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 マークの行事はどなたでも参加できます。参加ご希望の方は事務局までご連絡下さい。Tel 045（222）3671
※日程変更の可能性もあります。 e.doyuをご覧下さい。

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
１ 先負 ２ 仏滅 ３ 大安
２年目社員研修 
広報委員会

経営指針
合宿

４ 赤口 ５ 先勝 ６ 友引 ７ 先負 ８ 仏滅 ９ 大安 10 赤口
川崎支部幹事会
たま田園支部幹事会
県央支部幹事会
県南支部幹事会

横浜支部中央地区
例会 
湘南支部幹事会
相模原支部幹事会
関東学院大学講義⑧

横浜支部幹事会 経営指針作成⑧ ダイバーシティ委員会
幹部社員研修合宿

11 先勝 12 友引 13 先負 14 大安 15 赤口 16 先勝 17 友引
小田原支部幹事会
かながわ女性経営者ネ
ットワーク幹事会

関東学院大学講義⑨ 理事会 相模原支部例会 
経営基礎講座⑦

たま田園支部例会 
幹部社員例会

18 先負 19 仏滅 20 大安 21 赤口 22 先勝 23 友引 24 先負
川崎支部例会 県央支部例会 

関東学院大学講義⑩
経営指針作成⑨

女全交（埼玉） 

県南支部例会 
小田原支部例会 
幹部社員研修②

25 仏滅 26 大安 27 赤口 28 先勝 29 友引 30 先負
湘南支部例会 同友会を知る為のオリ

エンテーション 
関東学院大学講義⑪

共同求人WG会議 経営指針作成部会
発表会

横浜支部港地区例会 

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
１ 赤口 ２ 先勝 ３ 友引 ４ 先負 ５ 仏滅 ６ 大安
相模原支部幹事会 横浜支部幹事会 憲法記念日 みどりの日 こどもの日

７ 赤口 ８ 先勝 ９ 友引 10 先負 11 仏滅 12 大安 13 赤口
県南支部幹事会 湘南支部幹事会

県央支部幹事会
関東学院大学講義④

理事会
かながわJOBWAY

経営指針⑤
経営基礎講座④

政策委員会
広報委員会
ダイバーシティ委員会

川崎支部・
たま田園支部
合同幹事会

14 先勝 15 仏滅 16 大安 17 赤口 18 先勝 19 友引 20 先負
小田原支部幹事会
かながわ女性ネットワ
ーク幹事会

横浜支部総会  
関東学院大学講義⑤

小田原支部総会  経営指針⑥
経営基礎講座⑤

県央支部総会  

21 仏滅 22 大安 23 赤口 24 先勝 25 友引 26 先負 27 仏滅
湘南支部総会  
同友会を知るた為の
オリエンテーション  
組織委員会

関東学院大学講義⑥ 経営指針⑦
経営基礎講座⑥

県南支部総会  相模原支部
総会  

28 大安 29 赤口 30 先勝 31 友引
相模原支部総会  

川崎支部・たま田園
支部総会  

関東学院大学講義⑦ 人を生かす経営協議会
東京同友会女性部会
総会（共催）

５月

６月

S C H E D U L E
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女性活躍４.０時代
～「品格」と「共感力」これからの女性リーダーとは～

　主催：かながわ女性経営者ネットワーク
　日時：2018年 3 月 2 日
　会場：HOTEL PLUMM 横浜
　参加人数：101名

か な が わ 女 性 経 営 者 1 0 0 人 交 流 会

昭和女子大学理事長　坂東眞理子氏

坂東眞理子氏

東京大学卒業後総理府入
省。統計局消費統計課長
などを経て、内閣府男女
共同参画局長に就任。そ
の後、昭和女子大学大学
院教授、学長を務め2016
年より理事長。

