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◎合理化誌を社内で回読する際ご利用下さい。
　（ワク内に押印）
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未来へと続く扉から、希望や可能性とい
う光が差し込みその光によって変化して
いく大阪の街を表現しています。

表紙の説明
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〈我々のクリード〉
我々は価値ある繁栄をめざす

●人類社会への貢献
●人間信頼の経営
●変化に対応する競争力
●創造性の開発

〈2021年 年頭方針〉

どうなる・どうする
“中小企業の生き残る道”

ひろげよう創造と連帯

基本に立ち返り　新しい時代を切り開く
新年あけましておめでとうございます。
昨年はコロナウイルスの世界的感染拡大により企業を取り巻く外部環境はかつてない大きな

変化を迎え、元の世界には戻らないとも言われております。私の周りでもメディアの過剰な報
道の影響もあり“コロナが怖い、感染したくない”“風評被害が怖くて動けない”と感染防止に
注力し前向きな活動を停止する企業が見られるなど、多くの企業にとって守りの年だったので
はないでしょうか。企業はいつまでも守りの姿勢では生き残れません。働き方改革、DX等の
仕事の進め方改革はもちろんのこと、外部環境がこれだけ大きく変化する中、企業は新時代に
対応すべく事業を見直す、営業の仕方を変える等のさらなる企業改革が必要です。その為に今
後さらに従来の価値観に囚われない柔軟な発想・創造力、それを実現するトップのリーダーシッ
プとしなやかな組織が求められます。今こそ基本に立ち返り下記３つの力が求められます。
　　　１　牽引力　　革新的なリーダーシップ
　　　２　創造力　　柔軟な社員の発想を育み活用する力
　　　３　実行力　　環境変化に対応できるしなやかで積極的な組織
皆様においては、先の３つの力を育み、広い視野で情報を収集し、冷静な気持ちと論理的な

思考で現実的な策を立て、着実に事業を推進することで、令和三年が前向きな充実した年とな
る事を祈念しております。

エルアール・ビジネスコンサルティング
　　　　　代表

末永　伸正
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巻 頭 言
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令和３年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
昨年は期せずして新型コロナウイルスへの対応に追われた一年ではなかったかと思います。
令和２年４月７日、東京などの大都市部を中心とした感染拡大を受け、当時の安倍総理が緊急事態

宣言を発表されました。
対象地域では、人が密閉空間に集まるタイプの業種に対して広範囲な休業要請があったほか、住民

に対しても不要不急の外出抑制要請が出されました。地域によってはパチンコ店など休業要請に応じ
ない店舗については店舗名の公表といった強い対応もなされました。ほぼ１ヵ月とは言え対象となっ
た商店・企業にとってはその間売上高はほぼゼロになった訳で、大変な打撃であったと思います。
また、そういったお店のみならず公共交通機関やデパート、ホテル、旅行業など多くの業種の売上高

が急落し、現在では若干回復してきたとは言え上場企業でも通期で赤字予想のところが増加しています。
そういった中で、三密（密閉・密集・密接）、リモートワーク・テレワーク、ソーシャルディスタン

ス、巣ごもり需要、クラスターといった聞き慣れない言葉がいつのまにか当り前に使われる様になり、
コロナ禍によりDX（デジタルトランスフォーメーション）が従来では考えられなかった速度で世の中
に取り入れられてきております。企業でも今までですと各店からお金と時間を使い集まって開催され
る会議もWebにより簡単に行うことができるようになりました。

在宅勤務（テレワーク）も増加しましたが、ただ上司の承認の判子をもらわないと次にまわせない
書類（仕事）があったりするとテレワークが続けられなくなるケースも有り、判子を必要としない承
認システムに移行したり、場合によってはペーパーレスといった思いきった手段に切り変えるなど、
コロナ禍を業務改善のチャンスの時ととらえていく必要が出てきていると思います。

また、取引先との商談にしてもWeb会議で行うケースが急増しておりますが、新規の得意先の開拓
についてはなかなか思うように進まないという話も聞きます。

これも働き方改革の一環でしょうか、最初は電話にて売り込みをかけWebでの面談に持ち込むケー
スも徐々に増えているようです。

体力の弱った人、あるいは、基礎的な疾患をお持ちの方はコロナウイルス感染により重症化しやす
いと言われていますが、経営も同様で財務、営業力、組織の構造に欠陥がある企業は大企業でも中小
企業でも経済危機時にその欠陥が更に重症化し企業の命取りとなる可能性も出てきます。

日頃より手元キャッシュフローの厚みを上げ、いざという時のために金融機関との信頼関係を構築
し、自己資本を充実させることに努めることが危機対応に必要となります。

当協会では今後、DXに関するセミナーも含め会員企業様に種々の情報をご提供していければと存じ
ます。
先程も述べましたが、この機会をチャンスととらえデジタル変革という考え方だけではなく、DXを本

格的に取り入れていくための会社の様々なシステムの改善、個々の働き方の改革といった会社の中味そ
のものを変革していくコーポレートトランスフォーメーションが今後は必要ではないかと考えます。

最後になりましたが、今年の春早々にはコロナ禍も終息し、一年遅れのオリンピック・パラリンピッ
ク、秋にはこれまた一年遅れのドバイ万博が無事開催されることを期待いたしております。

会員企業様のますますのご発展と会員各位のご健勝、ご多幸を心から祈念申し上げ、私の年頭のご
挨拶といたします。

本年も何卒宜しくお願い致します。

（一社）大阪府経営合理化協会
� 会長　小　川　和　夫
� （三京化成㈱　社長、TEC・KN会）

どうなる・どうする
“中小企業の生き残る道”
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代表取締役社長� �
� 川口　竜広

― 事例Ⅰ ―　働き方改革

アンダーデザイン㈱

所 在 地　〒577-0015 大阪府東大阪市長田3-5-11
Ｔ Ｅ Ｌ　06-6784-3110　　　Ｆ Ａ Ｘ　06-6784-7525
創　　業　1949（昭和24）年　　資 本 金　1億5,000万円　　
従業員数　190名
事業内容　�PBX事業、インフラ構築・運用・保守事業、情報システム機能

のアウトソース受託事業、ワーク＆アウトスペース事業　ほか
ホームページアドレス　https://underdesign.co.jp

70年の歴史を誇る通信設備事業を基盤に
ITインフラとアートを融合した新事業まで
残業時間を削減に、斬新な空間で「働き方改革」

デジタル・働き方でどうなる・どうする
～DX、テレワーク、働き方改革～

当社は通信インフラ、ITイ
ンフラを提供する会社です。
1949年に旭電気株式会社として
スタートし、現在73期目。もと
もとは電話工事を手がけていま
したが、デジタル、ITの技術
を取り入れてインフラの領域を
広げ、企業で使われるパソコン
のセッティングから数万台規模
の端末の設定などを行っていま
す。通信で始まった会社ですが、
いまはシステム、つまりサー
バーからネットワーク、クラウ
ド、ファシリティに至るまで、
最先端のITインフラをお客様
のビジネスプランに合わせて構
築、提供しています。

創業期から取り組んできた
PBX（通信機器）事業では当
時から修理、保守、メンテナン
スを手がけており、現在もイン
フラの構築から納めた後の保
守、メンテナンスまで、ご要望
に合わせて対応しています。

最近はクラウドやアウトソー

シングなどのサービス、テレ
ワークなどに必要なワークツー
ルをお客様の業務内容に合わせ
てご提案するコンシェルジュ事
業なども手がけています。

一番新しい事業としては、空
間デザイン事業というものがあ
ります。働く環境すべてをイン
フラと捉え、働きやすいオフィ
ス、ビジネス環境すべてをデザ
インしますということで、「ワー
ク＆アートスペース事業」を本
格的に開始、昨年10月に建築士
を採用し、内製化をスタートし
たところです。

中小企業は少子化で人材の採
用でも難しい面があるため、昨
今は、オフィスに対する見方が
変わり、オフィス環境整備の重
要性が高まっています。当社も
人材の採用に苦労する中小企業
ですが、オフィスをどんどんリ
ニューアルし、ITのインフラ
環境を整えることで、会社のイ
メージや価値を上げてきたとい

う経緯があります。ですから、
企業のブランド力を上げるため
に、あるいは生産性を高めるた
めにオフィスを変えていかれる
ことをお客様に提案し、お手伝
いする事業を立ち上げたのです。

■上司と部下、 
月に１回の面談が 
残業時間の削減に

当社は従業員190名で、事業
構成的にも、また売上・利益と
もにPBX事業が３～４割を占
めています。残り６割はパソコ
ン等の展開です。当社のコア事
業はPBX（通信機器）の設備
工事で、業種自体、残業など長
時間労働が問題でした。以前か
ら改善に取り組んできました
が、ここに来て世の中全体が「残
業はダメだ」「休みを取りなさ
い」という風潮になり、国の制
度として時間外労働の上限規制
や、年間５日の年次有給休暇の
取得などが打ち出され、昔より
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方についてみんなで考え、どう
すれば一番いいのか、問題意識
を共有するという意味で非常に
根本的な取り組みであったと思
います。

上司は自分の部下以外の社員
とも面談をするのですが、多く
て月に６名までで、主任クラス
は月に１～２名、課長は４名と
いう具合に上になるほど増えて
いきます。年間、あるいは２～
３年で全社員と話をする格好に
なります。いうならばマネジメ
ント層みんなで社員みんなを育
てるという取り組みです。
「月いちミーティング」とい

う特別な時間をセッティング
し、そこで会社のさまざまな管
理職と面談をするということで
すが、会社側で、「この人とこ
の人を引き合わせたい」とコン
トロールすることもあります。

部下側からみると、月に１回、
管理職のだれかと面談をする機
会があるわけです。管理職は 

「どんな仕事をしているの？」
から始まって、相手の社員の話
を聞いて、アドバイスもします
が、問題がその１回で解決しな
い場合が多いので、ヒアリング
結果をまとめて、次の面談者に
対して「こういうことが課題だ
と思うので、引き継ぎをよろし
く」とまわしていくわけです。
問題は聞きっ放しにするのでは
なく継続して解決する方向に話
し合っていきます。面談は文書

変わりやすい状況になってきた
と思います。

当社では総務が主体になって
「時間外勤務軽減推進委員会」
というものをつくって、毎月、
労働時間の管理を行っていま
す。年間の最大労働時間を超え
ないようマネジメントをしてい
るのですが、しかし、「働く時
間を削減しなさい」というだけ
では削減できません。労働時間
の中身をちゃんと知って、改善
箇所のポイントをついて、上司
と部下が相談しながら進めてい
く必要があります。そういう意
味で取り組んでいるのが、「月
いちミーティング」です。

昨今はとくに現場への直行直
帰やリモートワークが多くなっ
ているのですが、月に１回は必
ず上司と部下が個人面談をする
ようにしています。もう５年間
ほど続けていますが、社員一人
ひとりと会社のつながりをもっ
と深めようということがそもそ
もの狙いです。ですから、直属

