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▶ 詳しくはe.doyuへ TOPページからログインして下さい。TOPページからログインして下さい。
ログインID・パスワードをお忘れの方は事務局まで！ログインID・パスワードをお忘れの方は事務局まで！

 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 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。事務局までご連絡下さい。Tel Tel 045（222）3671045（222）3671

神奈川同友会

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
１ 先負 ２ 仏滅 ３ 大安 ４ 赤口

中堅社員研修会

青年部会１泊幹事会

経営指針入門講
座「礎」 
夢を実現するため
の戦略セミナー
 

５ 先勝 ６ 友引 ７ 先負 ８ 仏滅 ９ 大安 10 赤口 11 先勝
川崎支部幹事会
たま田園支部幹事会
県南支部幹事会

湘南支部幹事会
県央支部幹事会

横浜支部幹事会
相模原支部幹事会 中小企業問題全国研

究会in兵庫

広報委員会 建国
記念日

12 友引 13 先負 14 仏滅 15 大安 16 先勝 17 友引 18 先負
振替休日 小田原支部幹事会 理事会 相模原支部例会 たま田園支部例会 

19 仏滅 20 大安 21 赤口 22 先勝 23 友引 24 先負 25 仏滅
川崎支部例会 湘南支部・小田原支部・

青年部会合同例会 
横浜中央地区・県央支
部合同例会 

県南支部例会 

26 大安 27 赤口 28 先勝
同友会を知るた為のオ
リエンテーション 

ダイバーシティ委員会
人を生かす経営協議会

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
１ 先勝 ２ 友引 ３ 先負 ４ 仏滅 ５ 大安 ６ 赤口 ７ 先勝
元旦

８ 友引 ９ 先負 10 仏滅 11 大安 12 赤口 13 先勝 14 友引
成人の日 横浜支部幹事会

川崎支部幹事会
たま田園支部幹事会
相模原支部幹事会

県央支部幹事会
湘南支部幹事会
青年部会幹事会
横浜市大講義⑫

政策委員会
広報委員会
神奈川大学講義⑬

15 先負 16 仏滅 17 赤口 18 先勝 19 友引 20 先負 21 仏滅
横浜支部・川崎支部・
たま田園支部合同新春
例会 

県央支部・相模原支部
合同新春例会 
神奈川大学講義⑭

理事会 湘南支部例会 
横浜市大講義⑬

小田原支部新春例会
神奈川大学講義⑮

22 大安 23 赤口 24 先勝 25 友引 26 先負 27 仏滅 28 大安
かながわ女性経営者ネ
ットワーク幹事会
人を生かす経営協議会
（経営労働・社員教育・共
同求人・ダイバーシティ）
政策委員会学習会（エ
ネルギーシフト実地学
習会） 

同友会を知るた為のオ
リエンテーション 

横浜市大講義⑭ 県南支部・ダイバーシ
ティ合同新春例会 

29 赤口 30 先勝 31 友引
共同求人新春就職情報
交換会

２月

SCHEDULE 2018年１月
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●政策委員会　エネルギーシフト実地学習会
テーマ：神奈川県の再生可能エネルギーの状況
日程： 1月22日（月）　時間：午後 3時00分から
会場：中小企業センタービル 6Ｆ大研修室
会費：無料
報告者：神奈川県産業労働局産業部エネルギー課　ご担当者

