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コロナ禍における経営について
先だって、私が所属する中小企業家同友会にて、マスコミとの懇談会が開催されました。
コロナ禍の中で、われわれ中小企業家がどのように対応し経営を発展させているか、その取
組を発表し意見交換をしました。内容はともかく、中小企業家は問題解決業だということを
改めて認識させられました。
私どもにおいても、4月5月は求人のお取り扱いが激減しましたが、幸い求人数の減少に
よって採用率は高まったようです。6月以降もコロナ禍で、有効求人倍率も各月前年を下
回って推移しました。さらにコロナ収束の目処が立たず先行きは不透明と、お客様と運命共
同体の私どもにとっても最悪の状況を迎えています。
さて、このような中でどのように活路を見出すのか。主力商品のあぱぱにおいては、介護医
療福祉系の求人確保に力を注いでいます。同時にあぱぱネットの強化、採用を切り口にした
動画を組み込んだホームページの企画や、ネット求人が得意な企業様とのアライアンスなど
様々なことにチャレンジをしています。混迷する社会においても、やはり中小企業に必要な
のは人です。引き続き御社の人材確保に力を尽くしてまいります。
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MENU▶コロナ禍における経営について

福岡県の最低賃金が842円に
今年も最低賃金改正の季節がやってきました。労働者にとっては嬉しい
ことかもしれませんが、雇用主にとっては頭の痛い話かもしれませんね。
今年は新型コロナウイルスによる経済への影響が
大きく、各都道府県の上げ幅は1円〜3円でここ数年
と比べるとかなり低い上昇率になっています。また、
東京など最低賃金を改正せず据え置きの都道府県も
7つあります。そのなかで、福岡県は1円アップの842
円になりました。
今回はそんな最低賃金について、知っていそうで
知らないアレコレをご紹介したいと思います。

県など7県。同じ国内でありながら221円もの差があ
ります。1時間あたりの金額ですから、これが8時間勤
務になると、1日1,768円もの差があります。月20日勤
務すると、
なんと35,360円もの差が!!
Q.福岡県は他のどの都道府県と同じくらいなの？
A. 九州の中では一番高いのが福岡県。次に長崎県・熊
本県・宮崎県・鹿児島県の793円なので39円の差があ
ります。九州は福岡県以外は792円・793円のどちらか
なんです。
全国のなかで840円台となると、富山県と長野県の
849円しかありません。ランキングというと違うかも
しれませんが、福岡県は金額としては全国19位に位
置しています。個人的には低いような気もしますが、
どうなんでしょう？

Q. そもそも最低賃金ってどのように決まるの？
A. 厚生労働省の中央最低賃金審議会が、最低賃金引
き上げ額の目安を提示し、その目安を元に各地の地
方最低賃金審議会が審議し最低賃金を決めていきま
す。簡単に言うと、国がアップ額を各都道府県に提示
し、それをもとに各都道府県で最終決定をします。
しかし、今年は新型コロナウイルスの影響により、
国はこの引き上げ額の目安を提示できませんでした。 Q. 最近の上がり幅は？
各都道府県はそれぞれの実情を踏まえ、1円〜3円
過去5年の福岡県の最低賃金は、2016年度743円、
アップになっています。
2017年度765円、2018年度789円、2019年度814円、
2020年度841円。
Q. 一番高い最低賃金、
一番低い最低賃金は
2016年度からの5年間で約100円もアップしている
いくらなの？
ことを考えると、今年の1円アップというのがいかに
A. 一番高いのは、据え置きながらもやはり東京都で
低い数字かということがわかりますね。
1,013円、一番低いのは792円で佐賀県・大分県・沖縄

