
聞き手：まず御社の始まりを教えていただけますか。

井納社長：私の父・徹はもともと川崎航空機工業㈱岐阜製
作所（現川崎重工業㈱）に務めていました。その後、山口車
体工業㈱の立ち上げの際に山口社長さんとの縁から関わる
ことになったのですが、程なくしてその方は交通事故で亡く
なってしまいます。そのため、将来の事を考え山口車体工業よ
り独立し「岩戸自動車㈱」を昭和32年に設立しました。設立
時は鶯谷トンネルのある岩戸地区にあったことから、この社名
になりました。
　2年後に現在の各務原市に移ったのですが、工場を建て
てすぐに伊勢湾台風で屋根を飛ばされるなど、大変なスター
トだったようです。戦後川崎重工業では航空機の生産が禁
止されて、代わりに大型バスを製作していましたので、部品製
作と、社員を工場へ派遣して結構（組立）等の作業を請け
負っていました。さらに、36年には「自動車分解整備認定工
場」となりましたので、車検まではやらないものの、改装・改造
や事故車の修理等も広く請け負えるようになりました。

聞き手：ターニングポイントなどはありましたか。

井納社長：バス改装・修理については、当時は、川崎重工
業の支援をいただきながら独自で営業活動を行い今日に
至っております。今では事業の6割超を占めている航空機
機体部品組立の事業は、昭和41年から始めました。
　大きな転機としては、昭和58年にアイ・ケイ・コーチ㈱（川
崎重工業のバス部門）が宇都宮市へ移転したことです。

当時はバス事業が8割を占めていました。時を同じくして、㈱
東洋工機（パジェロ製造㈱）より仕事を受注することになり
ました。これは雇用を守ることと川崎重工業以外からも仕事
を受注することで、企業としてもより一層技術の向上を図れ
れば、と思ってのことでした。この頃、社名も岩戸工業に変
更しました。
　しかし、これからの航空機の新機種への取り組みをする
ために、大きなエリアの確保が必要なため、平成15年にパ
ジェロの生産から撤退を決断致しました。売上には大きく響
きましたが、おかげで現在があるとも思っています。結果とし
て今では航空機関連が6割超、バス部品等の板金関連が
3割、オリジナルバス製作が7％程度となりました。ちなみに
航空機関連の仕事は、開始から50年が経つのですが、実
は最初の40年間は収益面では大変厳しい仕事でした。社
内からやめるべきだという声が出たこともありましたが、続け
てきて良かったと思います。

聞き手：社員の皆さんに求められることは、どのようなことですか。

井納社長：道徳的なこと、モラルが一番ですね。凡事徹底
ということかと思います。
　川崎重工業ではボーイング767、777、787、防衛省の輸送
機や大型ヘリコプター等を手掛けられていますが、当社はそ
の部品製作やアセンブリの部分について、ほとんどの機種で
何かしら担当させていただいています。部品や資材は支給さ
れていますが、汗を流して組み立てているのは自分たちだと
いうことで、社員には自信や誇りを持ってほしいですね。新入

●住　　所： 各務原市鵜沼川崎町二丁目10番地
●Ｔ Ｅ Ｌ：058－383－8111
●Ｆ Ａ Ｘ： 058－383－8113
●Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.iwado.co.jp
●事業内容：

●連結従業員数： 201名

各務原市から世界の空へ
正確で細やかな仕事が航空機産業を支える
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航空機機体部品組立、バス車体部品製作、
バス車体改装・再製及び修理塗装、建設機械・
工作機械部品製作・塗装

岩戸工業 株式会社

井納　誠
代表取締役

氏

～三本の柱は航空機の機体部品組立、板金部品製作、オリジナルバス製造～

「岩戸自動車」始まりは
戦後の大型バス製作請負から

道徳的な仕事ぶりが
空を飛ぶ安全性につながる



社員にも「もちろん川崎重工業の下請け仕事ではあるのだ
けれど、世界中の空を飛んでいる多くの飛行機に、我々はこ
の各務原の地で関わっているんだよ」と話しています。
　例えば貨物室の大きなドアを1枚作るには、8,000ヵ所くらい
穴を開けてファスナー（リベット、ハイロックボルト）で留めて組
立を行います。ファスナーを留める穴径が大き過ぎると（公差
3/1000インチ≒0.08ミリ以内）大きな事故につながる要因
になるので、規定通りに仕上げなければならず、決して不
具合は許されない仕事です。
　ですから、例えばもし「穴が少し大きくなってしまった」といった
失敗があれば、素直に正直に「ミスしてしまいました」と言い出
せる道徳心のある社員、職場風土の醸成に注力しています。