　「かながわ女性経営者100人交流会」が 3月

2日横浜市で開催されました。主催はかなが

わ女性経営者ネットワーク。第 1部基調講演

では昭和女子大学理事長の坂東眞理子氏に

「女性活躍4．0時代」をテーマにお話いただき、

第 2部の交流会は同友会内外からご参加くだ

さった方々の熱い会話で大いに盛り上がりま

した。

　講演から抜粋して紹介します。

【女性活躍4．0時代】

　日本の女性は活躍してきましたが、他の国

と比べると、2017年世界男女格差指数は144

か国中114位。日本は変化もするし進歩もし

ていますが、そのスピードが遅い。ほかの国

はダイナミックに変わっています。

1．0時代：1947年に労働基準法が制定されま
した。働く女性とは単純労働の女性たちで、

保護はするが平等という考えはありませんで

した。

2．0時代：1985年に女子差別撤廃条約を批准
するためには機会は均等にする必要があると

いうことで、雇用機会均等法が施行されたので

すが、採用と昇進は企業の努力義務でした。

3．0時代：1991年育児休業法施行。出生率1．
57となり、女性たちが子どもを産める職場に

しなければならないと、あっという間に成立

し、今北欧に近い育児サポート制度ができて

います。しかし、育児休業を手厚くすればい

いというものではなく、男性も長時間労働で

はない働きかたをしなければなりません。

　2015年女性活躍推進法が施行され、女性た

ちを管理職何％にする、研修、行動計画を作

るよう義務付けています。

4．0時代：新しい働き方、人生設計を必要と
している時期だからこそ、新しい制度が必要。

共通の目標のために力を合わせ、男性も女性

も活躍できる働き方を作らなければならない

時代になってきていますし、新しいものを生

み出しているのかが問われています。

　日本の生産性が低下しています。企業がリ

スクを恐れて、競争相手がいない新しい分野

であるブルーオーシャンに乗り出していかな

い。失敗してもチャレンジする経営者が必要

です。自分と違う経験、発想、驚くようなア

イデアを持っている人と組むことで、お互い

の強みが生きるのであって、みんなで足踏み

している間に世界は一兆円企業になっている

ことを我々は忘れてはならないのです。

【個別性、自発性の尊重】

　日本の女性はチャレンジしなくて困るとい

う男性の管理職がいますが、女性を活躍させ

ればひとりでに企業の業績があがるというこ

とは絶対にありません。意欲のある女性もい

れば、ワークライフバランスを重視する人も

います。置かれている状況、個人の資質、意

欲によっても違うので、この人はどういう状

況にあり、どういう働き方を希望しているの

か、一歩踏み込んで把握しなければなりませ

ん。女性ならではの感性で女性の営業チーム

を作るなら何のためか、女性ならではとは何

をしてほしいのか。目的を明確にし、使える

資源を提供するなどしなければ、アイデアが

わいてくることはありえないのです。男性は

そこを理解しなければなりません。

【女性としての心構え
「いい子からリーダーへ」】

　強い信念をもつ揺るぎないリーダーは、

チームが未熟な場合にはひっぱることで必要

ですが、レベルに達した経験もあるチームか

ら力を借りてする場合は、能力を発揮できる

よう世話をして一緒にやろうとその気にさせ

る「ソフトリーダー」が必要とされます。自

分の持ち味、強みを活かす新しいスタイルの

リーダーをそれぞれ目指してもらうといいです。

　自分に厳しいことが経営者には大事です。

長期的な視点と志をもち、一緒に働く人に対

して思いやりをもち、個別の事情に配慮する

リーダーに人はついていきます。

　女性リーダーを増やすのは女性活躍が目的

ではなく立派なリーダー、良いリーダーになっ

てもらうことであり、それが大事なのです。

S P E C I A L特 集



4　doyu kanagawa 2018 May

　2017年世界男女格差指数
　日本は144ヵ国中114位！

岡野　本日は、ご参加ありがとうございます。
先日、坂東先生の講演“女性活躍4．0時代～「品

格」と「共感力」これからのリーダーとは～”

がございました。講演の中で印象に残ったこ

とや、考えたことについてお話頂けますか。

橋本　男女格差指数が144カ国中日本は114位
であり、なおかつ順位を下げている事。「変

わっているつもりだけど、変化がトロイ、遅

い」とおっしゃったのが結構衝撃的で、自分

軸で「変化した」では追いつかないのだなと

いうのが一つ。

　それから、「勤め先は変わらなくても、社

内で働き方のギアチェンジが出来る企業が残

る」。トップスピードで働きたい時もあるし、

今は子供を大事にしたいという時もある。社

内でその人なりの働き方のギアチェンジがで

きる、そういう会社になりなさい、というの

が響きました。

　あともう一つ、女性は「良い子からリーダー

になりなさい」とおっしゃった。新しい課題

を発見して責任をもって取り組み、自分が

リーダーになるのだという志を持って、その

役割を演じる事が大切なのだ、と。それは、

持ち味を伸ばす事であり、自分の強みで勝負

する事であって、自分に弱い所があってもそ

れをむき出しにしない。この「むき出しにし

ない」という言葉も…。

岡野　そこが坂東さんの言う「品格」という
ところですよね。

橋本　女性のリーダーが増えることが大事な
のではなく、そういう良いリーダー、立派な

リーダーが増えることが大事なのだとおっ

しゃった。もう本当に「そうだよねえ！」と。

岡野　梅田さんはどうですか。
梅田　私も格差指数の部分で、やはり114位っ
て、そうだよねと実感しますね。多様性の有

る中小企業の中で、私のようにシフトチェン

ジをしながら働く機会を得た人間にとって

は、お役所が考えている先のことを実際やっ

てる会社も沢山有って、ギャップはあるかな、

とも感じました。

　リーダーについては、部下を育てると同時

に部下としてどう振る舞うか、上司の長所を

引き出すフォローシップという考え方がすご

く面白いなと思いました。

　それと、弱さをむき出しにしてはいけない、

自分の強さを出しながら勝負していく、とい

うのが面白い。製造業経営者の集まりでは、

私しか女性がいないことがよくあります。そ

こで、二つ際立つことがあって、「女のくせ

に…という無言のプレッシャー」と「女だか

ら目立つ」という事。唯一の女性だからこそ

目立ち、よく覚えてもらえるんです。それを

どんどん前に出して、存在感を感じさせる事

ができます。弱さをむしろメリットとして出

していけましたね。

　坂東先生の品格についての考え方、考えて

いる事、求められている事のレベルが高いで

すよね。でも、品格ある対応をしないと認め

女 性 リ ー ダ ー 座 談 会

もったいない、
女性社員を活かしてないですよ！
神奈川県中小企業家同友会は、女性経営者が互いに学び、交流する場として、また、地域活性化を目
指す仲間作りの場としても、これまでも様々な活動を展開してきました。
今、女性の活躍が声高に求められる時代です。
そこで、「かながわ女性経営者100人の交流会」開催後、女性リーダー 3人にお集まりいただき、女性
活躍の現状と、女性活躍のあり方について、語り合っていただきました。

株式会社　栄港建設
専務取締役
岡野　美紀子

総合建築業。建築家とコ
ラボレートしながら魅力
的な建築空間の施工を得
意とする。
女性建築家デザイナーと
9 年前にWHAISを立ち
上げる。
http://www.eikou.co.jp
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られないという事もあって、女性のリーダー

