カリキュラム
～安心して受講いただけるように、広い会場の確保と定員数を制限して開催します～

問合せ先 　公社　研修・情報グループ　　ＴＥＬ ０４８－６４７－４０８７

満員御礼
満員御礼
満員御礼

満員御礼
満員御礼
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　合理的な賃金管理を進めていくには、あらゆる人
事施策が社員のやる気を最大にし、組織の強化につ
ながっていることも重要なポイントです。
　コロナ後も人材獲得が困難な時代は続きます。今
こそ自社の問題を洗い出し、来るべき回復期に備え
て制度改革の要所をつかみ、今後の人事施策の立案、
推進にお役立てください。
日　時 3/10(木)、 11(金)9:30～16:30
会　場 ソニックシティビル10階
       　埼玉県産業振興公社　研修室
内　容  ・ わが社の賃金管理システムのどこに問

題があるのか？
　　　・ 春季労使交渉にみる賃上げの動向と労働

市場をとりまく環境
　　　・ トータル人事システムの中での賃金体系

と等級管理　など
受講料 会員15,600円　一般19,800円
問合せ先　公社　研修・情報グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８７

　ダイバーシティ経営とは、多様な強みを活かしあ
って新たな化学反応を起こし、まだ見ぬ付加価値を
生み出す取り組みです。本質的に取り組むと、さま
ざまなメリットや効果があります。ダイバーシティ
経営が進んでいる企業は、業績にも良い影響が表れ
ているというデータも出ています。
　本セミナーでは、組織の活力がアップするダイバ
ーシティ経営への変革の“３つのツボ”を、具体的
な事案や企業の事例を通してお伝えします。
日時 2/15(火)14:00～16:00 ZoomによるWeb配信
内容 ・なぜ今、ダイバーシティ経営なのか？
　　 ・ ダイバーシティの成功事例と残念な失敗

事例…その差とは？
　　 ・ 強みを活かす！ダイバーシティ経営に必

要な“３つのツボ”　
強み開発法人BHC(株)  寺橋 恭子 氏

定員 50名　費用 会員無料　一般2,100円
問合せ先　公社　研修・情報グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８７

賃金管理研修
https://www.saitama-j.or.jp/kensyu/21kjd

【Web配信】会員優待Webセミナー
経営者のための「強みを活かす！ダイバーシ
ティ経営」入門編
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/21kth

問合せ先　オンライン彩の国ビジネスアリーナ２０２２
　　　　　運営事務局（公社　取引支援グループ）
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８６

１　まずは展示会場へ
■ カテゴリー検索、キーワード検索で、ご希望の出展ブー

スにスムーズにアクセス。
■ いつでも、どこでも動画や画像を閲覧でき、資料のダ

ウンロードも可能。
■ 問い合わせ機能、チャット、ビデオ通話などで交流で

きます。

２　さまざまなマッチングの場を巡ろう
■ 「展示会場」のほかにも、埼玉発ベンチャー、デジタ

ル化のサポート企業、共同開発のパートナー（大学・
大手メーカー等）、海外企業などさまざまな出会いの
場があります。

■ パートナー探しのご相談は、「デジタルコンシェルジュ」
「マッチングの橋渡し」コーナーをご利用ください。

３　セミナーで最新情報をチェック！
■ 多彩なセミナーをラインナップ！配信日や視聴方法

は、公式サイトをご確認ください。

４　ＤＸに挑戦
■ 中小企業向けのＡＩ・Ｉ o Ｔツールを紹介する展示

会をはじめ、製造・商業・ サービスなど業種別のデジ
タル化事例を紹介。皆様の課題やニーズに応じた解決
のヒントを提供します。

■ 約 10 本のオンラインセミナー動画を配信。
　いつでも、何度でも視聴できます。

　製品、加工、ＩＴソリューション、ＩｏＴ・ＡＩ、ロボット、エ
ネルギー、環境、サービス、物流など多彩な分野の企業が出展。
　さまざまなコミュニケーションツールで交流できます。

入場無料！ご入場はこちらから
↓

https://bizmatch.saitama-j.or.jp

オンライン彩の国ビジネスアリーナ２０２２　２月１４日 (月 ) まで開催中！
ビジネスパートナーと出会い、問題解決のヒントが見つかるオンライン展示会

公社
情報

公社
情報
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information 企業の皆様へホットな話題を提供！
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創業者紹介　埼玉で起業した　・　　・　　

青木 真実（あおき まこと）さん (45)
　さいたま市出身。「プロのスノーボーダー」、そして

「モデル」として、多彩な活躍をしている。2013年11
月に株式会社MARQLEENを創業し、スノーボードを
愛する世界中のボーダーに最高のスノーボードウェア
を提供するために日々奮闘中。

株式会社MARQLEEN　https://www.marqleen.com
さいたま市中央区上落合7-7-2-1201
創業　2013年11月　資本金　500万円　従業員数５名
ＴＥＬ　070-2181-0961
事業内容　スノーボードウェアの企画、販売

　スノーボードが大好きで、現在はプロのスノーボー
ダーでもあります。勤めていた会社を退職後、「こん
なスノーボードウェアがあったら…」という夢を、ス
ノーボーダーである自分の手で実現したいと思い、創
業・ベンチャー支援センター埼玉に相談し、創業しま
した。

