一般社団法人

■ 機械設計技術者試験
■ 派遣元責任者講習
詳細はホームページにてご確認ください。
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年頭所感
経済産業省製造産業局

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、新型コロナウイルスが全世界に激震をもたら
した一年でした。新型コロナウイルス感染症でお亡くな
りになられた方々のご冥福をお祈り申し上げるととも
に、健康面や生活面などで影響を受けておられる方々に、
心からお見舞い申し上げます。また、産業界の皆様から
は、医療・生活物資の増産など、様々な形で貢献いただ
いており、改めて敬意を表し、感謝申し上げます。
この未曾有の危機を乗り越えるため、私たちは、生活
様式のみならず、産業構造や社会システムを転換させて
いかなければなりません。これは大変なことであると同
時に、大きなチャンスでもあります。特に、「グリーン
社会」への転換、「デジタル化」、サプライチェーンの再
構築をはじめとする「レジリエンス」の強化について重
点的に取り組んでいく必要があります。
昨年、我が国は「2050 年カーボンニュートラル、脱
炭素社会の実現を目指す」ことを宣言致しました。
「グ
リーン成長戦略」に基づき、洋上風力産業、水素産業、
自動車・蓄電池産業などの各分野での取組に加えて、
各分野を支える産業機械・装置についても取組を進め
ていく必要があります。世界でも、先進国を中心に多
くの国や地域がカーボンニュートラルの旗を掲げて動
き出しています。カーボンニュートラルの実現は、経
済成長の制約ではなく、むしろ成長戦略そのものです。
あらゆる政策を総動員し、経済と環境の好循環を実現
してまいります。
また、デジタル社会の急激な進展への対応も不可欠で
す。非接触や非対面といった「新たな日常」の拡大や、
地政学的リスクや自然災害等の不確実性の高まりに対応
し、我が国製造業の国際競争力を強化する観点からも、
デジタル技術は一つの重要なツールです。
産業機械業界においては、昨年、様々なデジタル技術
を活用した動きが見られました。製造現場へのロボット
導入や IT 活用による工場の自動化や遠隔監視の導入の
加速に加え、立ち会いや据え付け業務のオンライン化、
遠隔での機械の保守・予防保全サービスの提供、オンラ
イン・ショールームやウェブ展示会の展開など、新たな
可能性が拡がりました。
また、近い将来、製造現場においても、５G 等の通信
技術の本格活用も見込まれます。生産ラインの柔軟性を
高め、仮に不測の事態が生じた場合にも、製品の増産や
代替生産等を容易にする可能性が拡大します。これを実
現すべく、研究開発をはじめとした取組を進めてまいり
ます。
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産業機械課長

玉井

優子

さらに、コロナ禍を背景とした自動化・遠隔化への
ニーズは、ロボットやドローンを取り巻く環境も大き
く変化させています。従来の工場の人手不足や生産性
向上に対応したロボット等のデジタル技術の活用のみ
ならず、物流や小売業等でのロボット導入や、インフ
ラ点検や離島物流、災害対応でのドローン活用など、
新たな技術の活用の場が拡大しています。より豊かな
社会を実現していくためにも、ロボットを導入しやす
い環境の構築や、セキュリティの確保されたドローン
の普及を進めてまいります。また、
「空飛ぶクルマ」
についても、2025 年の大阪関西万博での活用を目標
に、制度整備や社会実装を進めてまいります。
今回のコロナ禍では、サプライチェーンの脆弱性が
顕在化しました。第３次補正予算案で閣議決定された
国内投資促進の補助金を活用し、生産拠点の集中度が
高い製品などのサプライチェーン強靱化を進めてまい
ります。
さらに、米中の技術覇権争いを背景とした米中の輸
出管理の動向も注視が必要です。産業界の皆様に、タ
イムリーに情報を発信してまいりたいと思います。産
業界の皆様におかれましては、自社のサプライチェー
ン上のリスクの把握など、海外市場におけるビジネス
が阻害されることのないよう万全の備えをお願いいた
します。仮に、サプライチェーンが不当に分断される
ようなことがあれば、経済産業省が前面に立って産業
界の皆様をサポートしてまいります。
福島の復興は、継続して経済産業省の最重要課題の
一つです。昨年、
「福島イノベーション・コースト構想」
の中核となる福島ロボットテストフィールドが全面開
所致しました。地域の新たな雇用や取引拡大につなが
り、ロボット産業・ドローン産業を育む拠点となるこ
とを期待しております。
日本の製造業は、急速に変化し続ける環境の中で、
複雑で困難な課題に多く直面しています。しかし、そ
れらに果敢に取り組みイノベーションを続けること
で、成長を続けられると確信しております。引き続き、
皆様の現場の生の声をお伺いし、それを政策に活かし
ていきたいと考えております。
本年が、皆様にとって素晴らしい１年となること
を祈念いたしまして、新年の御挨拶とさせていただ
きます。