の上司と部下だけではなく、他
部門の上司、管理職とも面談を
するようにしています。例えば、
東京と名古屋をまたいで、ある
いは普段は接触することがない
他部署と、という具合にこちら
がセッティングをするわけで
す。そういう面談をすることで、
他職種、他部門の人たちがどう
い う 仕 事 を し て い る の か、 
どんな働き方をしているのかが
わかります。部下のほうも同じ
上司とだけの面談ではなく、さ
まざまな部署の管理職と会話を
することで、感じることもある
かと思っています。

働き方を変えていく上で、社
内のコミュニケーションを増や
し、どこに問題があるかを「月
いちミーティング」を通して、
気づいていくという取り組みな
のですが、これが非常によかっ
たと思っています。

というのは、上司と部下が
まったく関わりあわずに辞めて
いくということが、以前は少な

からずあったと思うの
ですが、そういうこと
になる前に、部下がど
んな問題を抱えている
のか、指導が足りない
場合はどう指導すれば
いいかなどがわかるよ
うになってきていま
す。これらは一見、労
働時間の削減とは無関
係なようですが、働き ▲ 月いちミーティング
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化して共有しています。それを
見てから面談に臨むので、毎 
回一から話さなくてもいいわけ
です。

ヒアリングの結果を私も目を
通しますので、その文章から「こ
んなところで、こんな問題が起
きていたのか」と見えてくるこ
ともあります。管理、営業、業
務等の部門問わず全社でやって
いますので、成果につながって
いると思っています。

勤怠管理はスマートフォンで
行っています。GPSの機能が付
いていますので、どこで、何時
に、がわかります。これを10日
に１回チェックしていますの
で、月に３回、労働時間の管理
ができて、オーバーしているよ
うなら、アドバイスして時間調
整をするようにしています。

このようなことで、全社では
年間5000時間、残業時間が減り
ました。前期は４万2000時間
だったものが、今期は３万7000
時間でした。残業をするのは一
般社員130人ですから、１人40
時間ほど削減できたことになり
ます。

この業種では、しっかり管理
しないとすぐにオーバーしてし
まいます。また、本当は残業し
ているのに、それをつけないで、
残業しなかったことにする、と
いったことは絶対にさせないよ
うにしています。事実をもって、
というか実態をしっかり管理す

るように注意しています。
打刻は本人がして、位置情報

を一応、こちらで見ています。
打刻忘れもありますが、それは
総務がメールで本人に注意を促
しています。

■コロナ下でも 
柔軟に対応、 
労働時間が減っても 
賞与はアップ

　コロナ下の働き方としては、
基本、テレワークを推奨しまし
た。テレワークが出来る人は全
員テレワークで、と決め、自粛要
請が緩和されてからは、週２回
はテレワーク、３日は出勤と決
めましたが、それも解除して、い
まはテレワークをしたい人は上
司と相談した上でＯＫとしてい
ます。

現在は時差出勤を導入してい
ます。通常は８時30分～５時30
分までですが、７時30分～、10
時～の３パターンにして、密を
避ける出勤を促しています。

当社では、リモートワークが
出来るシステムに変えてきてい
ますので、コロナだから苦労し
たということはありません。社
内のネットワークに、セキュリ
ティを確保した状態で、iPhone
でつなぐシステムを導入してい
ますので、社外にいても社内の
ネットワークにアクセスが可能
です。これがあるから直行直帰
が可能ですし、販売管理システ

ムに関しても、クラウド上にあ
るので、会社に出て来なくても
仕事が出来ます。そういう意味
でも、ストレスフリーというか、
コロナ下でも対応できる柔軟な
制度、環境を社員に提供出来た
と思っています。

残業時間が減ると残業手当と
いう収入が減るという面があり
ますが、当社では、稼いだお金
は会社と社員で分け合うという
仕組みをつくっています。賞与
の支給前に、営業利益を算出し
て、それを社内留保と社員の賞
与に分け、効率よく働くと賞与
が増える、残業が減れば減るほ
ど賞与が増えるという制度づく
りをしています。

労働時間は減ってきているの
に、賞与は確実に上がっている
という実績があるので、社員も
納得してくれています。

■自社をテクノロジーと 
アートが共存する 
次世代型オフィスに

当社は2018年に社名も方針も
変えました。古い働き方にとら
われることなく、自ら考えて自
由に働く会社になる、というこ
とで「Unlock Freedom」（自由
には責任を伴う）という新しい
クレドをつくりました。社員そ
れぞれが主体性と責任感を持っ
て仕事をすることが現在の当社
の軸になっています。

働く環境も変えました。やは
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がしやすくて、自分が
いる空間を家族や友人
に自慢できる会社であ
る、といったことがい
まの中小企業に必要だ
と私は思います。それ
を自分たちの会社で体
現しながら、ビジネス
につなげていこうとし
ています。

空間だけではなく、
ワークスーツ（作業服）
なども、社員の声を取
り入れて改良するな
ど、インフラ以外の新
しいことにも挑戦して
います。これがファッ
ション誌に取り上げら
れ、そういうことも社
員のモチベーションのアップに
つながればいいなと思ってい 
ます。

当社の中期経営計画は150
ページぐらいありますが、これ
を全社員に配布して、現状や今
後を知ってもらうようにしてい
ます。最近、日経新聞や建築雑
誌などのメディアにも掲載され
る機会が増え、社員の自社に対
する認識が変わったり、励みに
なったりしているようです。

文化貢献や地域との関わりに
も意識的に取り組んでいます。
通信インフラの会社として何が
できるかを、社会にも、社員に
も、そしてこれから社員になる
人たちにも見せて、夢を与える

りワクワクするような仕事場の
方がモチベーションも上がりま
すし、生産性も上がります。

そこで、ワークスペースを
もっと創造的な空間に変えよう
ということで事業化したのが

「ワーク＆アートスペース事業」
です。これまでのITインフラ
にデザインを加えることで、可
能性を広げています。

インフラの技術を使うと例え
ば、大阪のオフィスに居ながら、
東京オフィスとつながり、大き
なモニターの前に行って、呼び
かければ東京の者と会話も出来
ます。

倉庫は使い勝手が悪かった
り、整理整頓が出来ていなかっ
たりして薄暗いイメージがあり
ますが、当社ではフロアの中心
にガラス張りの倉庫を据え、外
部の人にも自慢できるようなス
ペースに変えています。

さらに、企業理念を空間の中
に取り入れ、社員と共有してい
ます。例えば、電話の工事会社
だった創業時を忘れないように、
と受付の電話を昔の黒電話にし
て呼び出しができるようにした
り、会社のヒストリーを刻んだ
空間を設けて、自分たちのルー
ツを感じてもらうようにしてい
ます。単に働きやすいというだ
けではなく、理念などいろいろ
な思いを込めたオフィスにして
いるのです。

心地よくて、楽しくて、仕事

 ▲ ワークスーツを着て作業する社員

ことができたらと考えていま
す。大阪オフィスが東大阪にあ
りますので、ここをシェア（イ
ベント）スペースにして、場所
代はいただかずに、人が集まり、
情報を発信する「東大阪のハブ」
に、と考えています。我々とし
ては新しいインフラに触れてい
ただき、将来、クライアントに
なってくれる方たちと出会える
かもしれないという可能性もあ
ります。「自分たちの会社は常
に新しいことに挑戦している」
と社員のイメージがさらに上が
ることを期待して、今後もさま
ざまなチャレンジをしていきた
いと考えています。
（インタビュー取材・文責在編集部）
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代表取締役社長� �
� 山崎　登

― 事例Ⅱ ―　働き方改革

㈱山崎文栄堂

所 在 地　〒153-0042 東京都目黒区青葉台3丁目17-13　鉄信ビル
Ｔ Ｅ Ｌ　03-5464-7110　　　
設　　立　昭和49年4月1日　　　資 本 金　1000万円
従業員数　36名（2020年8月現在）　年　　商　58億2000万円（2020年8月現在）
事業内容　�オフィス用品通販アスクル（東京西エリアトップ販売店）　ソロ

エルアリーナ事業／名刺デザインサポート事業／溶解処理サ
ポート事業／オフィス環境サポート事業� �
販売先総数：約45,000社

ホームページアドレス　https://bun-eidou.co.jp/

他企業と共に学びつつ交流し、
仕事と人生を繁栄させる働き方

デジタル・働き方でどうなる・どうする
～DX、テレワーク、働き方改革～

■倒産の危機を乗り越えて、 
『アスクル』の事業に参入

当社は昨年、お蔭様で創業
100周年を迎えさせていただき
ました。私の祖父が鹿児島から
東京へ出てきて、「これからは
文房具の時代だ」と、文房具や
雑貨を入れた風呂敷包みを背
負って行商したのが始まりで
す。その後、渋谷で“学校前の
文房具屋さん”というような業
態になり、今から25年ほど前ま
で続きました。

近年、国内の文房具店が減っ
ていき、３万店あったものが５
千店以下になっていますが、最
初にだめになったのが当社で
す。25年前、売上げがどんどん
落ち、４年連続で赤字、２時間
後の手形が落ちないという事態
になりました。当時、26歳で東
京に戻ってきた私の最初の仕事

は、渋谷中の銀行に頭を下げて
回ること。軒並み断られ、最後
に訪れた信用金庫さんが「あな
たの熱意に免じて貸しましょ
う」と300万円を貸してくれて、
首の皮一枚つながりました。

そんな1995年に、オフィス用
品デリバリーサービス『アスク
ル』の事業に参入しました。オ
フィス用品通販の走りでした
し、企業が企業に商品やサービ
スを提供するB to Bもなかった
ので、「そんなことやってもう
まくいかない」と、社内でも大
反対でした。しかし、それをや
らないと生き残れないという瀬
戸際だったのです。

それからというもの、会社を
潰さないため、ひたすら新規開
拓に奔走し、休みも返上しての
長時間労働で、まさに超ブラッ
ク企業となりました。当時、社
員は10名ちょっとで、直接訪問

と電話、DMや新聞折込みなど
多様な媒体を使って営業活動を
展開し、どんどん業績を伸ばし
ていきました。新規開拓訪問を
毎日毎日し続けた結果、『アス
クル』の新規開拓日本一にもな
りました。ところが、表彰され
た時、社員の誰にも笑顔があり
ませんでした。普通なら、「やっ
たあ！」と喜ぶはずなのに、「明
日からまた真っ暗闇のレースが
始まる」というトンネルの中み
たいな雰囲気。「もう無理だ」
という疲弊感と、百何十時間の
残業時間、80％の離職率が生ま
れ、身にしみてわかったのは、

「この先に未来はない」という
ことでした。

■大きな転機を与えてくれた 
「ヒーローズクラブ」との 
出会い

2011年、当社の歴史に大きな
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の言うことは絶対だ」とか、
「トップダウンがいい」「ボトム
アップがいい」とか言いますが、
山登りではどれも関係なし。
チームとして行動することが大
事なのです。では、どうやって
具体的に実践していくのか。

以前は、行動計画や実施計画、
利益計画などを重視していまし
たが、相互のコミュニケーショ
ンや場づくりに注力しました。
社内では、集中して仕事をする
場所とリラックスする場所を分
け、屋久島の鳥の声が流れる 

「未来のことを考えるための場
所」もあります。中小企業は今
の数字を上げることばかりに目
を向けず、もっと、未来のため
の時間をとることが必要だと
思ったからです。