というのは大変です。圧倒的な男性の社会の

中で過ごさなければいけませんから。

　女性リーダーのじゃまをしている
　蓋を取る

岡野　では実際、どのように女性リーダーを
育てていますか？色々な課題とか、方向性が

あると思うのですけれど、そのあたりを聞か

せて頂ければと思います。橋本さんの所は、

かなりの数の女性スタッフがいますよね？

橋本　全体が219人で、女性はその中の 4 割
です。でも取締役は私だけが女性で、あとの

4人は男性です。そういう意味では、まだ全

然平等ではないですね。

　自分の中でシンボル的な出来事が去年あっ

て、東京都ライフワークバランスの委員会で、

行政、学識経験者、ＰＴＡ、企業と 4者が集っ

たのですが、学識経験者の方が、女性活用が

全然進まないのは、その根底にある女性の職

種自体が「ピンクカラージョブ」だからだと

おっしゃった。例えば、秘書とか看護師とか

介護職員とか、要するにご主人様がいて、ご

主人様の意に沿うようにすることが私の使命

ですというのが「ピンクカラージョブ」で、

それは歴史的に女性が長く担ってきたもの。

「その歴史を断ち切らずに、その職種はその

ままに女性活躍と言ったって無理でしょう」

と、おっしゃった。その時に、自分の中で「グ

ワーン！」となりました。

　ウチは営業所が 5つあるのですが、営業所

長全員が営業経験者の男性です。その下にデ

ザイナーと、営業事務がいます。そうすると、

営業事務は営業がうまく動けるような業務プ

ロセスを考えるし、デザイナーは営業が採用

されるように支えるという風になっていて、

ご主人様しか見ていない。「これ、ウチの会社、

ピンクカラージョブだ！」と思ったのです。

　それで、組織を大きく変えました。営業事

務とデザイナーを営業所長の下からはずし、

「販売サポート部」と「クリエイティブデザ

イン部」というのを作って、女性リーダーを

一人立てたのです。そしたらもう、全然違う！

岡野　どのあたりが違うのですか？
橋本　リーダーの彼女が、「会社に経営理念
があるなら、デザイナーの経営理念ってなん

だろう？」と言いだした。それが同時多発的

に広がり、他に新しい課が出来たりすると皆

自分の課の経営理念を考え始めたのです。

　経営理念を自部署に置き換えたらどうか？

何を目指して、社会性は何で、儲けの源泉で

ある科学性は、持続可能性は何で、働きがい

は何かみたいなことを話し合って決めました。

　すると以前は、営業が持ってきたお客さん

のニーズに合わせるという受け身ばかりだっ

たのですが、今は展示会では、自分から名刺

を出して話をするから、お客さんも覚えて下

さって、困った時に彼女を訪ねて営業所に来

て下さったり、自分からお客さんの所へ行っ

たりという流れが出てきました。

　「種まきしたのが、どれだけ実を結んだの

だろう」と思うほど、様々な工夫をしたり、

刺激し合ったりして楽しそうです。やらされ

ている時は忙しい、嫌になっちゃうという感

じだったのが、「むちゃ私たち成果あげてる

株式会社　開明製作所
代表取締役
梅田　八寿子

精密切削加工メーカー
で、旋盤加工が中心。多
品種少量生産で 1個から
対応。
パート事務員から始ま
り、昨年三代目社長にな
る。先代は、ミスター神
奈川同友会と言われた石
館氏。
http://www.kaimei.co.jp

株式会社　吉村
代表取締役
橋本　久美子

日本でいちばん大切にし
たい会社大賞
中小企業基盤整備機構理
事長賞

日本茶パックのデザイン
から印刷、袋の製袋まで
行う製造ラインを持った
メーカー。
13年前に三代目社長にな
る。主に将来への種まき
「明日の飯」担当。
https://www.yoshimura-
pack.co.jp
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じゃん！」という雰囲気に変わりつつありま