年頭所感
一般社団法人日本機械設計工業会

令和３年年頭にあたり、ひと言ご挨拶させていただき
ます。
昨年は、我が国のみならず全世界において、新型コロ

会長

森

彰

大切であったか、家族や友人と気兼ねなく語らえること
がいかに幸せなことであるかを教えてくれたようにも思
います。

ナウィルスという目に見えない敵との戦いに明け暮れた

時間を元に戻すことはできません。我々がこのコロナ

一年となってしまいました。残念ながらこの戦いは年が

禍から学び取り糧とすること、また次の世代に伝えなけ

改まった令和３年も続いてゆくものと思われます。コロ

ればならないことは数多く残されているでしょう。先行

ナ禍が終息するまでの間、私たちは気を緩めることなく、

きが見通しづらい時代にあり、さらにベールを被せられ

また希望を持つことを忘れずに日々の生活にあたってゆ

てしまった現状ではありますが、人類はその英知を結集

かなければなりません。

させ世界的な疫病に打ち勝ってきた歴史があります。

工業会における昨年一年を振り返ってみても、会員の

医療関係者、研究者の方々はその重責を担う宿命を

皆様にご参集いただく総会、理事会が中止となり、４月

持っているでしょう。一方で我々機械設計業界は、新型

の緊急事態宣言発出による本部事務局、および各支部事

コロナウィルスを駆逐するためにできることは残念なが

務局における休業、派遣元責任者講習の中止など、まさ

らそれほど多くありません。それは他の多くの業界でも

に災害時に匹敵するような出来事が続きました。そのよ

同様でしょう。直接的に新型コロナウィルスの治療薬、

うななか、令和２年度機械設計技術者試験を全国１７会

治療法の助力はできない我々は、究極的には一人一人が

場で予定通り開催することができたことは、まさに暗闇

感染を予防することで医療従事者の負担を軽くする、そ

に差し込んだ一条の力強い光となり、困難な状況でも希

して目の前にある仕事に邁進する、それら目には見えな

望を持ち続け精進すれば必ず道は開ける。そんな大きな

いような細い糸でも、多くの人が持つ思いや努力が撚り

確信を得られる貴重な経験となりました。

合わさることで、新型コロナウィルスに打ち勝つための

もちろん日々新型コロナウィルス感染者数が報告され

大きな「力」に繋がってゆくのではないかと考えます。

る中での試験実施は、運営に携わった全員が薄氷を踏む

例年とは異なるかたちで迎える新年であることは間違

思いであったことは想像に難くありません。試験を無事

いありません。それでも下を向くことなく常に希望を

に実施するのみならず、そこからの感染は絶対に阻止し

もっていれば必ず道は開ける。それを信じて皆様ととも

なければならないという重大なミッションを課せられた

に歩んで参りたいと思います。

状況でした。運営にご協力いただいた皆様には改めて御
礼申し上げます。

益々のご指導ご鞭撻をお願い申し上げまして新年のご
挨拶とさせていただきます。

また受験生の皆様にも新型コロナウィルス感染拡大防
止にあたって数多くのお願いをさせていただきました。
これらを真摯に受け止めご理解いただかなければ、試験
の無事終了は得られなかったものです。受験に当たって
体調不良の方は来場自粛のお願いをしており、実際に自
粛をしていただいた方も少なくなかったものと推察いた
します。厳に自制的なご判断をいただいた皆様には、団
体を代表して心からの感謝と敬意を表するとともに、来
年こそは体調万全で試験に臨んでいただけるようお祈り
申し上げる次第です。
このコロナ禍は、人命や財産など人類にとって甚大な
損害を残しました。一方で、何事もない日常がどれほど
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関東支部
だ よ り

機械設計技術者試験無事終了

▲大正大学入口１

▲キャンパス

「新型コロナウィルスの影響により・・・」この枕

らざるを得ないものと想像しますが、私たちの試験で

今日この頃、新型コロナウィルスの影響により、厳重

きれいに使いまた後片付けもきちんとする、など長年

詞には耳にできたタコの耳にさらにタコができそうな
な感染防止策が施されるなか１１月１５日（日）全国

１７会場で本年度機械設計技術者試験が実施されまし
た。

東京会場は例年お世話になっている東京都豊島区に

ある「大正大学」を使わせていただきましたが、なん

といっても今年は新型コロナウィルスの影響により会
場借用ができるのか心配しておりました。ご担当者に

の信頼関係を築けた結果でもあるのかと考えておりま
す。

そんな信頼関係を損なわないよう、試験実施にあたっ

て示された新型コロナウィルス対策マニュアルに基づ
き、万が一にも感染者を出さないよう当日は係員の皆
さんに運営に当たっていただきました・・・

と、ここまでは例年の東京会場の報告ですが、今年

確認したところ、感染予防措置に協力をいただければ

は本部事務局の異動に伴い門前は本部事務局詰めの担

大正大学では各教室の机配置が前・後期によって微

成８年３月１０日（日）、この週から工業会における門

問題なし、とのことでまずは一安心。

妙に変わるため、試験前２か月ぐらいを目途に一度下
見をさせていただいております。１０月中旬、下見に

伺った際、教壇には飛沫拡散防止のアクリル板の衝立、
手指消毒薬の各教室配
置、 さ ら に 移 動 式 サ ー

キュレーターの設置と

前の勤務が始まりました。訳が分からないままいきな
り休日出勤を言い渡され、本部事務局で電話番を務め
ることになったのでした。それからの２０年以上、ほ

とんど東京会場の運営に当たってきましたので、久し

ぶりに本部事務局で試験日を過ごすことになりました。
とはいえ幸か不幸か大正大学は門前の住まいのある

場所のため、朝７時前に準備のため会場に向かいまし

きました。

あたりはまだ暗くまた冷え込みも厳しい夜明け前、道

万が一にも施設貸出

しによるクラスター発
生などあればマスコミ
に大学名が出てしまう
といった大きなリスク
を 伴 い ま す。 従 っ て 貸
▲大正大学入口 2

当となりました。実は平成７年度第一回試験である平

万全の感染対策が施さ
れていることも確認で
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は毎回運営に携わっていただいている皆さんが教室を

出しにも当然慎重にな

た。天気予報では日中ぽかぽか陽気とのことでしたが、
行く車もヘッドライトを灯して走っています。守衛さ
んに挨拶を済ませまずは立て看板の設置。ほどなくし

てお見えになった検温作業の統括にあたっていただく
Ｙ社長、検温の実働部隊にあたっていただく派遣スタッ

フさん５名との打ち合わせを始めます。皆さん検温さ
れたことはあれど、他人を検温するのは初めてとのこ

とで少し緊張されたご様子でしたがしっかりと作業に

当たっていただきました。

なかった貴重なご意見です。健康管理士の資格を持つ

ではありましたが、東京会場を含めた各会場でも大き

ちらでも大きな差が出ることはない」とのこと。次回

普段と異なる作業や手順が増えたなかでの試験運営

なトラブルなく試験を終えることができました。運営

にお手伝いいただいた皆さんにまずはお礼を申し上げ
ます、ありがとうございました！

Ｓ社長によると「非接触検温器の検温では額と手首ど
以降は「手首部分で、より近接させて検温」していた
だくようにお願いしたいと思います。

試験実施から２週間が経過し、幸いにして試験が原

例年関東支部では各試験会場で気づいた部分などを

因となった感染事例はなかったことがようやく明らか

でもなく感染防止に関する部分の報告が主なものとな

忍んでいた関係者の方も多かったと思いますが、私自

話しあい、次回以降の運営に役立てています。いうま

りました。他支部で会場運営に当たられる方もお読み
になるかと思いますので、情報共有の意味をこめてご
紹介しておきたいと思います。

北海道会場：１１月中旬ともなると雪が降り始める

寒さで、そのなかでの換気は神経を使った。窓に近い

受験生が寒そうにしていないか注意をしながら換気を
実施。検温や手指消毒も含めて問題なく運営できたと
思う。

となりました。息をひそめながら２週間をじっと耐え
身もようやく深呼吸ができた心持ちでおります。

春先以降の感染拡大、緊急事態宣言、時々刻々事態

が深刻化するなか、団体として今年の試験を「実施す

るのか、中止にするのか」という決断を迫られました。
そして実施を決断することによって、運営を手伝いい
ただく皆さんに対しては、暗黙のうちにゼロではない

感染リスクも受け入れてもらうお願いをすることに
なってしまいました。

漏れ聞いた話によると、ご家族から「できれば今年

東京会場：３級来場者のピーク時間（１１時半過ぎ）

のお手伝いは控えて欲しい」とお願いされた方もいらっ

が検温エリアに達して会場に入れない状況が発生した。

ようにお考えのお身内も少なくなったのではないで

に１階エレベーターホールで渋滞が起こり、その渋滞

各人の感覚によってエレベーターの密を避ける行動が
原因（４人しか乗らない。逆に十数名が乗ってぎゅう

ぎゅう詰めなど）。今後は具体的に「エレベータは〇人
まで搭乗ＯＫ。おしゃべりは控えてください」の張り

しゃったそうです。口には出さなかったけれど、同じ

しょうか。そのような中でお手伝いいただいた皆様に
は重ねて感謝申し上げます。本当にありがとうござい
ました。

「令和２年の試験はフェイスシールドかぶって受験者

紙を掲示、同時に低層階の受験者には階段を使うよう

検温したんだよね～」「そうそうあの年は、夏もマスク

埼玉会場：窓のない教室を使用するため常時ドア開

いつの日にかそんな笑い話になってくれることを祈

な表示をしたほうがよい、との意見が出された。

放で換気に注意した。非接触型検温器の数値が低く表

示されていたため、会場の検温器を使用して代用した。

してて熱中症で倒れるかと思ったわ（笑）」
りつつ。

今回はぶっつけ本番で各会場検温に当たっていただ

くことになりました。検温器自体の使い方は簡単なも
ので迷う場面もなかったかと思いますが、表示される
温度はどう見ても低すぎるといった状態に。実は検温
器はひとつひとつ温度補正を行ったのですが、電池を