また、当社では会議というも
のがほぼありません。緊張して
何も言えなくなる人がいるし、

「何か意見を言えよ！」と上司
は怒鳴るし、そこで何かが生ま
れるということがほとんどない
からです。会議室の中で会議を
しているのは、日本だけです。
本当に新たなものが生み出され
るのは自然の中やいろいろな場
所だったりするので、私たちは
未来のためのスペースを使った
り、屋久島へ行って話し合った
りしています。上下関係がなく、
いつもワイワイと活気のある職

転換点が刻まれます。「ワール
ドユーアカデミー／ヒーローズ
クラブ」とのご縁を頂いたので
す。ワールドユーアカデミーは、
ビジョン経営などを学ぶため
の、いわゆるセミナー会社でも
ありますが、中小企業が協力し
て助け合うことに力点を置いて
います。「ヒーローズクラブ」 
は、そのワールドユーアカデ
ミーから生まれた組織で、企業
の垣根を超えてさまざまな活動
を行っています。

その一つが、幹部も社員も一
緒になっての山登り。雨が降っ
たり強風が吹いたりで、山登り
は思い通りにいかないことが多
いため、協力して前に進んでい
かねばなりません。「荷物、持

とうか」「歩くペースを揃えよ
う」とか言いながら、助け合っ
て頂上にたどり着いたら、見た
ことのない景色が広がってい
る。楽しいし、すごく達成感が
あります。なぜ、これを仕事で
できないのかと思いました。山
では助け合えるのに、仕事では

「お前、何をやっているのか」 
「成績、どうなっているんだ」
となります。いわば、社長は頂
上であぐらをかいて雨や風に文
句を言い、社員に「お前たち、
早く登って来い！」と言ってい
ただけ。うまくいかなかったの
は「これだ！」と思いました。

そうして、従来のピラミッド
型経営から変わろうとしまし
た。ピラミッド型では、「社長

 ▲ 未来の話をするテント部屋
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場になっていると思います。私
の席も、社長の席には見えませ
ん。チームの一員として仕事を
しているからです。

うまくいっていたのに、いつ
の間にかなくなってしまった会
社とは、前の成功パターンにし
がみつき、そのまま突き進んで
しまった会社なのではないかと
思います。以前のやり方を推し
進めていたなら、当社も崩壊し
ていたでしょう。
「ヒーローズクラブ」に関 

わっているのは、業種を超えた
数十社ですが、みんな業績が上
がっています。昔は、いかに他
社と競争し、打ち勝つかという
ことが重視されましたが、これ
からの日本、中小企業が力を合
わせることが大事。１社ではで
きない奇跡が確かに生まれてい
ます。「ヒーローズクラブ」か
ら得たことが会社のあり方を変
えたといっても過言ではなく、
みんながワイワイ楽しく仕事を
しているのは何より嬉しいこと
です。

■人に寄り添う仕事が、
働き方改革を促す

企業にとって今後大切なの
は、新たなチャレンジと、人に
寄り添うことです。そこで、お
客様のところへお伺いして、 

「一緒に会社を良くしましょう」

と、経営や営業、経理のお手伝
いをする『お役立ちサービス』
を始め、これがメインのお仕事
になってきました。一方、『ア
スクル』の新規開拓などの営業
はやめました。新規開拓をする
と値引き競争に巻き込まれる、
だからやらないのです。実は、
これが一番大きなシフトで、ビ
ジョンのため、志のために仕事
をしようと、３年ほど前に舵を
切りました。新規開拓をやめた
のに、この一年間でお客様は
2200社増え続けています。全部
で約４万５千社となり、年商は
58億円を超えました。値段で選
ばれるのでなく、人の魅力で選
ばれて、お客様から声のかかる
会社に変わっていこうという取
り組みの成果です。

昨年の緊急事態宣言の時に
は、「ヒーローズクラブ」の面々
が集まって、「今だからできる
取り組みは何だろう？」と知恵
を寄せ合い、教育・情報配信・
社会貢献という３つの取り組み
を掲げました。これらは、働き
方改革にもつながると思います。

教育についていえば、緊急事
態宣言で時間ができたから一緒
に勉強しようと、適切なケアを
しながら、お互いの会社に行っ
て学んだり、山に登ったり、和
太鼓をしたりしました。また、
情報配信では、SNSやYouTube

などについて教えに行くことも
しました。例えば、銀座のすし
屋さんが情報配信するための技
術やカメラの撮り方などを教え
に行ったら、宅配サービスの増
加につながり、すごく喜ばれま
した。昨年５月は売上げゼロ
だった旅行会社に情報配信のサ
ポートをさせて頂いたら、現在、
全ツアーがキャンセル待ちとい
う状況です。明るく、元気で、
機動力があるというのが当社の
強みなので、社会貢献では、呼
ばれてお手伝いをしたり、マス
クや消毒液をお送りしたりしま
した。

昨年から続く大変な時期こ
そ、企業は、前向きに、柔軟に
対応していくことが大事です。
大企業や余裕のある中小企業
は、今までの内部留保で何とか
されていますが、今こそ商人（あ
きんど）が立ち上がらなければ
ならないのに、おとなしくして
いてどうするのか、自分たちだ
け生き残ろうというやり方でい
いのかと思います。売ろうとす
ればするほど売れずにお客様と
の関係が薄くなる、でも、お役
立ちしようとすれば、お客様に
喜ばれて売上げに結びつく。経
験から得た教訓です。

もともと日本は「和の国」で、
競争よりも、助け合ってお互い
の良いところを伸ばし、「みん
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す。人生も仕事も楽しんで、両
方を繁栄させましょうというの
が、当社の働き方改革。働き方
改革というと、オフィスをどう
する、リモートをどうするとい
う話になりがちですが、それだ
けでは根本は何も変わりませ
ん。人が魅力的になるにはどう
したらよいか、なのです。
「ヒーローズクラブ」では「地

球で学ぶ、会社が魂の学校にな
る日プロジェクト」を提唱して
いますが、当社も会社というよ
り、学校のような感じになって
います。学校がその機能を果た
せなくなっている今、中小企業
の、人を育てる使命を強く感じ
ています。経営者が「みんなで
育てよう」という姿勢で、それ
ぞれに合った役割を与えること

なで良くなろう」というほうが
ピタッと来るのではないでしょ
うか。私は海外の企業にもいろ
いろ学びましたが、「日本を取
り戻す」ことが大事だという結
論に達しました。日本古来の助
け合いの精神や、自然との共生
や瞑想など、海外企業がそうい
うものに注目しているのに、日
本の企業が重視しないのは不思
議なことです。ですから、以前
は声を張り上げて朝礼をしてい
ましたが、今は毎朝みんなで瞑
想と掃除をします。人材教育も、
上から構えて行うよりも、寺子
屋みたいな感じで、数人か、１
対１でやりとりするほうが伝わ
るのではないかと思います。

以前、ひと月に百何十時間も
あった残業時間は10時間以下に
なり、休みもきちんととっても
らい、「50％が貢献、50％が学 
び、100％楽しい会社」をめざ
しています。お客様に喜ばれる
ことが多くなり、クレームや解
約はなくなっていきました。貢
献する仕事というのは、それが
そのまま生産性につながりま
す。今は、お客様に喜ばれる価
値ある仕事だけをして、あとは
学びの時間。和太鼓やダンス、
屋久島に行くのも就業時間内で
す。社員だけでなく、社員の家
族やお客様も一緒に、それをや
りたい人が集まってやっていま

ができれば、一人ひとりが輝き
始めるはずです。

2020年は、「会社をワンチー
ムにする」という目標を掲げま
した。「幸せな社会を創り拡げ
る」「私たちの日本を良くした
い」という気持ちを持った人た
ちとチームで仕事をしていくと
いうのが、当社の絶対条件。コ
ロナ禍でも、これがブレること
はありません。今、大企業はリ
ストラで大変ですし、有効求人
倍率はどっと下がっています。
だからこそ、ビジョンに共感で
きる人とチームを作って仕事 
をすることが、私にはかけがえ
のないものとして実感できるの
です。
（インタビュー取材・文責在編集部）

 ▲ 職場風景
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講演録 TEC＆JEC11月例会講演より

感染症の時代を
生きる

近畿大学医学部 免疫学教室

教授  宮澤　正顯 氏

このたびの新型コロナウイルスについて、当初、
「未知の新型ウイルス」が出てきたといわれまし
たが、実はそうでもないのです。コロナウイルス
は、もともと長い間、動物や人間に感染し、共存
してきたものです。今流行しているのは、SARS-
CoV-2（サーズ・コロナウイルス２）と呼ばれる
ウイルスですが、2002年に最初のSARSコロナウ
イルスの流行が起こりました。その時は、世界的
な拡がりを見せつつも、約半年で終息しました。
今回と何が違うのか。全地球的な人の動きがより
活発になったからです。
その時の経験や、その時に感染した人がその後
どうなったかというデータも多くあります。です
から、決して未知のウイルスではない、わかって
いることも多々あるのだということを、私はSNS
などを通じて発信しております。そこで、本日は、
この新型コロナウイルスについて何がわかってい
て、我々は科学的にどう対処していくべきなのか
をお伝えしたいと思います。

■がんと死亡率の関係を 
別の角度から検証する
「日本人の３人に１人はがんで亡くなる」と、
よく言われますね。人口10万人当たりの、主な死
因別に見た死亡率の年次推移を調べてみますと、
悪性新生物（がん）による死亡率はどんどん増加
していて、最近では全体の27.8%で、3.6人に１人
となっています。それに対し、第２位は心筋梗塞
など虚血性心疾患を主体とする心臓病で15.2％、
第３位は脳卒中など脳血管疾患で8.2%となってい
ます。その次に多いのが、肺炎。日本人の13人に
１人は肺炎で亡くなっています。お年寄りの死因

で最も多いのが、誤嚥性肺炎です。味噌汁などを
気道のほうに吸い込んでなぜ肺炎になるのかとい
うと、口の中の細菌が肺に行ってしまうからです。
歳をとればとるほど、体の細胞を作っている遺

伝子に傷が付きます。太陽から紫外線、空からは
宇宙線、地面からは放射線を受けますし、生きる
ということは、酸素を吸って、体の中でゆっくり
とものを燃やしているのと同じなので、体を構成
しているいろいろな成分が焦げます。長生きする
人が増えるほど、遺伝子に傷のついた人が増える、
だからがん患者が増え、がんで亡くなる人が増え
ると考えられてきました。
しかし、本当にそうでしょうか。長寿化による

高齢者増加の影響を差し引いた年齢調整死亡率を
調べると、女性のがんによる死亡率は1960年頃を
ピークにどんどん下がっています。これは、がん
検診の普及で、子宮頸がんや乳がんが早期に発見
されるようになったからです。一方、男性のがん
死亡率が1995年を境に急激に下がっているのは、
肺がんが薬で治るようになったからです。細胞を
がん化させるメカニズムに直接働きかける薬を使
えるようになったのが1995年。私が今所属してい
る近畿大学医学部は、日本で一番早くそのような
薬を使う専門の教室ができたところで、そういう
成果をもって男性の肺がん死亡がぐっと減ったわ
けです。ですから、今、日本ではがんになる人は
増えているけれど、年齢調整すれば、がん死亡は
減っている、つまり、がんは治る病気になったと
いえましょう。
ところで、がん患者は、がん細胞が増殖して体