聞き手：社是は「誠実」と「努力」だと伺いました。

井納社長：この社是は父が一番大切にしていた言葉で
す。「会社の方針」としては「力を合わせ　工夫と努力で繁
栄」という言葉を掲げています。お互いに「挨拶」「信頼」
「話合」「決めた事を実行」すること、繁栄のためには「創意
と工夫で改善」、「健康と安全で明るい職場」といった言葉
が記されています。月曜日の朝は、ほとんどの部門のミー
ティングでこの方針を自主的に唱和してくれています。
　まだ子どもの頃、父と当時の役員たちが正月に集まって
は、1年の方針を話し合っていたのを覚えています。各部署
に、父が模造紙に手書きした年ごとの方針を配っていた時
期もありました。そんな積み重ねでできた方針ですから、大
切にしています。また、これとは別に、毎年幹部で前期の反
省と今期の方針をまとめ、社内に貼り出して社員に意識し
てらうようにしています。

聞き手：来年の7月15日には創立60周年を迎えられるとの
ことですが、今後の展望についてお話しいただけますか。

井納社長：「これが目標」という確固なものはあまりないの

ですが、60年間積み重ねてきた技術や実績は、これからも
大切にしていきたいと思っています。お客様から声をかけ
ていただいた仕事は、できるだけ断りたくないですし、易
しさや利益優先でなく、難しい仕事、やり甲斐のある仕事
に挑戦していきたいという思いがあります。「岩戸さんにし
かできない」と言ってもらえるのは嬉しいですからね。

聞き手：社員教育という点ではいかがですか。

井納社長：当社に入社する前には、バスの電装部品等を幅
広く手掛けるレシップ㈱・三陽電機製作所㈱で現場、品質
保証部のクレーム窓口、営業等を経験しました。中卒で入社
した社員でも会社が夜間高校や大学に通わせていたのを
見てきましたので、自社でも人材をきちんと育てたいという思
いがずっとありました。そしてこの10年程、やっと経営者協会
の監督士養成講座にも社員を派遣できるようになってきまし
た。社員のことは本当に自慢ですし、社員あっての会社です
から、今後はもっと人材にお金をかけていきたいです。

聞き手：そろそろ事業承継という言葉もキーワードとして挙
がってくるのでしょうか。

井納社長：そうですね。私は叔父が5年間社長を務めた
後の3代目で、就任当初は赤字続きで「ボーナス0」、「給
与10％カット」の折衝をするところからのスタートでした。つ
らい時代でしたが、やっと税金を納められ、名刺を出せる
ようになりました。当時の経理部長が番頭さんとして私に
厳しくしてくれたおかげで、今があると思っています。当時
の社員もよくついてきてくれました。
　今後は息子に会社を任せるために、少しずつ準備をし
ていきたいと思っています。「息子を支えてくれるスタッフ育
成を」等とつい心配をしてしまいますが、きっと私も同じよう
に父に心配されていたのだろうなと今になって思います。

経営者インタビュー

▲ 神戸市のシティループ、東京のスカイツリーシャトルをはじめとして、
　 全国各地から発注されるオリジナルバス製作の様子。外部のデザインから塗装
　 はもちろん、内部の艤装もそれぞれのコンセプトに合わせて設計から行われる。

▲ 航空機の組立にはもちろん高い技術力が必須。飛行機の大きな貨物室扉は、
　 8,000ものファスナー（リベット、ハイロックボルト）が組付けられる。
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60年で培った技術・実績を
より良い形で次の世代へ

毎年の方針は社員全員で共有

（一社）岐阜県経営者協会　広報部会委員
天龍ホールディングス 株式会社

取締役 岩野  潤 氏

聞き手
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【平成28年度　最低賃金の結審状況】
　岐阜地方最低賃金審議会において、今年度の地域別最低賃金が昨年より22円増となる776円で結審
された。新しい地域別最低賃金は平成28年10月1日より発効となり、県内で働く全ての労働者に適用
される。なお、全国の結審状況は下記の通り。