人口減少社会の中での
 必須の経営戦略とは！？
～自社の競争優位性を
 どのようにつくるか？～

（仮）
あなたはよい経営者ですか？
～社員の
 ロールモデルへの挑戦～

創業132年
老舗企業の経営実践！
～経営危機も経験！
そして「現在」と「未来」へ～

 横浜支部・たま田園支部・
　  川崎支部合同新春例会
●18：15～21：00
場所：HOTEL PLUMM 横浜
会費：無料（懇親会費別途）

 県央支部・相模原支部
　  新春合同例会
●18：30～21：00
場所：ぽっぽ町田
会費：500円（懇親会費別途）

 湘南支部例会
●18：30～21：00
場所：藤沢商工会館ミナパーク
会費：無料（懇親会費別途）

１月15日（月） １月16日（火） １月18日（木）

報告者：㈱シティーライン　
　代表取締役　田浦　通氏
　　　　　　　（福岡同友会代表理事）

報告者：㈱S-TEKT
　代表取締役　清水孝弘氏
　　　　　　　（東京同友会）

報告者：㈱さんこうどう
　代表取締役　川上彰久氏

40年間の戦力として

 県南支部・ダイバーシティ
　  合同新春例会
●18：30～21：00
場所：ヴェルクよこすか
会費：無料（懇親会費別途）

１月26日（金）

報告者：㈲エス・ケイ・フーズ
　取締役　中村こずえ氏
　　　　　（長崎同友会）

その他のセミナー

各行事のご案内
所属以外の支部でも参加できます！！

先行き不透明な時代を
どう乗り切るか、

新年の抱負を語り合う！

 小田原支部新春例会
●19:00~21:30
場所：割烹旅館まるなか
会費：6，000円（飲食代として）

１月19日（木）

●同友会を知る為のオリエンテーション
日程： 1月23日（火）
時間：午後 6時30分から
場所：横浜市健康福祉総合センター
会費：1，000円
同友会と私：明日の㈱　代表取締役　村尾周三江氏
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テーマ：経営戦略としての女性活躍
　　　　－かながわ女性の活躍応援団は中小企業家の皆様に期待しています！－

報告者：岩田喜美枝様　かながわ女性の活躍応援団アドバイザー、神奈川県男女共同参画審議会　会長、
　　　　  　　　　　　　　　公益財団法人21世紀職業財団　会長

テーマ：中小企業が日本を変える～利他の精神で地域貢献～
報告者：上田博和様 　株式会社清王サービス　代表取締役、一般社団法人夕張再生の会　代表、
　　　　  　　　　　　　　日本政策学校　理事長　　ほか

わたしたちが日本をつくる！！わたしたちが日本をつくる！！
幸福度300％の企業経営幸福度300％の企業経営
～集え！未来の主役たち～～集え！未来の主役たち～

基調報告では上田博和様、特別報告では岩田喜美枝様をお招きし、ご報告頂きました。
その後は各分科会に分かれ、共に学び、交流を深めました。

　　 日時  2017年

 11月22日（水）
   午後 2時30分開会
　　     ～午後 8時50閉会
    会場  新横浜グレイス
　　　　ホテル

特
別
報
告

基
調
報
告

神奈川県男女共同参画審議会
会長　岩田喜美枝様

株式会社清王サービス
代表取締役　上田博和様

来年７月に神奈川で迎え、決意表明をする関東甲信
越青年経営者フォーラムin神奈川の面々

懇親会の様子

神奈川県かながわ男女共同参画センター
所長　山本長史様

中筋実行委員長
（㈱天・地・人）

神奈川県
知事　黒岩祐治様
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　全県経営研究集会が「かながわ経営カンファレンス」と改
称されて 2年目の今年、神奈川県という大きなパートナーを
得て開催されました。黒岩知事の「今回は共催ですから来賓
ではなく運営側で皆様をお招きしておりますので」とのご挨
拶があり、県の力の入れ様が窺えました。その神奈川県が推
進しているかながわ女性の活躍応援団アドバイザーの岩田氏
から「経営戦略として女性活躍」と題した特別報告がありま
した。論理的視点も交えながらの講演は分かり易く、社員の
多能工化や業務プロセスの改革に依る長時間労働の是正につ
いてのお話は女性活躍に限らず、今後訪れる労働人口減少へ
の対策としてヒントを御提示いただいたと思いました。
　続いて㈱清王サービスの上田氏からの基調報告。青年会議
所で大変なご活躍をされたとの事でしたが、熱の込もった同
友会らしい内容でした。良き先輩に巡り合い「恩返しをしろ」
から始まった実直なまでの行動する生き様は正に圧巻。「行
動は量」「やらない言い訳をするな」「言葉は心で話せ」など
のキーワードに企業家魂を揺さぶられました。ユーモアを交
えながらの報告の最後に言われた今の日本への憂い、響きま
した。私達が普段胸の奥にしまっている思いを代弁していた
だいたと思います。日本国の一企業として社会の役に立って
いこうと強く思いました。
　今回は新横浜での初開催。会場へのアクセスも良く会員の
皆様からは大変好評でした。年に一回の大例会、企業家とし
ての自身の為にもとても有意義な会となりました。

