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改装リニューアル店舗のお知らせです！

令和２年３月１６日（月）

瑞穂通支店が、店舗と窓口営業時間を

変更のうえリニューアルオープンします

ので、宜しくお願いいたします！
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瑞穂通支店　完成店舗イメージ



　今回の取材先であるトヨネン株式会社様は、豊橋市明海町に拠点を置き、漁網を始めとし、スポーツ用ネット、建

築・土木用ネット、農業用ネット、自動車内装用ネット、獣害防止ネットなど各種ネットの製造をされています。創

業の歴史においては、大正まで遡り、繊維製品の原料といえる撚糸製造がその始まりです。その後は、更に技術と事

業規模を拡大しながら漁網の製造を主に手掛けながら、“世の中が必要とする製品を提供する”に意識した事業活動

をしていかれたことで、現在の豊富な商品バリエーションを揃えられています。その各種商品には、自社の特許技術

を活かした物も数多くあり、積極的に新技術の開発にも取り組まれています。また、昨年においては、若者の積極的

な採用・育成・雇用管理状況が評価をされて、豊橋市内の事業者では初となる「ユースエール認定企業」として厚生

労働省より認定もされています。私達の生活にネットは当たり前のように溶け込んでいるため、普段強く意識するこ

とはないのかもしれません。しかし、ある時には私達がスポーツを楽しむために、ある時には人の命を守るために、

あらゆる場面で名脇役として確実にその役割を果たしています。先代より事業を引き継ぎ、ネットという名脇役を通

じて皆様の生活を支え続ける福井社長様より、事業にかける熱い想いをお伺いいたしました。

トヨネン　株式会社 　曙支店お取引先

 

事業内容をお話いただけますか

　当社は、初代が大正 14 年に撚糸（ねんし）

業を生業に豊橋市で創業をいたしました。“撚

糸”という言葉は皆様にとってあまり聞き馴

染みがないかもしれませんが、糸に撚り（より）

をかけること、つまりねじり合わせた糸にな

ります。実は、この「撚る」と言う言葉は、

日常的に使われる“腕によりをかける”や“よ

りを戻す”などの語源で

もあります。また、言葉

だけでなく、撚糸は私達

の身の回りにある繊維製

品、例えば、皆さんが着

ている服や、クルマのカー

シート、ネットなど多岐

に亘ります。当社は、そ

の撚糸の製造業務から、

今日ではネットに係る

様々な分野での商品製造

を行ってきております。

　当社が、取り扱うネッ

トは皆様にとって身近な物から、普段目に触

れない所で使用されるものまで様々あります

ので、一部をご紹介していきたいと思います。

【事業概要】

代表取締役社長　福井　敬

　本　社：愛知県豊橋市明海町5番地77

　ＴＥＬ：０５３２－２３－６６５５

　ＦＡＸ：０５３２－２３－６６３５

　Ｈ　Ｐ：http://www.toyonen.net

　三本木工場、気仙沼営業所

創　　業　大正14年12月

設　　立　昭和18年 1月

事業内容

漁網を始めとする各種ネット製造業

（スポーツ用、建築用、土木用、農業用、自動

車内装用、獣害防止ネット、電気柵資材等）

認定取得　ISO9001

　　　　　ユースエール認定企業

経営の柱　最新の技術・市場ニーズ・ISO9001

自社ブランド　①金鯛シリーズ

　　　　　　　②ラティスネット

     　　　　 ③アイメッシュ
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＜ 漁  　網 ＞

　こちらは、当社の信頼ブランド『金鯛シリー

ズ』として漁業に携わる皆様のサポートをさ

せていただいております。この『金鯛シリーズ』

は、強度・使い勝手ともに高品質を誇り、過

酷な環境下の使用に耐え、かつデリケートに

魚たちを包む漁網は、弊社自慢の商品です。

　また、ここで

使用される漁網

製網技術は、当

社全商品のバッ

クボーンであり、

当社の歴史は漁

網から始まった

と言っても過言ではありません。

＜スポーツネット＞

　当社では、スポーツシーンを支える各種ネッ

トの製造もしております。スポーツの種類は

野球、サッカー、テニスは勿論のこと、ゴル

フやアーチェリーに至るまで多種に亘ります。

特にスポーツネットですが、競技に合わせて

工夫されたものが数多くあり、例えばバスケッ

トゴールのネットでは、ボールがゴールを潜

る途中で減速するように特殊な作りになって

います。

　当社のネットが、スポーツを安全に楽しく

皆様がおこなえる手助けとなれば何よりです。

　最近では、射撃場のネットも手掛けさせて

いただきました。射撃場は山にあることが殆

どですが、撃った鉛の弾が自然界に残り悪影

響を及ぼさないよう、弾を受け止める特殊な

ネットになります。

＜各種自動車用ネット＞

　皆様の安心で安全な、楽しいカーライフを

過ごすには、ラゲージスペースにも気を配り

たいです。更に、ラゲージの荷物等をホール

ドするのなら、荷物の形や大きさに合わせて

柔軟性のあるネットが一番ではないでしょう

か。既存製品にはない、皆様のお車に合わせ

たオリジナルのラゲージネットも作成してお

ります。

　当社は、カーラ

イフをネットとい

う視点からサポー

トしたいと考えて

おりますので、「こ

んな車用ネットが

あれば・・・」と

いう方、是非お気

軽にご相談いただければと思います。

＜土木・建築ネット＞

　ネットは、土木工事や建築現場などでも使

用されています。特に最近では、土木において、

橋などの水中柱部分の洗掘を防ぐために、そ

の周辺に石を入れたネット袋が沈められてい

るのですが、そのネットを当社が製造してい

ます。皆様の目には触れませんが、私達の生

活にとって欠かせないインフラ等を支えるお

手伝いが出来ることは嬉しくもあります。

　最近では、日本

でも風力発電のプ

ロペラを海上に作

る動きが出て来て

おりますので、波

浪による支柱根周

りの洗掘を防ぐた

めにも益々、石詰

め袋ネットの需要は増えてくるのではないか

と思います。

＜動物避け対策ネット各種＞

　身の回りにいるハトやカラスなどの野生生

物は私達の生活から切り離すことはできませ

ん。しかし、それら野生生物による影響が時

に私達が生活するうえで悩みの種となること

が多くあります。

　私達の生活環境の悪化要因としても取り上

げられたことがある、カラスによるゴミの散

らかしは皆様ご存じかと思います。今では、

自治体での対策もあり、各ゴミ収集所等では

ネットを張ることで防止が図られています。

しかし、このネットもただのネットではなく、

設置環境のニーズに合わせて、サイズやメッ

シュの細かさなどの要望に応えるとともに、

弱いネットでは喰いちぎられてしまうため、

頑丈に作る必要もあります。

　こうして当社が作るオリジナルネットは一

番身近なところです

と、豊橋市内のゴミ

収集所で利用されて

います。また、他県

の自治体様からの依

頼も受けることがあ

り、幅広く当社の

ネットが信頼を得られており嬉しい限りです。

　また、カラスだけ

でなく、他にもハト

による生活環境の悪

化もあります。問題

としては、ハトの糞

に含まれる病原菌が

私達の体にとって良くないことと、自宅のベ

ランダなどにハトが集まってしまう悩みを抱

えるケースがあります。そうした方に対して、

こちらもオーダーメイドでの作成も承ってお

ります。

　他にも、山村地帯に行けば、作物を猿や鹿、

イノシシなどに荒らされることがあり、そう

した対策として電柵機器、フェンシングテー

プ、電気柵ネットな

ども取り扱っていま

す。また、最近では

高速道路などに飛び

出す小動物がドライ

バーに与える影響が

問題となっていると

の話を聞き、現在新

しい商品の取り扱いを開始するのですが、後

程詳しくご紹介したいと思います。

　少し長くなりましたが、当社の取り扱うネッ

トについて一部ご紹介させていただきました。

当社はオーダーメイドにも対応することで、

技術力の蓄積もしておりますので、何かお悩

み事などがあれば、お気軽に相談いただけれ

ばと思います。

特許などの知的財産権も取得されていますが、

その技術力について教えてください

　先代よりネットの製造を続けて、その過程

で様々な業界の方々からご要望をいただく機

会がありました。それらの実現に向けて挑戦

をしてきたことで、現在のように多彩な商品

ラインナップを揃えることにつながりました。

その中では、自社独自の特許技術を使用した

商品も生み出しております。一例としては、

当社の「i mesh（以下アイメッシュ）」という

商品になります。こちらは、

ネットを止めるハトメと縫製

テープが一体化しております。

通常は、ネットを設置する時

のためにネットの周囲に金属

のハトメを付けるの

が一般的です。その

ハ ト メ の と こ ろ で

フェンスなどにロー

プ等で固定させます。

しかし、それだとネッ

トに力が加わった際

に、金属のハトメは

変形しないため、弱い繊維に一点の力がかか

り、ハトメの下から裂け、破れてしまいます。

それに対して、当社の「アイメッシュ」は、

同一素材である事と、自由にロープとネット

が固定できるので、力を全体に分散できます。

そのため、ギリギリまで強度を保つことがで

きます。

　以上のように、ネットに係る技術向上には

現在も注力しており、積極的に知的財産権の

確保にも取り組み、経営に活かしております。

また、余談ですが、「アイメッシュ」の「アイ」

には、形状が目の形をしていることからきた

「EYE」と、環境を愛するという想いの「愛」

との 2つの意味を込めております。

　また、当社はお客様より様々な商品開発依

頼を受けた際には、サンプル品を幾つかご用

意したうえで提案をしております。ネットと

いっても使う素材や加工の仕方で商品は大き

く変化します。なので、しっかりと見てもらっ

たうえで検討していただくなど、小回りの利

いた提案をすることができるのは、当社が大

企業との差別化を図る上での強みでもあると

自負しております。

　加えて、品質の面では 2003 年に ISO9001 の

認証取得をし、お客様がより満足いただける

品質の提供が出来るよう取り組みを続けてお

ります。

環境に配慮した取り組みもされているそうですね

　地球環境問題に寄り添った企業経営をする

ことは、とても重要なことだと認識しており

ます。また、そういった環境に配慮した商品

を扱いたいとする声も多くいただいておりま

す。そのため、当社の河や海等自然界に残る

石詰めネットは再生原料を使用するようにし

ております。具体的には、石詰めネットの原

料はすべてペットボトルから再生された繊維

を使用しております。こうした小さなことか

ら、これからも環境に配慮した経営を続けて

いきたいと思います。

　

豊橋市で初めて 「ユースエール認定制度」 の

認定企業になったそうですね

　この「ユースエール認定制度」とは、若者

の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の

状況などが優良な全国の中小企業を厚生労働

大臣が認定する制度になります。まさか当社

が認定企業になれるとは思っていなかったの

で驚きました。また、豊橋市で最初の企業に

なれたことはとても嬉しい限りです。

　この認定をきっか

けに、社員からの「職

場には若い社員が多

く、明るく清潔な職

場です。仕事は多岐

に亘りますが、やり

がいのある仕事だと

考えています。」と

いった声を聞くことが出来たのも良いことで

した。これからも、若い社員が輝ける職場を

目指して頑張りたいと思います。

社員様の誕生日会を開催しているそうですね

　大きなことではありませんが、月単位で社

員の誕生日会を開催しております。その時に

は、昼食を皆でとり、記念品の贈呈をしてお

ります。その記念品には私から手書きのバー

スデーカードも一緒に添えています。こういっ

た機会を通じて、社員一人一人へ日頃の感謝

の気持ちを伝えられたらと思っております。

　また、誕生日会だけでなく会社で BBQ を開

催することもあります。その時には、気仙沼

にある営業所を通じて美味しい水産物を調達

して食べることもあります。社員の喜ぶこと

は時代と共に変化します。私としては、なる

べく社員の要望に合わせた催しをこれからも

していけたらと思っています。

　社員に気持ち良く働いてもらうためには、

誕生日会でお祝いをするだけでなく、日頃か

らのコミュニケ―ションが大切だと思います。

全ての事業所はできませんが、本社工場では、

毎朝、工場内を歩きながら社員一人一人に挨

拶をしております。また、普段からも会話を

することで社員にとって風通しの良い職場と

なるよう心掛けております。

三代目として事業承継をされたそうですね

　当社は、私の祖父より、父にバトンが渡され、

それから現在私がそのバトンを引き継いでお

ります。こうして親子間での承継が続いてい

ましたので、幼少の頃より後継者となるよう

刷り込みをされていた気もします。実は、私

は東京の大学に進学し、卒業後システムエン

ジニアとして東京で就職していました。しか

し、自分でも驚くのですが、30代を前にして

先代がつなげてきた家業を、自分も継がなく

て本当にいいのかと考えるようになり、結果

家業を継ぐことを決意しました。実家に戻っ

た当時は、まだ父親も現役であり、ベテラン

社員とのコミュニケーションを含め、経営が

分からない私にとっては、苦労の連続でもあ

りました。

　そうして、仕事を続ける中、私も遂に社長

のバトンを引き継ぎ、新しく先に述べた、社

員の誕生日会の実施や、新規開拓に新技術開

発への挑戦、認証取得などに励んできました。

加えて、お取引先、特に仕入先との信頼関係

は維持していきたいと強く想っておりました。

　

　当社がこうしてネットを製造できるのは、

仕入先があるからです。たとえ価格が安いと

いう仕入先が出てきても、それだけの理由で

は仕入れ先を変更することはいたしません。

それは長年積み上げてきた信頼関係があるか

らです。お互いが常にギブ&テイクの関係であ

りたいと考えているからです。

　まだ先の話ですが、今後このバトンをしっ

かりと自分の息子につなげていけたらと思っ

ております。

今後の事業展開について

　当社の強みの一つに、新技術・新商品の積

極的な開発があります。現在は、昔と比較し

ても市場ニーズの変化が大変早い時代になり

つつあります。それらのニーズに応えるため

にも、技術革新はもとより、情報取集と今ま

で接点の無かった異業種の方々からのニーズ

を、商社様含む外部関係者の方々を通じて収

集することで、自分達が考えもしなかった新

しいものが誕生していくと考えております。

　その事例として、現在

着手している新規受注が

あります。先にも少しお

話をした、高速道路や線

路などに飛び出す、野生

生物が自動車や電車と接

触する問題を「ロードキ

ル問題」と言われております。高速道路など

に柵はあるのですが、どうしてもガードレー

ルなどの下部には隙間が出来てしまい、小動

物の侵入が防げません。そこで、当社が製造

する「SHUTOUT（シャットアウト）」という

商品の使用を検討

してもらっており

ます。こちらの商

品は普通のネット

ではありません。

繊維と聞くとやわ

らかなイメージが

あるかと思います

が、熱を加えることで固くなる特殊な繊維を

使用することによって、強度のある軽くて錆

びない柵となります。様々な場所に使用でき

ることもあり、現在北海道を始めとして徐々

に実績を積みつつあります。

　また、この素材を活かした商品をもう一つ

開発しております。それは、山のふもとなど

で課題となるイノシシや鹿の被害です。畑な

どには対策としてイノシシ用金網を設置して

いる人が多いです。しかし、最初はイノシシ

のみを対象に防護していても、のちに鹿が柵

を乗り越えて被害が増えることもままありま

す。その対策に金網を上に重ねることも考え

られますが、重いため有効な手段にはなりま

せん。そこで、この新素材の出番です。当社

で設置場所に合わせたネットを作り、その後、

熱して固くさせることで、ネットが柵の様に

自立します。加えて軽量なので、金網の上に

もう一重柵を設置することが容易になります。

まだ試験段階ではありますが、商品化に向け

て良い結果を出すべく試行錯誤して参りたい

と思います。

　これ以外にも、超軽量・

超高強力防柵である「ダ

イニーマ ゼブラネット」

を用いて林業の方々が抱

える、野生生物による苗

の粗食被害に対して効果

を発揮しています。

　ネットは、守る・防ぐ・護る・育てる、人

間が居住するところ、必要とするところに、

地味ながらも名脇役として確実にその役割を

果たしております。ある時は、かけがえのな

い命を見守り、時には私達を優しく包む存在

でもあると思います。

　当社は、そのネットが秘める可能性を最大

限に引き出していくために、「最新技術・

ISO9001 認証・市

場のニーズ」の 3

本柱を意識した活

動をして参りたい

と思います。そこ

には、長年培った

技術と“人手に頼

る”原料の選定から検査・納品部分の良否が

重要であり、社員一人一人が最大限に力を発

揮していくことが大事です。また、当社が掲

げる“世の中に必要とされる商品を作る”には、

従来の固定概念に縛られない、新たな発想も

必要です。お客様の声に良く耳を傾けて、よ

り皆様の生活が豊かになるような商品を社員

と共に作って参りたいと思います。

代表取締役社長　福井　敬　氏

“あったらいいな”、の実現へ！ 
新技術開発に注力しております！

撚り糸イメージ



事業内容をお話いただけますか

　当社は、初代が大正 14 年に撚糸（ねんし）

業を生業に豊橋市で創業をいたしました。“撚

糸”という言葉は皆様にとってあまり聞き馴

染みがないかもしれませんが、糸に撚り（より）

をかけること、つまりねじり合わせた糸にな

ります。実は、この「撚る」と言う言葉は、

日常的に使われる“腕によりをかける”や“よ

りを戻す”などの語源で

もあります。また、言葉

だけでなく、撚糸は私達

の身の回りにある繊維製

品、例えば、皆さんが着

ている服や、クルマのカー

シート、ネットなど多岐

に亘ります。当社は、そ

の撚糸の製造業務から、

今日ではネットに係る

様々な分野での商品製造

を行ってきております。

　当社が、取り扱うネッ

トは皆様にとって身近な物から、普段目に触

れない所で使用されるものまで様々あります

ので、一部をご紹介していきたいと思います。

＜ 漁  　網 ＞

　こちらは、当社の信頼ブランド『金鯛シリー

ズ』として漁業に携わる皆様のサポートをさ

せていただいております。この『金鯛シリーズ』

は、強度・使い勝手ともに高品質を誇り、過

酷な環境下の使用に耐え、かつデリケートに

魚たちを包む漁網は、弊社自慢の商品です。

　また、ここで

使用される漁網

製網技術は、当

社全商品のバッ

クボーンであり、

当社の歴史は漁

網から始まった

と言っても過言ではありません。

＜スポーツネット＞

　当社では、スポーツシーンを支える各種ネッ

トの製造もしております。スポーツの種類は

野球、サッカー、テニスは勿論のこと、ゴル

フやアーチェリーに至るまで多種に亘ります。

特にスポーツネットですが、競技に合わせて

工夫されたものが数多くあり、例えばバスケッ

トゴールのネットでは、ボールがゴールを潜

る途中で減速するように特殊な作りになって

います。

　当社のネットが、スポーツを安全に楽しく

皆様がおこなえる手助けとなれば何よりです。

　最近では、射撃場のネットも手掛けさせて

いただきました。射撃場は山にあることが殆

どですが、撃った鉛の弾が自然界に残り悪影

響を及ぼさないよう、弾を受け止める特殊な

ネットになります。

＜各種自動車用ネット＞

　皆様の安心で安全な、楽しいカーライフを

過ごすには、ラゲージスペースにも気を配り

たいです。更に、ラゲージの荷物等をホール

ドするのなら、荷物の形や大きさに合わせて

柔軟性のあるネットが一番ではないでしょう

か。既存製品にはない、皆様のお車に合わせ

たオリジナルのラゲージネットも作成してお

ります。

　当社は、カーラ

イフをネットとい

う視点からサポー

トしたいと考えて

おりますので、「こ

んな車用ネットが

あれば・・・」と

いう方、是非お気

軽にご相談いただければと思います。

＜土木・建築ネット＞

　ネットは、土木工事や建築現場などでも使

用されています。特に最近では、土木において、

橋などの水中柱部分の洗掘を防ぐために、そ

の周辺に石を入れたネット袋が沈められてい

るのですが、そのネットを当社が製造してい

ます。皆様の目には触れませんが、私達の生

活にとって欠かせないインフラ等を支えるお

手伝いが出来ることは嬉しくもあります。

　最近では、日本

でも風力発電のプ

ロペラを海上に作

る動きが出て来て

おりますので、波

浪による支柱根周

りの洗掘を防ぐた

めにも益々、石詰

め袋ネットの需要は増えてくるのではないか

と思います。

＜動物避け対策ネット各種＞

　身の回りにいるハトやカラスなどの野生生

物は私達の生活から切り離すことはできませ

ん。しかし、それら野生生物による影響が時

に私達が生活するうえで悩みの種となること

が多くあります。

　私達の生活環境の悪化要因としても取り上

げられたことがある、カラスによるゴミの散

らかしは皆様ご存じかと思います。今では、

自治体での対策もあり、各ゴミ収集所等では

ネットを張ることで防止が図られています。

しかし、このネットもただのネットではなく、

設置環境のニーズに合わせて、サイズやメッ
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シュの細かさなどの要望に応えるとともに、