のあちこちに転移し、全身ががん細胞だらけに
なって亡くなると誤解されていませんか。現在、
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全身ががん細胞に置き換わったがん患者や、がん
細胞に栄養を奪われ、やせ細って亡くなる方はい
ません。がん細胞が手術で取り除かれたり、放射
線治療などで消えていたりして、死亡時には体内
にほとんど残っていないという例が大半です。で
は、がん細胞が消えているのに、なぜ患者が亡く
なるのか。手術は、特に高齢者の体に大きな負担
をかけ、抵抗力を奪います。また、放射線治療や
抗がん剤投与による免疫機能の抑制と、それに伴
う感染症の増加も大きな要因となっています。

■微生物と共存する 
ヒトの免疫機能活躍の現場
清潔なはずの病院の中で、なぜ感染症が起こる
のか。皆さん、驚かれるかもしれませんが、ヒト
は常に微生物と共存しながら生きているのです。
体の表面を覆っている皮膚の上にはたくさんの細
菌がくっついていますし、口の中をぬぐった綿棒
を顕微鏡で見ると、多くの細菌を確認できます。
一人の人間の身体は、約30兆個のヒト細胞と、そ
の10倍もの微生物細胞で構成されていますし、私
たちの体から検出される遺伝情報の全体は、ヒト
細胞由来遺伝子の360倍もの微生物遺伝子から成
り立っているのです。つまり、私たちは細菌やカ
ビ、そしてウイルスに取り囲まれながら生きてい
るというわけです。
しかし、こういうものが皮膚にくっついている、
あるいは消化管の中にあるというだけでは病気を
起こしません。皮膚に傷口ができてそこから微生
物が中へ入ってくる、消化管の壁を越えて中へ
入ってくると、感染症になります。皮膚に傷口が
できるということは、壊れた細胞がそこに残って
いるということで、傷は修復されにくくなります。
そこで、傷口の死骸を取り除いて修復するために、
血管の中から白血球の仲間が出てきます。生きた
細胞には細胞膜があって、中身が外へ漏れ出すこ
とはないのですが、細胞に傷が付くとDNAを作
る材料などが細胞の中から外へ漏れ出してしま
う。このような異変が生じた時、身体の中には警
報を発する細胞があり、仲間を呼び集める信号を
出します。これが、「サイトカイン」と呼ばれる
ものです。そして、血管の中から単球や好中球な
どが出てきます。何事もなければ皮膚の表面を被
う細胞が再生し、傷口は跡形もなく治るはずです。

ところが実際は、皮膚の傷口がきれいに治らず、
赤く盛り上がって肉芽ができることがあります。
血管の中からやって来た白血球が死んだ細胞を片
付けてくれればいいのですが、皮膚表面に常在し
ている微生物が「チャンス！」とばかりに、血液
や死んだ細胞を美味しい栄養とみなして入って来
るのです。すると、微生物の存在を認識した白血
球は、サイトカインを発し、多くの仲間を集める
ので、血管から水分がいっぱい出てきて、じゅく
じゅくした肉芽を作るというわけです。
こういう嫌な反応を起こす病原微生物には、細

菌とウイルスがあります。細菌は、ヒト細胞の10
分の１ぐらいの大きさで、外から取り込んだ栄養
を逃さないよう細胞膜に囲まれています。取り込
んだ栄養を使ってエネルギーを作り出し、遺伝子
やタンパク質を自分の力で合成して、２分裂で増
殖します。そして、べん毛や線毛を使って動き回
り、私たちの体の中に入り込んでくるのが怖いで
すね。多くの細菌は細胞膜の外側に、ヒト細胞に
はない細胞壁という鎧を着ています。ペニシリン
のような抗生物質は、この細胞壁ができないよう
にして細菌を破壊します。
一方、ウイルスは細胞ではありません。大きさ

はヒト細胞の約100分の１くらいで、中に遺伝子
があり、タンパク質の殻で囲まれています。細胞
膜がないので自力でエネルギーやタンパク質、遺
伝子を作れず、生きた細胞に完全に依存するもの
で、細菌のように分裂して増えることはありませ
ん。ウイルスは私たちの細胞に遺伝子を持ち込ん
で一度にたくさんのコピーを作らせるもので、感
染した細胞そのものを取り除かないと体内から消
滅しません。ウイルスを増やすのは私たちの細胞
のはたらきですから、ウイルスに対する抗生物質
を作るのは非常に難しく、インフルエンザの治療
薬もできあがるまでにとても時間がかかりました。
細胞が自分にとって変なものが入ってきたと認

識し、初めてでもすぐにサイトカインを作って反
応するのが、「自然免疫反応」で、以前侵入して
きたものと同じと判断して二度目以降はそれをよ
りすばやく取り除くのが、「獲得免疫反応」です。
「二度罹りなし」の獲得免疫反応を担う細胞のう
ち、抗体を作るのはＢリンパ球と呼ばれるもので、
自分が作る予定の抗体を表面に出し、そこにくっ
つく異物に反応します。一方、Ｔリンパ球は、全
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身の生きた細胞の遺伝子発現を監視しており、ウ
イルスの遺伝子がはたらいている細胞を見つける
と、「変な遺伝子が入り込んだ細胞だ」と検知し、
ウイルスコピー工場と化した感染細胞を体内から
排除します。毎シーズン流行するインフルエンザ
は、基本的に鼻や喉の感染症で、自然免疫反応で
治ります。しかし、感染が肺に拡がるのをＴリン
パ球が防げないと、肺の中に白血球がいっぱい集
まってきて血管に働きかけ、血管から水分がいっ
ぱい出てきて、肺炎を起こします。新型コロナウ
イルスで肺炎になった方が「おぼれるような感覚」
といわれるのは、まさにこれです。
ところで、抗体ができれば、ウイルスが増えな
くなると、皆さん思われていませんか？抗体は、
細胞表面の構造（受容体）にウイルス粒子表面の
タンパク質が取り付こうとするのを阻止します
が、ウイルスのコピーを作り続ける工場となって
しまった感染細胞を体内から除去しない限り、対
ウイルス合戦は終わらないのです。

■新型コロナウイルスの特徴と、 
私たちが留意すべきこと
今回のパンデミックの当初、「新型コロナウイ
ルスとインフルエンザとでは、どちらが怖いです
か？」と、よく聞かれました。毎シーズン、世界
人口の約９％がインフルエンザに感染し、年間30
～50万人が亡くなっています。これに比べ、新型
コロナウイルスにより、１年足らずで7,000万人
が感染して170万人近くが亡くなっており、季節
性のインフルエンザに比べると死亡率は遥かに高
いといえます。もう一つ大きな違いがあります。
昨年４月、アメリカ合衆国では新型コロナウイル
スで週あたり約15000人が死亡しました。それに
比べ、これまでのインフルエンザによる死亡は、
ピーク時でも週あたり平均750人でした。新型コ
ロナウイルスの感染はインフルエンザと比較し
て、一気に拡大するという特徴があり、重症者が
集中して発生し、医療崩壊につながるわけで、こ
れが、新型コロナウイルスの怖いところです。
インフルエンザは感染力が強く、体内でものす
ごく速くウイルスが増え、感染した翌日にはその
量がピークに達します。そして、壊れかけた細胞
が悲鳴を上げ、体中にサイトカインが回るので、
発熱・頭痛・悪寒・筋肉痛などの症状が起きます。

ところが、抗体ができる前、１週間もしないうち
に体内からウイルスを作る細胞は排除されます。
悲鳴を上げた細胞から大量のインターフェロンが
産生されるため、周囲の細胞が身構え、自然免疫
反応が起きるからです。ちなみに、喉や鼻の細胞
の再生能力は高く、感染の２日後には再生が始ま
りますが、気管や気管支に感染が拡がると肺炎に
つながります。また、季節性のインフルエンザは
高齢者で重症化を起こしやすいのですが、スペイ
ン風邪などインフルエンザパンデミックの時に
は、逆に高齢者の死亡率が低かったのです。これ
は、以前、似たようなウイルスにかかったと記憶
しているメモリーＴリンパ球の為せる技です。
新型コロナウイルスも私たちの細胞の表面に取

り付いて中に入ってくるのですが、これについて
皆さんに知って頂きたいことがあります。私たち
の体のすべての細胞は周囲を体液に囲まれていま
す。細胞が裸で空気に触れることはありません。
感染した細胞からウイルスが出てくる時は、ウイ
ルス粒子がそのまま出てくるのでなく、細胞の周
りを囲む体液がくしゃみや咳により水しぶきと
なったものに包まれて出てくるのです。これが飛
沫です。
新型コロナウイルスの遺伝子の３分の２は、ウ

イルス粒子を作るための遺伝子ではなくて、細胞
の中にウイルスコピー工場を作るための遺伝子な
のです。そして、非常に正確にウイルスのコピー
を作ります。さらに、コピー工場は細胞の中でタ
ンパク質の塊を作り、それができていることを見
つかりにくくします。このため、新型コロナウイ
ルスは炎症を起こしにくいウイルスで、インフル
エンザのようにインターフェロンの反応を強く起
こしません。だから、感染しても熱がない、だる
さも痛みもない、即ち無症状の感染者が多くいる
という厄介なもので、実際ウイルス伝播の約４割
は無症候者から起こると見られています。このウ
イルスは感染した細胞の中に上手に隠れてゆっく
りと増え、遺伝子を正確にコピーさせ、ウイルス
タンパク質を作らせて、細胞の中に袋を作ってそ
こに多くの子孫粒子を溜め込ませます。たくさん
のコピー粒子が溜まった袋が細胞の表面に動いて
きて、増えたウイルス粒子が一度にまとめて出て
くるのです。出てきたウイルス粒子は体液の中に
放出され、そこに風が当たると、飛沫となります。
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 宮澤 正顯 氏　プロフィール 
医師／医学博士／近畿大学医学部免疫学教室教
授／近畿大学大学院医学研究科長
1982年東北大学医学部を卒業。東北大学助手、
アメリカ合衆国国立保健研究所（NIH）客員共
同研究員、三重大学医学部助教授（生体防御医
学講座）を経て、1996年より近畿大学医学部免
疫学教室教授。現在、近畿大学遺伝子組換え実
験安全主任者、バイオセーフティー委員長、医
学部共同研究施設長、大学院医学研究科長など
を兼務。死体解剖資格（厚生労働省）を持つ元・
病理医で、厚生労働科学研究費エイズ対策研究
事業の研究代表者なども務め、2002年にはノバ
ルティス・リウマチ医学賞を受賞している。専
門はウイルス感染免疫学。

