
２０１９年７月２２日（雨） 第３週 第２２７７回例会

Song ”我等の生業”

Visitor 高木輝和君・三谷栄一君（津島RC）

Attendance

会員 ７５名 欠席 １３名 出席率 ７９．６９％

President Time 田中正博会長

皆さん、今日は。2週間ぶりの例会でございます。お元

気ですか。涼しい7月でしたがようやく夏らしくなってき

ました。熱中症に十分注意しましょう。今日は鈴村副会長

のご紹介されましたように、津島労働基準監督署の山口署

長様をお迎えしています。藤田幹事、栗木パスト会長がご

懇意とお聞きしています。今日の卓話の議題は最近新聞紙

上に頻繁に取り上げられています「働き方改革について」

であります。よろしくお願いします。

私の会社も少しずつ働き方改革を進めていますが、弊社

は受注生産の製造業でございます。繁忙期、閑散期と仕事

量も変化いたします。人手不足の中この変化への対応の仕

方が課題になっています。残業時間問題、有給休暇のとり

方などの改革をどのように進めていったらよいか、弊社で

もいろいろ協議を重ねています。生産性向上の最新鋭のマ

シンの導入により、1工程の人の手を省いていくこと、1人

のオペレーターがもうひとつの機械のオペレーターが出来

るように、スキルアップして多能化に取り組んでいます。

また働きやすい職場つくりにも力を入れて効率アップを目

指しています。以上のように取り組んでいます。目だった

成果はまだまだですが、社員の意識が変わってきたように

思われます。後ほど山口署長様に「働き方改革について有

意義なお話をいただけたらと思います。よろしくお願いし

ます。

さて今週の土曜日には夜間例会として長良川中日花火大

会見物を企画していただき、約100人の参加をいただいて

います。今年度の活動テーマ「参加しよう、語り合おう、

楽しもう」の方針に賛同していただき、有り難うございま

した。花火見物といえば、天気がよいことが一番。私も今

月はじめから27日の天気が気になって、1日に何度も岐阜

方面の天気予報をにらんでいます。先週は台風が来たり、

また九州北部に集中豪雨を降らせたりで、人命にかかわる

災害が差し迫っていると何度も報道があり、大変心配して

Today ７月２７日（第２２７８回）

担当 板津和博 親睦活動委員長

演題 夜間友愛例会「長良川花火大会」

於：岐阜グランドホテル

（7/29例会振替）

Next Week ８月 ５日（第２２７９回）

担当 田中正博 会長

演題 ガバナー補佐訪問

篠田廣ガバナー補佐（津島RC）



いましたが犠牲者がなくほっとしています。今日の天気予

報によりますと、どうやら梅雨も明けそうで、土曜日は晴

れマークに変わりました。好天を期待してみなさんと楽し

めるといいですね。以上挨拶にさせていただきます。有難

うございました。

Secretary Report 藤田隆志 幹事

１ 次回例会は7月17日（土）夜間友愛例会です。7月29

日（月）の例会振替です。

西尾張分区親睦ゴルフ大会PR。

高木輝和君・三谷栄一君（津島RC）

２ ０ １ ８ ～ ２ ０ １ ９ 年 度 出 席 賞

通算45年間皆出席賞 水野 眞君

通算35年間皆出席賞 鈴木和彦君

通算25年間皆出席賞 西川広樹君・宇津山弘君

通算25年間皆出席賞 鈴村與左衛門君

通算10年間皆出席賞 家田安啓君・児玉憲之君

通算5年間皆出席賞 今西邦弘君・板津和博君



年間最多出席賞

1位 児玉君（169％）、2位 鈴村君（140％）

3位 加藤（徹）君（128％）

年間ホームクラブ皆出席賞

藤田隆志君、後藤裕一君、加藤 徹君、東海広光君

山田尊久君

年間100％以上出席

青本君 藤田（隆）君 舩原君 後藤（眞）君

後藤（裕）君 家田君 池﨑君 今西君 稲垣君 板津君

神野君 神戸君 神田君 加藤（文）君 加藤（春）君