弱いネットでは喰いちぎられてしまうため、

頑丈に作る必要もあります。

　こうして当社が作るオリジナルネットは一

番身近なところです

と、豊橋市内のゴミ

収集所で利用されて

います。また、他県

の自治体様からの依

頼も受けることがあ

り、幅広く当社の

ネットが信頼を得られており嬉しい限りです。

　また、カラスだけ

でなく、他にもハト

による生活環境の悪

化もあります。問題

としては、ハトの糞

に含まれる病原菌が

私達の体にとって良くないことと、自宅のベ

ランダなどにハトが集まってしまう悩みを抱

えるケースがあります。そうした方に対して、

こちらもオーダーメイドでの作成も承ってお

ります。

　他にも、山村地帯に行けば、作物を猿や鹿、

イノシシなどに荒らされることがあり、そう

した対策として電柵機器、フェンシングテー

プ、電気柵ネットな

ども取り扱っていま

す。また、最近では

高速道路などに飛び

出す小動物がドライ

バーに与える影響が

問題となっていると

の話を聞き、現在新

しい商品の取り扱いを開始するのですが、後

程詳しくご紹介したいと思います。

　少し長くなりましたが、当社の取り扱うネッ

トについて一部ご紹介させていただきました。

当社はオーダーメイドにも対応することで、

技術力の蓄積もしておりますので、何かお悩

み事などがあれば、お気軽に相談いただけれ

ばと思います。

特許などの知的財産権も取得されていますが、

その技術力について教えてください

　先代よりネットの製造を続けて、その過程

で様々な業界の方々からご要望をいただく機

会がありました。それらの実現に向けて挑戦

をしてきたことで、現在のように多彩な商品

ラインナップを揃えることにつながりました。

その中では、自社独自の特許技術を使用した

商品も生み出しております。一例としては、

当社の「i mesh（以下アイメッシュ）」という

商品になります。こちらは、

ネットを止めるハトメと縫製

テープが一体化しております。

通常は、ネットを設置する時

のためにネットの周囲に金属

のハトメを付けるの

が一般的です。その

ハ ト メ の と こ ろ で

フェンスなどにロー

プ等で固定させます。

しかし、それだとネッ

トに力が加わった際

に、金属のハトメは

変形しないため、弱い繊維に一点の力がかか

り、ハトメの下から裂け、破れてしまいます。

それに対して、当社の「アイメッシュ」は、

同一素材である事と、自由にロープとネット

が固定できるので、力を全体に分散できます。

そのため、ギリギリまで強度を保つことがで

きます。

　以上のように、ネットに係る技術向上には

現在も注力しており、積極的に知的財産権の

確保にも取り組み、経営に活かしております。

また、余談ですが、「アイメッシュ」の「アイ」

には、形状が目の形をしていることからきた

「EYE」と、環境を愛するという想いの「愛」

との 2つの意味を込めております。

　また、当社はお客様より様々な商品開発依

頼を受けた際には、サンプル品を幾つかご用

意したうえで提案をしております。ネットと

いっても使う素材や加工の仕方で商品は大き

く変化します。なので、しっかりと見てもらっ

たうえで検討していただくなど、小回りの利

いた提案をすることができるのは、当社が大

企業との差別化を図る上での強みでもあると

自負しております。

　加えて、品質の面では 2003 年に ISO9001 の

認証取得をし、お客様がより満足いただける

品質の提供が出来るよう取り組みを続けてお

ります。

環境に配慮した取り組みもされているそうですね

　地球環境問題に寄り添った企業経営をする

ことは、とても重要なことだと認識しており

ます。また、そういった環境に配慮した商品

を扱いたいとする声も多くいただいておりま

す。そのため、当社の河や海等自然界に残る

石詰めネットは再生原料を使用するようにし

ております。具体的には、石詰めネットの原

料はすべてペットボトルから再生された繊維

を使用しております。こうした小さなことか

ら、これからも環境に配慮した経営を続けて

いきたいと思います。

　

豊橋市で初めて 「ユースエール認定制度」 の

認定企業になったそうですね

　この「ユースエール認定制度」とは、若者

の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の

状況などが優良な全国の中小企業を厚生労働

大臣が認定する制度になります。まさか当社

が認定企業になれるとは思っていなかったの

で驚きました。また、豊橋市で最初の企業に

なれたことはとても嬉しい限りです。

　この認定をきっか

けに、社員からの「職

場には若い社員が多

く、明るく清潔な職

場です。仕事は多岐

に亘りますが、やり

がいのある仕事だと

考えています。」と

いった声を聞くことが出来たのも良いことで

した。これからも、若い社員が輝ける職場を

目指して頑張りたいと思います。

社員様の誕生日会を開催しているそうですね

　大きなことではありませんが、月単位で社

員の誕生日会を開催しております。その時に

は、昼食を皆でとり、記念品の贈呈をしてお

ります。その記念品には私から手書きのバー

スデーカードも一緒に添えています。こういっ

た機会を通じて、社員一人一人へ日頃の感謝

の気持ちを伝えられたらと思っております。

　また、誕生日会だけでなく会社で BBQ を開

催することもあります。その時には、気仙沼

にある営業所を通じて美味しい水産物を調達

して食べることもあります。社員の喜ぶこと

は時代と共に変化します。私としては、なる

べく社員の要望に合わせた催しをこれからも

していけたらと思っています。

　社員に気持ち良く働いてもらうためには、

誕生日会でお祝いをするだけでなく、日頃か

らのコミュニケ―ションが大切だと思います。

全ての事業所はできませんが、本社工場では、

毎朝、工場内を歩きながら社員一人一人に挨

拶をしております。また、普段からも会話を

することで社員にとって風通しの良い職場と

なるよう心掛けております。

三代目として事業承継をされたそうですね

　当社は、私の祖父より、父にバトンが渡され、

それから現在私がそのバトンを引き継いでお

ります。こうして親子間での承継が続いてい

ましたので、幼少の頃より後継者となるよう

刷り込みをされていた気もします。実は、私

は東京の大学に進学し、卒業後システムエン

ジニアとして東京で就職していました。しか

し、自分でも驚くのですが、30代を前にして

先代がつなげてきた家業を、自分も継がなく

て本当にいいのかと考えるようになり、結果

家業を継ぐことを決意しました。実家に戻っ

た当時は、まだ父親も現役であり、ベテラン

社員とのコミュニケーションを含め、経営が

分からない私にとっては、苦労の連続でもあ

りました。

　そうして、仕事を続ける中、私も遂に社長

のバトンを引き継ぎ、新しく先に述べた、社

員の誕生日会の実施や、新規開拓に新技術開

発への挑戦、認証取得などに励んできました。

加えて、お取引先、特に仕入先との信頼関係

は維持していきたいと強く想っておりました。

　

　当社がこうしてネットを製造できるのは、

仕入先があるからです。たとえ価格が安いと

いう仕入先が出てきても、それだけの理由で

は仕入れ先を変更することはいたしません。

それは長年積み上げてきた信頼関係があるか

らです。お互いが常にギブ&テイクの関係であ

りたいと考えているからです。

　まだ先の話ですが、今後このバトンをしっ

かりと自分の息子につなげていけたらと思っ

ております。

今後の事業展開について

　当社の強みの一つに、新技術・新商品の積

極的な開発があります。現在は、昔と比較し

ても市場ニーズの変化が大変早い時代になり

つつあります。それらのニーズに応えるため

にも、技術革新はもとより、情報取集と今ま

で接点の無かった異業種の方々からのニーズ

を、商社様含む外部関係者の方々を通じて収

集することで、自分達が考えもしなかった新

しいものが誕生していくと考えております。

　その事例として、現在

着手している新規受注が

あります。先にも少しお

話をした、高速道路や線

路などに飛び出す、野生

生物が自動車や電車と接

触する問題を「ロードキ

ル問題」と言われております。高速道路など

に柵はあるのですが、どうしてもガードレー

ルなどの下部には隙間が出来てしまい、小動

物の侵入が防げません。そこで、当社が製造

する「SHUTOUT（シャットアウト）」という

商品の使用を検討

してもらっており

ます。こちらの商

品は普通のネット

ではありません。

繊維と聞くとやわ

らかなイメージが

あるかと思います

が、熱を加えることで固くなる特殊な繊維を

使用することによって、強度のある軽くて錆

びない柵となります。様々な場所に使用でき

ることもあり、現在北海道を始めとして徐々

に実績を積みつつあります。

　また、この素材を活かした商品をもう一つ

開発しております。それは、山のふもとなど

で課題となるイノシシや鹿の被害です。畑な

どには対策としてイノシシ用金網を設置して

いる人が多いです。しかし、最初はイノシシ

のみを対象に防護していても、のちに鹿が柵

を乗り越えて被害が増えることもままありま

す。その対策に金網を上に重ねることも考え

られますが、重いため有効な手段にはなりま

せん。そこで、この新素材の出番です。当社

で設置場所に合わせたネットを作り、その後、

熱して固くさせることで、ネットが柵の様に

自立します。加えて軽量なので、金網の上に

もう一重柵を設置することが容易になります。

まだ試験段階ではありますが、商品化に向け

て良い結果を出すべく試行錯誤して参りたい

と思います。

　これ以外にも、超軽量・

超高強力防柵である「ダ

イニーマ ゼブラネット」

を用いて林業の方々が抱

える、野生生物による苗

の粗食被害に対して効果

を発揮しています。

　ネットは、守る・防ぐ・護る・育てる、人

間が居住するところ、必要とするところに、

地味ながらも名脇役として確実にその役割を

果たしております。ある時は、かけがえのな

い命を見守り、時には私達を優しく包む存在

でもあると思います。

　当社は、そのネットが秘める可能性を最大

限に引き出していくために、「最新技術・

ISO9001 認証・市

場のニーズ」の 3

本柱を意識した活

動をして参りたい

と思います。そこ

には、長年培った

技術と“人手に頼

る”原料の選定から検査・納品部分の良否が

重要であり、社員一人一人が最大限に力を発

揮していくことが大事です。また、当社が掲

げる“世の中に必要とされる商品を作る”には、

従来の固定概念に縛られない、新たな発想も

必要です。お客様の声に良く耳を傾けて、よ

り皆様の生活が豊かになるような商品を社員

と共に作って参りたいと思います。

“あのサッカーの興奮を支える　
トヨネンのサッカーゴールネット”

ラゲージネット

海上の風量発電イメージ



事業内容をお話いただけますか

　当社は、初代が大正 14 年に撚糸（ねんし）

業を生業に豊橋市で創業をいたしました。“撚

糸”という言葉は皆様にとってあまり聞き馴

染みがないかもしれませんが、糸に撚り（より）

をかけること、つまりねじり合わせた糸にな

ります。実は、この「撚る」と言う言葉は、

日常的に使われる“腕によりをかける”や“よ

りを戻す”などの語源で

もあります。また、言葉

だけでなく、撚糸は私達

の身の回りにある繊維製

品、例えば、皆さんが着

ている服や、クルマのカー

シート、ネットなど多岐

に亘ります。当社は、そ

の撚糸の製造業務から、

今日ではネットに係る

様々な分野での商品製造

を行ってきております。

　当社が、取り扱うネッ

トは皆様にとって身近な物から、普段目に触

れない所で使用されるものまで様々あります

ので、一部をご紹介していきたいと思います。

＜ 漁  　網 ＞

　こちらは、当社の信頼ブランド『金鯛シリー

ズ』として漁業に携わる皆様のサポートをさ

せていただいております。この『金鯛シリーズ』

は、強度・使い勝手ともに高品質を誇り、過

酷な環境下の使用に耐え、かつデリケートに

魚たちを包む漁網は、弊社自慢の商品です。

　また、ここで

使用される漁網

製網技術は、当

社全商品のバッ

クボーンであり、

当社の歴史は漁

網から始まった

と言っても過言ではありません。

＜スポーツネット＞

　当社では、スポーツシーンを支える各種ネッ

トの製造もしております。スポーツの種類は

野球、サッカー、テニスは勿論のこと、ゴル

フやアーチェリーに至るまで多種に亘ります。

特にスポーツネットですが、競技に合わせて

工夫されたものが数多くあり、例えばバスケッ

トゴールのネットでは、ボールがゴールを潜

る途中で減速するように特殊な作りになって

います。

　当社のネットが、スポーツを安全に楽しく

皆様がおこなえる手助けとなれば何よりです。

　最近では、射撃場のネットも手掛けさせて

いただきました。射撃場は山にあることが殆

どですが、撃った鉛の弾が自然界に残り悪影

響を及ぼさないよう、弾を受け止める特殊な

ネットになります。

＜各種自動車用ネット＞

　皆様の安心で安全な、楽しいカーライフを

過ごすには、ラゲージスペースにも気を配り

たいです。更に、ラゲージの荷物等をホール

ドするのなら、荷物の形や大きさに合わせて

柔軟性のあるネットが一番ではないでしょう

か。既存製品にはない、皆様のお車に合わせ

たオリジナルのラゲージネットも作成してお

ります。

　当社は、カーラ

イフをネットとい

う視点からサポー

トしたいと考えて

おりますので、「こ

んな車用ネットが

あれば・・・」と

いう方、是非お気

軽にご相談いただければと思います。

＜土木・建築ネット＞

　ネットは、土木工事や建築現場などでも使

用されています。特に最近では、土木において、

橋などの水中柱部分の洗掘を防ぐために、そ

の周辺に石を入れたネット袋が沈められてい

るのですが、そのネットを当社が製造してい

ます。皆様の目には触れませんが、私達の生

活にとって欠かせないインフラ等を支えるお

手伝いが出来ることは嬉しくもあります。

　最近では、日本

でも風力発電のプ

ロペラを海上に作

る動きが出て来て

おりますので、波

浪による支柱根周

りの洗掘を防ぐた

めにも益々、石詰

め袋ネットの需要は増えてくるのではないか

と思います。

＜動物避け対策ネット各種＞

　身の回りにいるハトやカラスなどの野生生

物は私達の生活から切り離すことはできませ

ん。しかし、それら野生生物による影響が時

に私達が生活するうえで悩みの種となること

が多くあります。

　私達の生活環境の悪化要因としても取り上

げられたことがある、カラスによるゴミの散

らかしは皆様ご存じかと思います。今では、

自治体での対策もあり、各ゴミ収集所等では

ネットを張ることで防止が図られています。

しかし、このネットもただのネットではなく、

設置環境のニーズに合わせて、サイズやメッ

商品実物

非常に見やすく目立つネット

シュの細かさなどの要望に応えるとともに、

弱いネットでは喰いちぎられてしまうため、

頑丈に作る必要もあります。

　こうして当社が作るオリジナルネットは一

番身近なところです

と、豊橋市内のゴミ

収集所で利用されて

います。また、他県

の自治体様からの依

頼も受けることがあ

り、幅広く当社の

ネットが信頼を得られており嬉しい限りです。

　また、カラスだけ

でなく、他にもハト

による生活環境の悪

化もあります。問題

としては、ハトの糞

に含まれる病原菌が

私達の体にとって良くないことと、自宅のベ

ランダなどにハトが集まってしまう悩みを抱

えるケースがあります。そうした方に対して、

こちらもオーダーメイドでの作成も承ってお

ります。

　他にも、山村地帯に行けば、作物を猿や鹿、

イノシシなどに荒らされることがあり、そう

した対策として電柵機器、フェンシングテー

プ、電気柵ネットな

ども取り扱っていま

す。また、最近では

高速道路などに飛び

出す小動物がドライ

バーに与える影響が

問題となっていると

の話を聞き、現在新

しい商品の取り扱いを開始するのですが、後

程詳しくご紹介したいと思います。

　少し長くなりましたが、当社の取り扱うネッ

トについて一部ご紹介させていただきました。

当社はオーダーメイドにも対応することで、

技術力の蓄積もしておりますので、何かお悩

み事などがあれば、お気軽に相談いただけれ

ばと思います。

特許などの知的財産権も取得されていますが、

その技術力について教えてください

　先代よりネットの製造を続けて、その過程

で様々な業界の方々からご要望をいただく機

会がありました。それらの実現に向けて挑戦

をしてきたことで、現在のように多彩な商品

ラインナップを揃えることにつながりました。

その中では、自社独自の特許技術を使用した

商品も生み出しております。一例としては、

当社の「i mesh（以下アイメッシュ）」という

商品になります。こちらは、

ネットを止めるハトメと縫製

テープが一体化しております。

通常は、ネットを設置する時

のためにネットの周囲に金属

のハトメを付けるの

が一般的です。その

ハ ト メ の と こ ろ で

フェンスなどにロー

プ等で固定させます。

しかし、それだとネッ

トに力が加わった際

に、金属のハトメは

変形しないため、弱い繊維に一点の力がかか

り、ハトメの下から裂け、破れてしまいます。

それに対して、当社の「アイメッシュ」は、

同一素材である事と、自由にロープとネット

が固定できるので、力を全体に分散できます。

そのため、ギリギリまで強度を保つことがで

きます。

　以上のように、ネットに係る技術向上には

現在も注力しており、積極的に知的財産権の

確保にも取り組み、経営に活かしております。

また、余談ですが、「アイメッシュ」の「アイ」

には、形状が目の形をしていることからきた

「EYE」と、環境を愛するという想いの「愛」

との 2つの意味を込めております。

　また、当社はお客様より様々な商品開発依

頼を受けた際には、サンプル品を幾つかご用

意したうえで提案をしております。ネットと

いっても使う素材や加工の仕方で商品は大き

く変化します。なので、しっかりと見てもらっ

たうえで検討していただくなど、小回りの利

いた提案をすることができるのは、当社が大

企業との差別化を図る上での強みでもあると

自負しております。

　加えて、品質の面では 2003 年に ISO9001 の

認証取得をし、お客様がより満足いただける

品質の提供が出来るよう取り組みを続けてお

ります。

環境に配慮した取り組みもされているそうですね

　地球環境問題に寄り添った企業経営をする

ことは、とても重要なことだと認識しており

ます。また、そういった環境に配慮した商品

を扱いたいとする声も多くいただいておりま

す。そのため、当社の河や海等自然界に残る

石詰めネットは再生原料を使用するようにし
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ております。具体的には、石詰めネットの原