す。

　経営者の仕事って社員が主体的に動くよう

「何が今蓋をしているのか」をきちんと見つ

け、そこを是正することだなと思った経験で

した。特に女性リーダーを育てるのに、何よ

りも大事なポイントでした。

岡野　凄く強烈ですね（笑）。個々の目的も
そうですし、会社の方向性、部署のやり方と

かを考える時間を持つという事が、進歩に繋

がって行くのだと思います。それが主体性の

あるリーダーを育てていく第 1歩かなと、私

は思います。梅田さんは、どうですか？

梅田　私は、「共有できる」ということが一
番大切だと思います。会社としてどういう風

にするのかという、方向性を共有できるとい

うことがまず出来ないと。

　現場は、熟練の人もいれば、そうでない人

もいるのですが、今までは何とかお任せで出

来ていたのです。ところが、ここにきて色々

問題が発生したわけです。本来起こらないよ

うな手待ちがあちこちで起こり、仕事が進ま

ない。これを何とかしようという事で、ちょっ

とした小グループでミーティングをすると、

「ああ、実は自分たちの問題だったのだ」と

いう事にようやく落とし込めた。当人にとっ

ては「社長が指示している通りやっているだ

けだから」と、自分の問題だとは思っていな

かったのです。

　また、新しいお客様を開拓する時、全然関

係ないポジションの人、例えば製造の人とか、

業務の人を連れて行ったりして、やっと色々

な声が聞こえてくるようになりました。だけ

ど、まだこれからかな、という所ですね。

岡野　自分の仕事以外の他の人の仕事の所を
もっと知って欲しい、ということは私も思い

ます。「なんで僕が」という所にあえて行か

せて、周りがどういう仕事をして今の自分が

あるのか、ということを知ってもらう。やは

り現場で汗かいてどういう風に仕事している

のか、というのを見てもらわなければいけな

いと思っています。

　女と男という構図でない、
　働き方改革

岡野　「女性に期待される役割4．0時代」とい
うのがあって、それは最初女性の保護から始

まり、男女平等があって、育児支援、そして

女性活躍という4．0時代へと、どんどん移っ

てきています。私も、もっと女性が活躍して

欲しいと思うのですが、子育てが済むまでは

なかなか難しいかな、と思っています。

　うちは人数が少ないですから「子育てを優

先してもいいよ」としています。その代わり、

他の女性たちがフォローに入らないといけな

くなります。だけど、比較的顔が見えやすい

ので、ぎくしゃくしても解消しやすい。

　ただ、橋本さんの所のように会社の規模が

大きく、部門が色々とあって、女性がフォロー

もするけど、困る問題もたくさん出てくるか

と思うのですけれど…。

橋本　一時期、育児支援で時短の方が多く
なってしまい、子供のいない人との間でぎく

しゃくしたこともありました。今は、子供が

できても当たり前に働くようになりましたね。

　それと企画の人間から、「企画の仕事は、

会社に来てパソコンに座ってからスタートす

るわけではない」という発信がありました。

子供と一緒に買い物に行った時、「これにな

ぜ目がいったのかな」、「なぜママ友はやたら

にこれをプレゼントするのかな」とか、会社

に居なくてもアンテナさえ張っていれば仕事

のネタは仕入れられる、会社にいる時間、つ

まり残業時間が報酬というのはどうなのだろ

う、と。

　では、企画の人間は40数時間相当の手当を

つけましょう。そこまでは会社に来ていよう

が、子供が熱出して休んでいようが、考えて

企画するという事は出来るよねという事にな

りました。そうしたら、何か流れが変わって、

子育て中の女性も保護するものではなくなっ

た。

　女を女がフォローするとか、女と男ってい

う構図で見るよりは、古い価値観を持ち込ま

ないようにするのが大事だと思っています。

梅田　私の会社は、年齢層に幅があるのです。
若い人は25歳ですし、年長者は71歳です。高

齢者が第 2の職場として入るということが社

風としてあります。これくらい年齢幅が広く

なると、病院に行くから休むとか、介護のた

めに休みを下さいとか、子供の急病で保育園

にこれから迎えに行かなければいけないと

か。だったら、それをどうやってフォローす

るのかというと、多能工化、これをやはり広

げていくことですね。

岡野　人数を増やすということですか？
梅田　 1人の人間が、いろいろ自分でやって
しまうということです。

橋本　 1人屋台みたいな感じですよね、流れ
作業じゃなくて。

梅田　そうです。昔より機械の性能も上がっ
ているので、出来ることも増えている。「な

るべく 1人で最終工程まで携わろう」と、口

説いている所です。

　女性云々という事ではなくて、穴が空いて

も誰もがちゃんとフォローできるような体制

をもっと充実させていくという事を目指して

います。そして、自信をもって働くことが喜

びなのだという場を提供できるようにしたい

と思います。

　それと、シフトを組むという事。「 3 時間

だったら働けるけど、 8時間は無理よね」と

か「週 5日は無理よね」という人がいるので、

3 時間とか 4 時間の人でシフトを組んでい

く。例えば 3人体制でやっている中の 1人を

短時間シフトにするとか。

岡野　そうですね、男性とか女性とかは別に
して、働き方を選択できるのは大事だと思い

ます。障害のある人もいるでしょうし、人に

よって色々と違うから。だけど、「自分はこ

ういう事ができます」というものがあれば、

キチっと仕事をシェアしながら一緒に発展し

て行けるような会社にしていく、そういうこ

とが私たち経営者の仕事なのだと思います。

　本日はお忙しい中お集まりいただき、あり

がとうございました。
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 【女性活躍加速化助成金】には、「加速化コース」「加速化Ｎコー
ス」の 2つコースがあります。「加速化コース」が取組目標、「加
速化Ｎコース」が数値目標となります。
「女性活躍推進法」に基づく行動計画を立て、それに従った取組
目標を実施し、女性活躍の場を整える。
「加速化Ａコース」…取組目標の達成時点で、28．5万円〈36万円〉
「加速化Ｎコース」…数値目標の達成時点で、28．5万円〈36万円〉
　　　女性管理職比率が基準値以上に上昇で、47．5万円〈60万円〉
　「加速化Ａコース」の場合は以下のすべての要件をクリアする
必要があります。
1　行動計画を「女性活躍推進法」に沿った内容で作っている
2　 行動計画には、その計画期間、数値目標、取組目標、取組の
実際の実施期間を盛り込んでいる

3　行動計画には、長時間労働に対する対策を盛り込んでいる
4　行動計画を雇用する労働者に正確に伝えている
5　 行動計画を「女性の活躍推進企業データベース」サイトにアッ
プしている

6　 自社の女性活躍情報を「女性の活躍推進企業データベース」
サイトにアップしている

7　行動計画策定届を労働局に提出している
8　計画期間内に取組目標を達成している
9　労働者数300人以下の企業
＊300人とは、正社員の他、パート・アルバイトなどの非正規雇用も含みます

「加速化Ｎコース」
1 　 要件に沿った内容で取組目標を達成し、加速化Ａコースをク
リアしている

2　 数値目標の達成内容について「女性の活躍推進企業データ
ベース」サイトにアップしている

3　 女性管理職比率が中小企業は15％以上、中小企業以外は産業
平均値の1．3倍以上の上昇

などの項目があります。
『取組目標の例』
•女性管理職を目指す女性社員を対象としたセミナーの実施
•管理職候補の女性向けのメンター制度等の導入、実施
•女性の少ない職種への女性の配置転換を可能とする研修の実施
•一般職から総合職への転換制度の構築、実施
• 女性の少ない職種に女子学生の応募が来るよう、大学等と連携
したセミナー

