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姉妹団体の大連韓国人商会 役員一行が来県、交流事業を開催

～企業視察・親睦事業などを通じてパートナー関係を深める～

　去る11 月 19 日～ 22 日にかけて、当会議所と姉妹結縁団体

である中国の大連韓国人商会（朴シノン会長）役員一行が来

県し、交流事業を開催しました。

　この大連商会の来県交流事業は、今年 9 月に当会議所役員

一行が大連商会を表敬訪問した返礼として開催されたもので、

大連紹介からは朴シノン会長、崔龍洙名誉会長、鄭昌鎬顧問

（直前会長）、柳鍾輝主席副会長、文ソンミン諮問委員長、朴

鍾薰名誉諮問委員、黄成淵諮問委員が来県しました。

　11月 20日開催した「大連韓国人商会 歓迎晩餐会」には、康

常益領事、朴大成領事、新井康夫日本ケミカルシューズ工業

組合理事長、車得龍兵庫韓国文化教育院理事長、郭里志兵庫

青商会長などの来賓と大連商会、当会議所役員など約40 名が

参加して開催しました。

　晩餐会では辛輝浩会長が挨拶で「今年 9 月の大連訪問時に

年内訪問を約束し、今回大連商会を迎えることができ大変嬉

しく思います。滞在中の企業視察、名所観光、親睦事業等を

－韓国･蔚山広域市、KOTRA 主催－

韓国ビジネスセミナー＆交流会

○開催日：１２／６(水)１０：３０～１３：３０

○会　場：シティプラザ大阪

　　　　　　大阪市中央区本町橋 2-31

　　　　　　０６－６９４７－７７０２

○主内容：①韓日新産業の協力事例紹介

　　　　　②蔚山広域市の企業進出環境・インフラ等紹介

　　　　　③韓国の自動車業界、化学業界の最新状況

　　　　　④韓国進出における法務・留意事項、他

○参加費：無料　＊12/4 締切

【お問合せ･お申込み】ＫＯＴＲＡ（大韓貿易投資振興公社）

 TEL:０６－６２６２－３８３１　　E-mail:lemoyg@kotra.or.jp

法律･税務･労務等『無料相談窓口』

○日　時：１２／６( 水) １６：００　於：兵庫韓商

　　　　　１／１０( 水) １６：００　於：民団尼崎支部

○相談料：無料

○内　容：◆法律問題全般、◆税務・経営問題、◆会社設立・

　　　　  入管関連書類作成、◆建築・建造物問題、◆労働・

　　　　　社会保険、◆労務管理問題、他

○備　考：国籍は問いません。ご希望者は事前にご予約を。

【ご予約・お問合せ】　

　兵庫韓商　　　０７８－６４６－９６１１

　民団西播支部　０６－６４８２－０２１５

通じて更に大連商会とのパートナー関係が深まることを願い

ます」と延べました。続いて朴シノン大連商会会長からは「兵

庫韓商の受け入れに心から感謝します。中国の言葉に“花一

つが咲けば春が来るのではなく、百種類の花が満開になって

こそ春が来る”とあるように、この相互訪問を機に今後より

多くの交流と協力を進めましょう」と延べました。続いて康

常益領事から祝辞、贈り物交換等を行い、宋玉植名誉会長の

乾杯で歓談に入り親睦を深めました。

　また滞在中は、企業視察としてマキウラ鋼業㈱（姫路市、宋

玉植代表）を訪問し製鋼原料リサイクル設備等の見学、鉄鋼

業界の現状レクチャー等を受けました。その他にも姫路城な

どの名所観光や両会役員による親睦ゴルフコンペ（マスター

ズGC、オリムピックGC）なども開催し交流を深めました。さ

らに両会役員の懇談では、継続的に情報交換等を進めるとと

もに、会員企業の取引支援活動等も今後積極的に行うことで

も合意するなど充実した交流事業となりました。

－ひょうご・神戸国際ビジネススクエア主催－

中国リスク対策セミナー

○開催日：１２／８(金)１４：００～１７：１５

○会　場：神戸商工貿易センタービル 14F 会議室

　　　　　　０７８－２７１－８４０２

　　　　　　ポートライナー貿易センター駅徒歩 2 分　

○主内容：①講演「撤退リスクと継続リスク

　　　　　　　　　　　　　　　～中国事業は再編の時」

　　　　　　　講師：ひょうご国際ビジネスサポート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷口 弘記氏

　　　　　②個別相談会

○参加費：無料　※定員50 名

【お問合せ･お申込み】ひょうご海外ビジネスセンター

 TEL:０７８－２７１－８４６２　　E-mail:info@hyogo-kaigai.jp
－神戸市・(公財)新産業創造研究機構主催

神戸市ものづくり IoT セミナ Part3

○開催日：１２／１３(水)１３：３０～１６：３０

○会　場：神戸市産業振興センター 9F 会議室

　　　　　　０７８－３０６－６８０５　＊ハーバーランド内

○主内容：①講演「ジェイテクトが提案する“人が主役のス

　　　　　　マートファクトリー”」

　　　　　　　講師：㈱ジェイテクト 工作機械事業本部

　　　　　②講演「ものづくり企業のＩｏＴ活用による課題

　　　　　　解決例～現場作業改善と技術伝承（脱属人化）」

　　　　　　　講師：富士通総研 ビジネス企画グループ

　　　　　③事例紹介「マニュアル作成・共有プラット

　　　　　　フォーム」

　　　　　④IoT によるデモンストレーション、他

○参加費：無料　※定員50 名

【お問合せ･お申込み】(公財)新産業創造研究機構技術部門

　TEL：０７８-３０６-６８０６　E-mail：monoeventa@niro.or.jp

【受勲のお知らせ】

○当会議所の車得龍常任顧問（エステック㈱会長、兵庫韓商

　第 7 代会長、民団兵庫本部常任顧問）が 201 7 年度政府褒章

　で冬柏章（勲三等）を受章されました。　

　　　　　　～心からお祝い申し上げます～
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高龍弘社会保険労務士の中小企業経営者のための労働経済学(10)