飛沫は体液ですから、ウイルスだけで
なく、粘液の成分や感染した細胞の破
片なども含まれており、ウイルスの遺
伝子は非常に壊れやすいため、なかな
か検査の精度が上がらないのです。
インフルエンザの場合、抗体ができ
る前に自然免疫でウイルスは排除され
ますが、新型コロナウイルスでは、抗
体が出てくる頃にやっと排除が始ま
り、それと共に症状が出てきます。つ
まり、獲得免疫反応で感染細胞が破壊されること
が、症状の出る理由なのです。実際、無症状感染
者の肺にも、CTで小さな病巣が見つかっていま
す。ウイルスの受容体は結膜、鼻粘膜、口腔粘膜、
気管支、肺胞、小腸の細胞にありますが、飛沫を
肺まで吸い込めば、最初から肺胞に感染が起こり
ます。Ｔリンパ球がうまく働いてくれて、それ以
上に肺の中でウイルスが増えなければ、もうそれ
で終わり。無症状の人はこうして治っています。
しかし、インターフェロンの反応が弱いから、最
初にウイルスが入って来た局所ではなかなか抑え
られず、周囲の肺組織に拡がった感染がＴリンパ
球の過剰活性化を促して、かえって重症化する
ケースもありうるのです。問題は、症状の出る前
からウイルス複製がゆっくり進むため、PCR検査
で陰性でも翌日にはウイルスが十分に増えてき
て、周囲の人たちに感染を拡げているかもしれな
いということです。
インフルエンザは全身症状を伴い、咳やくしゃ
みで大きな飛沫が飛びますが、冬期になり湿度が
下がると、飛沫が小さくなります。水滴が小さく
なるので、遠くまで飛ぶ。インフルエンザが冬に
流行するのはそういうわけです。一方、新型コロ
ナウイルスは軽症・無症状で最初から肺に感染し、
細い気管支の枝に複数の肺胞からの空気が集まる
ことで「霧吹き」の効果が生じて、感染者が細か
な飛沫（マイクロ飛沫）をまき散らします。咳や
くしゃみだけでなく、呼気に多量のウイルス粒子
が含まれているので、感染者が呼吸をしただけで
も感染が拡がります。ですから、大事なのは換気
です。マイクロ飛沫はすぐには落下せずに空気中
を漂いますので、換気を怠ると、いつまでも室内
に留まります。密な満員電車でクラスターが起こ
らないのは、窓を開けて換気をしているからです。

感染拡大防止のために大事なことを申し上げま
す。マスクは正しく装着しましょう。マスクをき
ちんと装着すれば、マイクロ飛沫を出すのをかな
り高い効率で防げます。マスクで眼鏡が曇るとよ
くいわれますが、上端を頬にしっかり密着させれ
ば、眼鏡は曇りません。それから、透明マスクは、
細かな飛沫が飛ぶのを防げないので、無意味です。
また、コロナウイルスは細胞膜に由来する被膜を
持ちますが、この被膜は界面活性剤（石鹸）やア
ルコールで溶けて感染力を失いますので、手洗い
や消毒は万遍なく励行してください。消毒液は、
シュッとかけるだけではだめです。手のひらに消
毒液を溜めて、指先をこすりつけ、指全体を消毒
しなければなりません。
新しいウイルスとの闘いはこれからも続きま

す。ウイルスは歩いて来ません。感染した人間が
ウイルスを運ぶのだということを肝に銘じて頂き
たく存じます。
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岡本無線電機株式会社 会長　岡本 弘 氏
令和二年秋の叙勲で旭日双光章を受章

株式会社アスコット 会長　森井 義雄 氏
令和二年秋の叙勲で旭日単光章を受章

　令和二年秋の叙勲で、当協会の会員である岡本無線電機（株）会長の岡本弘氏が、電子部品・
制御機器流通業界の振興発展に貢献されたことにより旭日双光章を受章されました。
　今後ますますのご活躍と社業のご発展をお祈り申し上げます。

　令和二年秋の叙勲で、当協会の会員である（株）アスコット会長の森井義雄氏が、社業におけ
る顕著な功績、地域経済への裨益により旭日単光章を受章されました。
　今後ますますのご活躍と社業のご発展をお祈り申し上げます。

名言・格言の英和対比により、グローバルな視点でも日本の視点でも同じ意味の格言を掲載し、 
古今東西不朽の名言に触れたいものです。

＊ 会員の皆様方から英和対比の「名言・格言」を募集し、掲載します ＊

Gluttony kills more  
 than the sword.

第23回
太陽シンクス㈱社長　北浦愼三（TEC幹事）

「合理化」 名言・格言集 ｛ 英和対比 ｝

「 大 食 短 命 」
「暴食は剣より多くの人を殺す」が原文。大食漢や酒豪は必ずしも
自慢にならない。『腹八分は医者要らず』は昔から言われているこ
とだが、“腹八分目”は働き方改革にも通じる。

協会トピックス
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私の七転八起

私どもの会社は1962年（昭和37年）に私の父
が創業し、当初は業務用の厨房機器などのステン
レスを素材とした板金、溶接を中心とした加工か
らスタートしました。工場は兵庫県の伊丹にあり、
現在も本社および本社工場は伊丹市にあります。
創業からしばらくして大手メーカー様から電気温
水器のステンレス製タンクが出来ないかとの依頼
があり、このご縁をきっかけに取り組むこととな
りました。私も当時まだ学生でしたがアルバイト
として生産にかかわった事を覚えております。大
手メーカーの製品で、当たり前のことではありま
すが全国販売となります。一般的にはステンレス
のタンクは錆びないと思われますが、使われる水
質や温度により早ければ２～３年で腐食してしま
い、その対応には相当苦労をした事を覚えており
ます。また、その当時お世話になった方や材料 
メーカー様には多岐にわたり勉強させてもらい本
当に感謝の言葉しかありません。

私も社員の一員になり事業も順調に推移し伊丹
の工場も少し手狭になってきたこともあり、創業
から12年目で奈良の大和郡山に奈良工場を作る
こととなり、スタートから奈良工場勤務と相成りま
した。設備も整い作業の訓練もある程度できて、い
よいよ新工場操業開始と思ったら今度はオイル
ショックが突然やってきました。工場は一時帰休の
状態を暫く続けることになりました。伊丹工場か
ら来た数人も一旦本社へ帰ってもらって、私一人
が奈良工場の寮に寝泊まりして寒い冬の季節を過
ごしました。今思い出しても当時工場の近くには
何もなく今のようにコンビニでちょっととはいき
ません。夜になると真っ暗で寂しいかぎりでした。

しばらくして春めいてきたころ、やっと工場も
稼働しだし社員たちの笑顔も戻ってきました。我
慢してまた頑張ってくれた社員には今も感謝の気

第32回

感謝の経営
� ㈱精和工業所 取締役会長 山下清一

持ちでいっぱいです。私はそれからしばらくの 
間、奈良工場勤務を続けるわけですが、工場稼働
から３～４年経ったころ奈良県の製造業を中心に
奈良工業会（現：奈良経済産業協会）が発足し、
当社奈良工場も入会させていただくこととなりま
した。まもなく色々な活動が始まり異業種交流の
分科会もでき私もその１グループに参加すること
になりました。十数社の経営者が集まる会でした
がたまたま私のような30代前半の者は３人だけ
で、他は自分の親父やそれ以上の年代の方ばかり
でした。最初の会合で長老の社長から「これから
は若い人の時代や会の運営は若い３人にやっても
らおう」とのことで私を含めた３人が先頭に立つ
こととなりました。大先輩の経営者のなかで月に
一度会を開き、企画、立案、実行と大変ではあり
ましたが、今に思えばこの時の経験がその後の自
分の仕事人生に於いて大いに参考になったと思っ
ております。会のメンバーの中には奈良を代表す
る老舗企業や100年以上続く立派な会社の経営者
の方たちがおられ、事業継続の秘訣や苦労話など
なかなか他では聞けないお話もお聞きすることが
できました。もちろん当時の若手３人は今でも仲
良くお付き合いをしています。当時、この異業種
交流会に於いて沢山のアドバイスやバックアップ
をしていただいた多くの皆さんに「感謝」しかあ
りません。

随分、昔の話ばかりしてしまいましたが現役の
社長時代も含めて様々な事はありましたが、結局
色々な方々に教えていただき、励ましていただい
て今日があるのだと思っております。

２年前に３代目にバトンタッチしました。彼も
まだまだこれからとは思いますが、私の「感謝」
の気持ちも繋いでいってほしいものだと思ってお
ります。
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■調査期間　2020年11月中旬～下旬■調査期間　2020年11月中旬～下旬
■回答企業　製 造 業　31社  57.4％■回答企業　製 造 業　31社  57.4％

非製造業　非製造業　23社23社    42.642.6％％
全　　体　全　　体　5454社社  100.0100.0％％

■調査期間　2020年11月中旬～下旬
■回答企業　製 造 業　31社  57.4％

非製造業　23社  42.6％
全　　体　54社 100.0％

製造業 非製造業 全　体

売上高増加、経常利益増加 売上高増加、経常利益横ばい 売上高増加、経常利益減少
売上高横ばい、経常利益増加 売上高横ばい、経常利益横ばい 売上高横ばい、経常利益減少
売上高減少、経常利益増加 売上高減少、経常利益横ばい 売上高減少、経常利益減少 その他

1社 1.9％

合計
54社
100％

4社 7.4％

3社
5.6％

16社
29.6％

1社
4.3％

合計
31社
100％

10社
32.3％

4社
12.9％

4社
12.9％

7社
22.6％

1社 4.3％

1社 3.2％

1社
4.3％

合計
23社
100％

3社
13.0％

9社
39.1％

2社
6.5％

3社
9.7％ 3社

13.0％

2社
8.7％

3社
13.0％

5社
9.3％

6社
11.1％

6社
11.1％

13社
24.1％

協 会 独 自 調 査

2021年経営重点目標・方針2021年経営重点目標・方針

売上高増加、経常利益増加 売上高増加、経常利益横ばい 売上高増加、経常利益減少
売上高横ばい、経常利益増加 売上高横ばい、経常利益横ばい 売上高横ばい、経常利益減少
売上高減少、経常利益増加 売上高減少、経常利益横ばい 売上高減少、経常利益減少 その他

製造業 非製造業 全　体

合計
54社
100％

3社
5.6％

1社
3.2％

6社
11.1％合計

31社
100％

1社
4.3％

合計
23社
100％

3社
13.0％

2社
8.7％

12社
52.2％

4社
7.4％

5社
9.3％

31社
57.4％

3社
9.7％

3社
9.7％

4社
12.9％

19社
61.3％

1社 4.3％
1社 4.3％ 1社 1.9％1社 4.3％

1社 1.9％

2社
3.7％

1社
1.9％

1社 4.3％1社 3.2％

1社
4.3％

　新型コロナウイルスの終息が見えない中で経営への影響が甚大です。アンケートで見ると2019年度の業績
は、消費増税は有りましたが、増収増益と経常利益横ばいが約半数を占めています。一転、2020年度の業績
見込みでは減収減益が約64％とコロナの影響が経営に大きく響いています。しかし、2021年度の見通しにつ
いては売上げ利益ともに増加を予測している企業が半数です。回復を期待したいものです。
　2021年度の重点課題は、売り上げ拡大、新規開拓、新規事業分野の開拓、人材確保や人材育成と続き、デ
ジタル化、ICTの活用等の新しい技術への対応は少し陰を潜めたように見受けられます。重点課題への具体
的な対策としては人材育成や採用、働き方の見直し、意識改革、組織変更など内部課題の解決に重点が移っ
ています。

	 	2019年度、2020年度の業績及び2021年度の見通しについて		

2019年度の業績

2020年度の業績（見込みも含む）
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▼製造業
重点課題 解決のための施策