　前回に引き続き、民法改正でテーマとなっている「保証人の保
護」について見ていきます。前回も書きましたが、今回の改正の
ポイントは
①個人が保証人になる場合には公正証書が必要になる場合ができた
②債務者には、保証人に対して情報提供をする義務が課せられる
場合ができた
③個人が根保証する場合は限度額を明示しなければならなくなった
という 3つです。前回は①について簡単に解説しましたが、今回
は②です。
　実は、たまにある相談として、「離婚した元夫の住宅ローンを
連帯保証していたけど、別れてからちゃんと払っているかわから
ない」とか「知人が家を借りる時に保証人になったけど、その知
人が家賃滞納していないか知りたい」という相談があります。こ
れを読んでいる人の中に身に覚えのある人もいるのではないで
しょうか。
　これまでの民法では、こういうときに何も対応する方法があり
ませんでしたが、改正後の民法ではちょっと違います。お金を貸
した人や大家は、保証人から「アイツ、ちゃんと払ってる？」と
聞かれたら、滞納状況や残債務額などについて回答する義務が課
せられました（改正後の民法第458条の 2）。また、主債務者が期
限の利益を失った時も、債権者（主にお金を貸した人）は 2ヶ月
以内に保証人に「もう一括弁済になったからね」と伝えなければ
なりません。
　さらに、保証契約を結ぶ時にも情報提供を求めることができる
ようになりました。皆さんの周りにも、「絶対に迷惑をかけない
から！！」と言われて友人の事業の借金を保証しちゃった人はい
ませんか？改正後の民法第465条の10では、事業用の債務につい
て保証人になろうとする人は、主債務者に対して、財産や収支の
状況を明らかにしてもらったり、ほかの債務の有無や滞納状況を
明らかにしてもらったり、ということが可能になっています。も
ちろん、主債務者は保証してもらいたいのでウソを言うかもしれ
ませんよね？そういう時も、場合によっては「保証を取り消
す！！」と言うことさえできるようになっています（改正後の民
法第465条の10第 2 項）。
　このように、改正後の民法では保証人にとって非常に気になる情
報を提供してもらいやすくなっていますので覚えておいてください。

テンプラス社労士事務所・
CIサポート行政書士事務所
社労士・行政書士
　鈴﨑　治男
「いい会社にしたい」等の
お声に対して、御社に合っ
た助成金・補助金の双方を
ご提案し全力でサポートし
ております。LM総合法律事務所

　弁護士　網野雅広

＋ONEグループは、法務・税務・労務の専門家で
ある各種士業が連携して、中小企業のためのワン
ストップサービスを提供するグループです。経営
者向けのセミナーや交流会も開催していますの
で、企業経営上のお悩みごとがございましたら是
非ご参加ください。また、士業連携
に興味のある各種士業の方
もお待ちしております。
　　　　　　　　詳しくはQRコード▶

女性社員や女性管理職を増やしたい会社は
是非ご覧ください！

【女性活躍加速化助成金】
最大104.5万円〈132万円〉

 〈　〉内は生産性要件を満たす必要がございます。

早わかり民法改正
～「保証」編 その２

WR I T I N G W R I T I N G

お金にまつわるお話＋
プラス

ONE 法律ミニ知識六
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5 月21日（月）午後6時30分から
場　所：横浜市健康福祉総合センター
同友会と私：㈱ROX　社長　白岩　圭氏
会　費：1，000円

5 月15日（火）午後5時から
場　所：HOTEL PLUMM 横浜
テーマ： 「残業だらけ、お局・黒幕の暗躍時代を

乗り越えて」
　　　　～長期的に業績を上げ続けるためには！～
報告者：香川県ケアマネジメントセンター㈱
　　　　代表取締役　林　哲也氏（中同協経営労働委員長・横浜支部会員）
参加費：無料（懇親会別途）

5 月28日（月）午後5時から
場　所：ホテル精養軒
テーマ： 業界トップ企業への道のり
　　　　～同友会の学びと企業づくり～
報告者：中小企業家同友会全国協議会
　　　　会長　広浜泰久氏【㈱ヒロハマ　代表取締役会長】
参加費：無料（懇親会6，000円）

5 月21日（月）午後6時30分から
場　所：藤沢商工会館ミナパーク
テーマ： （仮）新会員自社紹介＆自社PR
会費：無料（懇親会費別途）

5 月18日（金）午後6時30分から
場　所：FORUM246
テーマ： 「2017年度に県央支部にご入会頂いた
　　　　皆様から自社PR」
報告者：
（予定）

参加費：無料（懇親会5，000円）

5 月25日（金）午後6時30分から
場　所：横須賀市産業交流プラザ
テーマ：「異業種交流から生まれる『科学』変化」
報告者：日崎工業㈱　代表取締役　三瓶　修氏
参加費：無料（懇親会別途）

5 月27日（日） 午後5時15分から　　　　　　　　（ゴルフ参加者5月28日まで）
場　所：福元館（会議室）
テーマ： 相模原支部会員 1泊交流会
①宿泊費：12，000円（ 2食付）
②オプション交流会（ゴルフ）：14，480円（プレー代）（食事付、
参加費別）

第53回横浜支部総会

第35回川崎支部・第2回たま田園支部総会

湘南支部総会

第19回県央支部総会

第16回県南支部総会

第19回相模原支部総会

申し込みはコチラ
▼

申し込みはコチラ
▼

申し込みはコチラ
▼

申し込みはコチラ
▼

申し込みはコチラ
▼

申し込みはコチラ
▼

申 し 込 み

NPO法人子どもと生活文化協会　総括コーディネーター　高橋清樹氏
㈲オクモト工業　代表取締役　奥本敏彦氏
旭工業㈲　専務取締役　嶋　知之氏
一般財団法人天文郷芸術文化財団　代表理事　高橋玉樹氏
㈱郷田製作所　代表取締役　郷田元宏氏
㈱協同電気研究所　代表取締役　大塚研輔氏
三協パイオテク㈱　代表取締役　平澤俊和氏
ネクストステージ合同会社　代表　久米　豊氏