外してしまうとせっかく打ち込んだ補正情報がクリア
されてしまうことが試験当日判明したのです（ボタン
電池が内蔵されておらずデータ保持機能がない）。

現場で臨機応変に当たっていただいた係員の皆様に

は誌面を借りてお詫びを申し上げます。大変申し訳あ
りませんでした。また、今回検温に当たっていただい

た皆さんからの感想を聞いたところ「額に検温器を近
づけることに抵抗があった」「おでこにぶつけてしまい

そうで怖い」などがありました。実施前には想定でき

▲教室内
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中部支部
だより①

今年度第 1 回運営委員会 ～ ミニコンサート ♪
今回の中部支部だよりは、前半を株式会社ケィテッ
ク 代表取締役 金子一夫様、後半を事務局のリレー
方式で掲載させて頂きます。

記させて頂いたのは、1987（昭 62）10 月となって
録によると、弊社が㈳日本機械設計工業会に入会

います。
当時、名古屋市南区の雑居ビルにて小さな設計事務
所として事業展開をしていましたが、確か当時タマ技
研の大場さんと中央エンジニアリングの中尾さんの両
名の訪問を受け、入会を薦められ、その年の暮でした
か名古屋城近くの三の丸会館にて支部の集まりに参加
させて頂き、すばらしい団体に加入出来たものだと喜
び、感激したことを昨日のように思い出します。
その後、設計工業会は、①社団法人（現一般社団法人）
化②会員各社の福祉向上のための厚生年金基金の設立
③日本における技術者の社会的ステータスを上げるた
めの資格試験の実施の 3 本柱として、活動を続け、社
会的使命を果たしつつ今日に至っていると思います。
ところで、昨今の世界的感染まで広がったコロナ禍
において、中部支部の運営委員会開催もままならず、
やっと 10 月 8 日開催の運びとなりました。
設計工業会の在籍は長いものの、さしたら貢献もせ
ずに、支部長および会員の皆さまには日頃から何かと
心配りをしていただき、お世話になるばかりです。
本年 1 月 14 日以来の運営委員会の連絡を受け、当日
会員の方々とお会いすることを楽しみにしつつ、慰労
と日頃のお付き合いを感謝して、ミニコンサートをサ
プライスできないものか事務局と相談し、時間のやり
くりを何とかして頂きました。
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演奏者は社内で行うイベントの際に依頼する「名古
屋セントラル交響楽団」所属のメンバーの 3 名で、ヴァ
イオリン、ピアノおよびカホン（打楽器）による演奏
でした。（金子記）

金を頂き、「目の前での生演奏！なんて素敵！」と
子社長よりサプライズプレゼントの演奏会のお話

感動したのも束の間、あら？もうすぐ委員会？委員会
の時間って既に会場に予約済、えっ？時間を延ばせる
のかしら？それより会場で楽器演奏は大丈夫なのかし
ら？？などなど幸せモードの頭の中は急転直下の展開
に。
ですが、このコンサートのためにこの日があったと
いうくらい、全てがスムーズに導かれていきました。
本来は会議室なので楽器演奏は駄目ということでした
が、偶然にも委員会開催の時間帯は他の部屋が全て空
いていたので、演奏ＯＫとのこと。開始時間も早める
ことができました。
委員会の会議も無事に終了。また交響楽団の方々の
ご協力により楽器持込も短時間でスムーズに。そして
いよいよ待ちに待った「ミニコンサート」が始まりま
した。「演奏プログラム」にもあるように、クラシック
メドレーから始まり、目前でのヴァイオリン、ピアノ、
お楽しみ楽器は、シンバル、カホン（椅子のような打
楽器）と、コロナ禍の状況を忘れさせてくれる素晴ら
しい演奏に癒されました。40 分のいう時間はあっとい
う間に流れていきましたが、心に残る大切な時間とな
りました。
「ミニコンサート」をプレゼントして下さった金子社
長、心温まる演奏をプレゼントして下さった「名古屋
セントラル交響楽団」の高嶋様、佐藤様、塚田様に感
謝申し上げます。

九州支部
だ よ り

～

令和２年－九州支部・各事業運営を通して
（2020 年そして 2021 年を考える…）

～

以下、１０月から現在までの九州支部・現状報告を

まとめました。

◆≪九州支部の活動：１０～１２月分≫
①【試験・関連事業】

※今回は令和２年度の試験実施決定が遅めで確定し、
その後

関連事業の最終準備を進める事となりま

したが、九州地区では例年と違う対応を多数求め
▲試験会場 1

激動の１年間だった、といっても大げさではなかっ

た 2020 年も終わり 2021 年・令和３年を迎えました。
ちょうど１年前の今頃

九州支部活動を振り返ってみ

られた年になり、またその中で今後の新たな課題
も改めて見えてきました。

⇒『支部・試験講習会』について…

ると、支部運営委員会を実施し会員の方々と会ったり、

〔１〕来場者数に適した、コロナ対策を行える講習会

後、状況がどんどん厳しくなり関東のみならず九州で

〔２〕上記を守りつつ、受講者を一定数・確保する事。
（今

派遣元講習の開催準備に追われていた頃でした。その
も例年の実施事業を次々に中止・延期する事となって
いきました。

場の設営・対応を徹底する事。
後の長期継続の為。）

その時の事は鮮明に思い出されますが、感覚として

前回、対面講義以外の講習（WEB 等）実施の希望が

短期間の間に数々の変化が目まぐるしく起こり、新

した。

は随分昔の事のようにも感じます。

たな生活・活動様式への順応を求められ続けた、過去
経験したことがない事ばかりの年でした。

出てきていて、今後検討出来ればと書かせてもらいま
実際、今回のコロナ体験を考えると、この形式も現実
的に視野に入れなければならないかと思います。
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そして、対面でも WEB でも基本・収益を得られる開催
講義形式でなければいけません。