　「わたしたちが日本をつくる幸福度300％の企業経営～集
え！未来の主役たち～」のスローガンのもと開催された、か
ながわ経営カンファレンス。神奈川の地域性や多様性、先進
性を活かし、自社の発展を通じた地域社会全体の発展のため
に運動を続ける、神奈川県中小企業家同友会にふさわしいタ
イトルであったと、振り返って思います。
　2017年のかながわ経営カンファレンスは、神奈川県との共
催というかたちでの開催となりました。このような形で開催
されたことは、これまで神奈川同友会で運動されてこられた
方々、今共に活動をしている会員一人ひとりの誠意と熱意が、
神奈川県に認められたことだと思っております。
　基調報告を行っていただきました清王サービス会長上田博
和氏は、私も公私共々お世話になっている方です。どんな困
難があろうが、あきらめずに続けていく事、行動力ではなく
行動量が必ずピンチをチャンスに変えてくれる。感謝の気持
ちと恩返しの利他の精神こそが大切であること。分科会も
テーマ設定がありましたが、経営をしていく上での本質を追
及した報告がなされていたとおもいます。まさに、これから
未来の主役となり、また、主役を育てていくことの大切さを
共感し合えた、かながわ経営カンファレンスであったと思い
ます。

Repo
rt

　中学からソフトボールを始め実業団で 5
年間やり健康で丈夫な身体が私の財産とい
う高柳さん。特定非営利活動法人　三浦市
介護サービスセンターは平成22年10月から
普通の主婦 3 人が理事となって新たにス
タート。当時は勢いだけでスタートし、現
場仕事だけが経営と思っていたが、翌23年
4 月に同友会に入会し、経営指針作成40部
会に参加。その後他社の経営指針発表会に
参加したところ、女性があたかも文化祭を
やっているかのように楽しそうにしている
のを見て、経営指針は会社ごとに違って良
いのだなと気付いた。
　入会後は毎日忙しいけれども先ずは県南
例会に参加しようと決意。暖かい雰囲気の
県南支部は高柳さんに合い、参加している
うちに経営とは何かが次第に見えてきた。
現在では、週 1回のミーティングで「困っ

ている事や、こんな人がいる」などと報告
し合い研鑽している。
　自分を変えようというキッカケがあり、
また五日市剛さんのツキを呼ぶ魔法の言葉
という冊子を読み、その後は人の良い面が
しばしば見えるようになった、社員との関
係もスムーズになった。介護という仕事に
は高い倫理観が必要で、またメンタル面が
重要と話す。高柳さんの今後の活躍を見守
りたい。
　人を褒めるときに「この人は褒められるけ
ど、この人は褒められない」というのがあり、
他の人に褒めてもらったら、そのやり方が
「あぁ、こうすれば良いのだ」と分かったと
の事。この事は私自身も同じなので、褒め
にくい社員に対しては、別の社員に褒めて
貰って、そのやり方を学ぼうと思う。
 （文責　藤尾芳彰税理士事務所　藤尾芳彰）