料はすべてペットボトルから再生された繊維

を使用しております。こうした小さなことか

ら、これからも環境に配慮した経営を続けて

いきたいと思います。

　

豊橋市で初めて 「ユースエール認定制度」 の

認定企業になったそうですね

　この「ユースエール認定制度」とは、若者

の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の

状況などが優良な全国の中小企業を厚生労働

大臣が認定する制度になります。まさか当社

が認定企業になれるとは思っていなかったの

で驚きました。また、豊橋市で最初の企業に

なれたことはとても嬉しい限りです。

　この認定をきっか

けに、社員からの「職

場には若い社員が多

く、明るく清潔な職

場です。仕事は多岐

に亘りますが、やり

がいのある仕事だと

考えています。」と

いった声を聞くことが出来たのも良いことで

した。これからも、若い社員が輝ける職場を

目指して頑張りたいと思います。

社員様の誕生日会を開催しているそうですね

　大きなことではありませんが、月単位で社

員の誕生日会を開催しております。その時に

は、昼食を皆でとり、記念品の贈呈をしてお

ります。その記念品には私から手書きのバー

スデーカードも一緒に添えています。こういっ

た機会を通じて、社員一人一人へ日頃の感謝

の気持ちを伝えられたらと思っております。

　また、誕生日会だけでなく会社で BBQ を開

催することもあります。その時には、気仙沼

にある営業所を通じて美味しい水産物を調達

して食べることもあります。社員の喜ぶこと

は時代と共に変化します。私としては、なる

べく社員の要望に合わせた催しをこれからも

していけたらと思っています。

　社員に気持ち良く働いてもらうためには、

誕生日会でお祝いをするだけでなく、日頃か

らのコミュニケ―ションが大切だと思います。

全ての事業所はできませんが、本社工場では、

毎朝、工場内を歩きながら社員一人一人に挨

拶をしております。また、普段からも会話を

することで社員にとって風通しの良い職場と

なるよう心掛けております。

三代目として事業承継をされたそうですね

　当社は、私の祖父より、父にバトンが渡され、

それから現在私がそのバトンを引き継いでお

ります。こうして親子間での承継が続いてい

ましたので、幼少の頃より後継者となるよう

刷り込みをされていた気もします。実は、私

は東京の大学に進学し、卒業後システムエン

ジニアとして東京で就職していました。しか

し、自分でも驚くのですが、30代を前にして

先代がつなげてきた家業を、自分も継がなく

て本当にいいのかと考えるようになり、結果

家業を継ぐことを決意しました。実家に戻っ

た当時は、まだ父親も現役であり、ベテラン

社員とのコミュニケーションを含め、経営が

分からない私にとっては、苦労の連続でもあ

りました。

　そうして、仕事を続ける中、私も遂に社長

のバトンを引き継ぎ、新しく先に述べた、社

員の誕生日会の実施や、新規開拓に新技術開

発への挑戦、認証取得などに励んできました。

加えて、お取引先、特に仕入先との信頼関係

は維持していきたいと強く想っておりました。

　

　当社がこうしてネットを製造できるのは、

仕入先があるからです。たとえ価格が安いと

いう仕入先が出てきても、それだけの理由で

は仕入れ先を変更することはいたしません。

それは長年積み上げてきた信頼関係があるか

らです。お互いが常にギブ&テイクの関係であ

りたいと考えているからです。

　まだ先の話ですが、今後このバトンをしっ

かりと自分の息子につなげていけたらと思っ

ております。

今後の事業展開について

　当社の強みの一つに、新技術・新商品の積

極的な開発があります。現在は、昔と比較し

ても市場ニーズの変化が大変早い時代になり

つつあります。それらのニーズに応えるため

にも、技術革新はもとより、情報取集と今ま

で接点の無かった異業種の方々からのニーズ

を、商社様含む外部関係者の方々を通じて収

集することで、自分達が考えもしなかった新

しいものが誕生していくと考えております。

　その事例として、現在

着手している新規受注が

あります。先にも少しお

話をした、高速道路や線

路などに飛び出す、野生

生物が自動車や電車と接

触する問題を「ロードキ

ル問題」と言われております。高速道路など

に柵はあるのですが、どうしてもガードレー

ルなどの下部には隙間が出来てしまい、小動

物の侵入が防げません。そこで、当社が製造

する「SHUTOUT（シャットアウト）」という

商品の使用を検討

してもらっており

ます。こちらの商

品は普通のネット

ではありません。

繊維と聞くとやわ

らかなイメージが

あるかと思います

が、熱を加えることで固くなる特殊な繊維を

使用することによって、強度のある軽くて錆

びない柵となります。様々な場所に使用でき

ることもあり、現在北海道を始めとして徐々

に実績を積みつつあります。

　また、この素材を活かした商品をもう一つ

開発しております。それは、山のふもとなど

で課題となるイノシシや鹿の被害です。畑な

どには対策としてイノシシ用金網を設置して

いる人が多いです。しかし、最初はイノシシ

のみを対象に防護していても、のちに鹿が柵

を乗り越えて被害が増えることもままありま

す。その対策に金網を上に重ねることも考え

られますが、重いため有効な手段にはなりま

せん。そこで、この新素材の出番です。当社

で設置場所に合わせたネットを作り、その後、

熱して固くさせることで、ネットが柵の様に

自立します。加えて軽量なので、金網の上に

もう一重柵を設置することが容易になります。

まだ試験段階ではありますが、商品化に向け

て良い結果を出すべく試行錯誤して参りたい

と思います。

　これ以外にも、超軽量・

超高強力防柵である「ダ

イニーマ ゼブラネット」

を用いて林業の方々が抱

える、野生生物による苗

の粗食被害に対して効果

を発揮しています。

　ネットは、守る・防ぐ・護る・育てる、人

間が居住するところ、必要とするところに、

地味ながらも名脇役として確実にその役割を

果たしております。ある時は、かけがえのな

い命を見守り、時には私達を優しく包む存在

でもあると思います。

　当社は、そのネットが秘める可能性を最大

限に引き出していくために、「最新技術・

ISO9001 認証・市

場のニーズ」の 3

本柱を意識した活

動をして参りたい

と思います。そこ

には、長年培った

技術と“人手に頼

る”原料の選定から検査・納品部分の良否が

重要であり、社員一人一人が最大限に力を発

揮していくことが大事です。また、当社が掲

げる“世の中に必要とされる商品を作る”には、

従来の固定概念に縛られない、新たな発想も

必要です。お客様の声に良く耳を傾けて、よ

り皆様の生活が豊かになるような商品を社員

と共に作って参りたいと思います。



事業内容をお話いただけますか

　当社は、初代が大正 14 年に撚糸（ねんし）

業を生業に豊橋市で創業をいたしました。“撚

糸”という言葉は皆様にとってあまり聞き馴

染みがないかもしれませんが、糸に撚り（より）

をかけること、つまりねじり合わせた糸にな

ります。実は、この「撚る」と言う言葉は、

日常的に使われる“腕によりをかける”や“よ

りを戻す”などの語源で

もあります。また、言葉

だけでなく、撚糸は私達

の身の回りにある繊維製

品、例えば、皆さんが着

ている服や、クルマのカー

シート、ネットなど多岐

に亘ります。当社は、そ

の撚糸の製造業務から、

今日ではネットに係る

様々な分野での商品製造

を行ってきております。

　当社が、取り扱うネッ

トは皆様にとって身近な物から、普段目に触

れない所で使用されるものまで様々あります

ので、一部をご紹介していきたいと思います。

＜ 漁  　網 ＞

　こちらは、当社の信頼ブランド『金鯛シリー

ズ』として漁業に携わる皆様のサポートをさ

せていただいております。この『金鯛シリーズ』

は、強度・使い勝手ともに高品質を誇り、過

酷な環境下の使用に耐え、かつデリケートに

魚たちを包む漁網は、弊社自慢の商品です。

　また、ここで

使用される漁網

製網技術は、当

社全商品のバッ

クボーンであり、

当社の歴史は漁

網から始まった

と言っても過言ではありません。

＜スポーツネット＞

　当社では、スポーツシーンを支える各種ネッ

トの製造もしております。スポーツの種類は

野球、サッカー、テニスは勿論のこと、ゴル

フやアーチェリーに至るまで多種に亘ります。

特にスポーツネットですが、競技に合わせて

工夫されたものが数多くあり、例えばバスケッ

トゴールのネットでは、ボールがゴールを潜

る途中で減速するように特殊な作りになって

います。

　当社のネットが、スポーツを安全に楽しく

皆様がおこなえる手助けとなれば何よりです。

　最近では、射撃場のネットも手掛けさせて

いただきました。射撃場は山にあることが殆

どですが、撃った鉛の弾が自然界に残り悪影

響を及ぼさないよう、弾を受け止める特殊な

ネットになります。

＜各種自動車用ネット＞

　皆様の安心で安全な、楽しいカーライフを

過ごすには、ラゲージスペースにも気を配り

たいです。更に、ラゲージの荷物等をホール

ドするのなら、荷物の形や大きさに合わせて

柔軟性のあるネットが一番ではないでしょう

か。既存製品にはない、皆様のお車に合わせ

たオリジナルのラゲージネットも作成してお

ります。

　当社は、カーラ

イフをネットとい

う視点からサポー

トしたいと考えて

おりますので、「こ

んな車用ネットが

あれば・・・」と

いう方、是非お気

軽にご相談いただければと思います。

＜土木・建築ネット＞

　ネットは、土木工事や建築現場などでも使

用されています。特に最近では、土木において、

橋などの水中柱部分の洗掘を防ぐために、そ

の周辺に石を入れたネット袋が沈められてい

るのですが、そのネットを当社が製造してい

ます。皆様の目には触れませんが、私達の生

活にとって欠かせないインフラ等を支えるお

手伝いが出来ることは嬉しくもあります。

　最近では、日本

でも風力発電のプ

ロペラを海上に作

る動きが出て来て

おりますので、波

浪による支柱根周

りの洗掘を防ぐた

めにも益々、石詰

め袋ネットの需要は増えてくるのではないか

と思います。

＜動物避け対策ネット各種＞

　身の回りにいるハトやカラスなどの野生生

物は私達の生活から切り離すことはできませ

ん。しかし、それら野生生物による影響が時

に私達が生活するうえで悩みの種となること

が多くあります。

　私達の生活環境の悪化要因としても取り上

げられたことがある、カラスによるゴミの散

らかしは皆様ご存じかと思います。今では、

自治体での対策もあり、各ゴミ収集所等では

ネットを張ることで防止が図られています。

しかし、このネットもただのネットではなく、

設置環境のニーズに合わせて、サイズやメッ

受賞の様子

商品イメージ

シュの細かさなどの要望に応えるとともに、

弱いネットでは喰いちぎられてしまうため、

頑丈に作る必要もあります。

　こうして当社が作るオリジナルネットは一

番身近なところです

と、豊橋市内のゴミ

収集所で利用されて

います。また、他県

の自治体様からの依

頼も受けることがあ

り、幅広く当社の

ネットが信頼を得られており嬉しい限りです。

　また、カラスだけ

でなく、他にもハト

による生活環境の悪

化もあります。問題

としては、ハトの糞

に含まれる病原菌が

私達の体にとって良くないことと、自宅のベ

ランダなどにハトが集まってしまう悩みを抱

えるケースがあります。そうした方に対して、

こちらもオーダーメイドでの作成も承ってお

ります。

　他にも、山村地帯に行けば、作物を猿や鹿、

イノシシなどに荒らされることがあり、そう

した対策として電柵機器、フェンシングテー

プ、電気柵ネットな

ども取り扱っていま

す。また、最近では

高速道路などに飛び

出す小動物がドライ

バーに与える影響が

問題となっていると

の話を聞き、現在新

しい商品の取り扱いを開始するのですが、後

程詳しくご紹介したいと思います。

　少し長くなりましたが、当社の取り扱うネッ

トについて一部ご紹介させていただきました。

当社はオーダーメイドにも対応することで、

技術力の蓄積もしておりますので、何かお悩

み事などがあれば、お気軽に相談いただけれ

ばと思います。

特許などの知的財産権も取得されていますが、

その技術力について教えてください

　先代よりネットの製造を続けて、その過程

で様々な業界の方々からご要望をいただく機

会がありました。それらの実現に向けて挑戦

をしてきたことで、現在のように多彩な商品

ラインナップを揃えることにつながりました。

その中では、自社独自の特許技術を使用した

商品も生み出しております。一例としては、

当社の「i mesh（以下アイメッシュ）」という

商品になります。こちらは、

ネットを止めるハトメと縫製

テープが一体化しております。

通常は、ネットを設置する時

のためにネットの周囲に金属

のハトメを付けるの

が一般的です。その

ハ ト メ の と こ ろ で

フェンスなどにロー

プ等で固定させます。

しかし、それだとネッ

トに力が加わった際

に、金属のハトメは

変形しないため、弱い繊維に一点の力がかか

り、ハトメの下から裂け、破れてしまいます。

それに対して、当社の「アイメッシュ」は、

同一素材である事と、自由にロープとネット

が固定できるので、力を全体に分散できます。

そのため、ギリギリまで強度を保つことがで

きます。

　以上のように、ネットに係る技術向上には

現在も注力しており、積極的に知的財産権の

確保にも取り組み、経営に活かしております。

また、余談ですが、「アイメッシュ」の「アイ」

には、形状が目の形をしていることからきた

「EYE」と、環境を愛するという想いの「愛」

との 2つの意味を込めております。

　また、当社はお客様より様々な商品開発依

頼を受けた際には、サンプル品を幾つかご用

意したうえで提案をしております。ネットと

いっても使う素材や加工の仕方で商品は大き

く変化します。なので、しっかりと見てもらっ

たうえで検討していただくなど、小回りの利

いた提案をすることができるのは、当社が大

企業との差別化を図る上での強みでもあると

自負しております。

　加えて、品質の面では 2003 年に ISO9001 の

認証取得をし、お客様がより満足いただける

品質の提供が出来るよう取り組みを続けてお

ります。

環境に配慮した取り組みもされているそうですね

　地球環境問題に寄り添った企業経営をする

ことは、とても重要なことだと認識しており

ます。また、そういった環境に配慮した商品

を扱いたいとする声も多くいただいておりま

す。そのため、当社の河や海等自然界に残る

石詰めネットは再生原料を使用するようにし

ております。具体的には、石詰めネットの原

料はすべてペットボトルから再生された繊維

を使用しております。こうした小さなことか

ら、これからも環境に配慮した経営を続けて

いきたいと思います。

　

豊橋市で初めて 「ユースエール認定制度」 の

認定企業になったそうですね

　この「ユースエール認定制度」とは、若者

の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の

状況などが優良な全国の中小企業を厚生労働

大臣が認定する制度になります。まさか当社

が認定企業になれるとは思っていなかったの

で驚きました。また、豊橋市で最初の企業に

なれたことはとても嬉しい限りです。

　この認定をきっか

けに、社員からの「職

場には若い社員が多

く、明るく清潔な職

場です。仕事は多岐

に亘りますが、やり

がいのある仕事だと

考えています。」と

いった声を聞くことが出来たのも良いことで

した。これからも、若い社員が輝ける職場を

目指して頑張りたいと思います。

社員様の誕生日会を開催しているそうですね

　大きなことではありませんが、月単位で社

員の誕生日会を開催しております。その時に

は、昼食を皆でとり、記念品の贈呈をしてお

ります。その記念品には私から手書きのバー

スデーカードも一緒に添えています。こういっ

た機会を通じて、社員一人一人へ日頃の感謝

の気持ちを伝えられたらと思っております。

　また、誕生日会だけでなく会社で BBQ を開

催することもあります。その時には、気仙沼

にある営業所を通じて美味しい水産物を調達

して食べることもあります。社員の喜ぶこと

は時代と共に変化します。私としては、なる

べく社員の要望に合わせた催しをこれからも

していけたらと思っています。

　社員に気持ち良く働いてもらうためには、

誕生日会でお祝いをするだけでなく、日頃か

らのコミュニケ―ションが大切だと思います。

全ての事業所はできませんが、本社工場では、

毎朝、工場内を歩きながら社員一人一人に挨

拶をしております。また、普段からも会話を

することで社員にとって風通しの良い職場と

なるよう心掛けております。

三代目として事業承継をされたそうですね

　当社は、私の祖父より、父にバトンが渡され、

それから現在私がそのバトンを引き継いでお

ります。こうして親子間での承継が続いてい

ましたので、幼少の頃より後継者となるよう

刷り込みをされていた気もします。実は、私

は東京の大学に進学し、卒業後システムエン

ジニアとして東京で就職していました。しか

し、自分でも驚くのですが、30代を前にして

先代がつなげてきた家業を、自分も継がなく

て本当にいいのかと考えるようになり、結果

家業を継ぐことを決意しました。実家に戻っ

た当時は、まだ父親も現役であり、ベテラン

社員とのコミュニケーションを含め、経営が

分からない私にとっては、苦労の連続でもあ

りました。

　そうして、仕事を続ける中、私も遂に社長

のバトンを引き継ぎ、新しく先に述べた、社

員の誕生日会の実施や、新規開拓に新技術開

発への挑戦、認証取得などに励んできました。

加えて、お取引先、特に仕入先との信頼関係

は維持していきたいと強く想っておりました。

　