加藤（憲）君 加藤（徹）君 児玉君 栗木君 黒川君

黒野君 前田（由）君 真木君 水野君 水谷君 武藤君

中島君 中西君 西川君 大西君 大竹（敬）君 酒井君

篠田（耕）君 鈴木君 鈴村君 竹田君 田邊君 田中君

谷川君 東海君 臼井君 宇津山君 山田（広）君

山田（幹）君 山田（尊）君 山本君 横井君

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

高木輝和君・三谷栄一君（津島RC）

10月8日に開催いたします、西尾張分区親睦ゴルフ大

会のご案内に参りました。多数のご参加をお願いしま

す。

田中正博 会長

今日は津島労働基準監督署の山口英俊様をお迎えして

卓話をいただきます。よろしくお願いします。

今週土曜日の夜間友愛例会「長良川中日花火大会」、

多数の方々のご参加、有り難うございます。楽しみに

しています。

鈴村與左衛門 副会長

津島労働基準監督署長山口英俊様、ようこそあまRC

へ。卓話、よろしくお願いします。

藤田隆志 幹事

本日は、津島労働基準監督署署長であられます、山口

英俊様に卓話を頂きます。どうぞよろしくお願いしま

す。

津島RCよりお越し頂きました高木パストガバナー補

佐、三谷君、分区ゴルフ大会のPR、よろしくお願いし

ます。

山田幸治君

約40年前、米ソ冷戦時代にどういう訳か、給油のため

にソビエトのモスクワに着陸しました。その時米ドル

が通用しました。おつりも米ドルでくれました。6㎝

ほどのマトリョーシカを6個買いました。帰宅してか

ら、どうも製品が割れそうに思い、中から同じ人形が

8個も出てきました。これが最高で、その後マトリョ

ーシカをいくら買っても4～5しか出てきません。ロシ

アには8回ほど行きましたが、同じマトリョーシカは

売っていません。

古川 宏君

天候の悪い日が続いております。良くなってくれるこ

とを願いつつ。

後藤 眞君

家田委員長、ご苦労様です。

家田安啓君

痛風です。



稲垣秀樹君

本日から町内会のラジオ体操が始まりました。早朝体

を動かして仕事に向かうのは気持ちが良いものです。

加藤憲治君

ニコボックス委員会の皆様、ご苦労様です。

北野庸夫君

前田重廣君、有り難うございました。

水野 眞君

45年とか年を重ねました。ちょっと良いことありまし

た。

小倉廣三君

名古屋場所が終わりました。いよいよ夏本番ですね。

山田尊久君

今日の卓話が「働き方改革」。自分の事として、しっ

かり考えてみたいと思う。

合 計 １０８，０００円

卓 話

「働き方改革について」

津島労働基準監督署

署長 山口英俊氏

未来の危機に備える

・7年間の豊作・7年間の飢饉

・2025年問題

経営の３要素「ヒト・モノ・カネ」のうち「ヒト」に関す

る改革

・「経営改革は人事からはじめなさい」

（小野耕司著 幻冬舎）P171より

・「仕事が好きになる」（㈱菅原設備社長）

人財に対する考え方～教育重視

労働時間等設定改善法にみる労働時間マネジメントのポイ

ント

ポイント１

業務の繁閑に応じた労働時間の設定、勤務間インターバル

制度の採用、年次有給休暇の取得しやすい環境づくり。

ポイント２

病気と仕事の両立、育児と仕事の両立、介護と仕事の両立、

単身赴任者への配慮、スキルアップの奨励のための休暇付

与や労働時間の設定。

ポイント３

短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの見直し。

※労働時間の考え方⇒「労働時間の適正な把握のために使

用者が講ずべき措置に関するガイドライン」参照

※「大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業

者への『しわ寄せ』防止のための総合対策」（令和元年6月

26日策定）の推進

 