今後、講習会を更に充実した内容にし、尚且つ継続出
来る形を作っていく事。

まだまだ課題は多いと感じつつ、何か良い方法はない
か現在も模索中です。
②【

機械設計技術者試験

】

令和２年の九州地区－技術者試験は、例年と違う変更
や追加作業が多い年となりました。

〔１〕３会場が例年の施設を使用出来ず、直前に新規
施設探しと再申請を行う事となった。

▲サーマルカメラ＋消毒液

〔２〕新会場を使用する為、施設担当・試験スタッフ

と０から当日運営の手順を作り直し、事前確認・
打合せを再度

各会場毎に行った。

〔３〕コロナ対策－事前準備を支部でも行い、会場・
スタッフ双方に詳細依頼を伝え対応を徹底して
もらった。

今回は使用会場も事前準備も、初めての事ばかりが集

〔３〕施設によって、試験運営方法を細かく指示して

くる所もありその分スタッフに負担がかかる場
合、各地区毎のサポート体制－作成等が必要

③【派遣元責任者講習】

中した為、その分、実際の当日・運営時の改善点も見

現在、派遣元講習は夏以降も、開催すると申込状況が

運営案として、2020 年の経験は今後、役立つものにな

する事が続いています。

えてきました。

るのではないか、と思います。

〔１〕非接触体温計の使用方法の詳細説明や、精度の
改善（これが悪いと受付が結果、密や渋滞にな
り対策の意味がない。）

〔２〕コロナ対策備品で、実際に使う必要なもの・特

受付時から好調で小規模ながら、毎回すぐに定員に達

▼【令和２年１０月・大分】

…予定：４０名

⇒結果：３４名

▼【令和２年１１月・福岡】 …予定：４０名

⇒結果：３５名

に必要なかったもの・別に必要なもの…等の再

九州支部では年度末までに講習会開催を現在予定して

の違いが細かく出た為。）

と思います。

確認を地域ごとに実施する（会場毎に、使用率

いるので、そちらも順調に申込が今後来てくれれば、

-------------------------------------------------------作成依頼を受け、原稿をまとめている中

り今年も１ヶ月を切ったのかと感じました。

12 月に入

厳しい寒さとなった 2020 年の年末を終え、2021 年

はまたどのような１年になるのか？

今後も色々な事が起こりそうな予感をヒシヒシ感じ

つつも、それでも良いスタートを切れるようにしなけ
れば！と思います。

会員の皆様方にとっても今年が、良い１年になりま

8

▲試験会場 2

すように…。

関西支部
だ よ り

コロナで時代が動いた。次世代を睨んで
近鉄エンジニアリング株式会社

武内 弘光

人類の歴史は様々な事象がきっかけとなり、時代が

３、設計ツールである３D-CAD において世界プラント

大災害などがそのきっかけとなりうるが、コロナウィ

（通称Ｅ３D）を導入した。それによりお客様や海

社会生活が変わり、経済の仕組みが変わり、私ども

管理を実現していく事が可能、しかしその活用に

変わって行く。圧倒的な指導者・戦争・発明・そして
ルス感染症も時代を動かす原動力になったと考えます。
の業界でも考えなかった在宅によるリモートワークを

一気に普及させた。また、人の動きが抑止された社会
は航空機や飲食業ならびに観光地に大きなダメージを

与え、その抜本的な復調の兆しと活路はいまだに見え
ません。

市場で需要が高まっている AVEVA

Everything3D

外拠点との３D-CAD データ同期構築や連携・維持
は高度な知識と経験を合わせ持つ専門人材を育成

する必要がある。よって継続したトレーニングの
受講や配管部品カタログデータなどのアドイン購
入にも投資していく。

経済復興に不可欠とされている新型コロナ感染症ワ

４、新規事業でもある道路開発案件の現地調査も視野

社（米国）、アストラゼネカ社（英国）で開発が終わり

での現地調査、スケッチ時間が大幅に短縮される

クチンの開発は欧米を中心にファイザー社、モデルナ
生産に移っていると報道されています。ノババックス
社（米国）は武田薬品工業と提携し日本国内でワクチ
ン開発と生産を行っていることもメディア報道の通り
です。

しかし、そのワクチンも効果には個人差があり、世

に３D スキャナーを導入した。高所、狭所、暗所

のと、スケッチデータは高精度になる。何より危
険個所への立ち入りを抑止でき、社員の安全に繋
がる。

上述の次世代への投資とそれによる効果はどこまで

界中の人々が摂取し、感染症減少効果を得るには相当

実現できるのか、大事なこと、それは投資はスタート

はまだまだ収束の見通しが経ちません。

ては行けないということ。

の時間が掛かると考えられます。やはりコロナ感染症

コロナ感染症の影響を鑑み、弊社でも様々な施策対

応してきました。しかし結果は前年対比想定内の落ち

でありゴールではない。よって直ぐに収益結果を求め
１０年後２０年後は今の想像を遥かに超える時代変

化が有るかも知れません。

目先の収益は大変重要だが、経営者は未来予想図を

込みに踏み留まっているものの、減収減益は避けられ

描き、そのための投資を行う。また、それを受継ぎ運

と考えています。

と考えます。

ません。来年度も本業である設計業は厳しく推移する
これからの時代は経営の攻守にメリハリをつけ、投

用実行して行く優秀な従業員の育成が益々大切になる

コロナで大きく時代が動いた今、良くも悪くもこの

資と削減を行っていく事が大切です。

時代に経営者ならびに技術者の一人として新たな視点

それに相乗りし、10 年後 2030 年の世界、いやそれに

は生涯忘れえぬ経験をしていることと実感している。

コロナ感染症で世界が新たな時代に動くのであれば

留まらず 30 年後 2050 年の世界を想像し、次世代に繋
がる投資を行うチャンスが来たと捉えたいと思ってい
ます。

を持つことが出来た。今の時代を生きている事、それ

							
			

１、身近なところでは社員採用には会社案内が 24 時間

閲覧可能な様に WEB 化し、一次はリモート面接と
する。

２、経済産業省が推進しているデジタルトランスフォー

メーション（DX）、経営コックピットの可視化経
営システム（VMS）の導入。将来は弊社業種と AI
や IOT、ビッグデータ、５G などのテクノロジー
と融合し、新たな事業分野を開拓投資していく。
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中部支部
だより②

わが社の名物 (!?) 社員紹介
前回ＫＩＳＥＴＵ１２４号で紹介させていただいた

㈱タグトータルの大津留さんは、前職が大手ＣＤショッ

プにお勤めという異色の経歴をお持ちでした。今のお
仕事とは縁遠いものと思いがちですが、顧客に対する

接客の姿勢など現在でもその経験が活かされている
……そんな貴重なお話を伺うことができました。

さて続く第２回目となる今回も中部支部から「ママ

さん機械設計技術者がいるよ！」と竹田設計工業㈱さ
んから情報をお寄せいただきました。ご登場いただく
のは、岡崎事業部
おやま

岡崎事業所に所属する大山

恵（お

めぐみ）さん（年齢はナイショ）。育児とお仕

事の両立、同じ立場で悩んでいる方にもヒントになる
お話が聞けそうです。

KISETU（以下 K）：お忙しいところ今日はお時間をい

Ｋ：え！

車メーカーでは、車が走るときのバンパー

からエンジンルーム内の空気の流れまで計算をしてい
るんですか？

それはすごい、世の中知らないことっ

て一杯あるものですねぇ……気を取り直して、入社の
きっかけを教えください。

大山：大学（機械を専攻）の教授に進路相談したので

すが、そのときに竹田設計工業を勧められました。い

ろいろ話を聞いていくうちに「面白そうな会社だな」
と思って入社を決めました。

Ｋ：育児をされながら働いている頑張り屋さんとお伺

いしています。差し支えなければ、子供さんの年齢、
家族構成をお聞かせください。

ただきありがとうございます！新型コロナウィルス感

大山：子供は３人です。上から、長男（小５）、長女（小

声は大きめで進めたいと思いますのでよろしくお願い

ヤ楽しくしてます。

染防止のためちょっと距離を取らせていただきます、
します。

大山：バレーボールで声出しは慣れていますので大丈
夫です（笑）！

Ｋ：それは心強い！ではまず、竹田設計工業さんのア
ピールポイントを聞かせて下さい。

１）、次女（年中）の５人家族で、毎日ワイワイガヤガ

Ｋ：我が家は女の子２人ですがなかなかハードでした

（笑）。お子さん３人は大変さもあるでしょうけれど、
みんなで過ごす時間はやっぱり楽しいですよね。
大山：はい（笑）。

大山：総合エンジニアリング会社として、「航空・宇宙

分野」、
「自動車分野」、
「一般産業分野」、
「試作開発分野」
など多種多様な技術分野で、日本を代表するメーカー

のモノづくりを、弊社固有の技術力で企画・構想、設計、
解析から量産を視野にいれた試作品製作などで応えて
しています。

Ｋ：入社されて何年目になりますか？今のお仕事の前
にどこかお勤めの経験は？

大山：新卒で入社して１７年、以来竹田一筋です！（笑）
Ｋ：現在のお仕事内容を教えてください。
大山：自動車の CAE 解析に携わっています。主に、バ
ン パ ー ～ エ ン ジ ン ル ー ム 内 の 風 の 流 れ を Simcenter
STAR-CCM+ で再現し、通風性能の向上などを検討し
ています。
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児に家事
仕事や育
です！
全力投球