長所を認めあい、励ましあえる職場風土、どう創る？
～女性が活躍する在宅介護業での実践事例～

第 1 分科会

NPO法人三浦市介護サービスセンター　理事長　高柳慶枝氏（県南）
前田福祉社労士事務所　代表　前田　豊氏（県南）
藤尾芳彰税理士事務所　代表　藤尾芳彰氏（県南）

テーマ

報告者
  座　長　
  室　長　

キソー工業㈱　鈴木幹男（横浜）
 かながわ経営カンファレンス副実行委員長

就労生活サポートセンター三浦　岩﨑諭史（県南）
 かながわ経営カンファレンス副実行委員長
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　 3 分科会の報告者はリードコーポ
レーションの高橋社長にご報告いただ
きました。高橋さんをひと言で表現す
ると「パートナーを大切にするまじめ
な経営者」です。
　タイトルは「お金大好き自己チュー
社長が気付いた、幸福な職場づく
り！」。報告を聞くと確かにお金が起
業の動機です。しかし、すぐにそれは
動機だけだったということがわかりま
す。高橋さんは会社員時代に理不尽な
経営者の下で辛い経験を共にした先輩
を幹部として迎え、 1度は引退した経
理部門にいたベテランの女性を採用し
て会社を成長させています。

　30代でありながら、ベテランを引き
つける不思議な魅力。そして彼らの知
識と経験を見極めて活躍の場をつくる
センスの良さ。そして、彼らを引っ張
るのではなく、同じゴールに向かう仲
間（パートナー）として、力を発揮し
てもらうという、社長を頂点としたピ
ラミッド型の組織ではなく、社長が円
の中心にいるフラットなチーム作り。
　若年労働人口が減少している今だか
らこそ彼のような経験者を活かす若手
経営者から学ぶべきではないか？そん
な学びのある報告会でした。
（文責　NPBトレーディング㈱　
 深野裕之）

　藤塚社長は、「社員の第 2 のお母さ
んのような存在でありたい」とおっ
しゃいました。まさに今回のテーマで
ある『会社はひとつの大家族』を象徴
するようなお言葉です。社員一人ひと
りと向き合い、社員の成長や笑顔が自
分の喜びという姿勢はまさに社長であ
りながら母親のような存在なのだなと
感じました。
　また、サブタイトルは『社員がよい
人生を送れる舞台をめざす』でしたが、
こちらも演劇をやってきた藤塚社長な
らではの考え方がとても印象的でし
た。「人を育てる」のではなく、「人が
育つ環境をつくる」ために、一人ひと

りにスポットライトを当て、活き活き
と働いてもらうための演出を行ってい
るようでした。
　最後に、「今の会社があるのは、い
ろいろな世代の人たちがその時そのと
きを支えてくれてきたからである」と
いう言葉に、先輩方への感謝の気持ち
を忘れてはいけないなと思いました。
熱意と愛情に満ち溢れた内容でとても
良い分科会でした。
（文責　㈱タスクフォース　岩谷昌幸）

会社はひとつの大家族！～社員が良い人生を送れる舞台をめざす～

お金大好き自己チュー社長が気付いた、幸福な職場づくり！

㈱三宝　代表取締役　藤塚眞也子氏（横浜）
京浜産業㈱　相談役　酒匂雅隆氏（横浜）
㈱タスクフォース　管理部課長　岩谷昌幸氏（横浜）

㈱リードコーポレーション　代表取締役　高橋裕一氏（横浜）
㈲荒井電気工事　代表取締役　荒井昭貴氏（相模原）
NPBトレーディング㈱　代表取締役　深野裕之氏（横浜）

テーマ

テーマ

報告者
  座　長　
  室　長　

報告者
  座　長　
  室　長　

第 2 分科会

第 3 分科会
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　㈲川田製作所は、創業昭和44年の小
田原にある金属プレス加工・金型制作
を行っている町工場。報告者の川田副
社長は現社長のご子息で、大学卒業後
はシステムエンジニアとして別会社に
16年勤務していました。そんな中、今
から 7年前の2010年、社長である父親
から「戻ってこい！」という一言で川
田製作所に入社します。
　入社した当時は社員数14名、業績は
ジェットコースターの様な売上推移を
続けており、「町工場に未来はあるの
か？」と悩む日々が続きます。理工系
出身の分析力を駆使し、町工場の危機
を察知しますが、全日本製造業コマ大
戦等を通じ『中小企業は結構楽しい』
『地域貢献の企業で行こう』と決心し