● 良い製品を安く、出荷
を早く

● 種類を多く出荷する

● 設備投資をする（機械
とデリバリーに投資）

● 人材採用と定着
● 技術継承
● エネルギー

● 採用と育成
● マニュアル化
● エネルギー管理

● 新規事業の強化
● 社内システムの更新

● 新規部門の設置

● 人材確保
● 省人化
● 技術更新

● 働きやすい職場、残業減
● やらない仕事を決める
● 値上げ

● 新製品開発
● アメリカ市場開発

● 採用（人材）

● 人材確保、教育
● 新規顧客獲得
● 工場用地拡大

● 各種媒体を利用した採
用活動

● 展示会出展、ウェブサ
イト活用

● 近郊地域で用地調査・
資金調達

重点課題 解決のための施策
● コロナによる景気悪化
● コロナによる設備投資
欲減退

● 新規営業活動
● 新商品開発

● 工場移転
● 新規顧客開拓
● 人材育成

● プロジェクト立上げ
● 国内の中、西、東エリア
に本部設置。海外も同様

● 教育指導
● 既存顧客深耕
● 新規顧客開拓
● ITの活用

● 営業社員の育成
● IT教育取り入れ

● 新規顧客拡大と既存顧
客の掘り起こし

● 生産性向上
● 新製品開発

● 製造管理システムの刷新
● データマーケティング
の強化

● 新規需要開拓 ● IT関連商品の開発
● 売上拡大に向けた営業
戦略の立案

● 生産性向上

● 従業員の教育
● 設備の自動化

重点課題およびその解決に向けた具体的な施策（複数回答）
	 	2021年度の重点課題・施策・長期展望について		

2021年度の見通し
自社の業績：売上

000 01000

自社の業績：利益

000 01000

業界の見通し 市場動向

000 01000 000 01000

0％ 100％80％60％40％20％

製造業
31社

全　体
54 社

非製造業
23 社

19社
61.3％
19社
61.3％

9社
29.0％

10社
43.5％
10社
43.5％

7社
30.4％

5社
21.7％

29社
53.7％
29社
53.7％

16社
29.6％

18社
58.1％
18社
58.1％

8社
25.8％

5社
16.1％

9社
39.1％
9社

39.1％

1社 4.3％1社 4.3％
9社

39.1％

27社
50.0％
27社
50.0％

17社
31.5％

4社
17.4％

9社
16.7％

8社
14.8％

0％ 100％80％60％40％20％

製造業
31社

全　体
54 社

非製造業
23 社

0％ 100％80％60％40％20％

製造業
31社

全　体
54 社

非製造業
23 社

0％ 100％80％60％40％20％

製造業
31社

全　体
54 社

非製造業
23 社

売上増 売上横ばい 売上低下 回答なし

好調
回答なし

変わらない あまり良くない 明るく活況感がある
少しどんよりして来た 回答なし

それほど変化はない

売上増 売上横ばい 売上低下 回答なし

1社 4.3％1社 4.3％

1社 1.9％1社 1.9％1社 1.9％1社 1.9％

5社 9.3％5社 9.3％ 1社 1.9％1社 1.9％

14社
45.2％

15社
48.4％

7社
30.4％

22社
40.7％

12社
52.2％

26社
48.1％

1社 4.3％1社 4.3％

2社 3.7％2社 3.7％

1社 4.3％1社 4.3％2社 6.5％2社 6.5％

4社 7.4％4社 7.4％

21社
67.7％

8社
25.8％

9社
39.1％

17社
31.5％

10社
43.5％

31社
57.4％

1社 3.2％1社 3.2％

1社 3.2％1社 3.2％

3社
13.0％
3社

13.0％
3社

13.0％
3社

13.0％

3社 9.7％3社 9.7％
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重点課題 解決のための施策
● クレーム、ミスの半減
● 設備保全の徹底
● DX、コロナ対策の実行

● QCAサークル活性化
● チョコ停予防・メンテ
ナンス実施

● リモート対応の実施
● 新卒採用
● 新商品（特許申請済）
の実績拡大

● 土地の取得

● 働き方についての具体
的な見直し

● 新たな研修施設の検討

● 新規市場開拓
● 人材育成（IT、デジタル）

● 業態転換

● ISO、JIS Qの見直し、
ブラッシュアップ

● 22年度から生産開始の
航空新事業への体制構
築

● 週１回の一時帰休を利
用して全員参加

● 客先と共同で必要内容
の全てを取り組み中

● 新規顧客拡大 ● 営業マン増強
● 自動車の電動化・自動
化の流れに沿った新規
品の受注

● 生産の自動化・無人化
で更に効率を改善

● 開発力・技術力を更に
向上し競争力の源泉と
する

● 試作品納期の短縮と加
工精度の向上

● 生産技術部隊の充実
● 開発・技術部隊の充実

● 人材育成
● マネジメント

● 教育態勢拡充

● コロナ禍の影響把握
● 新規事業への取り組み

● 情報の収集（コミュニ
ケーション）

● 売上上位先への拡販
● 新規事業の検討

● 人材育成

● 売上高向上への諸施策 ● 組織、特に営業体制の
組み換え

● リモートでの見本市の
開催

● 他社の売筋商品の徹底
的な解析

● 新たな価値創造
● 収益性の改善と追求
● 企業体質の強化と職場
環境の改善

● コンバーティング技術
向上

● 新規材料の特性の習得
● 老朽化する工場設備、
現場をリニューアル

● 利益拡大（コストダウン）
● 海外展開
● 人材教育

● 全社ボトムアップによ
る改善施策

● 人材増、インターンシッ
プによる海外事業推進

● リーダーシップ研修を
始め、若手、ベテラン
の教育

● 新規顧客の開拓 ● 営業担当の増強
● 開発中製品の完成
● 自己資本比率の向上

● 進行中

● 新規開拓 ● 展示会への露出

重点課題 解決のための施策
● IoT、デジタル化の戦
略商品化、実用化

● 環境対策
● システム系人材確保

● 協力企業との連携強化
● 社内環境の把握と環境
対応設備の情報収集

● 人材紹介業との連携
● 売上拡大
● 市場の開拓と新規お客
様の拡大

● 技術力の更なる向上

● 新型コロナ、自然災害
等、想定外の要因への
対応

● 働き方改革への対応
● 高度な客先品質基準へ
の対応

● 多能工化の推進、テレ
ワーク等業務改革

● 更なるシステム化によ
る工数削減

● 顧客満足度アップ、最
新設備への更新

● コロナ禍での受注確保
● 新規事業開発

● Webミーティング等の
活用

● 新規事業分野への経営
資源投入

▼非製造業
重点課題 解決のための施策

● 売上拡大に向けた顧客
深耕

● FA機器売り込み強化
● 自己啓発
● エンジニアリングビジ
ネス強化

● ICTの活用 ● テレワークの増加
● 人材確保 ● 有料媒体の利用
● 新規顧客開拓
● 売上増加
● 社員採用

● 営業マンの育成

● 新規商材の販売
● 新規仕入先の開発

● 新組織（新規開発室）の
活性化

● アルミ型材・板材のサ
プライヤーとしての機
能充実

● 付加価値のあるオリジ
ナル商品の開発とス
ペックイン活動

● ファブレスメーカーと
しての機能を高めるた
め、Ｍ＆Ａによるメー
カー子会社設立

● 各拠点の物流機能の充
実

● スペックインによる要
求品質を捉え商品開発
を進め、受注実現につ
なげる

● 従来から関係性を構築
してきたお取引先の中
で後継者不在の会社の
技術を活用して100％
子会社の設立

● 新たな支援メニューの
開発

● 新規顧客開発

● 専門家間の連携の強化
● 広報活動の強化

● 販路の拡大に向けた新
規顧客の獲得

● 若手営業マンの育成及
び営業ノウハウの引継
ぎ

● 売上拡大に向けた在庫
アイテム数の拡大

● 物流の自動化

● 自動倉庫の拡充

● SE力増強が一番 ● 採用活動のさらなる活
性化
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▼製造業
	●	人手不足解消により製造がス
ムーズになった

	●	残業が少なく在庫ができる
	●	研究開発と技術開発
	●	使用エネルギーの削減
	●	新規事業強化による複数事業
の進展

	●	新規販売網の拡充
	●	ゆとりある生産体制をつくり、
売上より利益にこだわる

	●	 2024年に現在の売上から30％
アップ

	●	国内新工場設立（2023年）
	●	利益の追求
	●	国内数拠点、海外２拠点を新
規開設

	●	上場企業の口座開設、現在40
社→80社に

	●	アナログ作業のデジタル化
	●	付加価値額の増大
	●	生産性向上
	●	インダストリー4.0の推進
	●	売上の拡大
	●	従業員満足度（ES）の向上
	●	移動ラックは三進――ソフト
力を高める

	●	R22年（2040年）売上300億円
	●	検査・実験室の充実
	●	航空新事業を成功させて、拡

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大の為の試金石とする
	●	 22年度売上を過去最高となる
ように全員で取り組む
	●	人手不足（技能者）
	●	直接、間接共に人時生産性の
向上
	●	中間管理職の拡充
	●	企業間連携
	●	既存設備更新
	●	新規案件（事業）への取り組み
	●	新規事業において売上、利益
の確立
	●	少数精鋭での売上、利益の確
保
	●	経常利益500万円を目指す
	●	安全で安心に働ける環境を作
り、ワークライフバランスを
目指す
	●	売上、利益の拡大（新しい柱）
	●	海外拠点（工場、営業所）の設
立
	●	若手を採用し、育成する
	●	ライバル企業に負けない
	●	 ITの進化を図り、合理化し
ていく
	●	デジタル商品の戦略化
	●	自動化の推進
	●	AI、IoT、ロボット化の推進
	●	システム化による人手不足の
解消

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

	●	ダイバーシティの経営
	●	グローバル化の強化
	●	次の成長分野事業の開発

▼非製造業
	●	収益の向上
	●	海外の市場拡大
	●	人手不足の解消
	●	外注先の確保
	●	前年比200％
	●	高感度No.１企業を目指す
	●	身の丈経営プラスチャレンジ
	●	創業100周年に向けて付加価
値を高める
	●	SDGsと目標を共有して社会
に貢献できる会社を目指す
	●	後継者の育成
	●	社員の高齢化に伴う後継者育
成と若返り
	●	パッケージソフトの質的・量
的拡充
	●	オリジナル商品の開発
	●	バングラ、インドでの代理店
づくり
	●	若手人材の補給、拡充
	●	売上拡大
	●	Society5.0
	●	年商150億円
	●	製造業向けソフトメーカーと
しての地位確立