【平成27年度の採用活動　前年度より売り手市場だと感じた企業は約8割】
　文部科学省は、平成27年度における学生の就職・採用活動（平成28年3月卒の大学生等を対象に行っ
た活動）の時期に関する企業・大学の調査を行った。なお27年度は、企業の広報活動が卒業・修了前年
度の3月以降、採用選考活動は卒業・修了年度の8月以降とされた年。企業の回答状況については以下
の通り。

平成28年度 地域別最低賃金額結審状況（8月23日現在）

　26年度に比べ売り手市場だったとする企業は79.0％。採用予定数の増減については「変わらない」
が51.1％と約半数だったが、「増やした」が30.3％で、「減らした」の14.2％よりも多かった。

平成27年度の就職採用市場・採用予定数

　メリットについては「学生の就職活
動の準備期間が確保された（14.0％）」、
「志望度の高い学生を選考できた
（11.4％）」との回答がある一方、「その
他」（多くの企業がメリットを感じられ
なかったと回答）が70.3％だった。
　デメリットについては、「他社との競
合が増した（56.2％）」が最も多く、続い
て「採用活動の計画を立てにくかった
（53.2％）」、「内定辞退者が増加した
（ 5 2 . 8 ％）」、「応募者が減少した
（52.5％）」となった。

就職・採用活動時期の変更（後ろ倒し）のメリット・デメリット

資料出所：文部科学省「平成27年度 学生の就職・採用活動の時期の変更に関する調査（企業）調査結果報告書」
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後ろ倒しのデメリット（当てはまるものすべて）

他社との競合が増した

採用活動の計画が立てにくかった

内定辞退者が増加した

応募者が減少した

採用選考活動にかける
負担やコストが増加した

採用選考期間が短く
選考が困難だった

秋採用をやりにくくなった

その他
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【男性の育休取得者の割合が過去最高に】
　厚生労働省は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両
立等に関する雇用管理の実態把握を目的に調査を実施し
た。平成27年10月1日現在の状況は下記の通り。

　課長相当職以上の、管理職に占める女性の割合は
11.9％で、25年度の調査時に比べ2.8ポイント上昇。係長相
当職以上は12.8％で、こちらも2.0ポイント上昇した。
　役職別にみると、部長相当職では5.8％（同0.9ポイント
増）、課長相当職では8.4％（同1.5ポイント増）、係長相当職
では14.7％（同0.9ポイント増）といずれも上昇している。

資料出所：厚生労働省「平成27年度『使用者による障害者虐待の状況等』の結果を
　　　　 公表します」

　27年度に障がい者の虐待について通報・届出のあった
事業所は、1,325事業所（前年度比34.5％増）、対象となっ
た障がい者は1,926人（同50.9％増）となった。なお、虐待を
認められた障がい者は970人（同100.8％増）となっている。

使用者による障がい者虐待　前年度より増加

資料出所：経済産業省「『中小企業等経営強化法』が施行されました」

　中小企業・小規模事業者・中堅企業等を対象として、事
業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定
や、中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための
取り組み支援等が規定された内容となっている。

中小企業等経営強化法が施行

管理職に占める女性の割合

　平成25年10月1日から26年9月30日までの1年間、在職中
に出産した女性のうち、平成27年10月1日までに育児休業
を開始した者（育児休業の申出をしている者を含む）の割
合は81.5％で、26年度調査時より5.1ポイント低下した。
　一方で、同じ時期に配偶者が出産した男性で育児休業
を開始した者の割合は2.65％で、26年度より0.35ポイント
上昇し、平成8年度の調査開始以来で最高となった。

育児休業者割合

資料出所：中小企業庁「平成27年度における下請代金支払遅延等防止法に
              基づく取締状況等」

　中小企業庁は、違反の恐れのある親事業者1,053社
に立入検査等を行い、このうち955社に改善指導を実
施。禁止行為違反は711件で、下請代金の「支払遅延」、
「減額」が最も多く、両者で全体の約81%を占めている。

下請代金支払遅延等防止法に基づく取り締まり
禁止行為の約8割が「支払遅延、減額」

資料出所：厚生労働省「労働移動支援助成金の支給内容が大きく変更になります。
              （平成28年8月1日から）」

　再就職支援奨励金については助成額の変更、支給要
件の追加があり、受入れ人材育成支援奨励金（早期雇
入れ支援）については助成額が変更となる。（※詳細は
厚生労働省のホームページでご確認ください）