　当社がこうしてネットを製造できるのは、

仕入先があるからです。たとえ価格が安いと

いう仕入先が出てきても、それだけの理由で

は仕入れ先を変更することはいたしません。

それは長年積み上げてきた信頼関係があるか

らです。お互いが常にギブ&テイクの関係であ

りたいと考えているからです。

　まだ先の話ですが、今後このバトンをしっ

かりと自分の息子につなげていけたらと思っ

ております。

今後の事業展開について

　当社の強みの一つに、新技術・新商品の積

極的な開発があります。現在は、昔と比較し

ても市場ニーズの変化が大変早い時代になり

つつあります。それらのニーズに応えるため

にも、技術革新はもとより、情報取集と今ま

で接点の無かった異業種の方々からのニーズ

を、商社様含む外部関係者の方々を通じて収

集することで、自分達が考えもしなかった新

しいものが誕生していくと考えております。

　その事例として、現在

着手している新規受注が

あります。先にも少しお

話をした、高速道路や線

路などに飛び出す、野生

生物が自動車や電車と接

触する問題を「ロードキ

4

ル問題」と言われております。高速道路など

に柵はあるのですが、どうしてもガードレー

ルなどの下部には隙間が出来てしまい、小動

物の侵入が防げません。そこで、当社が製造

する「SHUTOUT（シャットアウト）」という

商品の使用を検討

してもらっており

ます。こちらの商

品は普通のネット

ではありません。

繊維と聞くとやわ

らかなイメージが

あるかと思います

が、熱を加えることで固くなる特殊な繊維を

使用することによって、強度のある軽くて錆

びない柵となります。様々な場所に使用でき

ることもあり、現在北海道を始めとして徐々

に実績を積みつつあります。

　また、この素材を活かした商品をもう一つ

開発しております。それは、山のふもとなど

で課題となるイノシシや鹿の被害です。畑な

どには対策としてイノシシ用金網を設置して

いる人が多いです。しかし、最初はイノシシ

のみを対象に防護していても、のちに鹿が柵

を乗り越えて被害が増えることもままありま

す。その対策に金網を上に重ねることも考え

られますが、重いため有効な手段にはなりま

せん。そこで、この新素材の出番です。当社

で設置場所に合わせたネットを作り、その後、

熱して固くさせることで、ネットが柵の様に

自立します。加えて軽量なので、金網の上に

もう一重柵を設置することが容易になります。

まだ試験段階ではありますが、商品化に向け

て良い結果を出すべく試行錯誤して参りたい

と思います。

　これ以外にも、超軽量・

超高強力防柵である「ダ

イニーマ ゼブラネット」

を用いて林業の方々が抱

える、野生生物による苗

の粗食被害に対して効果

を発揮しています。

　ネットは、守る・防ぐ・護る・育てる、人

間が居住するところ、必要とするところに、

地味ながらも名脇役として確実にその役割を

果たしております。ある時は、かけがえのな

い命を見守り、時には私達を優しく包む存在

でもあると思います。

　当社は、そのネットが秘める可能性を最大

限に引き出していくために、「最新技術・

ISO9001 認証・市

場のニーズ」の 3

本柱を意識した活

動をして参りたい

と思います。そこ

には、長年培った

技術と“人手に頼

る”原料の選定から検査・納品部分の良否が

重要であり、社員一人一人が最大限に力を発

揮していくことが大事です。また、当社が掲

げる“世の中に必要とされる商品を作る”には、

従来の固定概念に縛られない、新たな発想も

必要です。お客様の声に良く耳を傾けて、よ

り皆様の生活が豊かになるような商品を社員

と共に作って参りたいと思います。



事業内容をお話いただけますか

　当社は、初代が大正 14 年に撚糸（ねんし）

業を生業に豊橋市で創業をいたしました。“撚

糸”という言葉は皆様にとってあまり聞き馴

染みがないかもしれませんが、糸に撚り（より）

をかけること、つまりねじり合わせた糸にな

ります。実は、この「撚る」と言う言葉は、

日常的に使われる“腕によりをかける”や“よ

りを戻す”などの語源で

もあります。また、言葉

だけでなく、撚糸は私達

の身の回りにある繊維製

品、例えば、皆さんが着

ている服や、クルマのカー

シート、ネットなど多岐

に亘ります。当社は、そ

の撚糸の製造業務から、

今日ではネットに係る

様々な分野での商品製造

を行ってきております。

　当社が、取り扱うネッ

トは皆様にとって身近な物から、普段目に触

れない所で使用されるものまで様々あります

ので、一部をご紹介していきたいと思います。

＜ 漁  　網 ＞

　こちらは、当社の信頼ブランド『金鯛シリー

ズ』として漁業に携わる皆様のサポートをさ

せていただいております。この『金鯛シリーズ』

は、強度・使い勝手ともに高品質を誇り、過

酷な環境下の使用に耐え、かつデリケートに

魚たちを包む漁網は、弊社自慢の商品です。

　また、ここで

使用される漁網

製網技術は、当

社全商品のバッ

クボーンであり、

当社の歴史は漁

網から始まった

と言っても過言ではありません。

＜スポーツネット＞

　当社では、スポーツシーンを支える各種ネッ

トの製造もしております。スポーツの種類は

野球、サッカー、テニスは勿論のこと、ゴル

フやアーチェリーに至るまで多種に亘ります。

特にスポーツネットですが、競技に合わせて

工夫されたものが数多くあり、例えばバスケッ

トゴールのネットでは、ボールがゴールを潜

る途中で減速するように特殊な作りになって

います。

　当社のネットが、スポーツを安全に楽しく

皆様がおこなえる手助けとなれば何よりです。

　最近では、射撃場のネットも手掛けさせて

いただきました。射撃場は山にあることが殆

どですが、撃った鉛の弾が自然界に残り悪影

響を及ぼさないよう、弾を受け止める特殊な

ネットになります。

＜各種自動車用ネット＞

　皆様の安心で安全な、楽しいカーライフを

過ごすには、ラゲージスペースにも気を配り

たいです。更に、ラゲージの荷物等をホール

ドするのなら、荷物の形や大きさに合わせて

柔軟性のあるネットが一番ではないでしょう

か。既存製品にはない、皆様のお車に合わせ

たオリジナルのラゲージネットも作成してお

ります。

　当社は、カーラ

イフをネットとい

う視点からサポー

トしたいと考えて

おりますので、「こ

んな車用ネットが

あれば・・・」と

いう方、是非お気

軽にご相談いただければと思います。

＜土木・建築ネット＞

　ネットは、土木工事や建築現場などでも使

用されています。特に最近では、土木において、

橋などの水中柱部分の洗掘を防ぐために、そ

の周辺に石を入れたネット袋が沈められてい

るのですが、そのネットを当社が製造してい

ます。皆様の目には触れませんが、私達の生

活にとって欠かせないインフラ等を支えるお

手伝いが出来ることは嬉しくもあります。

　最近では、日本

でも風力発電のプ

ロペラを海上に作

る動きが出て来て

おりますので、波

浪による支柱根周

りの洗掘を防ぐた

めにも益々、石詰

め袋ネットの需要は増えてくるのではないか

と思います。

＜動物避け対策ネット各種＞

　身の回りにいるハトやカラスなどの野生生

物は私達の生活から切り離すことはできませ

ん。しかし、それら野生生物による影響が時

に私達が生活するうえで悩みの種となること

が多くあります。

　私達の生活環境の悪化要因としても取り上

げられたことがある、カラスによるゴミの散

らかしは皆様ご存じかと思います。今では、

自治体での対策もあり、各ゴミ収集所等では

ネットを張ることで防止が図られています。

しかし、このネットもただのネットではなく、

設置環境のニーズに合わせて、サイズやメッ

施工事例

経営の柱イメージ

「ダイニーマ ゼブラネット」

シュの細かさなどの要望に応えるとともに、

弱いネットでは喰いちぎられてしまうため、

頑丈に作る必要もあります。

　こうして当社が作るオリジナルネットは一

番身近なところです

と、豊橋市内のゴミ

収集所で利用されて

います。また、他県

の自治体様からの依

頼も受けることがあ

り、幅広く当社の

ネットが信頼を得られており嬉しい限りです。

　また、カラスだけ

でなく、他にもハト

による生活環境の悪

化もあります。問題

としては、ハトの糞

に含まれる病原菌が

私達の体にとって良くないことと、自宅のベ

ランダなどにハトが集まってしまう悩みを抱

えるケースがあります。そうした方に対して、

こちらもオーダーメイドでの作成も承ってお

ります。

　他にも、山村地帯に行けば、作物を猿や鹿、

イノシシなどに荒らされることがあり、そう

した対策として電柵機器、フェンシングテー

プ、電気柵ネットな

ども取り扱っていま

す。また、最近では

高速道路などに飛び

出す小動物がドライ

バーに与える影響が

問題となっていると

の話を聞き、現在新

しい商品の取り扱いを開始するのですが、後

程詳しくご紹介したいと思います。

　少し長くなりましたが、当社の取り扱うネッ

トについて一部ご紹介させていただきました。

当社はオーダーメイドにも対応することで、

技術力の蓄積もしておりますので、何かお悩

み事などがあれば、お気軽に相談いただけれ

ばと思います。

特許などの知的財産権も取得されていますが、

その技術力について教えてください

　先代よりネットの製造を続けて、その過程

で様々な業界の方々からご要望をいただく機

会がありました。それらの実現に向けて挑戦

をしてきたことで、現在のように多彩な商品

ラインナップを揃えることにつながりました。

その中では、自社独自の特許技術を使用した

商品も生み出しております。一例としては、

当社の「i mesh（以下アイメッシュ）」という

商品になります。こちらは、

ネットを止めるハトメと縫製

テープが一体化しております。

通常は、ネットを設置する時

のためにネットの周囲に金属

のハトメを付けるの

が一般的です。その

ハ ト メ の と こ ろ で

フェンスなどにロー

プ等で固定させます。

しかし、それだとネッ

トに力が加わった際

に、金属のハトメは

変形しないため、弱い繊維に一点の力がかか

り、ハトメの下から裂け、破れてしまいます。

それに対して、当社の「アイメッシュ」は、

同一素材である事と、自由にロープとネット

が固定できるので、力を全体に分散できます。

そのため、ギリギリまで強度を保つことがで

きます。

　以上のように、ネットに係る技術向上には

現在も注力しており、積極的に知的財産権の

確保にも取り組み、経営に活かしております。

また、余談ですが、「アイメッシュ」の「アイ」

には、形状が目の形をしていることからきた

「EYE」と、環境を愛するという想いの「愛」

との 2つの意味を込めております。

　また、当社はお客様より様々な商品開発依

頼を受けた際には、サンプル品を幾つかご用

意したうえで提案をしております。ネットと

いっても使う素材や加工の仕方で商品は大き

く変化します。なので、しっかりと見てもらっ

たうえで検討していただくなど、小回りの利

いた提案をすることができるのは、当社が大

企業との差別化を図る上での強みでもあると

自負しております。

　加えて、品質の面では 2003 年に ISO9001 の

認証取得をし、お客様がより満足いただける

品質の提供が出来るよう取り組みを続けてお

ります。

環境に配慮した取り組みもされているそうですね

　地球環境問題に寄り添った企業経営をする

ことは、とても重要なことだと認識しており

ます。また、そういった環境に配慮した商品

を扱いたいとする声も多くいただいておりま

す。そのため、当社の河や海等自然界に残る

石詰めネットは再生原料を使用するようにし

ております。具体的には、石詰めネットの原

料はすべてペットボトルから再生された繊維

を使用しております。こうした小さなことか

ら、これからも環境に配慮した経営を続けて

いきたいと思います。

　

豊橋市で初めて 「ユースエール認定制度」 の

認定企業になったそうですね

　この「ユースエール認定制度」とは、若者

の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の

状況などが優良な全国の中小企業を厚生労働

大臣が認定する制度になります。まさか当社

が認定企業になれるとは思っていなかったの

で驚きました。また、豊橋市で最初の企業に

なれたことはとても嬉しい限りです。

　この認定をきっか

けに、社員からの「職

場には若い社員が多

く、明るく清潔な職

場です。仕事は多岐

に亘りますが、やり

がいのある仕事だと

考えています。」と

いった声を聞くことが出来たのも良いことで

した。これからも、若い社員が輝ける職場を

目指して頑張りたいと思います。

社員様の誕生日会を開催しているそうですね

　大きなことではありませんが、月単位で社

員の誕生日会を開催しております。その時に

は、昼食を皆でとり、記念品の贈呈をしてお

ります。その記念品には私から手書きのバー

スデーカードも一緒に添えています。こういっ

た機会を通じて、社員一人一人へ日頃の感謝

の気持ちを伝えられたらと思っております。

　また、誕生日会だけでなく会社で BBQ を開

催することもあります。その時には、気仙沼

にある営業所を通じて美味しい水産物を調達

して食べることもあります。社員の喜ぶこと

は時代と共に変化します。私としては、なる

べく社員の要望に合わせた催しをこれからも

していけたらと思っています。

　社員に気持ち良く働いてもらうためには、

誕生日会でお祝いをするだけでなく、日頃か

らのコミュニケ―ションが大切だと思います。

全ての事業所はできませんが、本社工場では、

毎朝、工場内を歩きながら社員一人一人に挨

拶をしております。また、普段からも会話を

することで社員にとって風通しの良い職場と

なるよう心掛けております。

三代目として事業承継をされたそうですね

　当社は、私の祖父より、父にバトンが渡され、

それから現在私がそのバトンを引き継いでお

ります。こうして親子間での承継が続いてい

ましたので、幼少の頃より後継者となるよう

刷り込みをされていた気もします。実は、私

は東京の大学に進学し、卒業後システムエン

ジニアとして東京で就職していました。しか

し、自分でも驚くのですが、30代を前にして

先代がつなげてきた家業を、自分も継がなく

て本当にいいのかと考えるようになり、結果

家業を継ぐことを決意しました。実家に戻っ

た当時は、まだ父親も現役であり、ベテラン

社員とのコミュニケーションを含め、経営が

分からない私にとっては、苦労の連続でもあ

りました。

　そうして、仕事を続ける中、私も遂に社長

のバトンを引き継ぎ、新しく先に述べた、社

員の誕生日会の実施や、新規開拓に新技術開

発への挑戦、認証取得などに励んできました。

加えて、お取引先、特に仕入先との信頼関係

は維持していきたいと強く想っておりました。

　

　当社がこうしてネットを製造できるのは、

仕入先があるからです。たとえ価格が安いと

いう仕入先が出てきても、それだけの理由で

は仕入れ先を変更することはいたしません。

それは長年積み上げてきた信頼関係があるか

らです。お互いが常にギブ&テイクの関係であ

りたいと考えているからです。

　まだ先の話ですが、今後このバトンをしっ

かりと自分の息子につなげていけたらと思っ

ております。

今後の事業展開について

　当社の強みの一つに、新技術・新商品の積

極的な開発があります。現在は、昔と比較し

ても市場ニーズの変化が大変早い時代になり

つつあります。それらのニーズに応えるため

にも、技術革新はもとより、情報取集と今ま

で接点の無かった異業種の方々からのニーズ

を、商社様含む外部関係者の方々を通じて収

集することで、自分達が考えもしなかった新

しいものが誕生していくと考えております。

　その事例として、現在

着手している新規受注が

あります。先にも少しお

話をした、高速道路や線

路などに飛び出す、野生

生物が自動車や電車と接

触する問題を「ロードキ
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ル問題」と言われております。高速道路など

に柵はあるのですが、どうしてもガードレー

ルなどの下部には隙間が出来てしまい、小動

物の侵入が防げません。そこで、当社が製造

する「SHUTOUT（シャットアウト）」という

商品の使用を検討

してもらっており

ます。こちらの商

品は普通のネット

ではありません。

繊維と聞くとやわ

らかなイメージが

あるかと思います

が、熱を加えることで固くなる特殊な繊維を

使用することによって、強度のある軽くて錆

びない柵となります。様々な場所に使用でき

ることもあり、現在北海道を始めとして徐々

に実績を積みつつあります。

　また、この素材を活かした商品をもう一つ

開発しております。それは、山のふもとなど

で課題となるイノシシや鹿の被害です。畑な

どには対策としてイノシシ用金網を設置して

いる人が多いです。しかし、最初はイノシシ

のみを対象に防護していても、のちに鹿が柵

を乗り越えて被害が増えることもままありま

す。その対策に金網を上に重ねることも考え

られますが、重いため有効な手段にはなりま

せん。そこで、この新素材の出番です。当社

で設置場所に合わせたネットを作り、その後、

熱して固くさせることで、ネットが柵の様に

自立します。加えて軽量なので、金網の上に

もう一重柵を設置することが容易になります。

まだ試験段階ではありますが、商品化に向け

て良い結果を出すべく試行錯誤して参りたい

と思います。

　これ以外にも、超軽量・

超高強力防柵である「ダ

イニーマ ゼブラネット」

を用いて林業の方々が抱

える、野生生物による苗

の粗食被害に対して効果

を発揮しています。

　ネットは、守る・防ぐ・護る・育てる、人

間が居住するところ、必要とするところに、

地味ながらも名脇役として確実にその役割を

果たしております。ある時は、かけがえのな

い命を見守り、時には私達を優しく包む存在

でもあると思います。

　当社は、そのネットが秘める可能性を最大

限に引き出していくために、「最新技術・

ISO9001 認証・市

場のニーズ」の 3

本柱を意識した活

動をして参りたい

と思います。そこ

には、長年培った

技術と“人手に頼

る”原料の選定から検査・納品部分の良否が

重要であり、社員一人一人が最大限に力を発

揮していくことが大事です。また、当社が掲

げる“世の中に必要とされる商品を作る”には、

従来の固定概念に縛られない、新たな発想も

必要です。お客様の声に良く耳を傾けて、よ

り皆様の生活が豊かになるような商品を社員

と共に作って参りたいと思います。

令和２年１月記

地域振興部　山田　未沙

取材にあたって

　今回の取材を通じて、普段はあまり意識
していなかった、“ネット”がこんなにも
あらゆる場面で私達の生活を支えているこ
とを知り驚きました。考えてみればネット
なくして出来るスポーツは殆どないかと思
います。また、そこには皆様の安全を守る
大きな役割も果たしており、まさに陰から
皆を支える名脇役の言葉通りでした。