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

自社の中長期のビジョンまたは目標（複数回答）

重点課題 解決のための施策
● 売上拡大の為の新規顧
客開拓

● 新商品開発

● 組織変更
● 他社との協力

● 売上拡大に向けた新顧
客開拓

● 収益体質の強化
● 全ての社員一人ひとり
の能力・質の向上（社
長含む）

● モータデバイス、IoT
商材による顧客創造

● エアコン機器販売の全
国展開

● 社員講師による社員研
修会の定期開催等

● コロナ対策
● 売上拡大
● 人材育成

● 電子化
● 展示会の開催

● 展示会への出展（WEB
展示会含む）

● オンラインでの営業活
動

● 来年は今年出来なかっ
た展示会へ出展する

● WEB展示会システム
を使って当社の展示会
を計画

● WEBを使っての営業活
動の確立

● 商品による新規開拓
● PB商品開発
● 教育

● 展示会への出品
● 営業パースンへの教育

重点課題 解決のための施策
● 海外進出
● クラウド事業の促進

● 人財採用

● 既存顧客との関係強化
● 先進技術の獲得
● 人材採用および人材育
成

● オンデマンドセミナー
の実施

● アライアンス先との連
携強化

● 人材採用サイトの充実
● 利益体質の強化「付加
価値経営」

● 組織活性化・情報共有
化

● 人材育成強化＝OJTの
推進

● SI工事管理体制の強化
「内工化」
● 全社情報システムの強
化

● 「人財育成プログラム」
の開発推進

● 物流機能の強化
● 人員配置や配送便の適
正化

● 自動化できる仕事のシ
ステム投資

● 最新のマテハン機器の
導入、在庫の拡充

● 組織再編、支店の統廃
合、リモートワーク

● 見積自動化、AIの導入
● 国内小旅行の取り組み
● リニューアル費用の合
理化

● 食事処の開発
● 営業を強化
● リニューアルの仕組み
を変える
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	 	2021年度、2022年度の採用について		

大卒採用内定数 高卒採用内定数
2021年３月新卒採用

	●	DXによる顧客価値の提供
	●	働きがいのある環境づくり
	●	さらなる全社連携により大き
な価値／新しい価値を生み出
す仕組づくり

 
 

	●	全社から各社員までが日々の
戦略・行動の指針を得られる
全社情報システムの推進
	●	各物流センターに地域最適な
アイテムを在庫

 
 

	●	売上高3,000億円突破
	●	コンセプトの徹底
	●	本社と現場の一体化

 
 

2022年３月採用（計画）
大卒 高卒

外国人

� 業態
人数

全　　体
54社

製 造 業
31社

非製造業
23社

0人 15社 27.8％ 9社 29.0％ 6社 26.1％

1～5人 25社 46.3％ 16社 51.6％ 9社 39.1％

6～10人 5社 9.3％ 2社 6.5％ 3社 13.0％

11～20人 2社 3.7％ 1社 3.2％ 1社 4.3％

21～50人 3社 5.6％ 1社 3.2％ 2社 8.7％

51～100人 1社 1.9％ 1社 3.2％ 0社 0.0％

回答なし 3社 5.6％ 1社 3.2％ 2社 8.7％

具体的な人数を記載いただいた企業について、大卒の充足状
況は「目標通りの人数を確保」が全体で47％、「目標に届か
なかった」は39％。

� 業態
人数

全　　体
54社

製 造 業
31社

非製造業
23社

0人 8社 14.8％ 4社 12.9％ 4社 17.4％

1～5人 32社 59.3％ 20社 64.5％ 12社 52.2％

6～10人 4社 7.4％ 1社 3.2％ 3社 13.0％

11～20人 1社 1.9％ 1社 3.2％ 0社 0.0％

21～50人 4社 7.4％ 1社 3.2％ 3社 13.0％

51～100人 0社 0.0％ 0社 0.0％ 0社 0.0％

回答なし 5社 9.3％ 4社 12.9％ 1社 4.3％

中途
� 業態
人数

全　　体
54社

製 造 業
31社

非製造業
23社

0人 13社 24.1％ 7社 22.6％ 6社 26.1％

1～5人 17社 31.5％ 10社 32.3％ 7社 30.4％

6～10人 1社 1.9％ 1社 3.2％ 0社 0.0％

11～20人 0社 0.0％ 0社 0.0％ 0社 0.0％

21～50人 0社 0.0％ 0社 0.0％ 0社 0.0％

51～100人 0社 0.0％ 0社 0.0％ 0社 0.0％

回答なし 23社 42.6％ 13社 41.9％ 10社 43.5％

新卒者以外の採用について
� 業態
項目

全　　体
54社

製 造 業
31社

非製造業
23社

外国人の採用を
増やしている 5社 9.3 ％ 2社 6.5％ 3社 13.0 ％

中途採用に
シフトしている 22社 40.7 ％ 12社 38.7％ 10社 43.5 ％

採用していない 17社 31.5 ％ 10社 32.3％ 7社 30.4 ％

回答なし 10社 18.5 ％ 7社 22.6％ 3社 13.0 ％

� 業態
人数

全　　体
54社

製 造 業
31社

非製造業
23社

0人 12社 22.2％ 6社 19.4％ 6社 26.1％

1～5人 14社 25.9％ 11社 35.5％ 3社 13.0％

6～10人 4社 7.4％ 3社 9.7％ 1社 4.3％

11～20人 0社 0.0％ 0社 0.0％ 0社 0.0％

21～50人 0社 0.0％ 0社 0.0％ 0社 0.0％

51～100人 1社 1.9％ 1社 3.2％ 0社 0.0％

回答なし 23社 42.6％ 10社 32.3％ 13社 56.5％

� 業態
人数

全　　体
54社

製 造 業
31社

非製造業
23社

0人 16社 29.6％ 9社 29.0％ 7社 30.4％

1～5人 4社 7.4％ 1社 3.2％ 3社 13.0％

6～10人 0社 0.0％ 0社 0.0％ 0社 0.0％

11～20人 0社 0.0％ 0社 0.0％ 0社 0.0％

21～50人 0社 0.0％ 0社 0.0％ 0社 0.0％

51～100人 0社 0.0％ 0社 0.0％ 0社 0.0％

回答なし 34社 63.0％ 21社 67.7％ 13社 56.5％

� 業態
人数

全　　体
54社

製 造 業
31社

非製造業
23社

0人 21社 38.9％ 12社 38.7％ 9社 39.1％

1～5人 11社 20.4％ 8社 25.8％ 3社 13.0％

6～10人 5社 9.3％ 4社 12.9％ 1社 4.3％

11～20人 1社 1.9％ 1社 3.2％ 0社 0.0％

21～50人 0社 0.0％ 0社 0.0％ 0社 0.0％

51～100人 1社 1.9％ 1社 3.2％ 0社 0.0％

回答なし 15社 27.8％ 5社 16.1％ 10社 43.5％

具体的な人数を記載いただいた企業について、高卒の充足状
況は「目標通りの人数を確保」が全体で38％、「目標に届か
なかった」は26％。
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時間外労働について

労働環境・働きやすい環境について

生産性向上について

部下の管理と評価（マネジメント）について

年次有給休暇について

勤怠管理について

従業員満足について

	 	働き方改革について		

	 	テレワーク、リモートワークについて		

� 業態
項目

全　　体
54社

製 造 業
31社

非製造業
23社

大きく改善された 16社 29.6％ 7社 22.6％ 9社 39.1％

少し改善した 27社 50.0％ 17社 54.8％ 10社 43.5％

変わらない 10社 18.5％ 6社 19.4％ 4社 17.4％

悪化した 1社 1.9％ 1社 4.3％ 0社 0.0％

� 業態
項目 全　　体 製 造 業 非製造業

テレワークを実施して
いる（全日・全部門） 7社 13.0％ 3社 9.7％ 4社 17.4％

テレワークを実施して
いる（一部） 23社 42.6％ 14社 45.2％ 9社 39.1％

テレワークを実施して
いない 16社 29.6％ 11社 35.5％ 5社 21.7％

時差出勤を
実施している 28社 51.9％ 16社 51.6％ 12社 52.2％

フレックスタイムを
実施 5社 9.3％ 4社 12.9％ 1社 4.3％

レイアウトを変更した 13社 24.1％ 8社 25.8％ 5社 21.7％

事務部門のスペースを
縮小した 1社 1.9％ 1社 3.2％ 0社 0.0％

出社制限をしている 3社 5.6％ 1社 3.2％ 2社 8.7％

� 業態
項目

全　　体
54社

製 造 業
31社

非製造業
23社

大きく向上した 5社 9.3％ 2社 6.5％ 3社 13.0％

少し向上した 25社 46.3％ 15社 48.4％ 10社 43.5％

変わらない 22社 40.7％ 13社 41.9％ 9社 39.1％

悪化した 2社 3.7％ 1社 4.3％ 1社 4.3％

� 業態
項目 全　　体 製 造 業 非製造業

オンラインで管理 8社 14.8％ 5社 16.1％ 3社 13.0％

ICTツールで管理 9社 16.7％ 4社 12.9％ 5社 21.7％

電話やメールで管理 10社 18.5％ 6社 19.4％ 4社 17.4％

業務報告書の提出 19社 35.2％ 12社 38.7％ 7社 30.4％

評価方法を変えた 3社 5.6％ 3社 9.7％ 0社 0.0％

特に何もしていない 17社 31.5％ 5社 16.1％ 4社 17.4％

ICTツールについて
� 業態
項目 全　　体 製 造 業 非製造業

パソコンを貸与 34社 63.0％ 18社 58.1％ 16社 69.6％

スマートフォンを貸与 22社 40.7％ 12社 38.7％ 10社 43.5％

業務ソフトを利用 16社 29.6％ 13社 41.9％ 3社 13.0％

� 業態
項目

全　　体
54社

製 造 業
31社

非製造業
23社

取得が増えた 38社 70.4％ 20社 64.5％ 18社 78.3％

変わらない 16社 29.6％ 11社 35.5％ 5社 21.7％

取得が減った 0社 0.0％ 0社 0.0％ 0社 0.0％

回答なし 0社 0.0％ 0社 0.0％ 0社 0.0％

� 業態
項目 全　　体 製 造 業 非製造業

専用のツールで管理し
ている 22社 40.7％ 13社 41.9％ 9社 39.1％

通常業務と変わらない
管理をしている 28社 51.9％ 15社 48.4％ 13社 56.5％

業務開始と終了後にメール
またはLINEで管理している 5社 9.3％ 3社 9.7％ 2社 8.7％

業務開始と終了後に電話
で管理している 0社 0.0％ 0社 0.0％ 0社 0.0％

� 業態
項目

全　　体
54社

製 造 業
31社

非製造業
23社

大きく向上した 4社 7.4％ 3社 9.7％ 1社 4.3％

少し向上した 30社 55.6％ 17社 54.8％ 13社 56.5％

変わらない 20社 37.0％ 11社 35.5％ 9社 39.1％

悪化した 0社 0.0％ 0社 0.0％ 0社 0.0％

コミュニケーションについて
� 業態
項目 全　　体 製 造 業 非製造業

社内グループウェアを
利用している 30社 55.6％ 19社 61.3％ 11社 47.8％

FacebookやLINEなど
を使っている 8社 14.8％ 4社 12.9％ 4社 17.4％

Zoomなどの
オンライン会議を利用 30社 55.6％ 18社 58.1％ 12社 52.2％

※複数選択可

60％近くの企業が実施、30％の企業は実施していません。テレワークでの課題としては、製造業には不向き
との回答もあり、業種業態での取り組みに差が出ています。マネジメント、評価についても課題が多いよう
です。

1年前と比べて残業時間の削減、年休の取得などが大幅に増え、従業員満足度は上昇しています。しかし、
生産性については少し向上し半数を占めましたが、変わらないものも多く、そう大きな変化はありません。
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製造業
	●	テレワーク、リモートワークを実施していない
	●	すでに準備はできている
	●	緊急で実施しているので、状況が収束した場合に
は元に戻す予定です