みなさん、こんにちは。この度はあまロータリークラブ

のお招きに預かりましたことは大変光栄であり、うれしく

思っております。といいますのはこのように経営トップの

みなさまがお集まりになる会合において、私のような若輩

者がお話しさせていただく機会はめったにないからであり

ます。いただいた時間をせいいっぱい使い「働き方改革」

のアピールをさせていただきたいと思います。

まず働き方改革は未来の危機に備える取組です。旧約聖

書創世記に古代エジプトを舞台とした物語が出てきます。

それはエジプトに奴隷として売られてきたヨセフというヘ

ブライ人の奴隷がエジプトの大臣となった物語です。ヨセ

フはエジプト王が見た不吉な夢を向こう7年間の豊作の後

に7年間の飢饉がくる神のお告げであると解き明かし、向

こう7年の豊作の間に穀物を大量に備蓄しておくことを進

言しました。王はヨセフの賢さにたいそう関心し、来るべ



き危機を乗り切るためにエジプトを治めることができるの

はこのヨセフしかないと判断し、奴隷だったヨセフをエジ

プトの大臣に抜擢したのでした。その後7年間、大臣ヨセ

フの指揮で国民に一定の穀物を毎年納めさせました。7年

の豊作はすばらしく、その実りは蔵に収めきれないほどで

した。はたして7年後大凶作が訪れ、地は一切実りを結ば

ず7年の飢饉がはじまりました。その飢饉は大変深刻でエ

ジプトだけでなく、当時の全世界である地中海世界全体に

及びました。すると周辺の国から外国人が食物をもとめて

エジプトへ来、金銀財宝とひきかえにエジプトから食物を

買っていきました。そうしてエジプトはますます強大な国

となったという話です。将来を見据え周到に用意するこの

物語の教訓に私たちも学びたいと思います。

将来の人口予測により、今後ますます人手不足が深刻化

することはほぼ間違いありません。2025年問題のことは

ご存知のことと思います。その年は団塊の世代の方々がす

べて75歳以上の後期高齢者となる年で、医療費や社会保障

費の急増が見込まれる年であります。悲観的な見方におい

ては医療のパンク、年金財政の破綻、認知症患者の急増、

医師・看護師不足、福祉の担い手不足などさまざまな危機

が叫ばれており、各界において2025年問題をいかに乗り

切るかの対策が検討されています。

その頃労働の分野で予想される問題は、人手不足の深刻

化はさることながら、65歳以上の高齢の求職者の増加、要

介護者を抱える労働者の増加、そしてよりよい待遇を求め

る離職者の増加です。今年を含めて2025年までの7年間、

高齢者が働きやすい職場をいかに整えるか、要介護者を抱

えながらも仕事を続けることができる職場をいかにつくり

あげるか、従業員の生活を最後まで守ることができる企業

となり得るかが問われているということです。

「働き方改革」は中小企業を苦しめるだけという声もよく

聞きます。改正労働基準法により定められた残業時間の上

限規制について、人手が足りないため長時間労働を是正で

きる余裕などない会社少なくありません。また、生活残業

を求める社員が、より多く稼ぐことができる他社へ転職し

てしまい、人手不足がますます深刻になっている会社もあ

ります。しかし「働き方改革」は単に労働時間の短縮だけ

ではありません。「働き方改革」は、人材難の時代を乗り切

り企業を永続させるための経営改革であり、経営の3要素

「ヒト・モノ・カネ」のうち特に「ヒト」に関する改革で

あります。

メモに記した図を見てください。（株）おの事務所の小野

耕司社長の著書「経営改革は人事からはじめなさい」に記

された経営改革の図式をわたしなりにまとめたものです。

小野氏は人材難の原因の9割は育成に問題があるとし、人

材難の最も効果的な方法は、外国人労働者や派遣労働者に

頼ることではなく、今いる社員の離職率を下げることだと

提唱しています。時代の流れに合わせて社員の育成の方法

を変えていかなければなりません。そのカギとなる人事制

度の変革は研修と人事考課です。一方で働き方を絶えず見

直し、時間あたりの生産性を向上していくことも欠かせま

せん。これら２つの取り組みの結果、長時間労働が是正さ

れ、精神的なゆとりも生まれ、仕事に前向きになってくる、

そのような取組が永続企業の基盤をつくりあげるという図

式です。これはひとつの考え方ですが、研修による丁寧な

教育訓練、モチベーションの上がる考課制度、働き方の見

直しによる生産性向上、それらがやる気のある社員をつく

りあげ、企業の成果へ結びついていくという道筋は多くの

方の賛同を得ることができる考え方ではないでしょうか。

そしてこの図式全体を「働き方改革」とよぶべきです。つ

まり「働き方改革」は経営改革として位置付けることもで