2020年8月平均賃金データ
エリア

件数

月間の参考資料として
「あぱぱ」の平均賃金の集計を
お知らせします。今回は8月分で調査件数は302件です。
職種

平均賃金

勤務地イロイロ

50 件

889 円

営業・接客・サービス系

中央区

34 件

908 円

博多区

45 件

929 円

東区

27 件

940 円

糟屋郡・古賀市・福津市・宗像市

23 件

893 円

南区・大野城・春日・筑紫野・太宰府、那珂川市

77 件

899 円

西区・城南区・早良区・糸島市

46 件

873 円

302 件

912 円

全体
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件数

平均賃金

6件

889円

介護・福祉・医療・教育・保育系

34 件

967円

軽作業・工事・建設・警備系

57 件

928円

8件

929円

134 件

911円

ドライバー系

13 件

910円

事務・経理・オフィスワーク系

20 件

922円

フード・キッチン

6件

917円

その他、珍しいお仕事系

1件

1,500円

客室清掃系
清掃系

あぱぱnetは20歳を迎えました
〜システム管 理 部より〜
みなさんは「ドメイン年齢」
という言葉をご存知でしょう
■あぱぱ net が登場したのは 2000 年
か？いつもはテックなお話のこの場ですが、今回は少し
じつは「あぱぱ net（https://apapanet.com）」が、
ノスタルジックなお話を。
正式にリリースされたのは 2000 年 8 月。
ちょうど PC に
よるインターネットの活用が広まってきた頃にスタートしま
■インターネットはいつから広まった？
した。
ドメインを取得して検索エンジンにインデックスされ
インターネットはいつから日本で普及しだしたのでしょ てから経過した期間のことを「ドメイン年齢」といいます
うか。一つのターニングポイントとしては 1995 年。
この年
が、
ドメイン年齢が 20 年を超える URL というのは、おそ
は「Windows95」が 発 売 に なり、そ れと 同 時 に らくそんなに多くはないと思います。
「Internet Explorer」が発表され、PCの普及が加速
ここまで長く続けてこられたのは、ご利用いただいた
しだした年でした。
また NTT が「テレホーダイ」
を開始す
求人企業のみなさまと、仕事探しに使っていただいた
るなど、インターネット接続サービスも増え、世間に「イン
求職者のみなさまのおかげに他なりません。
ターネット」
という言葉が広まってきた年でもありました。
今後も、もっと長くサービスが提供できるよう、地元福
しかし、
さらにインターネットを加速させたのは、iPhone
岡でみなさんのお役に立てる求人情報の発信に尽力
の登場。
「スマートフォン」という新しいデバイスの発明は、 してまいります。今後も「あぱぱ」及び「あぱぱ net」を
世の中に大きな衝撃を与えました。このiPhoneの登場
ぜひご活用ください。
は 2008 年。
IT・システムに関するお問い合わせは…
実は Windows95 の発売から、iPhone の登場まで
は 13 年もの期間があります。
この期間、インターネットを
0120-314-034
活用するのは、PC を使ったユーザーがほとんどだった
メール／info@ab-q.co.jp
「あぱぱ」システム管理部 まで
のです。

働き方がイメージできる広告内容に！
（後編）
〜CS R 室〜
「求人広告を見て応募し、面接に行った。広告には『月給25万
円以上』
『社会保険完備』と書いてあったが、担当者から『最初の
3ヵ月はアルバイトでやってもらう』と言われた。その間は時給
制で、社会保険にも入れない。それに、正社員になれたとしても
基本給は15万円で、残業代や歩合給がついて、ようやく25万円
になるという話だった。分かっていたら、応募なんかしていな
い。面接には、有給を使って行った。交通費・履歴書の写真代に
お金がかかっている。間違いがないように、履歴書だって何回
も書き直した。広告内容が違う会社は、今回が初めてではな
い！何回もある！あまりにも多くて、今回は電話した！こっち
は真剣に仕事を探しているんだ！頼むから、ちゃんと調べて、
正しい広告を載せてくれ！」
ある広告をきっかけに「広告と事実が異なる」と訴えながら、
苦情例のように、広告全般に対して「正しい広告を載せて欲し
い」と要望する読者は珍しくありません。
前編では、求職者が注目している情報は、募集内容そのもの
であり、具体性に欠けた内容では、応募には結びつかないこと
を説明しました。
■求職者は働く姿をイメージする
募集内容は、イラストや写真と異なり、一見地味に見える文
字だけの項目ですが、読者は仕事内容・給与・時間などの労働条
件や、応募資格・事業内容などをしっかりと読み込み、働いてい
る自分の姿や仕事を中心にした生活をイメージします。