～バランスのとれた賃金体系の構築を～

●公的助成金・給付金の支給申請

●各種書類の作成・代理代行

●人事労務の管理・改善・アドバイス

●年金問題などのご相談、他

社労士事務所 アジール

 〒 657-0052 神戸市灘区神前町 2-5-18

　TEL)０７８－８６２－３３４７　FAX)０７８－８６２－３３４９

　E-mail）asylky@yahoo.co.jp

《業務内容》

【お気軽にご相談下さい】

コ ヨン ホン

社会保険労務士　高 龍 弘

　企業業務を全面的にバックアップします！

【兵庫韓商 理事・専門家委員長】

【兵庫県社労士会 神戸東支部 副支部長】

コ･ヨンホン

■偏差値と新規学卒者

　受験生の親と話していると、必ず話題になるのが「偏差値」

です。筆者が受験生だった1980 年代前半でも、偏差値は重要

な数値でした。「良い大学に入るには、偏差値が高くなければ

ならない」と言われたものです。

　偏差値とは、単なる平均点ではなく個々のテストの難易度

や受験生のレベルのバラツキ等を考慮して算出された数値で

す。高い偏差値を得るためには受験科目がいずれも高得点か

つバラツキが無いようにする「技術」が大切です。一芸に秀

でるよりも、平均的に頭が良い方が進学には有利と言えま

しょう。もちろんこれも今に始まったことではありません。

しかし昔と比べて決定的に異なるのは、大学進学率が1970 年

代の 5 ～ 7％から 52％まで上がったことです。つまり今は偏

差値を重視した教育を受けてきた大卒者が半数以上を占め、

高卒者も工業学校などを除き大部分が「偏差値教育」を受け

て入ってくる時代なのです。

　そして大学に入っても、医学部や薬学部でもない限り、ほ

とんどの授業は就職に役に立ちません。第 2 外国語を受けて

も、ビジネス会話が出来るわけではありません。経済学を研

究しても、営業スキルを学ぶわけではないのです。やはり平

均的に履修科目をこなして高得点を目指す偏差値教育の延長

が大学の授業なのです。そして「頭が良くて平均点を取れる

（逆に言えば何も出来ない）、真っ新な学卒者」を採用して社

内で育成する、というのが規模を問わず日本の企業の特徴で

す。偏差値がイノベーション（技術革新）の重要な担い手で

ある「一芸に秀でた者」を減少させ、日本の産業が衰退した

一因だと指摘する批評家もいます。

■「職能型賃金体系」

　11 月 16 日に厚労省が発表した初任給の統計では、大卒が月

206,100 円、高卒が162,100 円で、4年連続の「過去最高」で

した。大企業や建設業などの業種別で差はあるものの、日本

企業のもう一つの特徴は、同じ会社では新規学卒者が入社し

た段階で皆が同じ賃金、であることです。この「誰もが同じ

能力である（とみなす）ため、同じ賃金である」という制度

を「職能型賃金」と言います。社長さんと話していると、「ウ

チは能力を重視しているから、職能型だ」と、つい「能」の

漢字を見ておっしゃる方が多いのですが、職能型とは何も

「一芸に秀でるような個人の能力」を重視した賃金体系ではな

く、入社から年数を重ねて仕事に慣れるたびに徐々に賃金が

上がる（であろう）という仕組みで、簡単に言えば「会社が

求める能力」に合わせた賃金体系です。もちろん期待に応え

られなければ上がりません。経営者の言う「能力重視」とは

「バリバリ頑張る従業員」のことで、会社（社長）に対する忠

誠心が高く、人手不足なら残業や転勤も厭わず、業績を上げ

てくれる「ありがたい社員」を指すことが多い。これとは反

対に経理や企画、デザインといった「特定の職務や個人の能

力」に重点を置いた体系が「職務型」と呼ばれており、欧米

ではこれが一般的だと言われています。日本では平均点を取

る真っ新な新規学卒を教育し、定年まで「会社の求める能力」

を発揮する「職能型」の賃金体系が一般的だと言われていま

す。

■バランスのとれた賃金体系を

　3月に安倍政権が発表した「働き方改革実行計画」では、「同

一労働同一賃金」の導入を目指すことが盛り込まれました。

正社員が昇給やボーナスがあるのに比べ、有期契約の労働者

には無いといった格差の是正を訴えています。しかしこれま

で見てきた通り、仕事の出来ない新規入社とベテランが同じ

賃金というのは日本では考えられません。また同じ作業だか

らと言って、2 ～ 3 時間で帰るパートの主婦と一緒にされてし

まうと、残業も厭わず働く正社員は怒るでしょう。政府の掲

げる同一労働同一賃金に一挙に移行するのは困難だと思いま

すが、日本の企業が伝統的に維持してきた、新入社員を一か

ら教育し、勤続年数や会社への帰属意識を重視する職能的な

賃金の要素を維持しつつ、経験を買われて中途入社した従業

員がその能力を発揮できる職務的な要素を会社の特徴に合わ

せて体系化することが求められています。この比重の置き方

は会社によって異なってくるため、決して「賃金マニュアル」

の丸写しでは対応できません。大企業ですらしょっちゅう見

直している賃金体系について、皆さんも働き方改革を機に一

度見直してみてはいかがでしょうか。