ます。入社時から高齢者は普通に働い
ていましたが、更に雇用の枠を拡げ、
障害者・外国人・若者・女性…多様性
を受け入れ、それぞれの強みを力とす
る共生型の町工場を目指し、良い雇用
の場となるため、様々な企業風土作り
に取り組まれている経営姿勢は圧巻で
した。
　『理解する』『理解を拡げる』 2つの
ことを大切にしているという川田副社
長は、ダイバーシティ経営を通じ、『人
手（人財）』『活力』『共助の心』とい
う 3つの宝物を得られたと語ります。
24人が総活躍する素敵な会社は、我々
同友会の宝物だと感じた分科会でした。
 （文責　ぜんち共済㈱　榎本重秋）

ダイバーシティが生み出す宝物～24人総活躍会社を目指す我社の取組み～

㈲川田製作所　副社長　川田俊介氏（小田原）
㈱まちふく　代表取締役　田中博士氏（相模原）
ぜんち共済㈱　代表取締役　榎本重秋氏（相模原）

テーマ

　「うちの会社のパソコン、17時にな
ると電源がバチン！と落ちるんです
よ。しかもそれ、社員さんがそういう
設定をしちゃってるんですよね。だか
ら時間内に終わらせようとみんな必死
です（笑）」
　「女性が活躍できる職場づくり」と
近年騒がれているが、第五分科会では
「誰もが活躍できる職場づくり」がテー
マとなった。
　Ｔ＆Ｓは保険業という業種柄女性が
多い職場だ。女性に限らず仕事を持つ
うえで負担や不安となるひとつに子育
てがある。誰もが働きやすい環境づく
りの先には人口減少という日本が抱え
る課題への大きな挑戦ともいえる。

　Ｔ＆Ｓではノー残業や有休完全消化
はもう当たり前なのだ。観点を変えて
このような仕組みを取り入れるために
訪問に時間が掛かる遠方の顧客を整理
したり、夜間、休日の電話対応の外部
委託、男性社員への育児休暇の付与な
ど豊富な事例を交えた報告となった。
　「社員さんに対してうちが大切にし
ているのは平等でも公平でもない。そ
れは誠意なんです」坂巻社長の真剣な
言葉と眼差しは、間違えなく未来を見
ていた。目の前の課題だけを見ている
わが社にとり、とても刺激的な報告を
聞けたことに感謝しています。
 （文責　㈲湘南理想商事　中澤秀樹氏）

これからの時代は、女性も男性も共に活躍できる組織づくり！
～「かながわ女性の活躍応援サポーター」など…せきらら実践事例～

㈱Ｔ＆Ｓ　代表取締役　坂巻健一郎氏（横浜）
明日の㈱｠｠｠　　代表取締役　村尾周三江氏（横浜）
㈲湘南理想商事　代表取締役　中澤秀樹氏（横浜）

テーマ

報告者
  座　長　
  室　長　

報告者
  座　長　
  室　長　

第 4 分科会

第 5 分科会
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会員会員
inforinfor
mationmation!!