　また、身近なと
ころで、輸入され
た石炭などの置き
場から、コークス
が風で住宅街に舞
わないようにも使
用されていました。
　
　“世の中の役に立ちたい”という想いか
ら、技術向上に努め、ネットの可能性を広
げようとする貴社の、今後の活躍がとても
楽しみですね。

　最後に、貴重なお話を聞かせていただいた
福井社長様に、心よりお礼申し上げます。
貴社の益々のご発展を祈念いたします。

蒲郡市内での設置様子

この部分に使用



給与所得に関する変更点について　
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　働き方の多様化や政府主導の働き方改革をふまえ、2020年 1 月より給与所得に対する給与所得控除が
変更となり、それに伴い基礎控除の取扱いなども変更となります。これらの変更により、2020年末に行
う年末調整等の作業にも影響する可能性があります。今回は、これらの制度の変更点を説明します。
　
１．給与所得控除額の引き下げ
　給与所得控除額は、改正前から一律10万円引き下げられます。また、控除の上限額についても220万
円から195万円に引き下げられ､上限となる収入金額も年収1,000万円超から年収850万円超に引き下げら
れます。給与所得控除額の引き下げにより給与所得者の所得金額は増加することになります。給与所得
控除額は以下の通りとなります。

　
２．基礎控除の引き上げ
　基礎控除については、48万円に引き上げられま
す。また、所得金額が2,400万円超の人について
は、所得金額に応じて基礎控除額が逓減され、
2,500万円超の人については基礎控除の適用はあ
りません。基礎控除額は右の表の通りとなります。

３．配偶者及び扶養親族等の要件等の変更
　給与所得控除及び基礎控除の変更に伴い、配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除を受けるための合
計所得金額要件についても変更となります。配偶者控除及び扶養控除の対象となる合計所得金額は48万
円以下に変更されます。また、配偶者特別控除の対象となる合計所得金額の範囲については48万円超
133万円以下に変更となります。なお、これらの変更は給与所得控除額の改正に伴う処置のため、給与
収入の場合の年収金額で考えた場合、2019年以前と同額となり変更はありません。

４．所得税額調整控除
　今回の改正により、年収850万円超の人については所得税が増額となります。しかし、介護や子育て
などを行う世代の負担が増えないようにするため、所得税額調整控除が創設されました。所得税額調整
控除の対象となるのは、年収850万円超で以下のいずれかの条件に該当する人となり、控除額の計算式
は「（給与等の収入金額－850万円）×10%」となります。なお、年収1,000万円超の場合については、控
除額は一律15万円となります。

　①本人が特別障害者に該当する人
　②23歳未満の扶養親族がいる人
　③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人

５．年末調整
　今回の改正に伴い、年末調整時に基礎控除の適用を受ける場合は「給与所得者の基礎控除申告書」
を、所得税額調整控除の適用を受ける場合は「所得税額調整控除申告書」の提出が必要となります。なお、
これらの申告書は「給与所得者の配偶者控除等申告書」と合わせ 1枚の様式となります。2019年までは配
偶者控除等を受けない人は配偶者控除等申告書の提出が不要でしたが、2020年以降は基礎控除を受ける
ため（給与の場合は年収2,695万円以下の人は適用対象）に提出が必要となりますので注意が必要です。

税理士法人しんぎ



同一労働同一賃金がもたらすもの
株式会社エフアンドエム　中小企業総合研究所

　１. はじめに

　2020年 4 月 1 日（中小企業は2021年 4 月 1 日）よりスタートする同一労働同一賃金への関心

が高まっている。その内容は「同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者（無期雇用フ

ルタイム労働者）と非正規雇用労働者（有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者）

の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの
1
」である。

　政府も制度の周知に力を入れており
2
、制度に関する詳細な情報を簡単に入手することがで

きる。しかし、中小企業において対応が進んでいる割合が36％ほどであるとの調査
3
もあり、

企業における実際の対応は進んでいないように見受けられる。同調査では、「内容がわかりづ

らい」ことを対応の課題とした企業が48％にのぼるともされており
4
、現場の困惑が見て取れ

る。なぜ、関心が高まり、政府も積極的にPRしているにもかかわらず対応が進まないのか。本

稿ではその理由を、厚生労働省が発表している二つの代表的な資料から考えてみたい。すなわ

ち、一つはいわゆる「同一労働同一賃金ガイドライン
5
」、もう一つは「不合理な待遇差解消の

ための点検・検討マニュアル（業界共通編）」である。なお、以下では前者を「ガイドライ

ン」、後者を「マニュアル」と表記する。

　２. ガイドライン

　このガイドラインは、パートタイマー、有期雇用労働者、派遣労働者（以下、「パートタイ

マー等」という）に関する 2 つの法律（短時間・有期雇用労働法及び労働者派遣法）内にあ

る、不合理な格差の解消規定において、どのような例が問題となる（あるいはならない）のか

を示したものである。大きく、基本給、賞与、手当、福利厚生、その他に分けられ、それぞれ

についていくつか具体例が示されている。

　ガイドラインにおける大きな問題点の一つが、その効力が不明確なことである。短時間・有

期雇用労働法及び労働者派遣法の中には、確かに厚生労働大臣が指針を定める旨定められてい

る。このガイドラインもその規定を受けて設けられているのだが、そもそも指針にどこまでの

拘束力があるのかはっきりしない。つまり、この指針に従わなかった場合にどうなるのかは、

罰則の適用がないということ以外、不透明なのである。より深刻な問題は、それとは逆に、指

針に従ってパートタイマー等の待遇を決めた場合でも、それが必ずしも法的に正しいとはいえ

ないことである。これでは、企業がガイドラインに従った行動をとるインセンティブに乏しい
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と言わざるを得ない。

　加えて、ガイドラインに上げられている例が企業運営においてどの程度有用なのか疑問があ

る。例えば、ガイドラインは賞与において以下のように述べている（抜粋。番号及び下線筆者）。

　まず、①では、賞与が貢献に応じて支給されることになっているが、自社の賞与の計算方法

が「貢献」に応じて支給するものか否かはどのように判定すればいいのだろうか。就業規則の

記載なのか、実際の計算方法なのか、あるいは代表取締役がそう考えているかどうかなのか、

わからない。次に、②は、賞与中に「貢献に応じた部分」と「貢献に応じていない」部分があ

る場合を想定している。一般的に、単純に貢献だけで賞与が決定されている場合は少ないと思

われる。将来の活躍への期待や、賃金の後払いといった要素は多くの賞与にみられる。賞与が

そのように複合的な基準によって算定されている場合、果たして「貢献に応じた部分」が明確

に切り分けられるだろうか。

　実際の企業運営においては、これらの疑問こそ解決が必要である。そうであるにも関わら

ず、問題とならない例・問題となる例ともに、これらの疑問が解決されている状態が想定され

ており、具体例として挙げる意味に乏しいと思われる。

　以上からすると、ガイドラインを確認しても、同一労働同一賃金というルールへの対応は

「よくわからない」ということになろう。ガイドラインがルールの普及に果たしている役割は

非常に限定的だと思われる。

　３. マニュアル

　マニュアルは、全70ページ程のオールカラーであり、体裁としては「力作」である。ワーク

シートが設けられ、説明の内容もガイドラインに比べれば具体的になっている。

　そのワークシートの記入例として、下図がある。

　

　ガイドラインと同様、賞与の例を挙げたが、賞与の性質・目的が「会社の業績に対する功労

報償として支給」となっている。そして、比較対象労働者（正社員をイメージ）に対しては販

売実績に応じて賞与が支給されているが、取り組み対象労働者（パートタイマー等）には賞与

の支給がないという例である。そして、結論としては、正社員にもパートタイマー等にも販売

目標が設定されておらず、パートタイマー等も販売実績に何らかの貢献があることから、支給

なしの理由を説明できず、改善が必要とされている。

　ここでは、ガイドラインの賞与の例とは異なり、功労報償（ガイドラインにいうところの貢

献とほぼ同義）を「販売実績に応じて支給すること」だと具体化している。そのうえで、パー

トタイマーでも販売実績に貢献があることは間違いないため、一切支給しないということには

問題がある、と結論付けられている。これは、ガイドラインと比べれば幾分詳細になってお

り、判断手順の参考としやすい。

　しかし、依然としてガイドラインに対して指摘した問題点は残っている。まず、マニュアル

は、ガイドライン以上に効果が不明である。ガイドラインは一応、法律に根拠があったが、マ

ニュアルにはその根拠すらない。したがって、「マニュアル通りに進めたからといって法的に正

しいとは限らない」という問題点は、ガイドライン以上に深刻である。また、先ほどの例では

賞与の性質・目的は功労報償だとされていたが、性質・目的をどのように判定すればいいのか

はやはりわからない。

　加えて、「支給なしの理由が説明できない」という点も曖昧である。問題は、どういった要素

が揃えば「理由が説明できる」といえるのかであり、その点について詳細な基準は提示されて

いない。

　このように、マニュアルはなお不十分さを残している。
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　４. おわりに

　ここまでみてきた二つの資料のみでは、同一労働同一賃金への対応を、自社の状況に合わせ

つつ実行するには心もとない。とはいえ、厚生労働省が発表している資料であり、全く無視し

て対応を進めることもできない。こういった事情が、「内容がわかりづらい」という評価の一

因となっていると思われる。

　ただ、何の対応もできないというわけではない。少なくとも、待遇の性質・目的から正社

員・パートタイマー等における待遇差の不合理性を考えるという手順は、ガイドラインとマ

ニュアルで共通している。つまり、「法的に必ず正しい方法」に拘泥せずとも、待遇の性質・

目的について、「自社なりに」再度確認することに大きな意味があるといえる。そのうえで、

正社員とパートタイマーそれぞれの就労実態を洗い直し、性質・目的と就労実態が結びついて

いるかを確認することは、現状でも十分可能である。この取組みは、単に同一労働同一賃金と

いう法律への対応のみにとどまらず、正社員とパートタイマー等をフラットに比較することを

意味する。それによって得られた情報は、隠れた優秀な人材の発見、今後の採用・育成計画の

立案などにつながり、企業運営にとってもメリットがある。人手不足が深刻な中小企業にとっ

て、現有の社員を最大限活用することは重要な課題であり、このメリットこそが、同一労働同

一賃金が企業にもたらす「恩恵」となる。（了）

1 厚生労働省　同一労働同一賃金特集ページ

　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

2 例えば、パート・有期労働ポータルサイト（https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/）の設置、各種パンフレット・説明

動画の作成等

3 日本・東京商工会議所　2019年10月17日付「雇用・労働政策に関する要望について」2頁

4 注 3 と同じ

5 短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止に関する指針（平成30年度厚生労働省告示第430号）



　１. はじめに

　2020年 4 月 1 日（中小企業は2021年 4 月 1 日）よりスタートする同一労働同一賃金への関心

が高まっている。その内容は「同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者（無期雇用フ

ルタイム労働者）と非正規雇用労働者（有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者）

の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの
1
」である。

　政府も制度の周知に力を入れており
2
、制度に関する詳細な情報を簡単に入手することがで

きる。しかし、中小企業において対応が進んでいる割合が36％ほどであるとの調査
3
もあり、

企業における実際の対応は進んでいないように見受けられる。同調査では、「内容がわかりづ

らい」ことを対応の課題とした企業が48％にのぼるともされており
4
、現場の困惑が見て取れ

る。なぜ、関心が高まり、政府も積極的にPRしているにもかかわらず対応が進まないのか。本

稿ではその理由を、厚生労働省が発表している二つの代表的な資料から考えてみたい。すなわ

ち、一つはいわゆる「同一労働同一賃金ガイドライン
5
」、もう一つは「不合理な待遇差解消の

ための点検・検討マニュアル（業界共通編）」である。なお、以下では前者を「ガイドライ

ン」、後者を「マニュアル」と表記する。

　２. ガイドライン

　このガイドラインは、パートタイマー、有期雇用労働者、派遣労働者（以下、「パートタイ

マー等」という）に関する 2 つの法律（短時間・有期雇用労働法及び労働者派遣法）内にあ

る、不合理な格差の解消規定において、どのような例が問題となる（あるいはならない）のか

を示したものである。大きく、基本給、賞与、手当、福利厚生、その他に分けられ、それぞれ

についていくつか具体例が示されている。

　ガイドラインにおける大きな問題点の一つが、その効力が不明確なことである。短時間・有

期雇用労働法及び労働者派遣法の中には、確かに厚生労働大臣が指針を定める旨定められてい

る。このガイドラインもその規定を受けて設けられているのだが、そもそも指針にどこまでの

拘束力があるのかはっきりしない。つまり、この指針に従わなかった場合にどうなるのかは、

罰則の適用がないということ以外、不透明なのである。より深刻な問題は、それとは逆に、指

針に従ってパートタイマー等の待遇を決めた場合でも、それが必ずしも法的に正しいとはいえ

ないことである。これでは、企業がガイドラインに従った行動をとるインセンティブに乏しい

8

と言わざるを得ない。

　加えて、ガイドラインに上げられている例が企業運営においてどの程度有用なのか疑問があ

る。例えば、ガイドラインは賞与において以下のように述べている（抜粋。番号及び下線筆者）。

　まず、①では、賞与が貢献に応じて支給されることになっているが、自社の賞与の計算方法

が「貢献」に応じて支給するものか否かはどのように判定すればいいのだろうか。就業規則の

記載なのか、実際の計算方法なのか、あるいは代表取締役がそう考えているかどうかなのか、

わからない。次に、②は、賞与中に「貢献に応じた部分」と「貢献に応じていない」部分があ

る場合を想定している。一般的に、単純に貢献だけで賞与が決定されている場合は少ないと思

われる。将来の活躍への期待や、賃金の後払いといった要素は多くの賞与にみられる。賞与が

そのように複合的な基準によって算定されている場合、果たして「貢献に応じた部分」が明確

に切り分けられるだろうか。

　実際の企業運営においては、これらの疑問こそ解決が必要である。そうであるにも関わら

ず、問題とならない例・問題となる例ともに、これらの疑問が解決されている状態が想定され

ており、具体例として挙げる意味に乏しいと思われる。

　以上からすると、ガイドラインを確認しても、同一労働同一賃金というルールへの対応は

「よくわからない」ということになろう。ガイドラインがルールの普及に果たしている役割は

非常に限定的だと思われる。

　３. マニュアル

　マニュアルは、全70ページ程のオールカラーであり、体裁としては「力作」である。ワーク

シートが設けられ、説明の内容もガイドラインに比べれば具体的になっている。

　そのワークシートの記入例として、下図がある。

　

　ガイドラインと同様、賞与の例を挙げたが、賞与の性質・目的が「会社の業績に対する功労

報償として支給」となっている。そして、比較対象労働者（正社員をイメージ）に対しては販

売実績に応じて賞与が支給されているが、取り組み対象労働者（パートタイマー等）には賞与

の支給がないという例である。そして、結論としては、正社員にもパートタイマー等にも販売

目標が設定されておらず、パートタイマー等も販売実績に何らかの貢献があることから、支給

なしの理由を説明できず、改善が必要とされている。

　ここでは、ガイドラインの賞与の例とは異なり、功労報償（ガイドラインにいうところの貢

献とほぼ同義）を「販売実績に応じて支給すること」だと具体化している。そのうえで、パー

トタイマーでも販売実績に貢献があることは間違いないため、一切支給しないということには

問題がある、と結論付けられている。これは、ガイドラインと比べれば幾分詳細になってお

り、判断手順の参考としやすい。

　しかし、依然としてガイドラインに対して指摘した問題点は残っている。まず、マニュアル

は、ガイドライン以上に効果が不明である。ガイドラインは一応、法律に根拠があったが、マ

ニュアルにはその根拠すらない。したがって、「マニュアル通りに進めたからといって法的に正

しいとは限らない」という問題点は、ガイドライン以上に深刻である。また、先ほどの例では

賞与の性質・目的は功労報償だとされていたが、性質・目的をどのように判定すればいいのか

はやはりわからない。

　加えて、「支給なしの理由が説明できない」という点も曖昧である。問題は、どういった要素

が揃えば「理由が説明できる」といえるのかであり、その点について詳細な基準は提示されて

いない。

　このように、マニュアルはなお不十分さを残している。

　４. おわりに

　ここまでみてきた二つの資料のみでは、同一労働同一賃金への対応を、自社の状況に合わせ

つつ実行するには心もとない。とはいえ、厚生労働省が発表している資料であり、全く無視し

て対応を進めることもできない。こういった事情が、「内容がわかりづらい」という評価の一

因となっていると思われる。

　ただ、何の対応もできないというわけではない。少なくとも、待遇の性質・目的から正社

員・パートタイマー等における待遇差の不合理性を考えるという手順は、ガイドラインとマ

ニュアルで共通している。つまり、「法的に必ず正しい方法」に拘泥せずとも、待遇の性質・

目的について、「自社なりに」再度確認することに大きな意味があるといえる。そのうえで、

正社員とパートタイマーそれぞれの就労実態を洗い直し、性質・目的と就労実態が結びついて

いるかを確認することは、現状でも十分可能である。この取組みは、単に同一労働同一賃金と

いう法律への対応のみにとどまらず、正社員とパートタイマー等をフラットに比較することを

意味する。それによって得られた情報は、隠れた優秀な人材の発見、今後の採用・育成計画の

立案などにつながり、企業運営にとってもメリットがある。人手不足が深刻な中小企業にとっ

て、現有の社員を最大限活用することは重要な課題であり、このメリットこそが、同一労働同

一賃金が企業にもたらす「恩恵」となる。（了）
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賞与であって、①会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の