Ｋ：家庭とお仕事を両立する上でストレスもあるかと
思います。その解消法があれば教えてください。

大山：やっぱりお酒とおしゃべりが一番のストレス解
消法です！

誰かにグチを聞いてもらったり、ママ友

の腕がかなり上がっているので、そこは二重丸です！
あとは、長女は自分の髪の毛を上手に結んで、自分

の身支度もしっかりやってくれるので、とっても助かっ
ています。

にアドバイスをもらったりと、有り難いことに一人で

Ｋ：みんなで協力しあう仲のよいご家庭が目に浮かび

イムをとってチームでリラックスする時間を作ってい

レンジしたいですか？

悩むことが少ない環境にあります。会社でもお菓子タ
ますね。似たような味のお菓子は CAE さながら、成分
表みて分析してみたり。面白いもので男性の方が新作
のお菓子に目がないかもしれません（笑）
Ｋ：ご趣味はなにかありますか？

ます！では次に大山さんは今後どのような仕事にチャ

大山：解析はどんどんソフトが進歩しているので、新

しいソフトを試すのが好きですね。そして、他の分野
との連成解析にチャレンジして、もっとたくさんの人
と関わってみたいと思います。

大山：ママさんバレーのチームに参加しています。週

2 で体を動かしているので今も筋肉痛だったりします。
部活並みの運動量です p(^-^)q これもストレス解消の

Ｋ：これから育児と仕事の両立をしたいと考えている
方に、アドバイスやコツなどをお願いします。

ひとつになっているかもしれません。それと車好きな

大山：産休明けの挨拶で、「定時までしか働けません」

力性能を見ていると仕事モードになってしまいますね

当たり前でしたが、保育園のお迎えとかなど考えると

家族なので、F1 観戦に毎年行っています。車体の空
（笑）。今年は行けなくてとっても残念です。

Ｋ：私が結婚したころは（〇十年も前のことですが）
結婚＝寿退社という方程式がありまして（笑）結婚後
に働き続ける女性は、社内結婚などごくごく一部の方

でした。今は、寿退社という方は少ないかと思いますが、
結婚、出産にあたって仕事は続けるという結論をすぐ
に出せたのですか？

大山：そうですね、結婚の話の中で、子供を産んでも、

仕事は辞めないという話し合いはしていましたので、
３人目を授かっても退職したいとは思いませんでした。

と言ったのを今でも覚えています。１人の時は残業が

時間が限られてくるので、1 日のスケジュール（ToDo
リストなど）をキチンと立てて管理するようになりま

した。あとは、自分のできる範囲を周りに伝えること
や、仕事をお願いするときは、内容を明確にして丁寧
に伝える・・・かな？もちろん、自分自身の出来るこ
と・出来ないことをしっかり判断する力がまずは大事
になってくると思いますね！

Ｋ：その他、同業で働く皆さんも目を通す工業会会報
誌「KISETU」に掲載されるとき、これは伝えたいとい
う事があればお願いします。

むしろ、家にずっと居られない性分なので、１年も産

大山：特別ありませんが、このコロナ禍で仕事の連携

い！！」ってなっちゃいますネ。

もできないことがあるのだ・・・と頭を切り替えて、

休に入ったら「働きたい！」「自分だけの時間が欲し

Ｋ：共働きということで、大山さんの努力は勿論のこ
とですが、やはりご主人、ご家族、そして職場の皆さ

んの協力が必要だと感じられますか？もし、よろしけ

がとりにくくなっているので、今まで出来ていたこと
お互いの仕事の支障がなるべく少なくなるように頑張

るしかないかな？と思います。あとは、コロナに負け
ないよう健康第一で頑張りましょう！

れば、ご家族からの協力で、一番助かっていると思う

Ｋ：今日はお忙しいなか時間をいただきありがとうご

大山：実は私、朝が得意ではないので、夫がお弁当担

結婚、出産を経験されたママさん機械設計技術者の

ことがあれば、それも教えてください。

当になっています（ありがとうネ）。ただ、お弁当箱の
中はギューギューに詰められて……

あ、でも卵焼き

ざいました！

活躍は、女性技術者の大きな励みになることでしょう。
大山さんのますますのご活躍を期待しております！
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中四国支部
だ よ り

令和３年度の通常総会・観光案内
松村

令和２年度の通常総会は九州の博多で開催される予

どこを見ても

“素晴らしい！！” の一言ですが，主

定でしたので，年１回他支部の会員の方とお会いでき

に正面の山に巨石，銘石をつみ重ねて築かれた【仙神

ナウイルスの流行により，残念ながら中止となりまし

岡山県の【日尾山八幡神社】の幹回り２．８ｍの御神木

ることを心待ちにされていたと思いますが，新型コロ
た。							
						

令和３年度は当支部担当で，グランドプリンスホテ

ル広島で開催することで進めておりますが，新型コロ
ナウイルスの第３波に見舞われており，“本当に総会は

開催できるのかな” と心配しつつこの原稿を書いてい

ます。しかし，英国ではワクチンの使用が認可された
との報道もありますので，総会は開催出来ると信じ準
備をしています。		

とは言え，これまでの総会の様にフルバージョンの

開催は難しいのではないかと，支部運営委員会で相談

し講演会と懇親会の余興はしないことになりました。
また，翌日の懇親グルフは屋外プレーのため実施し，

観光については各人で観光して頂くことになりました。
					

そこで，広島近郊の観光名所につきご紹介したいと

思います。広島には世界遺産の宮島と原爆ドームがあ
りますが，これらは皆様も一度は見学されたと思いま

すので，広島の観光名所の穴場とも言える【仙石庭園】
をご紹介します。					
					

仙石庭園は全国でも希な石を主役とした庭園であり，

を使った歴史的建造物で，内部には色鮮やかな銘石，
原石，希石が陳列されており，さながら石の美術館，

博物館と言えます。詳細は誌面の関係で割愛しますが，
先ずは仙石庭園にお越しになり，その素晴らしさを見
て頂きたいと思います。園内にはボランティアガイド
の方がおられ，全国からどうやってこれだけ多くの巨

石，銘石，巨樹を集められたか等の秘話や，石の成り
立ちを聞くことができます。				
			

本 KISETU １２５号を作成するに当たり仙石庭園を

取材に行きましたが，ボランティアガイド長の長尾さ
んが手杓持参で園内を案内して下さりました。“松村さ
ん

石の本当の美しさはこれなんですよ！！”