そのイメージが具体的に浮かぶようであれば応募に繋がり
ますが、イメージが浮かばないようであればなかなか応募には
繋がりません。仮に、イメージが浮かばないままに入社する人
がいたとしても、
『雇用のミスマッチ』で早期退職は免れないで
しょう。
『 雇用のミスマッチ』というのは、イメージが浮かばな
いまま入社したり、イメージが不足していたり、あるいは、偽り
の求人情報によって間違ったイメージを持ったりしたことで
発生しています。
■良いだけのイメージは逆効果
採用するということは、雇用という『契約』を結ぶことになり
ます。この契約は、労働者と会社が対等な立場で合意し成立す
るものです。会社の取引において、不明な契約書にサインがで
きないのと同様に、労働者も労働条件が不明な求人広告では応
募することができません。人を採用するという行為が、他の取
引と何ら変わらないものだと考えれば、募集内容を明確にする
ことの重要性はご理解いただけるのではないでしょうか。
会社の多くは、良いイメージだけを伝えようとしますが、イ
メージが良いだけの広告では敷居が高くなってしまい、かえっ
て人は集まりません。優秀なスタッフを獲得するためには、等
身大の魅力を、適正に、かつ正確に伝えることが大事なのです。
読者の切なる願い、
「 正しい内容を載せてください」という
メッセージ、是非、受け止めてください。

MENU▶システム管理部より／CSRより

ネットとフリーペーパーをセットで活用！
「あぱぱ」では、採用活動が厳しい現在、異なる特徴をもった「誌面」と「ネット」をセットで
お得に活用いただけるプランをご用意しています。不特定多数の方に広告を目にしてもらえ
る誌面と、検索によりマッチングされた人材が閲覧するネット、どちらも一長一短がありま
すが、
「あぱぱ」ならこの２つを同時に活用することで、効果を期待することができます。
この機会に、ぜひ「あぱぱ」をご活用ください。

※料金は税抜価格

1週間
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1ページ

ネット
のみの料金

3週間

4週間

30,000円 48,000円

67,500円 84,000円

40,000円 64,000円

90,000円 112,000円

49,000円 78,400円 110,250円 137,200円
61,000円 97,600円 137,250円 170,800円
83,000円 132,800円 186,750円 232,400円
151,000円 241,600円 339,750円 422,800円
1週間

25,000円
1/12ページ

フリー
ペーパー
のみの料金

2週間

1/6ページ
1/4ページ
1/3ページ
1/2ページ
1ページ

2週間

40,000円
1週間

3週間

56,250円

4週間

8週間

2週間

3週間

4週間

15,000円

24,000円

33,750円

42,000円

34,000円

54,400円

76,500円

95,200円

25,000円
46,000円
68,000円

136,000円

40,000円

56,250円

70,000円

73,600円

103,500円

128,800円

217,600円

306,000円

380,800円

108,800円

153,000円

●お問い合わせ・お申込みは、各営業担当までご連絡ください。

From Editor

12週間

70,000円 120,000円 150,000円

190,400円

0120-314-034

戦後最大級の勢力とも言われた台風10号。福岡では、幸いあまり大きな被害もなく通り過ぎてく
れました。予想よりも勢力が弱まったというのもありますが、事前の対策が功を奏した面も大き
いと思います。公共交通機関のいち早い運休決定や、企業・店舗の休業決定など、
「いのちを守る行
動」が定着しつつあります。以前とは違い、
「ES（従業員満足）なくしてCS（顧客満足）なし」と言わ
れるようにもなりました。まずは、自社の従業員を大切にしていきたいですね。

MENU▶ネットとフリーペーパーをセットで活用!