労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、②貢献に応じた部分につき、通

常の労働者と同一の賞与を支給しなければならない。また、貢献に一定の相違がある場合

においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。

（問題とならない例）

●賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給しているＡ社において、通

常の労働者であるＸと同一の会社の業績等への貢献がある有期雇用労働者であるＹに対

し、Ｘと同一の賞与を支給している。

（問題となる例）

●賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給しているＡ社において、通

常の労働者であるＸと同一の会社の業績等への貢献がある有期雇用労働者であるＹに対

し、Ｘと同一の賞与を支給していない。



　１. はじめに

　2020年 4 月 1 日（中小企業は2021年 4 月 1 日）よりスタートする同一労働同一賃金への関心

が高まっている。その内容は「同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者（無期雇用フ

ルタイム労働者）と非正規雇用労働者（有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者）

の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの
1
」である。

　政府も制度の周知に力を入れており
2
、制度に関する詳細な情報を簡単に入手することがで

きる。しかし、中小企業において対応が進んでいる割合が36％ほどであるとの調査
3
もあり、

企業における実際の対応は進んでいないように見受けられる。同調査では、「内容がわかりづ

らい」ことを対応の課題とした企業が48％にのぼるともされており
4
、現場の困惑が見て取れ

る。なぜ、関心が高まり、政府も積極的にPRしているにもかかわらず対応が進まないのか。本

稿ではその理由を、厚生労働省が発表している二つの代表的な資料から考えてみたい。すなわ

ち、一つはいわゆる「同一労働同一賃金ガイドライン
5
」、もう一つは「不合理な待遇差解消の

ための点検・検討マニュアル（業界共通編）」である。なお、以下では前者を「ガイドライ

ン」、後者を「マニュアル」と表記する。

　２. ガイドライン

　このガイドラインは、パートタイマー、有期雇用労働者、派遣労働者（以下、「パートタイ

マー等」という）に関する 2 つの法律（短時間・有期雇用労働法及び労働者派遣法）内にあ

る、不合理な格差の解消規定において、どのような例が問題となる（あるいはならない）のか

を示したものである。大きく、基本給、賞与、手当、福利厚生、その他に分けられ、それぞれ

についていくつか具体例が示されている。

　ガイドラインにおける大きな問題点の一つが、その効力が不明確なことである。短時間・有

期雇用労働法及び労働者派遣法の中には、確かに厚生労働大臣が指針を定める旨定められてい

る。このガイドラインもその規定を受けて設けられているのだが、そもそも指針にどこまでの

拘束力があるのかはっきりしない。つまり、この指針に従わなかった場合にどうなるのかは、

罰則の適用がないということ以外、不透明なのである。より深刻な問題は、それとは逆に、指

針に従ってパートタイマー等の待遇を決めた場合でも、それが必ずしも法的に正しいとはいえ

ないことである。これでは、企業がガイドラインに従った行動をとるインセンティブに乏しい

9

と言わざるを得ない。

　加えて、ガイドラインに上げられている例が企業運営においてどの程度有用なのか疑問があ

る。例えば、ガイドラインは賞与において以下のように述べている（抜粋。番号及び下線筆者）。

　まず、①では、賞与が貢献に応じて支給されることになっているが、自社の賞与の計算方法

が「貢献」に応じて支給するものか否かはどのように判定すればいいのだろうか。就業規則の

記載なのか、実際の計算方法なのか、あるいは代表取締役がそう考えているかどうかなのか、

わからない。次に、②は、賞与中に「貢献に応じた部分」と「貢献に応じていない」部分があ

る場合を想定している。一般的に、単純に貢献だけで賞与が決定されている場合は少ないと思

われる。将来の活躍への期待や、賃金の後払いといった要素は多くの賞与にみられる。賞与が

そのように複合的な基準によって算定されている場合、果たして「貢献に応じた部分」が明確

に切り分けられるだろうか。

　実際の企業運営においては、これらの疑問こそ解決が必要である。そうであるにも関わら

ず、問題とならない例・問題となる例ともに、これらの疑問が解決されている状態が想定され

ており、具体例として挙げる意味に乏しいと思われる。

　以上からすると、ガイドラインを確認しても、同一労働同一賃金というルールへの対応は

「よくわからない」ということになろう。ガイドラインがルールの普及に果たしている役割は

非常に限定的だと思われる。

　３. マニュアル

　マニュアルは、全70ページ程のオールカラーであり、体裁としては「力作」である。ワーク

シートが設けられ、説明の内容もガイドラインに比べれば具体的になっている。

　そのワークシートの記入例として、下図がある。

　

　ガイドラインと同様、賞与の例を挙げたが、賞与の性質・目的が「会社の業績に対する功労

報償として支給」となっている。そして、比較対象労働者（正社員をイメージ）に対しては販

売実績に応じて賞与が支給されているが、取り組み対象労働者（パートタイマー等）には賞与

の支給がないという例である。そして、結論としては、正社員にもパートタイマー等にも販売

目標が設定されておらず、パートタイマー等も販売実績に何らかの貢献があることから、支給

なしの理由を説明できず、改善が必要とされている。

　ここでは、ガイドラインの賞与の例とは異なり、功労報償（ガイドラインにいうところの貢

献とほぼ同義）を「販売実績に応じて支給すること」だと具体化している。そのうえで、パー

トタイマーでも販売実績に貢献があることは間違いないため、一切支給しないということには

問題がある、と結論付けられている。これは、ガイドラインと比べれば幾分詳細になってお

り、判断手順の参考としやすい。

　しかし、依然としてガイドラインに対して指摘した問題点は残っている。まず、マニュアル

は、ガイドライン以上に効果が不明である。ガイドラインは一応、法律に根拠があったが、マ

ニュアルにはその根拠すらない。したがって、「マニュアル通りに進めたからといって法的に正

しいとは限らない」という問題点は、ガイドライン以上に深刻である。また、先ほどの例では

賞与の性質・目的は功労報償だとされていたが、性質・目的をどのように判定すればいいのか

はやはりわからない。

　加えて、「支給なしの理由が説明できない」という点も曖昧である。問題は、どういった要素

が揃えば「理由が説明できる」といえるのかであり、その点について詳細な基準は提示されて

いない。

　このように、マニュアルはなお不十分さを残している。
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　４. おわりに

　ここまでみてきた二つの資料のみでは、同一労働同一賃金への対応を、自社の状況に合わせ

つつ実行するには心もとない。とはいえ、厚生労働省が発表している資料であり、全く無視し

て対応を進めることもできない。こういった事情が、「内容がわかりづらい」という評価の一

因となっていると思われる。

　ただ、何の対応もできないというわけではない。少なくとも、待遇の性質・目的から正社

員・パートタイマー等における待遇差の不合理性を考えるという手順は、ガイドラインとマ

ニュアルで共通している。つまり、「法的に必ず正しい方法」に拘泥せずとも、待遇の性質・

目的について、「自社なりに」再度確認することに大きな意味があるといえる。そのうえで、

正社員とパートタイマーそれぞれの就労実態を洗い直し、性質・目的と就労実態が結びついて

いるかを確認することは、現状でも十分可能である。この取組みは、単に同一労働同一賃金と

いう法律への対応のみにとどまらず、正社員とパートタイマー等をフラットに比較することを

意味する。それによって得られた情報は、隠れた優秀な人材の発見、今後の採用・育成計画の

立案などにつながり、企業運営にとってもメリットがある。人手不足が深刻な中小企業にとっ

て、現有の社員を最大限活用することは重要な課題であり、このメリットこそが、同一労働同

一賃金が企業にもたらす「恩恵」となる。（了）

ワークシート（第三段階A）記入例ワークシート（第三段階A）記入例

⑤の待遇

（賞与） ・会社の業績に対する功労報償として支給。

・支給なし。

①左記待遇の性質・目的はどういうものですか。　

②決定基準にどのような違いを設けていますか、また、違いを設けている理由は何か記入してください。　

比較対象労働者

※赤字は記入例です。

取組対象労働者 違いを設けている理由

・販売実績に応じ、基本給の1～
4ヶ月分（販売実績が低調な人で
あっても最低基本給の1ヶ月分を
保証）を支給する。

販売に対する目標はどちらにもなく、取組対
象労働者も販売実績に何らかの貢献をし
ているので、「支給なし」についての理由を
説明することができないことから要改善。

▶



　１. はじめに
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1
」である。
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2
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　２. ガイドライン
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そのように複合的な基準によって算定されている場合、果たして「貢献に応じた部分」が明確
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目標が設定されておらず、パートタイマー等も販売実績に何らかの貢献があることから、支給

なしの理由を説明できず、改善が必要とされている。

　ここでは、ガイドラインの賞与の例とは異なり、功労報償（ガイドラインにいうところの貢

献とほぼ同義）を「販売実績に応じて支給すること」だと具体化している。そのうえで、パー

トタイマーでも販売実績に貢献があることは間違いないため、一切支給しないということには

問題がある、と結論付けられている。これは、ガイドラインと比べれば幾分詳細になってお

り、判断手順の参考としやすい。

　しかし、依然としてガイドラインに対して指摘した問題点は残っている。まず、マニュアル

は、ガイドライン以上に効果が不明である。ガイドラインは一応、法律に根拠があったが、マ

ニュアルにはその根拠すらない。したがって、「マニュアル通りに進めたからといって法的に正

しいとは限らない」という問題点は、ガイドライン以上に深刻である。また、先ほどの例では

賞与の性質・目的は功労報償だとされていたが、性質・目的をどのように判定すればいいのか

はやはりわからない。

　加えて、「支給なしの理由が説明できない」という点も曖昧である。問題は、どういった要素

が揃えば「理由が説明できる」といえるのかであり、その点について詳細な基準は提示されて

いない。

　このように、マニュアルはなお不十分さを残している。

10

　４. おわりに

　ここまでみてきた二つの資料のみでは、同一労働同一賃金への対応を、自社の状況に合わせ

つつ実行するには心もとない。とはいえ、厚生労働省が発表している資料であり、全く無視し

て対応を進めることもできない。こういった事情が、「内容がわかりづらい」という評価の一

因となっていると思われる。

　ただ、何の対応もできないというわけではない。少なくとも、待遇の性質・目的から正社

員・パートタイマー等における待遇差の不合理性を考えるという手順は、ガイドラインとマ

ニュアルで共通している。つまり、「法的に必ず正しい方法」に拘泥せずとも、待遇の性質・

目的について、「自社なりに」再度確認することに大きな意味があるといえる。そのうえで、

正社員とパートタイマーそれぞれの就労実態を洗い直し、性質・目的と就労実態が結びついて

いるかを確認することは、現状でも十分可能である。この取組みは、単に同一労働同一賃金と

いう法律への対応のみにとどまらず、正社員とパートタイマー等をフラットに比較することを

意味する。それによって得られた情報は、隠れた優秀な人材の発見、今後の採用・育成計画の

立案などにつながり、企業運営にとってもメリットがある。人手不足が深刻な中小企業にとっ

て、現有の社員を最大限活用することは重要な課題であり、このメリットこそが、同一労働同

一賃金が企業にもたらす「恩恵」となる。（了）
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【最近の支援事例】

決算書から見る経営課題の抽出と改善支援
　

■はじめに

　私が担当する支援の多くは、創業支援、経営計画作成支援、事業承継支援、会計帳簿等の作成支

援等です。その中でも、新しく事業を始めたいがどこから手を付ければよいかわからない、事業を

始めるにあたり開業資金はどのように融資を受ければよいのか、開業したものの税務署等に提出す

る届出書類は何が必要なのか、といった創業時の相談が大半を占めています。また、法人を設立し

たい、解散・清算をしたい等の相談や、決算書の見方を指導してほしい等、会計全般に関する相談

も数多くあります。

■相談に至った経緯

　私がよろず支援拠点豊橋サテライトのコーディネーターになって、3 年ほど経ちました。その

間、継続的に相談にお越しいただいている田原市にある宮本養鶏場様についてお話ししたいと思い

ます。

 最初によろず支援拠点に相談にお越しいただいたのは後継者である宮本健太郎さん（40代）、養鶏

業を営む経営者であるお父様（60代）からの事業承継についての相談でした。比較的早い段階での事業

承継への着手であり事業承継後の経営も見据えることができるタイミングであると思いました。

　事業承継に向けた準備をしていく中で初めにすべきことは、経営状況・経営課題等の把握です。

自己の事業の現状と事業承継に向けた課題を把握すること、つまり経営内容の見える化をすること

が大切です。それまでの健太郎さんは決算書すら見せてもらっていませんでした。これを機会にお

父様を説得していただき、過去 5年分の決算書を提示していただきました。そのうえで、事業承継

までの基本計画を作ることにしました。まずは過去の数値を 5 年分横並びにして比較決算書を作成

してもらいました。何回も来訪して頂き一緒に過去の数値を分析すると健太郎さんが今まで気付かな

かった経営の問題点を把握すること

ができ、少しずつ後継者としての自覚

も芽生えてきたようです。

コーディネーター　竹内　誠　

■財務分析による課題の抽出

　現在は多くの養鶏業者と同じケージ飼いでの採卵方法を取り入れていますが、これは、大量に採

卵することができる反面、相場の影響を強く受け売上高が毎年変動し、安定した売上の確保が難し

いようです。また、飼料費については売上単価が下がっても仕入単価は連動せず、結果として利益

を圧迫することになっていました。そこで、過去の青色申告決算書から飼料費（エサ代）、素畜費

（ひよこ代）、農薬衛生費（ワクチン代）を変動原価として抜き出し粗利率を計算しなおしました。売

上高の増加と原価の圧縮について様々な角度から考えられるケースの経営計画を策定し、分析検証

を重ねた結果、今後の経営課題は売上重視の経営から付加価値重視の経営への方向転換でした。

■経営改善への第一歩

　最近、健太郎さんは平飼いによる鶏の育成方法を取り入れました。「平飼いの卵」、たったそれだ

けで卵の味、質、力強さは大きく変わります。同じ水、同じエサ、同じ鶏、条件を同じにして、

ケージ飼いと平飼いという飼育環境だけ変えたら卵にどんな変化がでるか 1年以上テストし続けて

います。ほとんどのお客様が「全然違

うね」と言ってくれる平飼いとは、卵

の質を大きく変える飼育方法なので

す。鶏たちは55㎡×高さ 4 ｍのスペー

スを自由に動け、ストレスが少なく生

活しています。陽当たり、風通しは最

高なので、気持ちよく生活できます。

運動量が多く、お腹もかなり空くの

で、エサ代がかなりかかります。地面

はコンクリートや金網ではなく発酵さ

せた土なので、体の負担が減らせ、健康

に暮らせます。

　エサは非遺伝子組換え配合飼料

（NON-GMO）を使用し、酸化防止剤や

防腐剤などをほとんど使わない飼料を

選択しています。飼料の種類もより自

然なものに変更することにより質の高

い卵を作ることができ、相場に左右さ

れない付加価値の高い卵の販売が可能

となります。高品質の卵の秘訣はまだ

まだありますが、今回はこのくらいに

しておきます。最近スーパー等での店

頭販売も増え、 1 個120円の卵が飛ぶ

ように売れています。食の安全を意識す

る消費者が増加している表れです。平飼

いの導入により今後の利益の確保に大き

く貢献できることと期待しています。

■おわりに

　よろず支援拠点は、国が47都道府県に設置する中小企業、小規模事業者の方ための無料相談の場

です。経営者の皆様の様々な悩みをお聞きし、解決の糸口を見つけ出すお手伝いをしています。相

談したくても、同業者には聞けない、従業員にも聞けない、どうすればよいのか困った時は、是非

よろず支援拠点豊橋サテライトにご相談ください。10名のコーディネーターが誠意をもってお手伝

いをします。

　　　よろず支援拠点豊橋サテライト連絡先　TEL ０５３２－３９－７１１１（要予約）

よろず支援拠点豊橋サテライト　経営相談
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父様を説得していただき、過去 5年分の決算書を提示していただきました。そのうえで、事業承継

までの基本計画を作ることにしました。まずは過去の数値を 5 年分横並びにして比較決算書を作成

してもらいました。何回も来訪して頂き一緒に過去の数値を分析すると健太郎さんが今まで気付かな

かった経営の問題点を把握すること

ができ、少しずつ後継者としての自覚

も芽生えてきたようです。
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■財務分析による課題の抽出

　現在は多くの養鶏業者と同じケージ飼いでの採卵方法を取り入れていますが、これは、大量に採

卵することができる反面、相場の影響を強く受け売上高が毎年変動し、安定した売上の確保が難し

いようです。また、飼料費については売上単価が下がっても仕入単価は連動せず、結果として利益

を圧迫することになっていました。そこで、過去の青色申告決算書から飼料費（エサ代）、素畜費

（ひよこ代）、農薬衛生費（ワクチン代）を変動原価として抜き出し粗利率を計算しなおしました。売

上高の増加と原価の圧縮について様々な角度から考えられるケースの経営計画を策定し、分析検証

を重ねた結果、今後の経営課題は売上重視の経営から付加価値重視の経営への方向転換でした。

■経営改善への第一歩

　最近、健太郎さんは平飼いによる鶏の育成方法を取り入れました。「平飼いの卵」、たったそれだ

けで卵の味、質、力強さは大きく変わります。同じ水、同じエサ、同じ鶏、条件を同じにして、

ケージ飼いと平飼いという飼育環境だけ変えたら卵にどんな変化がでるか 1年以上テストし続けて

います。ほとんどのお客様が「全然違

うね」と言ってくれる平飼いとは、卵

の質を大きく変える飼育方法なので

す。鶏たちは55㎡×高さ 4 ｍのスペー

スを自由に動け、ストレスが少なく生

活しています。陽当たり、風通しは最

高なので、気持ちよく生活できます。

運動量が多く、お腹もかなり空くの

で、エサ代がかなりかかります。地面

はコンクリートや金網ではなく発酵さ

せた土なので、体の負担が減らせ、健康

に暮らせます。

　エサは非遺伝子組換え配合飼料

（NON-GMO）を使用し、酸化防止剤や

防腐剤などをほとんど使わない飼料を

選択しています。飼料の種類もより自

然なものに変更することにより質の高

い卵を作ることができ、相場に左右さ

れない付加価値の高い卵の販売が可能

となります。高品質の卵の秘訣はまだ

まだありますが、今回はこのくらいに

しておきます。最近スーパー等での店

頭販売も増え、 1 個120円の卵が飛ぶ

ように売れています。食の安全を意識す

る消費者が増加している表れです。平飼

いの導入により今後の利益の確保に大き

く貢献できることと期待しています。

■おわりに

　よろず支援拠点は、国が47都道府県に設置する中小企業、小規模事業者の方ための無料相談の場

です。経営者の皆様の様々な悩みをお聞きし、解決の糸口を見つけ出すお手伝いをしています。相

談したくても、同業者には聞けない、従業員にも聞けない、どうすればよいのか困った時は、是非

よろず支援拠点豊橋サテライトにご相談ください。10名のコーディネーターが誠意をもってお手伝

いをします。

　　　よろず支援拠点豊橋サテライト連絡先　TEL ０５３２－３９－７１１１（要予約）

よろず支援拠点豊橋サテライト　経営相談



　