5 月16日（水）午後6時30分から
場　所：おだわら市民交流センターUMECO
テーマ： 「私が経験した経営危機とその脱出！」
　　　　～経営は七転八倒？？それとも七転八起？？～
報告者：岡村建興㈱　代表取締役　岡村清孝氏
参加費：無料（懇親会別途）

5 月11日（金）午後6時30分から
場　所：波止場会館
テーマ： 親を頼れない若者にこだわるワケ
　　　　～アウトローな青春時代が生み出したオンリーワンビジネス～
報告者：㈱フェアスタート　代表取締役　永岡鉄平氏
会　費：500円（会員外は1，000円）

第10回小田原支部総会

第 1回ダイバーシティ委員会例会

申し込みはコチラ
▼

申し込みはコチラ
▼

申し込みはコチラ
▼

会社経営に即役立つ実践知識満載！
社長／経営幹部／後継者の皆様　
必見の「第 7期経営基礎講座（全 7回講座）」です。

④第 4講座（ 5／10）：
　これだけは知っておきたい中小企業の法律知識
　・今さら聞けない法律知識
　・各種契約の知っておきたい契約書作成のポイント
　・トラブル事例から学ぶ中小企業の法律トラブル予防法
　講　師：弁護士法人エースパートナー法律事務所
　　　　　代表弁護士　阿野順一氏
　※終了後17時まで相談会を開催
⑤第 5講座（ 5／17）：
　財務（Ⅰ）決算書の数字から考える経営改善の思考法
　・会社の行方を左右する損益分岐点の基礎
　・企業の命綱　損益と資金繰りを理解する
　・キャッシュフロー計算書を経営に役立てる方法
　講　師：大竹税理士事務所　代表　大竹秀毅氏
　※終了後17時まで相談会を開催
⑥第 6講座（ 5／24）：
　財務（Ⅱ）銀行マンに教わる資金調達の手法
　・銀行がお金を貸したくなる企業とは！
　・明日から始める銀行との上手な付き合い方
　講　師：横浜信用金庫　主任調査役　住吉征雄氏
　※終了後17時まで相談会を開催

第 7期経営基礎講座のご案内

申し込みはコチラ
▼

5 月30日（水）
場　所：きゅりあん　 7階イベントホール
テーマ：イキイキ輝く充実人生を手に入れるキャリア戦略
　　　　～プロフェッショナルの流儀～
報告者：㈱MORICHI　代表取締役社長
　　　　オールラウンダーエージェント　森本千賀子氏

同友会を知る為のオリエンテーション

東京同友会＆神奈川同友会女性部会
共催事業　記念講演

□□□ は報告は申し込み□□□

※スマホ未対応です
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3 月20日（火）
場　所：HOTEL PLUMM 横浜
テーマ： 「エースがいなくてもガンガン売れる
　　　　常識破りのチーム作り！」
報告者：㈱ベストパートナー　代表取締役　加藤　睦氏

3 月16日（金）
場　所：中原市民館
テーマ： 「異業種交流から生まれる『科学』変化」
報告者：日崎工業㈱　代表取締役　三瓶　修氏

3 月19日（月）
場　所：川崎市産業振興会館
テーマ： 激変の時代こそ　社長が覚悟を決める時
　　　　 ～経営が大きな岐路にさしかかる時、ど

のようにして未来を決断し実行していくのか～
報告者：㈱川崎中央プランナー　代表取締役　木村教義氏

3 月15日（木）
場　所：藤沢商工会館ミナパーク
テーマ： 幹部社員としてどう会社を盛り上げてい

るのか？
報告者：㈲リプロ　常務取締役　秦　喜久夫氏
　　　　未来創造弁護士法人湘南中央法律事務所
　　　　所長弁護士　長田　誠氏

3 月16日（金）
場　所：プロミティあつぎビル
テーマ： 新社長としての意気込み語ります！！～

皆様、よろしくお願い致します～
報告者：㈱川崎製作所　代表取締役　川崎好仁氏
　　　　㈱うすいファーム　代表取締役　小杉大樹氏
　　　　㈱港南サービス　代表取締役　四日市　宏氏
　　　　㈱ニチゲン　代表取締役　梶　宏朗氏

3 月23日（金）
場　所：横須賀市産業交流プラザ
テーマ： 「自分が変わり、成長すれば、会社も成

長する！苦難が最高の自己変革の機会を
与えてくれる」

報告者：㈱ウェルメ　代表取締役　北村公一氏

3 月 8 日（木）
場　所：プロミティふちのべ
テーマ： 挑戦し続けた 5年間！まだまだ攻めます！！
　　　　 ～新規事業も社員教育もやってみないと

何も始まらない…～
報告者：旭フォークリフト㈱　代表取締役　横江利夫氏

横浜支部

たま田園支部

川崎支部

湘南支部

県央支部

県南支部

相模原支部報告内容はコチラ
▼

報告内容はコチラ
▼

報告内容はコチラ
▼

報告内容はコチラ
▼

報告内容はコチラ
▼

報告内容はコチラ
▼

報告内容はコチラ
▼

3 月23日（金）
場　所：おだわら市民交流センターUMECO
テーマ： 「自社の現状と課題を語る！」
報告者：
　湘南トレーナーズオフィス合同会社　代表　内山　聡氏
　㈱村山商店　代表取締役　村山真康氏
　宮川労務管理事務所　代表　宮川勝行氏

3 月28日（水）
場　所：横浜市開港記念会館
テーマ： 障害者が社会を支援する
　　　　～コトノネ誕生秘話…自分も世の中の
　　　　当事者になりたい～
報告者：コトノネ　編集長　里見喜久夫氏
　　　　（㈱ランドマーク代表取締役）