NEW FACE新会員紹介新会員紹介
会社名 社内役職 会員名 所属支部 入会日 事業概要 紹介者

㈱森興業 横浜支店長 西原　邦康 横浜　中央地区会 2017年11月 1 日 基礎工事、外構工事、土木工事 森　哲也

合同会社
キャリーブルーム 代表社員 山根　　学 横浜　北地区会 2017年11月 2 日

軽自動車にて運送事業を請け負って
います。企業様個人様問わずご相談
ください。

横井岳之

リード・サクセス㈱ 代表取締役 坂城　　武 横浜　北地区会 2017年11月 7 日
企業の商品やサービスをマスコミに
リリース配信して取材を獲得する事
業

事務局
（HP）

SAKURA 店長 山田　　茜 横浜　港地区会 2017年11月 8 日 飲食店 坂巻健一郎

縁’s Project 代表 疋田奈緒美 横浜　港地区会 2017年11月20日
横浜で働く人を元気に！をモットー
としたストレスマネジメントやコ
ミュニケーションなどの講座開催

坂巻健一郎

㈲新玉製作所 代表取締役 田中　邦岳 小田原 2017年11月 1 日 製造業 川田俊介

2017年12月 1 日現在会員数：786名（全国会員数：46，107名）

～会員皆様からの
　情報をお待ちし
　ております～

相模原支部
旧名　㈱藤本商店　やきとり処月忠
　　　代表取締役　藤本典央
新名　㈱GOOD TIMES
　　　代表取締役　松﨑　敦

会社名・名義変更

たま田園支部　ヤオキ商事㈱
　新住所　〒213－0001　神奈川県川崎市高津区溝口 2－16－ 1
　中興溝ノ口 2丁目ビル
　Tel：044－829－2020　Fax：044－829－2121
川崎支部　㈱神奈川こすもす
　新住所〒210－0853　神奈川県川崎市川崎区田島町12－ 9

住所変更

Activity Report

　 9月から始まった第51回の経営指針作成部会。経営指針作成のために
受講生の皆さんはこの 3ヶ月間必死で奮闘されているようでした。今回
は参加者が 8名で切磋琢磨できる仲間が多いのはとても心強いようでし
た。受講者の方たちは、自分や会社、社員の方々ととことん向き合い、
心の奥にある熱い思いを文章にしていらっしゃいました。この素晴らし
い経験は、会社の発展に大きく寄与するのではないでしょうか。
　発表会ではひしひしと伝わる緊張感の中、受講者の皆さんは身振り手
振りを交えて自身の気持ちを精一杯表現し、心を込めて力強く社員さん
やご家族に向けて経営指針を発表していらっしゃいました。発表後の受
講者の皆さんの達成感に満ちた笑顔もとても印象的でした。
　私も、51部会の皆さんと、直前部会として受講させていただき、成文
化することの重要性、指針を使っての目標達成の具体的な方法などをさ
らに深く学ばせていただくことができました。
 （文責　㈲荒井電気工事　荒井昭貴）

11月28日（火）日時 会場 ローズホテル横浜

第51回経営指針作成部会の最終発表会及び第50部会終了式
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①特定訓練コース（特定分野認定実習併用職業訓練）
建設業、製造業、情報通信業に関する認定実習併用職業訓練
実施
例えば、新入社員に基本的な知識や技術等を習得させる訓練
がしたい。
〈Off －JT〉　経費助成　75％（60％）　賃金助成　960円（480円）／h
〈OJT〉　実施助成　840円（480円）／h【上限680h】
＊（　）内は中小企業以外の額　生産性要件を満たしている場合
例〈Off －JT〉経費助成：225，000円（受講料×75％）　
　　　　　　 賃金助成：230，400円（240h×960円）　　
　〈OJT〉　　実施助成：571，200円（680h×840円）
　　　　　　 支給総額　1，026，600円

②特定訓練コース（若年人材育成訓練）
訓練開始日において、雇用契約締結後 5年以内で35歳未満の
若年労働者に対する訓練実施
例えば、若年労働者を対象に業務で必要な資格取得の受講研
修や社内研修等をしたい。

③特定訓練コース（熟練技能育成・承継訓練）
熟練技能者の指導力強化や技能承継のための訓練、認定職業
訓練受講
例えば、将来の幹部候補や即戦力となる若年者を育成したい。

● 特定訓練コースには、その他に労働生産性向上訓練、グロー
バル人材育成訓練、中高年齢者雇用型訓練等があります。
　 また、中途採用者の能力向上や新商品の知識を習得する等
の一般訓練コースもあります。