■はじめに

　私が担当する支援の多くは、創業支援、経営計画作成支援、事業承継支援、会計帳簿等の作成支

援等です。その中でも、新しく事業を始めたいがどこから手を付ければよいかわからない、事業を

始めるにあたり開業資金はどのように融資を受ければよいのか、開業したものの税務署等に提出す

る届出書類は何が必要なのか、といった創業時の相談が大半を占めています。また、法人を設立し

たい、解散・清算をしたい等の相談や、決算書の見方を指導してほしい等、会計全般に関する相談

も数多くあります。

■相談に至った経緯

　私がよろず支援拠点豊橋サテライトのコーディネーターになって、3 年ほど経ちました。その

間、継続的に相談にお越しいただいている田原市にある宮本養鶏場様についてお話ししたいと思い

ます。

 最初によろず支援拠点に相談にお越しいただいたのは後継者である宮本健太郎さん（40代）、養鶏

業を営む経営者であるお父様（60代）からの事業承継についての相談でした。比較的早い段階での事業

承継への着手であり事業承継後の経営も見据えることができるタイミングであると思いました。

　事業承継に向けた準備をしていく中で初めにすべきことは、経営状況・経営課題等の把握です。

自己の事業の現状と事業承継に向けた課題を把握すること、つまり経営内容の見える化をすること

が大切です。それまでの健太郎さんは決算書すら見せてもらっていませんでした。これを機会にお

父様を説得していただき、過去 5年分の決算書を提示していただきました。そのうえで、事業承継

までの基本計画を作ることにしました。まずは過去の数値を 5 年分横並びにして比較決算書を作成

してもらいました。何回も来訪して頂き一緒に過去の数値を分析すると健太郎さんが今まで気付かな

かった経営の問題点を把握すること

ができ、少しずつ後継者としての自覚

も芽生えてきたようです。

■財務分析による課題の抽出

　現在は多くの養鶏業者と同じケージ飼いでの採卵方法を取り入れていますが、これは、大量に採

卵することができる反面、相場の影響を強く受け売上高が毎年変動し、安定した売上の確保が難し

いようです。また、飼料費については売上単価が下がっても仕入単価は連動せず、結果として利益

を圧迫することになっていました。そこで、過去の青色申告決算書から飼料費（エサ代）、素畜費

（ひよこ代）、農薬衛生費（ワクチン代）を変動原価として抜き出し粗利率を計算しなおしました。売

上高の増加と原価の圧縮について様々な角度から考えられるケースの経営計画を策定し、分析検証

を重ねた結果、今後の経営課題は売上重視の経営から付加価値重視の経営への方向転換でした。

■経営改善への第一歩

　最近、健太郎さんは平飼いによる鶏の育成方法を取り入れました。「平飼いの卵」、たったそれだ

けで卵の味、質、力強さは大きく変わります。同じ水、同じエサ、同じ鶏、条件を同じにして、

ケージ飼いと平飼いという飼育環境だけ変えたら卵にどんな変化がでるか 1年以上テストし続けて

います。ほとんどのお客様が「全然違

うね」と言ってくれる平飼いとは、卵

の質を大きく変える飼育方法なので

す。鶏たちは55㎡×高さ 4 ｍのスペー

スを自由に動け、ストレスが少なく生

活しています。陽当たり、風通しは最

高なので、気持ちよく生活できます。

運動量が多く、お腹もかなり空くの

で、エサ代がかなりかかります。地面

はコンクリートや金網ではなく発酵さ

せた土なので、体の負担が減らせ、健康

に暮らせます。

　エサは非遺伝子組換え配合飼料

（NON-GMO）を使用し、酸化防止剤や

防腐剤などをほとんど使わない飼料を

選択しています。飼料の種類もより自

然なものに変更することにより質の高

い卵を作ることができ、相場に左右さ

れない付加価値の高い卵の販売が可能

となります。高品質の卵の秘訣はまだ

まだありますが、今回はこのくらいに

しておきます。最近スーパー等での店

頭販売も増え、 1 個120円の卵が飛ぶ

ように売れています。食の安全を意識す

る消費者が増加している表れです。平飼

いの導入により今後の利益の確保に大き

く貢献できることと期待しています。

■おわりに

　よろず支援拠点は、国が47都道府県に設置する中小企業、小規模事業者の方ための無料相談の場

です。経営者の皆様の様々な悩みをお聞きし、解決の糸口を見つけ出すお手伝いをしています。相

談したくても、同業者には聞けない、従業員にも聞けない、どうすればよいのか困った時は、是非

よろず支援拠点豊橋サテライトにご相談ください。10名のコーディネーターが誠意をもってお手伝

いをします。

　　　よろず支援拠点豊橋サテライト連絡先　TEL ０５３２－３９－７１１１（要予約）
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　東海３県の景気は、緩やかに拡大している。

　最終需要の動向をみると、輸出は弱めの動きとなっている。設備投資は製造業

と非製造業の双方で増加を続けている。個人消費は、消費税率引き上げ後の反動

減がみられるものの、基調としては緩やかに増加している。住宅投資は持ち直し

傾向にある。公共投資は高めの水準で推移している。

　こうしたなかで、生産は弱めの動きとなっている。雇用・所得情勢をみると、

労働需給が引き締まっているほか、雇用者所得は改善を続けている。消費者物価

（除く生鮮食品）は前年を上回っている。

　先行きについては、高水準の企業収益と雇用者所得の改善を背景に設備投資と

個人消費の増加が続くなか、景気の緩やかな拡大が続くとみられる。

出所：日本銀行名古屋支店　2020年 1 月14日発表「東海３県の金融経済動向（2020年 1 月）」

2019年12月
東三河地区を中心に496企業

業種構成

調査時点
調査対象企業
業種構成

製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業 運輸業

各質問項目とも、判断ＤＩによる分析を行っております。
〈判断ＤＩとは〉
　　「良い(増加)」と回答した企業と「悪い(減少)」と回答した企業の構成比の差です。
　　全ての企業が「良い(増加)」と回答すればＤＩは100となり、
　　全ての企業が「悪い(減少)」と回答すればＤＩは▲100となります。

分析方法

企業数 161            60 　　　 　　76 　　　 　　61　　　　　 80 　　　 　　29 　　　　　　29

製造業

32.5%

卸売業

12.1%
小売業

15.3%

サービス業

12.3%

建設業

16.1%

不動産業

5.8%

運輸業

5.8%
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全業種ＤＩの推移 
（単位：％ポイント）

景況ＤＩの推移

当期

来期

景況

-20

-10

0

10

20

売上
収益

-20

-10

0

10

20

-20

-10

0

10

20

収益ＤＩの推移

売上ＤＩの推移

実績 見通し実績 見通し

実績 見通し実績 見通し

実績 見通し実績 見通し

前回調査
当期見通し (見通し)

▲ 13.7
▲ 10.1
▲ 10.3

1～3月

▲ 9.1
▲ 7.5
▲ 7.1

10～12月
(実績)
▲ 12.7
▲ 7.5
▲ 7.1

▲ 8.3
▲ 5.6
▲ 7.9

▲ 5.8
▲ 5.6
▲ 8.0

▲ 2.7
10.0
6.3

▲ 13.0
▲ 6.3
▲ 7.7

10～12月  
30年  

4～6月  
31年

7～9月  
2020年

1～3月  
31年

10～12月 1～3月 4～6月　　7～9月 10～12月 1～3月

10～12月 1～3月 4～6月　　7～9月 10～12月 1～3月

10～12月 1～3月 4～6月　　7～9月 10～12月 1～3月

　2019年10月～12月期の景況ＤＩについては、
前回調査時点より更に3.6ポイントの悪化。ま
た、売上ＤＩ・収益ＤＩについては、ともに前
回調査より数値変動が見られなかった。全体数
値において、前年同期と比較しても悪化してお
り、中小企業を取り巻く景況の厳しい現状が伺
える。
　
　業種別では、建設業にて景況ＤＩ・売上Ｄ
Ｉ・収益ＤＩの改善がみられたものの、それを
除く他業種の悪化要因が大きく影響し、前回調
査に続き更に全体ＤＩが悪化する結果となっ
た。特に、卸売業・小売業・サービス業での景
況ＤＩのマイナス幅が大きく、多くの事業者が
景気回復に不安を抱える様子が伺える。

　【2019年 7 月～ 9月期対比】
　景況ＤＩ  3.6ポイント悪化
　売上ＤＩ  変動なし
　収益ＤＩ  変動なし

　2020年1月～3月期見通しについて、景況Ｄ
Ｉ・売上ＤＩ・収益ＤＩの全てにおいて更に
悪化するとの見通しであり、景気先行きに不
安感を抱く企業が半分以上を占める結果と
なった。

　【各ＤＩ改善するとした企業の業種】
　景況ＤＩ　卸売業・サービス業
  売上ＤＩ  サービス業
　収益ＤＩ　サービス業・建設業

　消費税引上げ前後の駆け込み需要が落ち着
き、その落ち込みからの回復傾向は見られつ
つある。しかし、現在、中国を起点に発生し
た「新型コロナウイルス」によって幅広い産
業において影響が出ており、先行きに対して
不安視する動きも大きい。
　今後、「新型コロナウイルス」が経済に与
える影響に注視していく必要がある。

景況DIは悪化基調

景気先行きに不安感　
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調査先数

（単位：％ポイント）

製造業

景況ＤＩの推移 売上ＤＩの推移

収益ＤＩの推移 設備投資の状況

景況
売上
収益

販売価格
原材料価格
製品在庫
資金繰り

人手

実績 見通し

実績 見通し

実績 見通し

10

20

30

-30

-20

-10

0

1010

20

30

-30

-20

-10

0

10

-30

-20

-10

0

10

20

30

車両

その他

事業用土地建物

機械設備新増設

設備投資項目

事務機器

機械設備更改

（単位：％）

0.0% 　 　　　 50.0%　　　 　100.0%

 

ＤＩ値の推移
161

（見通し）

1～3月10～12月

（実績）当期見通し

前回調査

▲ 11.9

▲ 15.0

▲ 17.4

2.5

11.8

▲ 1.3

▲ 7.4

▲ 16.7

▲ 8.0

▲ 9.4

▲ 8.7

3.7

15.5

1.9

▲ 6.2

▲ 18.7

▲ 1.9

▲ 12.4

▲ 8.4

0.0

11.2

0.0

▲ 10.4

▲ 19.6

▲ 7.1

▲ 3.9

▲ 9.8

1.3

16.3

5.8

▲ 6.4

▲ 24.6

▲ 11.8

▲ 9.1

▲ 7.8

4.5

14.3

2.6

▲ 6.5

▲ 22.9

▲ 3.2

▲ 2.6

▲ 11.0

1.3

20.6

3.2

▲ 10.4

▲ 20.6

9.0

17.3

10.2

0.0

23.1

▲ 1.3

▲ 5.1

▲ 25.6

2020年

7～9月

30年

10～12月 4～6月

31年

1～3月

31年

景況ＤＩは、前回調査より6．1ポイント悪化し、依然マイナス基調である。
売上ＤＩは、ロープ製造業・食料品製造業での改善要因により、前回調査より3．0ポイント
改善した。また、収益DIでも同じくロープ製造業・食料品製造業での改善要因があったもの
の、それ以外の悪化要因が大きく、前回調査より0．3ポイント悪化した。
人手DIでは、前回調査に続き0．9ポイント改善されたものの、依然人手不足の厳しい現状
が続いている。
今後の設備投資予定では、今期と比較すると積極的な姿勢が伺える。
今後の見通しでは、景況DI・売上DI・収益DIの全てが悪化するとの不安感がある。

10～12月 1～3月 4～6月　　　7～9月 10～12月 1～3月 10～12月 1～3月 4～6月　　　7～9月 10～12月 1～3月

10～12月 1～3月 4～6月　　　7～9月 10～12月 1～3月

26.1%

25.5%

1〜3月期　実施予定

10〜12月期　実施

1～3月期実施10～12月期実施

5.6
16.8
9.3
3.1
5.0
0.0

6.2
16.8
10.6
1.9
1.2
0.6



17

ロープ製造業のＤＩ推移

金属製品製造業のＤＩ推移木材･木製品製造業のＤＩ推移

繊維製品製造業のＤＩ推移

食料品製造業のＤＩ推移

-70

-50

-30

-10

10

30

50

景況 売上 収益

-70

-50

-30

-10

10

30

50

景況 売上 収益

-10

10

30

50

景況 売上 収益

-10

10

30

50

景況 売上 収益

-70

-50

-30

-10

10

30

50

景況 売上 収益

-70

-50

-30

-70

-50

-30

10～12月　   1～3月　　　4～6月　　　7～9月 10～12月 10～12月　   1～3月　　　4～6月　　　7～9月 10～12月

10～12月　   1～3月　　　4～6月　　　7～9月 10～12月

10～12月　   1～3月　　　4～6月　　　7～9月 10～12月 10～12月　   1～3月　　　4～6月　　　7～9月 10～12月
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調査先数

（単位：％ポイント）

卸売業

景況ＤＩの推移 売上ＤＩの推移

収益ＤＩの推移 繊維品卸売業のＤＩ推移

景況
売上
収益

販売価格
仕入価格

在庫
資金繰り

人手

実績 見通し

20

30

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

-20

-30

-40

-10

0

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し

-60

-80

-40

-20

0

景況 売上 収益

ＤＩ値の推移
60

（実績）

▲ 22.2

▲ 27.0

▲ 19.1

4.8

17.4

14.3

▲ 4.7

▲ 11.1

▲ 27.3

0.1

▲ 3.0

6.1

16.7

18.2

▲ 13.7

▲ 10.6

（見通し）

▲ 26.2

▲ 8.1

▲ 9.8

8.2

9.8

6.6

▲ 9.9

▲ 9.8

▲ 28.4

▲ 18.3

▲ 13.3

0.0

6.7

11.7

▲ 11.7

▲ 13.4

▲ 33.3

▲ 18.3

▲ 8.4

3.3

6.6

16.6

▲ 6.7

▲ 15.0

▲ 26.3

▲ 13.1

▲ 8.2

4.9

14.8

18.0

▲ 8.2

▲ 8.2

▲ 22.9

▲ 19.7

▲ 16.5

4.9

6.6

1.7

▲ 0.1

▲ 3.3

当期見通し

前回調査

景況ＤＩは、前回調査より更に悪化しマイナス３３．３ポイントであり、マイナス域の幅は
大きい。
売上ＤＩにおいては、前回調査より５．２ポイント悪化し、更にマイナス域の幅を広げた。
収益ＤＩは、前回調査より若干悪化しマイナス８．４ポイントである。
繊維品卸売業DIでは、全項目が前回調査より大きく改善している。
今後の見通しからは、景況ＤＩは改善するものの、収益ＤＩは更に悪化するとの見通し
があり、景気回復への不安感が伺える。

10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 10～12月　 1～3月 4～6月 7～9月　 10～12月　 

1～3月10～12月31年

4～6月

31年

1～3月

2020年

7～9月

30年

10～12月
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調査先数

（単位：％ポイント）

小売業

販売価格ＤＩの推移

景況
売上
収益

販売価格
仕入価格

在庫
資金繰り

人手

20

実績 見通し

-40

-30

-20

-10

0

10

30

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し 実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

30

ＤＩ値の推移

景況ＤＩの推移 売上ＤＩの推移

収益ＤＩの推移

76

当期見通し

前回調査

▲ 10.2

3.8

▲ 1.3

1.3

7.6

3.8

▲ 11.4

▲ 14.0

▲ 23.1

▲ 14.0

▲ 19.2

0.0

5.2

1.4

▲ 12.8

▲ 11.6

（実績） （見通し）

▲ 31.6

▲ 21.0

▲ 22.3

0.1

6.6

▲ 5.3

▲ 15.8

▲ 18.4

▲ 22.4

▲ 14.5

▲ 9.2

7.9

9.3

▲ 2.7

▲ 15.8

▲ 15.9

▲ 31.5

▲ 14.5

▲ 15.7

2.6

7.9

▲ 1.3

▲ 17.1

▲ 17.1

▲ 19.5

▲ 9.1

▲ 10.4

0.0

3.9

1.3

▲ 14.3

▲ 15.6

▲ 25.0

▲ 9.3

▲ 11.8

2.6

7.9

0.0

▲ 15.8

▲ 18.4

景況ＤＩは、前回調査より９．１ポイント大幅に改善したものの、依然マイナス域の幅は大きい。
売上ＤＩは、前回調査より変動が見られなかったものの、依然マイナス域である。
収益ＤＩは、前回調査より６．５ポイント改善されたものの、マイナス９．２ポイントである。
資金繰りＤＩにおいては、前回調査より１．３ポイント改善されたものの、依然マイナス域の
幅は大きく、資金繰りの厳しい現状が伺える。
人手ＤＩは、前回調査より更に１．２ポイント改善したものの、依然人手不足の現状が続い
ている。
今後の見通しから、景況ＤＩ・売上ＤＩ・収益ＤＩが更に悪化するとの、大きな不安感が伺える。

10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

1～3月10～12月31年

1～3月

31年

4～6月

2020年

7～9月

30年

10～12月
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調査先数

（単位：％ポイント）

サービス業

景況ＤＩの推移 売上ＤＩの推移

ＤＩ値の推移

収益ＤＩの推移 ホテル・旅館業のＤＩ推移

景況
売上
収益

料金価格
材料価格
資金繰り

人手

20

30

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

景況 売上 収益

20

30

-30

-20

-10

0

10

20

実績 見通し

10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 10～12月  1～3月 4～6月 7～9月 10～12月