	●	（課題は）Net環境ぐらいで、その他、Teamsを
活用し工場内で分散しながら会議やミーティング
ができています

	●	思っていたより馴染んでいる
	●	コロナ対策を機に全社導入。ネットワークとシス
テムの拡充

	●	帰属意識の維持、強化
	●	働く人の意識
	●	規程の整備
	●	セキュリティの強化
	●	セキュリティ。通信の速度・精度、正確さ、タイ
ムラグ

	●	知識、スキルが不十分。ペーパーレス化が難しい
	●	評価方法。ペーパーレス化
	●	部下の管理と評価。是非ご指導頂きたい
	●	初めてのことで、社員評価をどうすべきか迷って
いる

	●	職種が限定されるので、全ての社員が出来るわけ
ではない

	●	製造業なのでリモートワークは不向きと考えます
	●	中小企業の製造業では間接部門の人員が少なく、
取り組むことが難しい

	●	我々の製造業は現場第一、安全第一です。現場へ
の正確な情報は、テレワークでは難しいです

	●	リモートワークする上での、出先での環境整備の
必要がある

	 	テレワーク、リモートワークに関する課題		
	●	開発商品、サンプル等、打合せの場で共有できな
い。参加者の表情が分かり難い
	●	商談時の熱が伝わりづらい点

非製造業
	●	出来る環境を国が金銭面の支援をした上で求める
	●	テレワーク用に新しい電話を導入し、PCを貸与
し、社内のPCや複合機を連動する仕組み作りを
進めている
	●	今は通常業務に戻したが、今後の状況でいつでも
テレワーク対応出来る様にインフラは整備中
	●	情報管理体制の確立（漏洩対策）
	●	得意先との商談（面談）機会の減少
	●	人は社会的動物であることを忘れないこと、社会
的動物であることを前提とした施策の実施
	●	若手が先輩に付いて仕事を学ぶ時間が減ってい	
ることで、若手の成長スピードが鈍化する危惧が
ある
	●	（設問はテレワーク・リモートワークをしている
ことが前提だが）できない業種、業態もある
	●	商品や現金などの現物を取り扱う部署において
は、テレワークやリモートワークは困難である
	●	会計・経理業務のテレワーク化
	●	業務、やり方が確立していない
	●	全員が準備できるようにしないと、準備に時間が
かかる
	●	家庭内で働く環境づくりが課題：専用の部屋がな
い、小さい子供がまとわりつくetc.
	●	テレワークをコロナ以前から実施しているので、
あまり問題ありません
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お問い合わせ先 

       一般社団法人 大阪府経営合理化協会 

       経営二世塾事務局：大西（e-mail：onishi@gourika.or.jp） 

       TEL：06-4794-9090 FAX：06-4794-9085 

経営幹部塾（第４期）塾生募集のご案内

２０２１年４月開講 

■開催要項■

経営二世塾開講以来４０年の経験に基づく運営ノウハウを基に、経営幹

部の方々の 

経営全般に対する専門知識の修得

経営者への強い感情移入、人格の成長

かけがえのない人脈の形成

を実現します！ 

参加資格

募集人員

参加費用

開催場所

開催時間

●中堅・中小企業の経営幹部及び経営幹部予定者。

●年齢は原則として30才から55才まで。

●20名（定員になり次第締め切ります）。

●当協会会員：年間15万円（半年ごとに7万5千円をご請求します）。

会員外：年間17万円（半年ごとに8万5千円をご請求します）。

※上記価格は全て消費税別となります。

※地方一泊研修時は、別途３万円（消費税込）を頂戴いたします。

●2021年4月より2023年３月までの2年間で計24回実施します。

●講義は、原則堺筋本町近隣の会議室で行います。

●講義は原則として午後６時から午後８時までの２時間程度です。

●会社見学の時間は、基本的に午後３時から午後５時です（見学先企業様

との調整により、変更の可能性もございます）。

※研修終了後、意見交換会を兼ねた夕食をご用意します（会社見学時除く）。

開催期間

※2021年3月に卒業を迎える３期生は19名で、各社の精鋭が切磋琢

磨しておられます。
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この度、本誌への寄稿の話があり、当時を振り返る中で最初に思い返したのは、初回の
講義で大西塾頭から頂いた講話の内容です。「中小企業において社外との連携は専ら社長
の仕事で、その他は幹部といえども社内にしか目が向かないのが実情。しかし、中小企業
の殻を破るには幹部も積極的に社外との連携を図る必要がある」という話に深い感銘を受
け、当時の私は社内しか見えておらず反省したことを思い出します。

更に、当時を振り返るべく４年前に書いた経営幹部塾の卒業論文を引っ張り出して読み
返してみたのですが、当時訪問させて頂いた様々な会社の経営者の方から教えて頂いたこ
とが懐かしく、また、改めて経営幹部塾で得た多くの気付きが、現在の私の糧になってい
る事を感じました。特に「経営資源である人・もの（技術）・金を高める事が経営者に課
せられたミッションであり、これらの実現には、それぞれ時間軸を変えて捉えることが重要である。お金は追うも
のではなく結果として付いてくるもの、即ち過去のものとして捉える。もの（技術）は日々の現場の活動により生
まれるもので、一足飛びに考えない。そして、人は未来視点で期待と感謝の気持ちにより成長する。」という二年
間の学びから得たこの気付きは、現在も様々な場面で私の判断の基軸になっています。

こうして多くの学びを得ることが出来たのですが、少し残念な事は同期との繋がりが持てていない事です。私は
一期生として経営幹部塾に参加させて頂いたのですが、一期生には幅広い層のメンバーが参加しておられた事もあ
り、なかなか同じ視点で話が出来ず表面的な付き合いになっていたように思います。しかし、大西塾頭のご尽力の
お陰で少人数ながら経営幹部塾の卒業生の集まりであるKK会が設立されており、今では二期生も含めて、年に４
回程度ではありますが、顔を合わせ、互いの活動など近況について話し合っております。昨年はコロナ禍の影響で、
十分な活動が行えませんでしたが、今年からは三期生も合流する事から、KK会の規模も大きくなりますので、こ
れまで以上に積極的に参加していきたいと思っています。

経営幹部塾は、経営二世塾と比べて歴史も浅く、規模も小さいのですが、経営二世塾と同様のカリキュラムが組ま
れており、一般的なセミナーや研修では得られない、貴重な経験が出来る場だと思います。特に様々な会社の経営者
の方から直接経営における苦労話などを聞くことが出来る企業見学会は気付きも多く貴重な機会だと思います。入塾
を検討中の方は、ぜひ参加してみてください。そして、将来KK会で交流が出来る事を楽しみにしています。

経営幹部塾については、初めに社長からプログラムや趣旨を聞き、参加を勧められたこ
とがとても嬉しかったことを覚えています。当時の私はまだ経営幹部の様な立場では無い
という思いもありましたが、第一期卒業生の先輩社員の話を聞き、外部からの刺激を糧に
したいという思いもあり、受講させていただきました。

当初は少しでも同期の経営幹部の皆様に近付ける人間になりたいと言う焦りに似た思い
と、年上の同期の方が多いという環境で、緊張が混在していました。しかし実際に一緒に
講義を受けて行く中で、業種は違えども皆同じ様な悩みや気持ちだと知れた事で、焦りや
緊張は無くなり仲間意識が芽生えました。

研修後の懇親会では異業種ゆえに毎回忌憚のない意見を交換出来る事は大変ありがたく
温かみを感じました。同期生の皆様は人格者ばかりでとても良い刺激を受け、幹部とはどういう事かを考え、今後
目指さなければいけない指標と、これまで以上の自覚が生まれました。

経営幹部塾では多くの事を学びましたが、講師の方々には現役の企業経営者も多く、経験に基づいた実のある内
容は大変参考になり、魅力の一つだったと思っています。その中でも「経営者と経営幹部は責任の範囲が大きく違
う。会社にもしもの時があったときに、経営者は全てを失うが、経営幹部はそうではない」と言うお話には、「経
営幹部塾に送り出して頂いた社長を助け、更に責任を分かち合える様な信頼出来る人間性を身に付けないといけな
い」と改めて気付かされました。また、何でも自分一人でやろうという考えをやめて部下やチームと一緒にやろう
という考えも幹部塾で学び、少しずつ自分を変えていけたのではないかと感じています。

経営幹部塾卒業後、同期の方々も役員や代表取締役に就任され、一緒に学べた事、時々集まって懇親会が出来る
事は誇りであり、このご縁は貴重な財産となっています。本当に経営幹部塾に参加出来て良かったと思っています。
これから経営幹部塾に参加される方には、ご自身で会社を引っ張っていき「経営に対して責任を持って発言したい」
と思える自信を身につけられる場だと思います。是非ともご自身の未来の為の良い機会にして頂きたいと思います。
私自身も経営幹部塾で得たご縁と学んだことを大切にし、行動で示すことを心掛け成長していきます。

（株）テクノ高槻　常務取締役　大 西 洋 司（１期生）

（株）巴製作所 カラム事業部　部長　高 井 勝 広（２期生）

協会事業紹介 経営幹部塾
　2021年４月に、経営幹部塾（第４期生）がスタートいたします。今回は、卒業生の方々に経営幹部塾の思
い出についてお聞きしました。経営幹部塾への参加をご検討しておられる企業様のご参考となれば幸いです。
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編集メモ
　新年明けましておめでとうございます。特集テーマは「デジタル・働き方でど
うなる・どうする」。特に今号は、働き方改革の企業事例２社を紹介しています。
　そして、働き方改革・テレワークの現状が会員アンケートから読み取ることが
できます。緊急事態宣言が出てから９ヶ月経ちましたが、コロナ禍は収まってい
ません。協会の年頭方針は、「どうなる・どうする“中小企業の生き残る道”」と
しました。令和３年が良い年になるよう、協会も微力ながら会員企業のお役立ち
をしていきます。� （高安）

　10月28日～29日とJEC秋季セミナーとして、話題の「ワーケーション」実
践事例、和歌山県の白浜に視察を行った。
　「ワーケーション」は、仕事（WORK）と休暇（VACATION）を組み合
わせた造語。特に、テレワークの普及で企業や個人の働き方が変化している
中、ICTを活用することで、リゾート地や地方など、普段の職場とは異なる
場所で、働きながらも地域の魅力に触れることができる。時間や場所にとら
われず自由に働くことで、個人の活力を生み出している。
　視察では、三菱地所ワーケーションオフィス、NECソリューションイノベー
ター白浜センター、講演では和歌山県情報政策課、南紀白浜エアポート、セー
ルスフォース・ドット・コム、ウフル。その中でもＳ社は延べ100名の社員に
ワーケーションを体験させている。実務をこなし、研修制度の一環としても
機能、現地でのボランティア活動にも参画し、社員の意識改革に繋げている。
見学ではワーケーション用の滞在型施設を新設したホテルシーモア。本館に
は宿泊客以外も交流できる、オープンスペースを用意するなどユニークな展
開をしていた。その他今後を占う大変興味深い視察になった。

ワーケーションセミナー 視察報告