きるのです。

「仕事が好きになる。」これは、津島市にある（株）菅原設

備の菅原社長の言葉であります。私は働き方改革の取り組

みにおいて、決して忘れてはならない大切な言葉だと思い

ます。さきほどの小野氏の図式は、要は仕事が好きになる

社員を作り上げることと言ってもよいと思います。（株）菅

原設備は従業員規模50名ほどですが、「世界一の設備屋を

目指す」をビジョンに掲げ、海外進出も視野に積極的な経

営を営んでおられます。菅原設備の取り組みの中で注目さ

れるのは、入社後1年間を教育期間と位置づけ、きめ細や

かな研修制度を整えておられることです。同業他社と共同

で群馬県に研修所も設立しておられ、時間をかけて丁寧に

育成する取り組みの好事例だと思います。菅原社長はHPの

「人財に対する考え方」の中で教育に特に力を入れている

ことをアピールしておられますが、人財の「財」の字が材

料の「材」ではないのです。ヒトを材料ではなく財産とみ

る社長の考え方は大変共感することころであります。

さて、こうしてみてくると、長時間労働の縮減は取組の

結果であり過程であり、働き方改革の目標ではありません。



労働時間短縮そのものを目的とする取組は働き方改革の一

部を取り組んでいるにすぎません。仕事が減れば残業も減

るのですから、仕事が少ない月はどんな会社だって、残業

月45時間以内を達成できるわけです。そうではなく、いま

求められるのは、繁忙期でも原則月45時間以内で仕事をこ

なすことができる体力づくりです。月45時間を超える残業

は徐々に健康障害のリスクを高めます。労働時間短縮は育

児と仕事の両立、介護と仕事の両立などワーク・ライフ・

バランスの取り組みに必須です。また、より短時間でより

付加価値の高い成果を出すことは企業の競争力の向上につ

ながりますし、時短によりできた余裕はさらなるアイデア

の創造につながります。そのため、働き方改革において労

働時間のマネジメントは大変重要です。労働時間等設定改

善法という法律があります。実はこの法律も今回の働き方

改革関連法の一つとして改正されました。この法律は罰則

がない努力義務規定の法律ですが、規定されていることは

労働時間のマネジメントにおいて大変重要なことです。３

つのポイントがあります。

ポイント１

業務の繁閑に応じた労働時間の設定、勤務間インターバル

制度の採用、年次有給休暇を取得しやすい環境づくり。

ポイント２

病気と仕事の両立、育児と仕事の両立、介護と仕事の両立、

単身赴任者への配慮、スキルアップの奨励のための休暇付

与や労働時間の設定。

ポイント３

短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの見直し。

詳しくは配布しましたリーフレット表紙裏面をお読みい

ただければと思いますが、人財はこのような取組を熱心に

進めている会社へ流れていくことでしょう。なお労働時間

の考え方については、配布しました「労働時間の適正な把

握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

に具体的に記されておりますので、後で確認いただければ

と思います。

ポイント３については、親会社、元請会社、発注者など

との取引慣行に切り込む内容となっています。なぜなら、

多くの事業場で労働時間を短縮したくとも短縮できない事

情があり、その多くは取引先からの発注内容が原因となっ

ているからです。この点について本年6月26日、「大企業

・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への『し

わ寄せ』防止のための総合対策」が厚生労働省、中小企業

庁、公正取引委員会の3者合同で策定されました。コマー

シャルもできましたので、ご存知の方もおられるかと思い

ます。この対策により長時間労働の下請け化につながるよ

うな発注が規制されていくと思われます。愛知労働局から

も、親企業となりうる企業への要請活動がなされてゆくと

思われます。また、津島労働基準監督署でも、微力ながら、

親企業や市町村等の工事発注機関への要請を進めて参りた

いと思っております。

以上、働き方改革に関し啓蒙的なお話と労働時間等設定

改善法について紹介させていただきました。最後までご傾

聴いただきありがとうございました。みなさまがたのます

ますのご発展とご健勝をお祈りしております。ご清聴あり

がとうございました。

ロ シ ア 紀 行 26

山田幸治君

国立エルミタージュ美術館

沢山の絵画や彫刻がありますが、その一部をご紹介します。

ダ・ヴィンチ リッタのマドンナ