3 月 7 日（水）
場　所：
テーマ：「健康Network」セミナー
　　　　 少数精鋭の中小企業がやっておきたい新

経営戦略！
　　　　“健康経営”で業績UP×企業信頼度UPさせる 3つの秘訣 
報告者：

3 月 6 日（火）
場　所：コートホテル新横浜
テーマ：「必聴！30年の実績！
　　　　社員の 7割は新卒採用」
報告者：㈱タスクフォース　管理部課長　岩谷昌幸氏

小田原支部

ダイバーシティ委員会

横浜支部港地区

横浜支部北地区

報告内容はコチラ
▼

報告内容はコチラ
▼

報告内容はコチラ
▼

報告内容はコチラ
▼

報 告 □□□ は報告は申し込み□□□

※スマホ未対応です
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事業承継最初の 1歩

　事業承継対策で最初にしなくてはいけないことは「次の経営者
を誰にするか」を決めることです。 1人に絞る必要はなく、何人
かを育成、後継者として適切かを見極めていくことになります。
これはとても時間のかかる工程です。どこで育てるか、どうやっ
て育てるか。後継者が見つからない場合はM＆Aや廃業の準備を
していくことになります。

　ここで、後継者の違いによる留意事項を確認したいと思います。
親族承継の場合は株や事業用不動産が一人に集中しがちです。そ
こで他の相続人の遺留分を侵害してしまうことがあります。（遺
留分：各相続人が少なくともこの分だけはと一定の財産をもらう
権利）この対策として、代わりに後継者の預貯金等違うものを渡
すことも考えられます。（代償分割）また、多大な財産を引き継
ぐことになれば、納税資金の準備もしなくてはなりません。そし
て、他の相続人に後継者を受け入れてもらうことも必要です。特
に兄弟が同じ会社にいる場合、「年上だから兄が社長になる。」と
いうだけでは後々紛争の種となってしまいます。
　一方、親族外の場合は社内や他の相続人の理解はもちろんのこ
と、財産を引き継ぐための資金力が必要となります。場合によっ
ては両者とも一定の財産は法人が引き継ぐという選択肢も考えら
れます。

経営者に今すぐして欲しいたった 1つのこと

　後継者に順調にバトンタッチできることが望ましいのですが、
その時期を待たずに突然、現経営者が他界してしまうこともあり
ます。そこで、もしものことに備えるために今すぐしておいてほ
しいこと。それは「遺言を作る」ことです。事業承継をまだ、考
えていない人にも事業継承の観点から是非やっておいてほしいこ
とでもあります。
　もし、遺言がなかったら、どうなるでしょうか。まず、法律的
には経営者の持っている株は家族へと渡り、現在、経営に関わっ
ているかいないかにかかわらず、家族は会社の経営権について話
合わなくてはなりません。今まで、全く経営に関わってこなかっ
た家族にとって大事な人がいなくなった悲しみの中、次期経営陣
と話をしなくてはならない負担はどれほどでしょうか。そもそも、
次期経営陣って誰ですか。
　すでに内々次期経営者が決まっていたとしてもそれには何の法
的根拠もありません。こうして、次期経営者を決定し、経営権を
移譲させるまで、会社の経営は止まってしまいます。社長の不慮

の事故で会社も一緒に天国にいってしまうかもしれない。それを
避けることができるのが遺言です。「会社の経営は○○に任す」
その一文で家族の負担も会社の内紛も避けられるのです。

◆方式による遺言の違い
　遺言には普通方式（ 3種類）と特別方式（ 2種類）があります。
ここでは普通様式のうち一般的な自筆証書遺言と公正証書遺言を
比べてみたいと思います。
　自筆証書遺言は文字通り自分で書く遺言でいつでもどこでも書
くことができます。ただし、一定の方式にのっとって書かないと
無効になりますし、相続が発生した際には家庭裁判所の検認を受
けないといけません。一方、公正証書遺言は公証役場で作る遺言
です。費用がかかり、立会人（証人）を 2名つけなくてはなりま
せん。ですが、自筆する必要もなく、方式違いで無効になること
もありません。そして、家庭裁判所の検認を受けることなく、効
力が生じます。

　まず、自筆証書遺言で作成してみるのもいいかもしれません。
いつでも、どこでも書き直せるからです。毎年元旦に自分の書い
た遺言を見直して書き直し、会社と家族の将来のことを考えると
いう方もいます。そして、ご家族の成長が落ち着き、会社の後継
者も確定してきた頃に、公正証書遺言を作ってみてください。両
遺言方式とも何度も書き直すことができ、日付が一番新しく、方
式がきちんと備わっているものが正式な遺言とみなされます。自
筆証書遺言の場合は遺言が存在することをきちんと示すことも重
要です。

　次回は、遺言をもうちょっと深堀りして、遺言を書いてほしい
タイプ別経営者を見たあと、経営権の承継の様々な方法について
検討していきたいと思います。

大井行政書士事務所
大井公美子さん（横浜中央地区）
行政書士・ファイナンシャルプランナー
事業承継・相続対策につき、法律面だけでなく、感
情（想い）と勘定（お金）の問題発見から解決手段
までトータルサポート。争族問題の回避、想続・事
業承継をお手伝いします。

何から始める事業承継対策

W R I T I N G

かながわ事業承継塾　第２回かながわ事業承継塾　第２回

©大井行政書士事務所

遺言の方式によるメリットデメリット

自筆証書遺言 公正証書遺言

・自書で作成
・公証人・証人：不要
・検認：必要

・自書不要：公証人が筆記
・公証人：必要
・証人： 2名以上
・検認：不要

メリット
費用がほとんどかからない
いつでもどこでも作れる
作り直しも容易
デメリット
遺言の様式を満たしていない
と無効になることもある。
紛失、変造、隠匿の危険性
家裁での検認が必要

