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今月のことば●PDCAは月に一回ではなく、随時行う 
ＰＤＣＡサイクルが早ければ早いほど、業績に直結する。 
月に1回よりも週に1回のサイクルが組織を強くする。 

建設資材の塗装に関するお問い合わせは、ナニワ産業株式会社まで 
〒919-0422 福井県坂井市春江町沖布目40字下手島3-2  
TEL：（0776）51-3000  営業時間：８:00～１７:00                        

  お客様インタビュー  ナニワ産業株式会社 

ただ塗るだけじゃない！色で価値を創る！ 

今回は坂井市春江町にあるナニワ産業株式会社の田川晃敏様にお話をお伺いしました。
優しく柔らかな笑顔が印象的な穏やかで、でもお仕事への情熱は熱い社長さんです！！ 

代表取締役 田川晃敏 様  

工業製品の塗装業です。主にアルミ・スチール建材への焼付塗装を多く行っています。
他にも数は少ないですが、プラスチックや木製品の塗装もします。塗装の目的は製品の
外観向上と腐食の防止などにあり、末永く外観品質を維持する上では、重要な役割を
担っています。見た目をよくするという意味では製造業のお化粧屋さんです。 

―お仕事をされる上でどんなことを大切にされていますか？ 
「色で価値を創る」という思いを大切にしています。ただ単に色を塗るだけではなく、塗装した製品が最終的なユーザーに喜ばれ、私
たちのお客様がそれによって良い評価を受けて発展していくことを大切にしたいと思っています。 
 塗装の専門誌で読んだエピソードで面白いなと思ったと同時に考えさせられたお話しなのですが、スペースシャトルの燃料タンクは
従来は太陽光で熱せられるのを抑える為に断熱材の上に白色の塗装が施されていました。それは太陽光を反射して温度上昇を防ごうと
いう意図がありましたが、実際には予想したほどの効果は得られず、今では黄土色の断熱材がむき出しになっています。つまり、塗装
をしない事で軽量化が図られ、塗装していた時間の分だけ工期が短縮されたりと、塗装しないことが大きなメリットを産んだのです。
これは、今まではしなくてもいい塗装をしていた事になりますよね。この話を知って、本当に塗装が役に立っているのか、本当に塗装
が必要なのかを考えることも「色で価値を創る」中に含めていかないといけないなぁと思いました。必要のないことをするとお客様に
負担をかけてしまいますからね。よりよいものづくりの為にも塗らないという判断も大切になってくると思います。塗装屋なんですけ
どね(笑)スペースシャトルの話ですが、最初は断熱材が茶色だった為に木と間違えたキツツキに穴を開けられたというちょっと面白い
オチつきです(笑)現在の断熱材はキツツキに突かれないためにオレンジ色の断熱材を使用しているみたいですよ。 
 

―代表がこれまで仕事をしてきて嬉しかったエピソードを教えてください。 

―まず、御社のお仕事内容を教えてください。 

丁寧に仕事をした結果、お客様の取引先に「このコストでこの仕上がりはなかなかできな
い」と評価を頂いたと伝え聞いたことです。それを受けてお客様の方からもう少し価格を
上げてくださいという提案を頂いた時は嬉しかったです。 

―仕事を依頼したいお客様にメッセージをお願いします。 

―今後のビジョンについて教えて下さい。 

―本日はお忙しい中ありがとうございました。 

製品に色を付けたい方やすでに色がついているものを塗り替えたい方、どんな塗料を使え
ばいいのか分からない方、ご連絡ください。すでに塗装されている製品であれば、ほとん
どの物の色を塗り替えることができます。塗装されていない製品の場合は、表面が塗装に
向いていない場合などもありますのでご相談ください。 
 
 

設備をより増強して設備的な部分で応えきれなかった部分をなくし、様々なニーズに応え
られるようにしたいです。それによってお客様の発展に寄与したいですね。 

塗装前 塗装後 

日増しに秋の深まりを感じる季節となりましたが、皆様いかがお過ごしですか。朝夕はめっきり涼しくな

りましたので、日中との気温差による体調不良にはくれぐれもお気をつけ下さい。 

さて、10月と言えば、「ハロウィン」いまや日本人の間でも、定番イベントと

なっていますよね！定番になった理由としては、Facebookの大流行、コスプレ

地位の確立などが背景にあるようです。私も今年のハロウィンでは人生初のコス

プレをして、新たな自分を発見してみようかな(笑) 

私事ですが、9月20日に結婚しました。これからは家庭を持つ身として、より一

層仕事に励みたいと思います。今後とも、御指導の程宜しくお願い致します。 (坂野) 

名札を確認しなくても一目で判別できるよう
に塗装した例です。 
パッと見て見分けることが出来るという効果
も色にはあります。 

インタビュアー 
  高間 
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12月から従業員へのストレスチェックが義務化さ
れると聞いていますが、具体的にどんな制度なの
でしょうか。 

 平成26年6月に交付されました労働安全衛生法の一部を改正する法律によって、ストレスチェックと
面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。 