　是非、社労士等の専門家にご相談がおすすめです。（経営
コンサルティング、人材育成、教育訓練による業務効率化に
対する謝金も助成対象）。

　　知らなきゃ損する
　　　　助成金・補助金

お金にまつわるお話

人材開発支援助成金（訓練関連）

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

WR I T I N G

  ビジネスセミナーVol．1  
40億円完済も見えた。
　　　　なのに、悩みができた
…波乱万丈の40億円返済の物語。
 （株）湯佐和　代表取締役　湯澤　剛氏
　「借金の完済は、決してウルトラCを使ったわけでは
ない」湯澤社長は、本気でそう語る。ある日突然、40億
円もの借金を抱えた湯澤社長。父から継いだ会社の実態
を知り、愕然とする。社長の目の前で堂々とさぼる社員
たち。社長の目の前で転職を語り合う社員たち。売上の
持ち逃げ、喧嘩、飲酒、喫煙、暴言…それでも40億円も
の借金を完済した彼の戦略は、大変緻密である。しかし、
誰も真似できないウ
ルトラCではなく、
そこに学ぶべきがあ
る。
　ただ、それで終わ
りではなかった。借
金完済後に待ち受け
ていたものとは…？

  ビジネスセミナーVol．2  
人間尊重で増収増益経営　
第 6 回「日本でいちばん大切にしたい会
社」大賞厚生労働大臣賞受賞企業
 （株）エイチ・エス・エー　代表取締役　田中　勉氏
　日本全国から注目されている（株）エイチ・エス・エー。
田中社長の基本的な考え方とそれを実現する為の具体的
な仕組みの両面から学びます。ともすれば、相反するこ
とにもなりがちな人間尊重経営と事業の収益性。「社員
の成長こそが経営者としての最大の喜びであり、そして、
成長のカギは変化と多様性である」と田中社長は言う。
田中社長の徹底した人間尊重が増収増益経営に結びつ
き、人を生かす経営こそが競争力の源泉になっている同
社。社員が、経営に参加するための情報共有化、自ら成
長していくための共育・研修制度、自分たちで立てた計
画を遂行し達成するための事業計画…等。決して押し付
けではなく、社員が自ら問題解決をする、答えを教える
のではなく自分たち
で解決策を掴み取る
ためのバックアップ
をする。
　短期的な成果を追
うよりも、社員の成
長を待つ方が近道で
あるという田中社長。
　 
各￥8‚000
　 ※こちらの価格には消費税が含まれています。
　※ 1回のご注文毎に送料180円が掛かります。

下記URLまでお買い求めください
https://kanagawadoyu.buyshop.jp/

DVD販売

①新入
社員の

訓練が
したい

！

②従業
員に資

格取得
してほ

しい！

③従業
員の高

齢化が
進んで

　技能
の承継

訓練が
したい
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＋１ あすから使えるミニ知識

　「無期転換ルール」への対応はお済みでしょうか。
　無期転換ルールとは、有期労働契約が通算で「 5
年を超えて」反復して更新された場合に、労働者か
らの申し込みによって、期限の定めのない労働契約
（無期労働契約）に転換される、というルールです。
　このルールは、平成24年の労働契約法の改正に
よって制定され、平成25年 4 月 1 日以降に締結・更
新された有期労働契約が対象となります。
　今年の 4月で、導入から 5年間が経ちますので、
5年間契約を更新された有期雇用契約者の多くが、
無期労働契約へ転換することを申し込むことができ
るようになります。
　「有期労働契約者」とは、「アルバイト」「パート
タイム」「契約社員」などの名称にかかわらず、雇
用期間が決められている社員のことをいいます。
　例えば、雇用期間が 1年間の社員について考えて
みます。平成25年 4 月から 1年ごとに 4回の契約更
新をした場合、今年 4月に 5回目の更新をすると、
通算期間が 5年を超えますので、無期転換の申込権
が発生することになります。社員からの申込みが
あった場合には、平成31年 4 月から、無期労働契約
となります。