創業のきっかけは？

　スノーボードウェアの企画、販売を行っています。
「こんなデザインあったら面白い」「こんな機能があっ
たら面白い」、FUN（楽しい）なスポーツだからこそ、
FUN な気持ちが詰まった、常識の枠にとらわれない、
新たな機能やデザインを提案しています。現在はネッ
トや海外販売を中心に事業展開を進めています。デザ
イナー、スタイリスト、そしてスノーボードウェアを
製造する提携先様、販売先様に協力していただいて出
来上がった結晶として、数多くのスノーボードウェア
を皆様に着用していただいています。これまでもたく
さんの才能と出会い、たくさんの刺激をいただきまし
た。

事業内容は？

　創業して８年たちます。世界で唯一のスノーボード
ウェアのハイブランドを目指しています。将来的には、
ガラスのショーケースの中にあるスノーボードウェア
を「宝石」を販売するかのように、お客様と会話をし
ながら販売したいと思っています。

今後の展開・夢は？

・ノ ノ
ひと ヒト

www.nitto-tech.co.jp

広告

青 木  真 実 さん  株式会社 MARQLEEN

取扱アイテムはスノーボードウェアを中心に展開。 デザインと機能性を考えたスノーボードウェ
アで、世界中のボーダーに支持されている。

2021/2022シーズンのテーマは“FEELING”感じたまま、
素直に、自分の直感を信じ、生きる。
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日本酒づくりのコンセプト
“Science×Romance”
　1894 年の創業当時から仕込水は秩父の伏流水（弱硬
水）を使用。発酵を促すマグネシウムなどが適度に含有
し、酒づくりに適した仕込水として敷地内の井戸から汲
み上げている。創業当初からの銘柄「『文楽』はお燗

か ん

を
しておいしいお酒」というブランドコンセプトで醸して
きた。一方、若い世代を中心にお燗で飲む機会が減って
いるという変化の中で、５代目の北西隆一郎氏が「香り・
甘味・酸味の彩を感じるお酒」に大きくコンセプトチェ
ンジ。2019 年に「彩

さ

來
ら

」を立ち上げた。醸造について
は科学的なアプローチを基軸としつつも、五感を用いた
造りも心掛けており、蔵人は伝統文化である日本酒に夢
や冒険心を持ちながら醸している。

伝統と革新のバランスを図りながら次々にチャレンジする北西社長は「もの
づくりにはロマンが必要で、このことを考えながら新しいコンセプトのブラ
ンドづくりに取り組んでいます」と若き蔵元としての思いを語る。

彩の国より來し見知らぬ麗酒 "彩來" の特長
　彩來は、県内の特約店とコラボして、コンセプト設計
から５年の歳月をかけてつくりあげた日本酒。女性を
ターゲットに「彩の国発の世界を変える日本酒の到

とうらい

來」
という意味が込められている。
　酒米には、甘みに特長がある岡山県産の「雄

お ま ち

町」を使い、
お米由来の甘み・香り・酸味が織り成すハーモニーが特
長。日本酒を飲んだことがない人にも飲みやすい、酸味
のあるフルーティーな味わい。冷えた環境で搾り、すぐ
にビン詰めすることで、微発泡も特長の一つで、ほのか
に「しゅわっと感」を味わうことができる。
　販売も共にブランドを創り上げて来た特約店のみ。同
社Web ページのオンラインショップではすぐに完売に
なるほどの人気。

北西酒造 株式会社
https://www.kitanishishuzo.co.jp

上尾市上町2-5-5   Tel 048-771-0011
代表者　代表取締役社長　北西 隆一郎 氏
創業 1894年　資本金 1,300万円　従業員数 23名
事業内容　清酒製造および販売　
購入方法　特約店の須田商店（上尾市）、石川屋（上尾市）、
　　　　　マツザキ（川越市）、ほりこし商店（坂戸市）、
　　　　　こぐれ酒店（所沢市）
※蔵に売店「十一屋酒店」、そば店「文楽 東蔵」を併設。
　オンラインショップでも商品を購入することができます。
　https://shop.kitanishishuzo.co.jp 次の彩來の発売は２月下旬を予定しています。

● 読者プレゼント！　
　北西酒造様の新ブランド「彩來 特別純米 花澄み720ｍl」１本を３名様に
プレゼントいたします。応募は、本コーナーの感想などを添えて、「企業
名、所在地、役職・氏名、電話番号、彩來 特別純米希望」を記載の上、so-
dan@saitama-j.or.jp宛てメールにて2月25日(金)までに、ご応募くださ
い。
　当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。

●公社会員も絶賛募集中！　　埼玉県産業振興公社　会員　で検索

● 一般社団法人埼玉県物産観光協会の紹介
　ソニックシティビル２階の埼玉県物産観光館

「そぴあ」を運営し、埼玉を代表するおみやげ
を常時 650 種類以上販売。県産酒は、日本酒、
クラフトビール、ウィスキー、クラフトジン、
リキュール、焼酎などを取り扱っています

（一部販売日限定商品あり）。
　また、埼玉の造り手とコラボした旅行の企画・
実施にも積極的に取り組んでいます。

埼玉のいいものそろっています！
ちょこたび埼玉オンラインストア 

で検索
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〒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

さいたまさいたまさいたま