つつ手杓で石に水を掛けられました。と

と言い

どうでしょ

う水の掛かった所だけ色が変わり，その鮮やかな変化
には本当に感動しました。本誌がカラー印刷で無いの
が残念です，ぜひ本物を見て頂きたいと思います。
							
					
仙石庭園の入場料は７００円 / 人

（２０人以上の団体：６００円 / 人）

			

アクセスは下記です。				

を見事な石庭に造営されました。

						

１９９０年のバブル崩壊後日本庭園は荒廃の一途を辿

送迎バス
							

当 初 は 職 員 の 保 養 場 所 と し て 造 園 を 始 め ら れ，

り，次々と集まる全国の銘石，巨石及び奇石を用いて

がら石の巨大さ，美しさ，種類の多さ，組石の妙，滝

と池の配置等が楽しめ，心が洗われる癒しの場所と
なっております。					
							

リムジンバス

広島空港

晴らしい巨石，巨樹の庭園となっています。回遊しな

タクシ−

JR

広島駅

更に見学道には巨木が植栽され，全国に類を見ない素

タクシ−

白市駅

１万５千坪の庭には日本全国から巨石，銘石を集め，

仙石庭園

れ今や名実共に日本一の石庭となりました。広大な

帰り

開園当初は【西の仙石庭園・東の清澄庭園】と言わ

タクシ−

						

						

れておりましたが，令和２年に更に５千坪を増設さ

JR

西高屋駅

規模を拡大されたそうです。				

ホテル

仙石庭園

西高屋駅

広島駅

行き

征三氏 が２０年の歳月と私財を投じ，１万坪の荒れ地

大滝】と庭園入口左にある【神石殿】です。神石殿は

総会会場ホテル

東広島市に在住の医療法人社団ヤマナ会の創始者 山名

12

記

参加人数が多数の場合は，小型バスを別途手配する事

も考えておりますので，多数のご参加をお願いします。
						

他の観光案内は，令和３年４月に発行予定の「令和

３年度通常総会開催案内」でご案内します。		
							
				

▲燕子花と富士山

▲神石殿遠望

▲伊予青石

▲巨石，銘石の石組

時は今
五月の雨に
生きる石

▲京都紅賀茂石

▲五色の仙神大滝

▲富士山遠望

▲神石殿

▲神石殿内部（陳列棚）

▲神石殿内部（陳列棚）

▲神石殿内部（陳列棚）
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機械設計技術者試験
機械設計技術者試験は、安全で効率のよい機械を経済的に設計する機械設計技術者の総合能力を認定し、機械設計技術者
の技術力向上と社会的評価の適正な確立を図り、我が国機械産業の振興に寄与することを目的としています。また、平成
１０年度より追加された３級は、主に新人技術者、学生の技術水準を適正に評価することを確立し、機械設計技術者認定制
度を機械設計技術者のほぼ全域をカバーした資格制度に発展させることを目的としています。

◆ 1 級試験実施の概要、および科目
機械及び装置の基本仕様決定に必要な計算、構想図の作成等の基本設計業務を行なえる能力に達した技術者を対象とした
試験を行ないます。
１級試験科目時間割（試験時間 ９：３０～１６：３０）
※年度によって科目の組み合わせが変更になる可能性があります。
時間

科目

第 1 時限

9：30 ～ 11：40

設計管理関連課題、機械設計基礎課題、環境経営関連課題

第 2 時限

12：40 ～ 14：40

実技課題（問題選択方式）

第 3 時限

15：00 ～ 16：30

小論文

１級試験科目
設計管理関連課題

機械設計に関わる管理・情報等に対する知識

機械設計基礎課題

機械設計の基本となる計算課題を含む知識

環境経営関連課題

機械設計の管理者として必要な環境・安全に対する知識
設計実務に関わる計算を主体とした問題が複数出題され、その中から指定された
問題数を選択して解答

実技課題
（問題選択方式）
小論文

出題テーマから１つ選択し ､1200 ～ 1600 字程度の論文を作成

[ 実技課題 ]
出題数

６題

4 題選択

◆ 2 級試験実施の概要、および科目 ※令和 3 年度から科目改定の予定
基本設計に基づき、機械及び装置の機能・構造・機構等の具体化を図る計画設計業務を行なえる能力に達した技術者を対
象とした試験を行ないます。
※年度によって科目の組み合わせが変更になる可能性があります。
第 1 時限

時間

9：30 ～ 11：40

科目
・機械要素設計分野
・熱流体分野

・メカトロ分野
第 2 時限

第 3 時限

14

以上、３科目はマークシート方式（一部記述式）

12：40 ～ 14：40

・力学分野

15：00 ～ 16：30

・環境安全分野
以上、３科目はマークシート方式（一部記述式）
応用・総合は記述式解答方式

・材料・加工分野

◆ 3 級試験実施の概要、および科目
※年度によって科目の組み合わせが変更になる可能性があります。
時間

第 1 時限

12：00 ～ 14：00

第 2 時限

14：20 ～ 16：20

科目
機構学・機械要素設計、流体工学、工作法、機械製図
全科目、マークシート方式
材料力学、機械力学、熱工学、制御工学、工業材料
全科目、マークシート方式

◆受験に必要な実務経験年数
実務経験年数
1級

最終学歴
直接受験

工学系

大学院・大学・高専専攻科

５年

短大・高専・専門学校

７年

高校・その他

２ 級
取得者

2 級取得後、
翌年から受験
可能

１０年

2級
直接受験

3 級取得者

3年

2年

5年

4年

7年

6年

3級

実務経験不問

※１級直接受験の場合、当団体指定の職務経歴書を提出していただき受験資格審査を受けていただく必要があります。

◆１級直接受験手続き方法
1. 職務経歴書の提出→ 2. 審査料支払い→ 3. 資格審査→ 4. 審査結果報告→ 5. 受験資格承認→ 6. 受験申請（WEB 申請）です。
・当団体指定の職務経歴書の入手方法
原則、工業会ホームページ http://www.kogyokai.com/ に接続しダウンロードして下さい。
或いはご希望により ＦＡＸ・郵送でも対応させていただきます。
配布期間：工業会ホームページをご覧下さい。
・提出方法

郵送・宅急便・スキャナで画像化して Ｅ メール送付可
提出期間 ：工業会ホームページをご覧下さい。

・資格審査料

５，５００ 円（税込み）（支払方法は別途マニュアルにて）（※令和２年度 参考）

※資格審査料は、資格審査が承認されない場合も返金されません。
※支払手数料等は、審査提出者の負担です。
・審査結果通知方法
審査料の入金を確認次第、速やかに審査を行い原則 Ｅ メールで通知、ご希望により ＦＡＸ・郵送でも対応させてい
ただきます。その際、承認された者には「承認 No」を同時に通知いたします。
・審査結果の有効期限
当年度から翌々年度まで

◆各級の受験料 （※令和 2 年度 参考）
1級

33,000 円（税込み）

2級

22,000 円（税込み）

3級

8,800 円（税込み）
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URL http://www.nr-shuppankai.co.jp
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験

技術者試

機械設計

解答編→ P18

機械設計技術者試験過去問題

せんか
してみま
問題

1

平成２１年度１級 環境経営より問題

「環境債務」に関する以下の文章の空欄を埋めるのに最も適切な語句を，下記の語句群から選び，その番号
を解答欄に記入せよ.