労働移動支援助成金の支給内容が
平成28年8月1日より大きく変更に

資料出所：厚生労働省「平成27年度雇用均等基本調査」

※平成23年度の［　］内の割合は、岩手県、宮城県、福島県を除く全国の結果。

役職別女性管理職割合の推移（企業規模10人以上）
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　来年1月の改正法スタートを目前に控え、改正のポイン
トやワーク・ライフ・バランスの実現に向けた事業主支援
制度の説明会を開催します。（入場無料）

〈岐阜労働局からのお知らせ〉
改正育児・介護休業法等説明会

〈申込・問合せ〉岐阜労働局 雇用環境・均等室
                  TEL 058-245-1550

飛騨・世界生活文化センター 大会議室

大垣市情報工房 スインクホール

ふれあい福寿会館 大会議室

セラトピア土岐 大会議室

10月 6日（木）午後

10月 7日（金）午前・午後

10月13日（木）午前・午後

10月14日（金）午後

部長相当職課長相当職以上（役員を含む）
課長相当職係長相当職以上（役員を含む）
係長相当職役員
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9.19.19.1
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11.911.911.9
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有限責任監査法人トーマツ
マネジャー（社会保険労務士）

神谷 喜代子 氏

第1回　人事・労務担当者養成セミナー

労働力の種類

正規労働者と非正規労働者

人事異動の種類

職場で働く労働者を整理する 人事異動（配転）における法的留意点

出向における法的留意点

就業規則の規定の適用関係

直接雇用する労働者を活用する
（人事異動における法的留意点）

～ 人事異動（配転・転勤・出向・転籍）、派遣、請負 ～

直接雇用 正規労働者（正社員）
非正規労働者（契約社員・嘱託・パート
　　　　　　　・アルバイト）

出  張

観点1：雇用関係の有無
観点2：正社員の所定労働時間・日数との比較
観点3：雇用期間の定めの有無

特定の業務を処理するため、通常の勤務場所を一
時的に離れ、用務地に赴き、そこで指示された特定
の業務を処理すること

配  転

出  向

転  籍

配置の変更であり職務内容や勤務場所が相当の長
期間にわたって変更されるもの
配置転換／転勤／職種変更

自己の雇用先企業に在籍のまま、他の企業の事業
所において相当長期間にわたって当該他企業の業
務に従事すること
※転勤との違い：勤務場所の変更にとどまらず、労
務提供に対する指揮命令の主体に変更が生じる
かどうか

自己の雇用先企業から他の企業へ籍を移して当該
他企業の業務に従事すること
※出向との違い：雇用先企業を法的に退職するか
どうか、雇用先企業への復帰の可能性があるか
どうか

勤め先で一般社員や
正社員などと呼ばれ
ている人

※職場で働く労働者の種類には、法律上の定義があるものばかりではなく、
　各企業で定義を整理することが望ましい

他社雇用 直接指揮命令ができる 労働者派遣
出向

直接指揮命令ができない 請負
業務委託

①労働契約の期間の定めがない
②所定労働時間がフルタイムである
③直接雇用である者

勤め先で「パート」「ア
ルバイト」などと呼ば
れている人
「労働者派遣事業所
の派遣社員」「契約社
員」「嘱託」などをいう
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　学校卒業後に就職し定年まで勤務する終身雇用を維
持するためには、教育（OJT／Off-JT）や異動を行いなが
ら戦力として育成し、人事や組織の活性化（マンネリ防
止）や不正防止のために定期的な異動を行いながら企業
活力を維持することが必要です。
　一方、労働者は、人事異動に伴い業務・人間関係・職場
環境・私生活などの多くの変化が生じ、大小様々な不利
益が生じます。これまでの裁判の判決では「通常甘受す
べき程度を著しく超える不利益」に該当するか否かを判
断基準とし、使用者の人事権の範囲を広く認めています。

【出向（包括的同意）】

労務提供を前提としない部分⇒出向元の就業規則
労務提供を前提とする部分　⇒出向先の就業規則
出向元・出向先間の出向契約で事前に明確にし、
出向命令時に労働者にその内容を明示する必要アリ