LM総合法律事務所　弁護士　國澤絵里（横浜支部）

パートさんが正社員になる？

　有期社員の方が多くいる会社は、無期転換ルール
の適用を受ける社員がいるか、適用を受けるのがい
つの時点かを確認し、転換後の仕事内容や労働条件
等について、対応を予め検討しておくことが必要と
なります。この機会に、就業規則の見直しも検討し
ましょう。
　なお、この転換ルールは、定年後に継続して雇用
される高齢者（嘱託社員）にも適応されますが、特
例の適用を受けると、無期転換申込権が発生しませ
ん。
　この特例の適用を希望する会社は、雇用管理措置
の計画書を都道府県労働局に提出し、認定を受ける
ことが必要となります。今年 4月 1日に向けて申請
が集中すると思われますので、お早めの申請をお勧
めします。

「みなさまの笑顔に貢献していきたい！」
行政書士・ＦＰです。相続・事業承継について、
法律的、経済的＋人的な感情問題まで実例を交え
て問題発見から解決策までサポート致します。個
人向けのセカンドライフプランニングも好評いた
だいております。お気軽にご相談いただけると嬉
しいです。

Tsunagatter

会員さんの自己紹介、会社
紹介、商品PR等、なんでも
ありのコーナーです。ただ
し140文字厳守！！ 続き
は例会でお話しましょう。

大井行政書士事務所
大井公美子さん（横浜中央地区）

会員のつぶやき
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企業PRコーナー　広告を掲載しませんか？　詳しくは事務局まで！有料

株式会社 神奈川機関紙印刷所

〒236-000 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

　新しい年を迎え、広報委員会やる気に満ち溢れています！ 4月からDOYU kanagawaの紙
面を刷新！皆さんの仕事場訪問や商品紹介、専門家に聞いた直ぐに役立つ情報など次に繋がる
内容盛りだくさんでお届けしますのでご期待ください！！本年もどうぞよろしくお願いいたし
ます。 ゲートプランニング　堤　由里恵

■日　時：2017年11月 8 日（水）午後 6時30分～ 8時30分
■会　場：横浜市健康福祉総合センター 8Ｆ
■議　長：宮田総務委員長　■出席者：36名
■開会挨拶：渡辺副代表理事
■議　題
【報告・確認・審議事項】（60分）（議長進行）
①仲間づくりの進捗状況と10月入退会について（ 5分）
　（14頁～）（加藤委員長）
・2015年10月末、期首732名、入会77名（10．5％）退会48名
　（6．6％）761名（＋29）
・2016年10月末、期首768名、入会66名（8．6％）退会52名
　（6．8％）782名（＋14）
・2017年10月末、期首761名、入会64名（8．4％）退会44名
　（5．8％）781名（＋20）
② 行政・他団体等からの要請や連携等について（ 2 分）（19
頁～）

神奈川県中小企業家同友会　2017年度神奈川県中小企業家同友会　2017年度　　第７回理事会第７回理事会
・神奈川県県民局からの依頼（事務局）
③10月末現在の未収金について（ 1分）（24頁～）
④ 第 2 回役員研修会（12／13）について（ 5分）（30頁）（田
中副代表理事）

⑤ 故石館治良さんを偲ぶ会について（11／15）について（ 5
分）（32頁）（渡辺副代表理事）

⑥ 2017（第29回）かながわ経営カンファレンスの進捗につい
て（30分）

　（33頁～）（中筋委員長）
⑦その他（ 2分）
・ 次回理事会は12／13（水）午後 5時開始、会場は神奈川中小
企業センター13Ｆ（関内）

【プロジェクトチーム審議】（60分）
■企業経営に生かすための「予算化」について（ 3）（53頁～）
・進行：田中副代表理事
■閉会挨拶：水口代表理事
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