今日，企業の間では，環境リスク管理に関する新たな対応が求められている. 2010年は会計基準の変更で，不動産に

関する「環境債務」の計上が義務付けられるとともに，改正
環境債務とは， 不動産の環境に関する

B

を将来処理する

A

も施行されるからだ．

C

全般をさす. 2010年4月から企業の会計基準が変更

され，環境債務の計上が義務付けられる(「資産除去債務に関する会計基準」である). 将来施設や建物の建て替え，解
体・撤去，売却，また，その敷地を売却する際，土壌汚染， D
現状回復が必要となる. こうした費用を債務と捉え， H

浄化費用だけでなく，汚染
K

必要とする

I

や浄化後の

J

」は企業の

〔語 句 群〕

1. 調査費用

11.アスベスト

や契約で

G

などの

と損益計算書に記載せねばならないのである. なお，汚染

を

L

上も役立つ．一部企業の聞では，す

で公開している. また，財務諸表へ計上するところも出ている. 環境リ

O 強化の条件にもなって来ている．

2. 不動産

6. 意思決定

F

の環境リスクが透明化でき，投資や売買の評価に役立つ. また，自社の重要資産の環境リスクを把握

でに土壌汚染を始めとした環境債務を， M
N

は

費用もふくまれるこのように，環境債務が計上されれば， G

して置く事は，経営責任を全うする上で非常に重要であるばかりか，経営の
スクの「

E

， PCBなどの

7. 浄化処理

12. 貸借対照表

3. 費用

4. 負の遺産

8. 法令

5. 土壌汚染対策法

9. 環境報告書

13. 競争力

10. 見える化

14. 有害物質

15. モニタリング

平成２１年度３級 工作法より問題
問題

2

工作法の中で最も頻繁に利用される加工法が切削加工である．切削加工法には様々な形態があるが，す

べて切削の共通の特性に基づいて実施されている.
る.
よ.

次の文章は切削の基本的事項に関して述べたものであ

文章中の空欄に最適と思われる言葉を下記の語句群から選び，その番号を解答用紙の解答欄にマークせ

ただし全文にわたって重複使用は可である.

(1) 切削加工のメカニズムは以下のとおりである．切削工具が一定の切込みを保ちながら工作物の中を進むと，工作物
内部で材料の破壊が起こり，次々に切りくずとして分離されていく．これが切削機構である．破壊が発生する面を【
A 】面，これが切削方向となす角度を【 B 】角という .
える．

この角度が大きなほど一般的に切削状態は良好であるとい

(2) 切りくず形態は，工作物の破壊・分離状態によってき裂形，むしれ形，せん断形，流れ形の 4 つに分類できる．このうち，
流れ形切りくずの発生している時が，【 C 】の問題はあるものの最も安定した切削状態であるといえる．このような
加工条件は切込みを【 D 】，切削速度を【 E 】，工具のすくい角を【 F 】することで実現できる．

(3)切削工具は，工作物を切削することで【 G 】を受けることになる.

良好な切削状態では，この力は【 H 】なる.この

力は3つの分力に分解でき，旋削作業では工作物の回転方向の分力を【 I 】といい， 3分力中最も大きな分力となる.

(4)工具刃先に被削材の一部が変質硬化して，層状に付着したものを【 J 】といい，軟鋼，黄銅，ステンレス鋼，アルミ
ニウムなど【 K 】の切削時に生じやすい.
の再結晶温度以上になるようにする.

これらを防止するためには，切削速度を【 L 】 し，切削温度が被削材

(5) 切削に要する動力は，最終的にはそのほとんどが熱になる．熱によって切りくず，工具または被削材の温度を上昇

させるが，【 M 】に流れる熱エネルギーが最も高い．また，切削条件のうち，切削温度に最も影響が大きいの
は【 N 】である．

〔語 句 群〕
① 主分力

② 送り分力

③ 切りくず処理

④ 切りくず

⑪ 速く

⑫ 遅く

⑬ せん断

⑭ 構成刃先

⑥ 延性材料

⑦ 脆性材料

⑧ 切削抵抗

⑨ 大きく

⑤ 切削速度
⑩ 小さく
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問題編→ P17

機械設計技術者試験過去問題

解答

平成２１年度１級 環境経営の解答
問題

1

解説

今日，企業は環境問題に正面から本気で取り組んでいかなければ，業績にも大きく影響を及ぼしかねない.
企業は社会に役立つ商品を売り、適正な利益を上げる事が社会的使命であり、そこに存在価値がある。
しかし、その事業活動の裏で、数々の環境汚染を引き起こしてきたことも事実としてある。例えば、土壌汚
いま世界規模で大きな環境問題は温暖化である. 温暖化をもたらす，いわゆる温暖化ガス(温室効果ガス)
染やＰＣＢ、アスベストなどの有害化学物質による汚染で、「負の遺産」と呼ばれる。これらが表に出る機会
は6種類が削減対象になっている. この中で，二酸化炭素(CO2) がその60%を占め，温暖化ガスの代名詞と
はあまりないが、不動産の建て替えや解体、売却、敷地の売却の際、所有者が浄化処理をしなければなら
なっている.
ない。処理費もばかにならない金額になる。これが「環境負債」である。利益を減らすばかりか、もし隠ぺい
今回の問題では，TVや新聞などに頻繁に出てくるCO2にまつわる用語を10個取り上げた．用語の意味を正
が発覚すれば、売却先と訴訟問題になるうえ、企業イメージを損なうことになる。経営上、真摯な対応が
しく理解し，温暖化ガス削減に鋭意取り組んでほしい.
求められる。
解答

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

4

5

6

11

8

2

10

7

3

1

平成２1 年度３級 工作法の解答
問題

2

解説

問題にあるように，切削加工は各種工作法の中で最も多く使われているために，本試験でも必ずと言って

よいほど，毎年出題されている.

ここでは，すべての切削加工法に共通となる切削理論について述べたものとなっている.

(1)は切削機構， (2) は切りくず， (3) は切削抵抗， (4) は構成刃先， (5) は切削温度に関しての説明文であ
る．理論と言っても，実際理論を知らなければ，より精度のよい加工，より効率的な加工のための切削条件
を設定できないわけであるから，設計者としてもこの程度の知識は備えておくことが望ましいといえる.
解答

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

⑬

⑬

③

⑩

⑪

⑨

⑧

⑩

①

⑭

⑥

⑪

④

⑤

URL http://goo.gl/VcdGUg

工業会会員専用 過去問セット 購入フォーム
定価 4,000 円のところ 10％ off の各 3,600 円（会員割引適用）で購入可能
平成 15 年度以降の過去問題は（一社）日本機械設計工業会のホームページ https://www.kogyokai.com/exam/past/ に掲載されています。
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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、
事業主の皆さまのご協力をお願いします
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の概要
主に以下2つの条件に当てはまる方に休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、 休業実績に応じて支給する制度です。
なお、事業主の負担はありません。

① 令和2年4月1日から12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させた
中小事業主に雇用される労働者

② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

「支給要件確認書」の記載について ~事業主の皆さまへご協力のお願い~
休業支援金・給付金の支給に当たっては、労働者が申請する際に申請書に添付する「支給要件確認書」に、休業の事
実などを証明いただく必要があります。
円滑な支給のため、「支給要件確認書」の記載についてご協力をお願いします。
《注意事項》
●