身分の得喪関係
退職・定年・解雇・休職・懲戒（諭旨）解雇 出向元

出向元 派遣先

労働者

賃金・賞与・懲戒処分（懲戒解雇・
諭旨解雇を除く）・福利厚生等

出向元・先
両方

労働条件関係
労働時間・休憩・休日・休暇・安全衛生・健康診断・災害補償 出向先

※雇用契約上の権利の
　一部譲渡or人事異動

二重の雇用契約

指揮命令
（雇用契約あり）

雇用関係

出向契約

【転籍（個別同意）】

転籍元 転籍先

労働者

※契約上の地位の移転or
　合意解約し労働契約の締結

二重の雇用契約

雇用契約の
締結

雇用契約の
終了
×

×
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労働者派遣とは

適正な請負と判断されるポイント

出向について

外部労働力を活用する際の法的留意点
（労働者派遣）

外部労働力を活用する際の法的留意点（出向）

労働者派遣と請負の違いを正しく理解する

外部労働力を活用する際の法的留意点
（請負・業務委託）

・労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管
理を自ら行うこと
・労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の
管理を自ら行うこと
・労働者の始業及び終業時刻・休憩時間・休日・休暇等に関
する指示その他の管理を自ら行うこと
・労働者の労働時間を延長する場合又は休日に労働させる場
合における指示その他の管理（除：労働時間等の単なる把
握）を自ら行うこと
・労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他
の管理を自ら行うこと
・労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと

離職後1年間は、離職前の事業者（企業）に当該労働者を
派遣することを禁止

　労働者派遣とは、「自己の雇用する労働者を、当該雇
用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他
人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対
し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してする
ものを含まない」ものをいう（派遣法第2条第1）。※1

派遣期間制限

派遣労働者の特定行為の禁止

・同一の有期雇用派遣労働者の同一の「組織単位」で
の派遣就労は3年が上限
・同一の事業所において3年を超えて継続して派遣労働
者を受け入れてはならない（継続して受け入れる際に
は、過半数組合等の意見を聴取する）

【請負とは】

請負会社 注文者

請負会社の労働者雇用関係

請負契約

事前面接、履歴書送付要請

協力してはならない

×
×

派遣元 派遣先

派遣労働者

※労働力の賃貸借類似契約
　指揮命令権の委託的関係

雇用と使用の分離

指揮命令関係
（雇用契約なし）

雇用関係 労務提供

派遣契約

※1:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

※派遣期間規制は、①無期雇用の派遣労働者、②60歳以上の高齢者、③日数限定業務・有
期プロジェクト業務、④育休・介休代替要員等の業務は対象外

派遣先 派遣元

離職後1年以内の派遣労働者としての受入禁止
離職→派遣労働者として雇用

離職前の事業者に派遣労働者として派遣

派遣先
（離職前の事業者） 派遣元

仕事の完成を依頼し、完成した仕事に対して代金を支払う形
態。注文者が請負会社の労働者を直接指揮命令して業務に従
事させることができない。

自己の雇用する労働者の労働力を自ら利用

・業務の処理に要する資金につき、全て自らの責任の下に調
達し、かつ、支弁すること
・業務の処理について、民法・商法その他の法律に規定され
た事業主としての全ての責任を負うこと
・自己の責任と負担で準備し、調達する機械・設備・器材（除：
業務上必要な簡易な工具）・材料・資材により業務を処理す
ること
・自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験
に基づいて、業務を処理すること

自己の請負業務として注文事業主から独立して処理

Question
請負契約にもかかわらず注文者から請負業者の
労働者が指揮命令を受けていたらどうなるか？

⇒労働者派遣契約を締結していない場合は労働者派
遣法違反として罰則の対象となると共に、行政処分
としての改善命令が出され、また、労働契約申込み
みなし制度の対象になる。

　　事業として営利目的をもって行う出向は、適法な出向
には該当せず、労働者派遣とみなされることになると共
に、それが無許可・無届事業者による違法な行為の場
合には、職業安定法第44条における労働者供給事業に
該当する。

出向の目的
・出向元がグループ内の各社を1つの企業集団として統
合させるための企業集団統合型
・出向先となるグループ各社を育成強化するための出向
先強化型
・若年、中堅層の昇進のために中高年齢者を企業外に
輩出する従業員排出型
・企業内（出向元）だけでなく出向先での訓練機会の提
供を意図した教育訓練型

当該記事は執筆者の私見であり、有限責任監査法人トーマツの公式見解
ではありません。