■■労働者に対する不利益扱いの防止■■ 
事業主が以下の行為を行ってはいけません。 
①以下のことを理由に不利益な扱いを行うこと。 
・医師による面接指導の申出を行ったこと 
・ストレスチェックを受けないこと 
・事業者へのストレスチェック結果の提供に同意
しないこと 
・医師による面接指導を申し出ないこと 
②面接指導の結果を理由に、解雇、雇止め、退職
勧奨、不当な配置転換・職位の変更を行うこと。 

■■ストレスチェック制度とは■■ 
 ストレスに関する調査票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを
調べる簡単な検査で、主に以下のことを目的とする、取り組みです。 
・自分のストレス状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処する 
・検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場環境の改善につなげる 
・ストレスの高い状態の方を早期に発見し、医師による面接指導につなげ助言をもらう 
 

       「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための取り組み 

■■ストレスチェックの実施■■ 
労働者が50人以上の事業場において、平成27年12月より、毎年1回、全ての労働者   に対してストレスチェックを実施す
ることが義務付けされました。 
 ※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の４分の３未満の短時間労働者は義務の対象外となります。 

平成27年12月1日から平成28年11月30日までの間に、全ての労働者に対して1回目のストレスチェックを実施しましょう。
調査票は「仕事のストレス要因」、「心身の自覚症状」及び「周囲のサポート」の3項目を含めた構成のもので、事業者が選
択した調査票を利用します。 
結果は実施者から直接本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけません。 

■■面接指導の実施■■ 
結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者と
して面接指導が必要と評価された労働者から申出が
あったときは、医師による面接指導を行うことが事
業者の義務となります。事業者は面接指導の結果に
基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認める
ときは、就業上の措置を講じる必要があります。 

■■集団分析の実施■■ 
職場の部、課など一定規模の集団ごとのストレス状
況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善す
ることが事業者の努力義務となります。 

■■ストレスチェック制度の流れ■■ 

※厚生労働省HP参照 

     ワンポントアドバイス 
 

調査票については、標準的な調査票として、
厚生労働省のHPに掲載されている「職業性ス
トレス簡易調査票（57項目）」が推奨されて
います。 

■■プライバシーの保護■■ 
ストレスチェック制度は、労働者の個人情報が適
切に保護され、不正な目的で利用されないように
することが重要です。 
・事業者がストレスチェック制度に関する労働者
の秘密を不正に入手してはいけません。 
・実施者および実施事務従事者には、守秘義務が
かされ、違反した場合は刑罰の対象となります。 
・結果を適切に管理し、社内で共有する場合にも、
必要最小限の範囲にとどめるようにしましょう。 

※ 



 知っ得情報 マイナンバー制度における実務的対応part3 

☎０７７６（５８）２４７０ 
北出経営労務事務所 
担当：北出まで 
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いよいよ今月から全国民対象にマイナンバー（通知カード）が住民票記載の住所に送付されます。 
実際に手元にマイナンバーが届いてから実務的な事務が発生しますので、従業員の方への事前通知を
お忘れなく。さて、今回で3回目のマイナンバー制度における実務ですが、今月も重要内容が盛りだ
くさんです。 

■■マイナンバーの対応実務■■ 
確実に押さえておきたい９つの実施事項に従い、解説していきます。 
前回は「４．システム上、物理上の安全管理策の実施」「５．基本方針の策定、取扱規定の整備」
についてお伝えしました。今回はその続きです。 

６．就業規則の改定、マイナンバーの取り扱い教育 
 マイナンバーに関しては従業員の方が知らない間に法違反を犯してしまうということも考えられ
ます。例えば、免許証と同じ感覚でお客様の「個人番号カード」をコピーしてしまうと、利用目的
以外に「マイナンバー」を取得したことになり、罰則の対象となります。また漏えいしない意識を
持つこともルールとして記載しておきましょう。抑止効果となります。 
そのため、就業規則の改定や従業員教育は必要不可欠なものとなります。 
「自社からマイナンバーが漏れた！」ということがないように対策を打ちましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
※「通知カード」は仮カード、「個人番号カード」は本カードと呼ばれています。 
 

７．マイナンバーの回収 
 マイナンバーの回収は、利用目的を明示した上（利用目的は、8月号参照）で、年末調整の資料
と同時に回収すると効率よく回収できます。会社によっては9月分や10月分の給与明細書に利用 
目的を記載した書面を同封するところもあるようです。 

 
８．委託先への対策検討 
 マイナンバーを取り扱う業務を外部に委託している場合（例えば社会保険の手続き等を社会保険
労務士に、年末調整業務を税理士に委託している）、委託先から情報が漏えいすることがないよう
に委託先に対する監督義務があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

９．運用 
 本格的な運用は1月に入ってからとなりますが、取扱規定に従い、 
適切に運用するよう会社を上げて周知徹底を行いましょう。 
不明な点ございましたら随時ご質問くださいませ。 

委託先の監督 

項目 詳細 

① 委託先の適切な選定 「委託先の設備」「技術水準」「監督・教育の
状況」などマイナンバー制度に関して積極的に
対応する委託先かを選定します。 

② 安全管理措置に関する委託契約の締結 「秘密保持義務」「事業所内からの特定個人情
報の持ち出し」「漏えい等が発生した場合の責
任」「従事者に対する教育」等を明記した業務
委託契約書（覚書）を締結します。 