（見通し）（実績）

前回調査

当期見通し

▲ 24.6

▲ 14.7

▲ 14.7

0.0

8.1

▲ 13.1

▲ 37.7

▲ 11.7

▲ 1.6

▲ 1.6

▲ 5.0

5.0

▲ 15.0

▲ 31.7

▲ 6.5

▲ 1.7

▲ 5.0

0.0

5.0

▲ 13.1

▲ 36.1

▲ 9.7

▲ 6.4

▲ 8.1

▲ 1.6

9.7

▲ 17.7

▲ 32.3

▲ 6.5

3.3

4.9

1.6

8.2

▲ 16.3

▲ 32.8

31年

1～3月

31年

4～6月

2020年

7～9月

30年

10～12月

▲ 13.1

▲ 1.6

▲ 3.3

0.0

8.2

▲ 14.7

▲ 39.4

▲ 13.4

▲ 18.4

▲ 16.6

1.7

10.1

▲ 20.0

▲ 31.6

景況ＤＩは、前回調査より１２．９ポイント大幅に悪化し、マイナス２４．６ポイントである。
売上ＤＩにおいては、前回調査より大幅に悪化し、マイナス１４．７ポイントである。
収益ＤＩも、売上ＤＩ同様大幅に悪化し、マイナス１４．７ポイントである。
人手DIにおいては、前回調査より６．０ポイント悪化し、マイナス３７．７ポイントであり、今後更
に悪化するとの見通しから人手不足の深刻な状況が伺える。
ホテル・旅館業においては、売上ＤＩ・収益ＤＩにおいて改善が見られた。
今後の見通しは、今期の大幅な悪化要因を受けて、来期に対する景況回復への期待感が伺
える。

1～3月10～12月

61   
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調査先数

（単位：％ポイント）

建設業

工事施工高ＤＩの推移

受注残ＤＩの推移

景況
工事施工高

収益
請負価格

原材料価格
受注残

資金繰り
人手

30

実績 見通し

40

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

30

-20

-10

0

10

20

30

40

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し

0

10

-10

30

20

実績 見通し

ＤＩ値の推移

景況ＤＩの推移

収益ＤＩの推移

80

（実績）

1～3月10～12月

（見通し）

4.9

17.3

18.5

11.1

16.0

19.8

2.5

▲ 23.5

7.5

10.0

1.2

2.5

11.3

15.0

▲ 5.0

▲ 26.3

2.4

1.2

▲ 2.5

1.2

8.7

3.6

▲ 2.5

▲ 25.9

▲ 1.3

▲ 3.8

0.1

▲ 7.4

16.0

▲ 2.4

▲ 7.3

▲ 24.7

9.9

7.4

12.4

8.7

11.1

9.9

▲ 1.3

▲ 23.5

31年31年

1～3月

2020年

7～9月4～6月

30年

10～12月

5.0

7.5

7.5

5.0

12.5

10.0

▲ 3.7

▲ 27.5

1.2

3.7

▲ 2.4

0.1

11.1

0.0

▲ 11.1

▲ 21.0

当期見通し

前回調査

景況ＤＩは、前回調査より５．１ポイント改善し、プラス域を更に広げた。
工事施工高ＤＩは、前回調査より８．８ポイント大幅に改善され、プラス域を広げた。
収益ＤＩおいては、前回調査より３．７ポイント改善され、再びプラス域に転じた。
資金繰りＤＩにおいては、前回調査より２．５ポイントの悪化が見られた。
人手ＤＩは、前回調査より若干悪化し、マイナス２６．３ポイントである。依然マイナス域の幅
は大きく、人手不足の厳しい現状が伺える。
今期の、景況DI・工事施工高DI・収益ＤＩでの改善がみられたものの、来期見通しでは、収益
DIを除く、景況ＤＩ・工事施工高DIが再び悪化するとの見通しである。

10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月
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調査先数

（単位：％ポイント）

不動産業

景況
売上
収益

販売価格
仕入価格

在庫
資金繰り

人手

20

30

実績 見通し

30

40

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

-30

-20

-10

0

10

20

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し

ＤＩ値の推移

景況ＤＩの推移 売上ＤＩの推移

収益ＤＩの推移 在庫ＤＩの推移

29

当期見通し

前回調査 10～12月 1～3月

（見通し）（実績）

▲ 6.9

▲ 3.4

▲ 6.9

▲ 3.4

▲ 6.9

13.8

▲ 10.4

▲ 3.4

0.0

6.7

3.3

▲ 3.3

3.3

3.3

3.3

▲ 3.3

0.1

0.0

▲ 3.3

▲ 0.1

3.4

0.0

3.4

▲ 6.7

0.0

▲ 6.6

▲ 6.6

3.3

3.3

3.3

0.0

▲ 3.4

0.0

3.2

6.4

6.4

9.7

6.4

3.2

▲ 9.7

31年

1～3月

31年

4～6月

2020年

7～9月

30年

10～12月

▲ 6.9

▲ 3.4

▲ 6.9

▲ 6.9

▲ 6.9

17.3

▲ 10.3

▲ 3.4

▲ 13.3

10.0

▲ 3.3

6.6

13.3

0.0

▲ 3.3

0.0

景況ＤＩは、前回調査より悪化しマイナス６．９ポイントである。
売上ＤＩにおいては、前回調査より１０．１ポイント大幅に悪化し、マイナス域に転じた。
収益ＤＩは、前回調査より１０．２ポイント大幅に悪化し、再びマイナス域に転じた。
人手DIは、前回調査よりほぼ変わらずマイナス３．４ポイントであり、前年同期と比較す
ると改善されている。
今後の見通しでは、景況DI・売上DI・収益DIにおいて変動はなく、景気回復の停滞感が
伺える。

10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月
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調査先数

（単位：％ポイント）

運輸業

車輌稼働率ＤＩの推移

景況
売上
収益

輸送荷物量
車輌稼働率
運賃単価
燃料価格
資金繰り

人手

30

実績 見通し

30

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

-30

-20

-10

0

10

20

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し

ＤＩ値の推移

景況ＤＩの推移 売上ＤＩの推移

収益ＤＩの推移

29

10～12月 1～3月

（見通し）

▲ 7.0

6.9

3.5

6.9

6.9

10.4

34.5

▲ 6.9

▲ 24.1

10.0

▲ 3.3

▲ 10.0

▲ 6.7

▲ 6.6

9.9

40.0

0.0

▲ 36.7

13.3

3.4

▲ 6.7

13.4

3.3

16.7

30.0

▲ 6.7

▲ 50.0

19.4

12.8

3.2

12.9

6.4

6.5

22.6

0.0

▲ 25.8

▲ 6.5

9.7

▲ 3.3

16.1

6.4

3.3

38.7

3.2

▲ 19.4

（実績）

31年

1～3月

31年

4～6月

2020年

7～9月

30年

10～12月

▲ 7.0

▲ 10.3

0.0

▲ 10.3

0.0

10.4

24.2

▲ 6.9

▲ 20.7

0.0

0.0

6.7

3.4

▲ 3.3

0.0

23.4

0.0

▲ 36.7

当期見通し

前回調査

景況ＤＩは、前回調査より１７．０ポイント大幅に悪化し、マイナス域に転じた。
売上ＤＩは、前回調査より１０．２ポイント大幅に改善し、プラス域に転じた。
収益ＤIは、前回調査より１３．５ポイント大幅に改善し、プラス３．５ポイントである。
人手ＤＩは、前回調査より１２．６ポイント大幅に改善したものの、マイナス２４．１ポイントであり、
人手不足の深刻な現状が伺える。
今期は、景況ＤＩを除く多くの項目で改善が見られたものの、今後の見通しでは、売上ＤＩ・収益
ＤＩは悪化するとの見通しである。

10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月
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【信金中央金庫の調査項目に基づく】

   がましん景気動向調査の特別調査として「2020年（令和2年）の経営見通し」と題してアンケート調
査を行いました。（回答数：486先）

問1． 貴社では、2020年の日本の景気をどのように見通しているのかお答えくだ
　　　　さい。　

問２． 貴社では、2020年の自社の業況（景気）をどのように見通しているのかお答え
　　　　ください。

1.2%

1.0%

6.4%

7.8%

6.4%

40.9%

42.2%

7.8%

0.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

非常に良い

良い

やや良い

普通

やや悪い

悪い

非常に悪い

0.0%

0.2%

6.4%

54.5%

5.8%

6.4%

54.5%

32.5%

5.8%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

非常に良い

良い

やや良い

普通

やや悪い

悪い

非常に悪い

＜2020年日本の景気の見通し＞

＜2020年自社の業況の見通し＞
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問３． 2020年において貴社の売上額の伸び率は、2019年に比べておおよそどのくら　　
　　　　いになると見通しているのかお答えください。

問４． 貴社では、自社の業況が上向く転換点をいつ頃になると見通しているのかお
　　　　答えください。

＜2020年売上伸び率＞

＜消費税率引上げ前の見通しと比較した経営への影響＞

＜自社の業況が上向く転換時期＞

問５.  10月以降の貴社の経営は、消費税引上げ前の見通しと比べて、どのような影
　　　　響を受けていますか。受けている影響とその理由についてもお答えください。

＜悪い影響＞

・売上の減少　14.7％

・利幅の縮小　6.2％

・事務負担の増加　3.1％

・その他　0.2％

＜良い影響＞

・ポイント還元制度　1.7％

・食品等の軽減税率　0.4％

・自動車・住宅等の

　各種税制優遇措置　0.4％

良い影響
2.5%

変わらない
73.3%

悪い影響
24.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

0.0%

0.4%

2.5%

14.4%

25.7%

5.6%

2.5%

14.4%

49.8%

25.7%

5.6%

1.0%

0.6%

30％以上の増加

20％～29％の増加

10％～19％の増加

10％未満の増加

変わらない

10％未満の減少
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業況改善の見通しは立たない



　全業種における問題点では、１位が「売上の停
滞・減少」、２位が「同業者間の競争激化」となった。
多くの企業が売上を伸ばすことと、同業他社の動向
を注視している様子が伺える。
　また、３位の「人手不足」については特に運輸業で
顕著に表れており、今後いかにして人材を確保して
いくのかが課題となっている。
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全業種

製造業

卸売業 小売業

サービス業 建設業

不動産業 運輸業

今期 （％） 前年同期 （％）

1位 売上の停滞・減少 36.1 1位
同業者間の競争の
激化

33.9

2位
同業者間の競争の
激化

31.9 2位 売上の停滞・減少 31.5

3位 人手不足 26.2 3位 人手不足 26.3

4位 利幅の縮小 14.3 4位 利幅の縮小 19.0 今期 （％） 前年同期 （％）

5位 人件費の増加 11.5 5位 原材料高 13.7 理由 回答 理由 回答

6位 原材料高 10.7 6位
大手企業との競争
激化

9.7 1位 売上の停滞・減少 40.4 1位 売上の停滞・減少 28.2

6位
工場・機械の狭小・
老朽化

10.7 7位
工場・機械の狭小・
老朽化

9.5 2位 人手不足 24.8 2位 人手不足 27.6

8位 生産能力不足 8.1 8位 生産能力不足 9.1 3位
同業者間の競争の
激化

21.7 3位
同業者間の競争の
激化

23.7

9位
大手企業との競争
激化

7.7 9位 人件費の増加 7.7 3位
工場・機械の狭小・
老朽化

21.7 4位 利幅の縮小 23.1

10位
販売納入先からの
値下げ要請

6.7 10位
販売納入先からの
値下げ要請

7.5 5位 利幅の縮小 14.9 5位 原材料高 20.5

今期 （％） 前年同期 （％） 今期 （％） 前年同期 （％）

1位 売上の停滞・減少 46.7 1位 売上の停滞・減少 39.4 1位 売上の停滞・減少 51.3 1位 売上の停滞・減少 45.6

2位
同業者間の競争の
激化

30.0 2位
同業者間の競争の
激化

33.3 2位
同業者間の競争の
激化

40.8 2位
同業者間の競争の
激化

36.7

3位 利幅の縮小 18.3 3位 利幅の縮小 25.8 3位
大型店との競争激
化

22.4 3位
大型店との競争激
化

22.8

4位 人手不足 16.7 4位 取引先の減少 15.2 4位 人手不足 19.7 4位 利幅の縮小 20.3

5位 取引先の減少 15.0 5位 人手不足 13.6 5位 利幅の縮小 14.5 5位 人手不足 17.7

今期 （％） 前年同期 （％） 今期 （％） 前年同期 （％）

1位 売上の停滞・減少 32.8 1位 人手不足 44.3 1位
同業者間の競争の
激化

45.0 1位
同業者間の競争の
激化

42.0

1位 人手不足 32.8 2位
同業者間の競争の
激化

37.7 2位 人手不足 35.0 2位 人手不足 33.3

3位
同業者間の競争の
激化

29.5 3位 売上の停滞・減少 31.1 3位 売上の停滞・減少 23.8 3位 売上の停滞・減少 25.9

4位 人件費の増加 23.0 4位
店舗の狭小・老朽
化

14.8 4位 利幅の縮小 16.3 4位 材料価格の上昇 16.0

5位
店舗の狭小・老朽
化

11.5 5位 人件費の増加 13.1 5位 材料価格の上昇 12.5 5位 利幅の縮小 13.6

今期 （％） 前年同期 （％） 今期 （％） 前年同期 （％）

1位
同業者間の競争の
激化

37.9 1位
同業者間の競争の
激化

48.4 1位 人手不足 55.2 1位 燃料価格の上昇 54.8

1位 商品物件の不足 37.9 2位 商品物件の不足 35.5 2位 燃料価格の上昇 41.4 2位 人手不足 38.7

3位 売上の停滞・減少 20.7 3位 売上の停滞・減少 25.8 3位
同業者間の競争の
激化

31.0 3位
同業者間の競争の
激化

35.5

4位 利幅の縮小 17.2 4位
大手企業との競争
激化

19.4 4位 人件費の増加 13.8 4位 売上の停滞・減少 16.1

4位 問題なし 17.2 5位 利幅の縮小 16.1 5位
運賃単価の値下げ
要請

10.3 4位 利幅の縮小 16.1
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令和2年1月31日現在
店 舗 一 覧

　店舗　（ATM稼動は、平日・土曜日・日曜日･祝日稼動　  ◇印のみ平日稼動 ）

蒲郡市　(市外局番 0533)    名古屋市　(市外局番 052)
本店営業部 神明町4-25  68-2121 東郊通支店 昭和区白金一丁目15-7 871-3701

◇蒲郡市役所出張所 旭町17-1  67-2014 瑞穂通支店 瑞穂区瑞穂通二丁目40-1 851-7311

三谷支店 三谷町七舗158  68-3131 名古屋南支店 南区豊三丁目2-1 692-3811

形原支店 形原町下屋敷27-1  57-2181

西浦支店 西浦町南馬相27-1  57-2176

大塚支店 大塚町柴垣52-1  59-7131     岡崎市　(市外局番 0564)
鶴ヶ浜支店 拾石町宮前37-2  68-1315 緑丘支店 緑丘二丁目9-1 53-1321

三谷北通支店 三谷北通四丁目47-1  69-2161 岡崎南支店 羽根西新町2-16 53-8771

太陽の家支店 形原町北浜28-5  57-1115 岡崎北支店 堂前町二丁目2-3 25-6311

八百富支店 新井町3-21  67-1171 岡崎駅東支店 柱曙二丁目3-5 58-3671

豊橋市　(市外局番 0532)    西尾市 (市外局番 0563)
豊橋支店 広小路二丁目6-2  52-8101 しもまち支店 下町神明下52-2 55-0222
花田支店 花田一番町78  31-3196 幡豆支店 西幡豆町池下2-1 62-5315
旭支店 舟原町1-1  54-9146
南栄支店 南栄町字空池59-4  45-4195
牟呂支店 東脇二丁目16-15  32-1231    幸田町 (市外局番 0564)
東田支店 上地町140-2  62-6111 三ヶ根支店 幸田町大字深溝字中池田50 62-6011
曙支店 曙町字測点145  46-7281
岩田支店 中岩田二丁目1-6  63-1311
前田南支店 前田南町二丁目7-1  53-5201    豊川市 (市外局番 0533)
大清水支店 南大清水町字元町215-1  25-5331 豊川支店 中央通五丁目12-1 85-1161
鷹丘支店 忠興一丁目5-17  63-1316 豊川北支店 三蔵子町一里塚48-1 84-5161
多米支店 多米中町一丁目1-1  63-6861 蔵子支店 蔵子六丁目11-21 89-4481

国府支店 国府町流霞1 88-451161 6811
御津支店 御津町西方日暮6 1 75-3101

飯村支店 飯村南二丁目29-11 -
御津支店 御津町西方日暮6-1二川支店 大脇町字大脇53-17  41-5454
小坂井支店 伊奈町新屋70-9 78-3571橋良支店 柱二番町82  48-5011

佐藤町支店 佐藤四丁目1-1  64-9011

   新城市 (市外局番 0536)
新城支店 字東入船121番地3 22-2211

    田原市　(市外局番  0531)
田原支店 田原町稗田76-1 22-1131

渥美支店 福江町堂前50-6 33-0511  静岡県 湖西市 (市外局番  053)
湖西支店 静岡県湖西市鷲津1062-17 575-1211

　店舗外キャッシュサービスコーナー　  （ATM稼動は、平日・土曜日・日曜日･祝日稼動　◇印のみ平日稼動 ）

　　信金共同ＡＴＭ
　アピタ蒲郡店 　　豊橋駅 　　おしろタウンシャオ

　◇豊橋市民病院

　蒲郡市民病院 　　ドミー渡津店

　フィール蒲郡店 　　イオン豊橋南店
　蒲郡元町出張所 　　アピタ向山店
　 　　スーパーアツミ山田店

　イオン蒲郡店 （名古屋市）

蒲郡市  　　　豊橋市 西尾市
ＪＲセントラルタワーズ/桜通口

ＪＲセントラルタワーズ/スカイシャトル

（名古屋市）

中部国際空港セントレア（常滑市）



蒲郡信用金庫 地域振興部
TEL（0533）69-6273  FAX（0533）69-5431




