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経営労働委員長　本多修氏が

自らの体験で語る

経営指針が
社長を変える
会社も変わる
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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
30 大安 31 １ 大安
振替休日

２ 赤口 ３ 先勝 ４ 友引 ５ 先負 ６ 仏滅 ７ 大安 ８ 赤口
合同入社式
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
相模原支部幹事会

横浜支部幹事会
県央支部幹事会

経営指針①
新入社員研修会

広報委員会

９ 先勝 10 友引 11 先負 12 仏滅 13 大安 14 赤口 15 先勝
小田原支部幹事会
かながわ女性ネット
ワーク幹事会

関東学院大学講義① 理事会 県央支部・相模原支部
合同交流ゴルフコンペ

経営指針②
経営基礎講座①

ダイバーシティ委員会

16 先負 17 仏滅 18 大安 19 赤口 20 先勝 21 友引 22 先負
関東学院大学講義② 経営指針③

経営基礎講座②
川崎支部waigaya会

たま田園支部例会 

23 仏滅 24 大安 25 赤口 26 先勝 27 友引 28 先負 29 仏滅
関東学院大学講義③ 定時総会 

人を生かす経営協議会
経営方針④
経営基礎講座③

同友会を知るた為の
オリエンテーション
 

昭和の日

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
１ 友引 ２ 先負 ３ 仏滅 ４ 大安
県央支部幹事会
湘南支部幹事会

かながわ女性経営者
100人交流会

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

横浜支部幹事会
相模原支部幹事会

相模原支部例会 政策委員会
広報委員会

12 先勝 13 友引 14 先負 15 仏滅 16 大安 17 友引 18 先負
ものづくり広場 
小田原支部幹事会
かながわ女性ネット
ワーク幹事会

理事会 湘南支部例会 
青年部会幹事会

たま田園支部例会 
県央支部例会 

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 横浜支部例会 春分の日 県南支部例会 経営指針第52部

会事前研修会

26 大安 27 赤口 28 先勝 29 友引 30 先負 31 仏滅
人を生かす経営協議会 組織委員会

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 共同求人総括会議

４月

SCHEDULE 2018年３月
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●かながわ女性経営者100人の交流会
日時：2018年 3 月 2 日（金）
　　　［受付］　午後 5時30分～
　　　【第 1部】基調講演（午後 6時15分～午後 7時15分）
　　　【第 2部】交流会　（午後 7時30分～午後 9時00分）
参加費：6，000円
会場：HOTEL PLUMM 横浜
【第 1部：基調講演】
　テーマ：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～
　報告者：昭和女子大学　理事長　坂東眞理子氏

●第 4回ものづくり広場
【日　時】 3月12日（月）午後 3時00分～午後 8時00分（予定）
【集合場所】相鉄線「西谷駅改札出口」午後 2時30分集合（時間厳守）
【見学先企業】岡村建興㈱（代表取締役社長　岡村清孝氏）
【参加費】4，000円
【定　員】　15名

会員交流から生まれる
 「科学」変化　
～噛めば噛むほど味が出ます～

激変の時代に社長が覚悟を決める時
～会社経営が大きな岐路にさしかかる
時、社長はどのようにして会社の未来
を決断して、実行していくのか～

（仮）経営実践報告

 たま田園支部
●18：30～21：00
場所：中原市民館
会費：無料（懇親会費別途）

 川崎支部
●18：30～21：00
場所：川崎市産業振興会館
会費：無料（懇親会費別途）

 相模原支部
●18：30～21：00
場所：プロミティふちのべビル
会費：無料（懇親会費別途）

３月16日（金） ３月19日（月）３月８日（木）

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！

 横浜支部
●18：15～21：00
場所：HOTEL PLUMM 横浜
会費：無料（懇親会費別途）

３月20日（火）

報告者：㈱ベストパートナー
　代表取締役　加藤　睦氏

報告者：日崎工業㈱
　代表取締役　三瓶　修氏

　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～

 県央支部
●18：30～21：00　場所：プロミティあつぎビル
会費：無料（懇親会費別途）

３月16日（金）

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

（仮）経営実践報告

 県南支部
●18：15～21：00
場所：横須賀市産業交流プラザ
会費：無料（懇親会費別途）

３月23日（金）

報告者：㈱ウェルメ
　代表取締役　北村公一氏

自社の現状と課題を語る

 小田原支部
●18：30～21：00
場所：おだわら市民交流センターUMECO
会費：無料（懇親会費別途）

３月23日（金）

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

報告者：㈱川崎中央プランナー
　代表取締役　木村教義氏

報告者：旭フォークリフト㈱
　代表取締役　横江利夫氏

（仮）幹部社員として
　　　　　どう会社を盛り上げているのか？
～モチベーションの保ち方～

 湘南支部
●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）

３月15日（木）

報告者：
　㈲リプロ　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
　　　　　　 弁護士　長田　誠氏