③ 委託先における特定個人情報の取扱状
況の把握 

定期的に書面でマイナンバーの取扱状況の報告
を受け、実施状況を確認します。 

【就業規則記載例】 
（懲戒の事由） 
労働者が正当な理由なく会社の業務上重要な秘密（番号利用法上の特定個人情報ファイ
ルを含む。）を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したと
きは、けん責、減給又は出勤停止とする。また情状によっては、普通解雇、懲戒解雇と
することがある。 

当社も適切な管理
を徹底します。 



１０月の 
おしらせ 
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お出かけ情報 

所長 北出慎吾 

前川 賢 

坂野 孝太 

山腰 沙緒里 

高間 亜希 

結婚式はお金がかかるイベントだし、正直挙げなくてもいいかなぁ～と思っ

ていた時期もありましたが、当日、出席して頂いた皆さんに温かい拍手で祝

福された時には、やっぱり結婚式をして良かったなぁ～っと、しみじみ思い

ましたね。当日の挨拶は絶対に噛まないと心に誓い、式に臨んでいまし

た！！さて、その結果はと言うと…興味のある方はぜひ聞いて下さい（笑） 

結婚式当日の予報が雨だというのに、羽を舞わせたり、シャボン玉を飛ばした

り、ハト飛ばしたり、屋外できうる演出に手当たり次第手を出して、雨だった

らどうするんだと周囲を悩ませましたが、なんと当日は快晴でした（^ ^♪ 旋

回するはずのハト達はまっしぐらに帰って行ってしまい、誰もその姿を見れな

かったらしいですが…写真や映像を見る限りみんな楽しそうでした（*^－^*） 

特別な演出と言うのは特になかったのですが、お色直しで和裁洋裁の資格を
持つ母の手作りウェディングドレスを着たのが心に残っています(๑❛ᴗ❛๑)周
りよりずっと早く嫁いでいく娘にどんな思いでこのドレスを作ってくれたの
か…当時よりも今の方が泣けてきます(笑)結婚式をどんなものにしたいのか
のイメージも持ち合わせずに式を挙げたので今だったらこうするのに！！と
思うところばかりですが1日中お姫様気分だったのは確かです(๑´ㅂ`๑) 

結婚式といえば、やはり余興ですかね。当時、同僚や友人で余興をし合うの

が流行っていました。所属していた野球チームの仲間に余興をしてもらいま

したが、あんなことやこんなこと色々暴露され、恥ずかしかったのを今でも

覚えています。それが慣習となり、友人の結婚式でもそのネタを連続で行う

ことに、、、次第にだんだん凝ってきて、プロ並みのカメラワークを魅せる

友人も出てきました。何年経っても覚えているものですね(^O^) 

皆さんはどんな結婚式をしましたか？？ 

海外挙式をしたかったので、グアムで挙式しました  (≧▽≦) 崖の上に建つ
教会で、見渡す限り青い空と海、黒人女性のゴスペルが教会に響き渡っ
たときに過去に無い程の鳥肌が立ったのを覚えてます (((ｏﾟДﾟ))｡ 嫁の祖母
が初海外だったので、とても感謝されましたね。ビーチでファイヤーダ
ンスを見ながらの食事が出来なかったのが心残りです  (ToT)  

最低賃金が 
変わります 

福井県の地域別最低賃金は、７３２円に変わります。（平成２７年１０月１日より） 

※特定の産業には産業別最低賃金が定められています。詳しくはこちら 
http://pc.saiteichingin.info/check/?p=17 

 
 

厚生年金の 
保険料が  
変わり 
ました 

 
 

厚生年金保険の保険料率が、平成２7年９月分（１０月納付分） 
から、0.354％（坑内員・船員は0.248％）引き上げられました。 
今回、改定された厚生年金保険の保険料率は、 
平成２７年９月分（１０月納付分）の保険料を計算する際の基礎と 
なります。保険料額表はこちら
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=31172 

  10月の 
   お仕事 
 カレンダー 

◆年次有給休暇発生 ４月に入社された方は、今月より有給休暇が発生します。 
◆３１日 ・７月～９月の労働者死傷病報告（休業４日未満）の提出期限です。 

                     【提出先：労働基準監督署】  
     ・労働保険料（延納第２期分）の納付期限です。 

ちはやふる week in あわら 
百人一首で一躍脚光をあびた“ちはやふる”のイベントがあわら市で開催
されます。百人一首大作戦や等身大パネルラリーなどが催されます。 
☆開催日☆9月26日(土)～10月4日(日) ☆開催場所☆あわら市文化会館 
たけふ菊人形   
今年のテーマは紫式部。OSKももちろん来ます。うちの坂野も毎年参加。
☆開催日☆１０月２日(金)～１１月８日(日) 
☆開催場所☆越前市武生中央公園  ☆料金☆大人1,000円 

http://pc.saiteichingin.info/check/?p=17
http://pc.saiteichingin.info/check/?p=17
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=31172
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=31172