この支給要件確認書の記載は、休業支援金の支給要件を確認するためのものであり、 労働基準法第26条の休業
手当の支払義務の該当性について判断するものではありません。

●

申請には労働保険番号が必要です。農林水産の一部の事業を除き、労働者を1人でも 雇用していれば、業種・規
模を問わず労働保険の適用事業となり、手続を行う必要があ るものです。

●

労働者が休業支援金の支給申請をしたことのみを理由として、当該労働者の解雇や雇止め、労働条件の不利益変
更などを行った場合、労働契約法に照らして無効等となる場合があります。また、業務上の合理性なく能力や
経験とかけ離れた程度の低い仕事を命 じることや仕事を与えないこと等は、職場におけるパワーハラスメント
に該当する場合があります。
休業支援金の申請に関する職場のトラブルについて~労働者の皆様へ~
休業支援金の申請に関連して、解雇、雇止めなど職場のトラブルなどがあれば、総合労働相談コーナーにご相談
ください。
同コーナーは、全国の都道府県労働局や労働基準監督署などに設けられており、解雇、雇い止め、配置転換、賃
金の引下げ、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野の労働問題について、ワンストップで相談の受付
等を行っています。

休業支援金に関するお問い合わせは
■お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120-221-276

月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15

その他、休業支援金に関するQ&Aや、申請書等は厚生労働省HP特設サイト (下記URL)に掲載しています
(「休業支援金」等で検索ください)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
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談

役

代表取締役
相

名誉会長
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明けましておめでとうございます

〒650-0033

谷 野 友 孝
̲

̲

星

照 幸

thoshi@hmdinc.co.jp
http://www.hmdinc.co.jp/

取 締 役 会 長 平手 久徳
山田 香織
代表取締役社長

拠点 犬山・静岡・豊田・東京・福岡・浜松・滋賀

松 尾 達憲

株式会社メイプルソフト

代表取締役
社
長

5
3
2
0
2
0
7

̲

http : //www.daisetsu.jp/

代表取締役会長

広島市西区楠木町 丁目 番 号
Ｋフラット１Ｆ

5
3 M1
2
0
10
2
0
17
5

‒
‒
‒
‒
https://www.maple-soft.co.jp
E-mail : partner@maple-soft.co.jp

0 0
8 8
2 2

toshikazu.matsuno@matsuai.jp
www.matsuai.jp

松 野 敏 和

〒733０００２

̲
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8 8市
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と今後の予定
派遣元責任派遣元責
任者講習
者講習 の 実施状況
の 実施状況と今後の予定
[一般社団法人 日本機械設計工業会
主催分]
[一般社団法人

日本機械設計工業会

主催分]

当団体の派遣元講習は、大都市圏だけでなく地方都市でも開催多数。
受講のお申し込みは一般社団法人日本機械設計工業会ホームページからお願いします。

最新の日程等は必ずホームページにてご確認下さい。

⇒

http://www.kogyokai.com/

東京都中央区新川2丁目6番4号新川エフ2ビルディング4階
名古屋市中区丸の内2丁目14番4号エグゼ丸の内ビル6階606号室
大阪市北区芝田2丁目3番19号東洋ビル本館3階312号
東広島市黒瀬切田が丘1丁目16番6号
八幡西区引野

編集後記
この編集後記は令和２年が終わろうとしている１２月半ばに書いています。この時点で「明るい」ニュースとい
えば、新型コロナウィルスに対するワクチンがさまざまな国やメーカーから発表され一般に使われ始めたというも
のです。一方で菅首相の決断によりＧｏＴｏキャンペーンが年末年始にかけて一時中止されるというニュースが昨
日（12/14）飛び込んできました。「一時中止など生ぬるい、もう一度緊急事態宣言を出して人の移動を制限すべ
きだ」「ＧｏＴｏキャンペーンが感染の第３波を引き起こしたのだ」などなど、庶民からいろいろな声も聞こえて
きます。首都圏ではアルコールを提供する飲食店の時短営業が呼びかけられ、一年で最も売り上げを稼げる時期に
真逆の結果をもたらす要請を受け入れるか否か頭を悩ます店主も多いとのこと。年が改まると、延期されていた東
京２０２０に向けたカウントダウンがふたたび動き出します。どのような結論になるのかわかりませんが、すべて
において重大な決断が求められる一年になることは間違いなさそうです。「あのときの決断は間違っていなかった
ね」そう思える令和３年になってくれることを今は祈りましょう！
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Webサイトでベルト・プーリの
設計検討が出来ます！
● 選定計算機能 ● レイアウト計算機能
【サイトまでの手順】
①

ホームページアドレス
②トップ
③タイミングベルト
④ゴムベルト
⑤選定サイト

お知らせ

ロックプーリ S
Sタイプ
タイプ
タイ
プ 3D-CAD データ公開開始！
データ公開開始！！
データ公開開始
キャデナス・ウェブ・ツーキャド（株）社のサイトにてタイミングプーリ 標準・追加工タイプ
に加えロックプーリの 3D-CAD を公開開始しました。是非ご活用下さい。(2012 年 3 月〜）
【サイトまでの手順】
①

ホームページアドレス

http://www.tsubakimoto.jp
②トップ

③プーリ

④タイミングプーリ

⑤3D-CAD

対象品
●ロックプーリ (NEW)

●ロックプーリ (NEW)

● 標準プーリ（PX、台形歯形）
Y

Y

ｘ

ｘ

ｚ

Y

ｚ

PT30P8M25AF-SS2622

PT24P8M25AF-SS2617

ｚ

● 追加工プーリ
（画面上に表示される形番そのまま当社への手配可能です。）

Y

ｘ

PT30P8M25AF-KJ LKD1-H25-J8

ｚ

ｘ

PT30P8M25BF-KJ LKD1-H25-J8

※ロックプーリは S タイプのみの掲載となります。
図面データ（CAD データ）はキャデナス・ウェブ・ツー・キャド ( 株 ) の CAD 図面ライブラリーサイト「PARTcommunity」へのリンクによ
り提供いたします。つばきタイミングプーリの CAD データを 2D・3D 形態でダウンロード可能です。
「PARTcommunity」からのダウンロードの際には CADENAS WEB2CAD のユーザー登録が必要です（初回のみ）
。
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「企業 年金基金」で
安心な職場、豊かな老後。

企業年金基金
の年金

国の年金

老齢厚生年金
（報酬比例年金）

確定拠出年金

確定給付企業年金
老齢基礎年金
（確定拠出年金は事業主の
方が実施を選択した場合
に上乗せされます。）

国の年金に加えた年金の受給ができます
◎ 福祉 事 業も実 施しています
種

類

支給の時期

金額

加入期間１年以上の加入者が結婚したとき
結婚祝金
（女性は退職後3ヶ月以内を含む）
出産祝金

加入期間１年以上の加入者又はその配偶者が
出産したとき
（女性は退職後6ヶ月以内を含む）

10,000円
1児10,000円

死亡弔慰金 加入期間1ヶ月以上の加入者が亡くなったとき 加入期間3年未満・・・20,000円
加入期間3年以上・・・30,000円
保養施設の
本人・家族が指定する施設を利用したとき
利用補助

1人1泊2,000円

一般社団法人
東京都中央区新川2-6-4 新川エフ2ビルディング4階
03-6222-9310

令和3年1月25日
通巻125号