メリット
家庭裁判所での検認不要
公証人が作成するので、変造や無
効な遺言となる危険性が低い
デメリット
費用がかかる
遺言の存在を秘密にできない
訂正にも一定の手続きが必要
内容が証人からもれることもある

©大井行政書士事務所

後継者による比較
親 族 親 族 外

・ 株や事業用不動産の承継に
よる他の相続人の遺留分の
侵害

・ 代償分割や納税資金の準備
・ 経営にかかわらない法定相
続人への配慮

・買い取り資金の準備
・ 前経営者一族に対する配慮

　　　　　　　　　　　　◇両社共通◇
　　　　　　・従業員や取引先、金融機関への配慮
　　　　　　・育成、後継者としてのい資金の見極め
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横浜商工通信機器販売㈱　代表取締役　柏倉　繁（横浜支部中央地区）
旧　045－350－8636
新　横浜商工ロジスティクス㈱　代表取締役　柏倉　繁　
新　045－321－2133

本田社会保険労務士事務所　代表　本田新市（横浜支部）
旧　236－0052　横浜市金沢区富岡西 2－32－ 2 　TEL＆FAX：045－775－0035
新　236－0021　横浜市金沢区泥亀 1－28　パークシティ金沢八景B棟210号室
　　TEL＆FAX：045－352－8066　honda.shinichi@maroon.plala.or.jp
亜洲企業集団㈱　代表取締役　丹野揚一（たま田園支部）
旧　〒170－0014　東京都豊島区池袋 1－16－33　 2 Ｆ
新　〒170－0012　東京都豊島区上池袋 1－25－ 2 　 2 Ｆ

NEW FACE
会社名 会員名 社内役職 所属部 入会日 事業概要 紹介者

木村亮太税理士事務所 木村　亮太 所長 横浜　港地区会 2018年 3 月 5 日 税理士業 林　哲也
i－project 大西　素子 代表 横浜　港地区会 2018年 3 月16日 コンサルティング・研修講師 事務局

アウェアネスラボ 浅場　渉美 代表 横浜　中央地区会 2018年 3 月14日 心理学とヨガ瞑想講師です。感情コントロールを身
につけて目標達成力を高めるサポートをしています。

事務局
（HP）

柏崎ユーエステック㈱ 小山田　和 取締役経営
事業本部長 横浜　中央地区会 2018年 3 月29日 OEM事業と 2 色成形を柱とした開発・設計・製造・物流まで一貫した生産技術を有しています。 加藤　睦

㈲ヒロハウジング 菊池　智博 （後継者） 川崎 2018年 3 月22日 不動産賃貸業 木村教義
司法書士法人
ほさか・あいだ事務所 相田　紳太郎 代表社員 湘南 2018年 3 月27日 相続手続、不動産登記、会社法人登記、裁判、各種法律相談、各種士業紹介 藤森純一

さがみはらリーガルオフィス 西村　康章 代表 相模原 2018年 3 月 1 日 司法書士、行政書士 木村教義
㈱ケイ・エス・アイ 黒澤　淳一 代表取締役 相模原 2018年 3 月14日 内燃力発電設備の製造・販売・据付・保守管理 横江利夫
㈲中村電機 中村　勝彦 代表取締役 相模原 2018年 3 月15日 産業用ロボット制御設計・制御盤・操作盤製作 横江利夫
㈲ファルコン 高田　浩樹 代表取締役 相模原 2018年 3 月15日 電子機器組立配線、美容商材販売 横江利夫
㈱新海製作所 新海　肇 代表取締役 相模原 2018年 3 月19日 精密部品・金属加工業 横江利夫
㈱DAS 佐治　薫 代表取締役 相模原 2018年 3 月20日 自動車販売、整備、板金塗装、個口貨物運送業 佐藤、横江
㈱テクノフロンテ 酒巻　利光 代表取締役 相模原 2018年 3 月22日 製造業 横江利夫

2018年 4 月 1 日現在会員数：774名（全国会員数：46，362名）

会員Information
～会員皆様からの情報をお待ちしております～

社名変更

新 会 員 紹 介新 会 員 紹 介

株式会社 神奈川機関紙印刷所

〒236-0004 横浜市金沢区福浦 2-1-12
TEL（045）785-1700 FAX（045）784-6902記念誌　

広報誌

機関紙 …
 etc

編集後記

　今年度 1か月経過しましたが、みなさん振り返っ
ていかがですか？変化はありましたか。新たなこと
は”意志”と”行動”があってこそです。
　特集の女性経営者の皆様方はそんなおもいに溢れ
ていますので是非お読みください。
　広報委員ではホームページもリニューアルされま
した、こちらも是非ご覧ください。
 ㈱神奈川機関紙印刷所　尾崎睦臣

サルビア整骨院（湘南支部） 院長　小泉 聡司さん

会員訪問 http://www.salvia-s.com

（訪問取材／広報委員　田邊燿子　外木宏明）

茅ヶ崎で「サルビア整骨院」院長を務める小泉さんは、小中学校では地元リトルリーグで活
躍し高校は地元を離れ寮生活に。甲子園を目指す高校球児だったそうです。その時にスポー
ツトレーナーという仕事を知り卒業後５年間、専門知識を学び整骨院勤務を経て「サルビア
整骨院」を開院。院名にある「サルビア」とは、ラテン語で「健康」という意味を持つ花の
名前。「私の生まれ故郷であるこの地域の方々が、１人でも多く健康になってほしい」とい
う願いが込められているそうです。整骨院の隣には奥様のサロン「エステサルビア」が併設
されています。赤と白の外観が湘南のイメージにぴったり！通ってみたくなりました。

住所変更