各行事のご案内　所属以外の支部でも参加できます！！

●同友会を知る為のオリエンテーション
日程： 3月27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：新川崎雲山堂　青地直樹氏

●ダイバーシティ委員会
日程： 3月28日（水）
時間：18：30～21：00
場所：横浜市開港記念会館
会費：500円
テーマ：障害者が社会を支援する
　　　　～世の中の当事者になりたい～　
報告者：㈱ランドマーク
　　　　代表取締役　里見喜久夫氏
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　社員 2名の会社から、
　売上10億の会社へ

　本多氏が「有限会社東邦プラン」を設立し

たのは、平成元年 7月、27歳の時のこと。そ

れまでは、トラックの運転手や印刷会社など

でアルバイトする生活を送っていました。

　だが、父のすすめで、27歳の時に小学校時

代の同級生と 2人で起業します。それが「有

限会社東邦プラン」です。当初は、たった 2

人だけの会社でした。

　創業から 3年間は、印刷会社の下請けをし

ていました。しかし、 4年目に入ろうとする

頃、バブルがはじけ、取引を停止されてしま

います。そこで、今度は、企業や店舗から印

刷物を受注し、印刷会社に発注して印刷物を

作成する印刷ブローカーとなりますが、決し

て経営は順調とは言えませんでした。そんな

頃、大学生時代からお付き合いしていた女性

と結婚します。共稼ぎなら何とかやっていけ

るだろうと考えてのことでしたが、ハネムー

経営労働委員長　本多修氏が自らの体験で語る

経営指針が社長を変える
会社も変わる
今年も 4月から、第52期経営指針作成部会が始まろうとしています。
あなたの会社に経営指針はありますか？
それは、経営者のための地図＆羅針盤のようなもの。経営指針なしに会社を経営す
るのは、実は、地図や羅針盤なしに旅をするようなものです。
経営労働委員長の本多　修氏は、「経営指針作成部会を受講し、経営指針ができれば、
誰でも経営は上手く進むはず。それほど良く出来たプログラムです。」と、語ります。
そもそも、本多氏自身が、経営指針作成部会を受講し、経営指針を作ることで、会
社を危機から救い、発展させてきた経緯があるからです。

経営労働

PICK UP

　経営指針が発表された時には、正直何も感じませんでした。関心
がなかったのですね。その後、同友会主催の幹部社員研修への参加
を命じられ、研修の中で、その必要性を感じました。
　今は、経営理念は会社の憲法や法律、経営指針は規則や手順だと
思っています。指針は社員が少しずつ想いを加えていますが、生産
性を上げ、後輩を指導するためには、今ではなくてはならないもの
です。そこに仕事の方向性がありますから。

ンベビーができ、事態は一変します。

　昼間は東邦プランで、夜は警備会社でアル

バイトという「 2足のわらじ生活」が開始し

ました。

　それでも、創業 7年目からもう一人同級生

が社員に加わり、その後、交替して、取引先

の印刷会社の社員が入社しました。現在の専

務です。印刷のプロだった専務のすすめで、

創業 9年目から広告印刷物の制作を開始しま

す。名刺や封筒、伝票の印刷のみ請け負って

いた会社が、広告制作物を手がけるようにな

り、会社の売上は一気に上昇していきました。

　創業10年目には、組織変更して「株式会社

東邦プラン」となり、創業16年目には、何と

10億を超える売上を計上するまでになってい

ました。

　ところが、リーマンショックが会社を襲い

ます。30社もの取引先から不渡りを受け、そ

の負債金額は 1億2500万円。当然、売上は一

気に半分まで激減し、苦悩の日々が始まりま

した。

　売上半減！
　その時、同友会と経営指針に出会った

　本多氏が同友会を紹介されたのは、そんな

時でした。本多氏は、同友会入会後すぐに経

営指針作成部会を受講します。

「それまでの経営は、行き当たりばったりで

した。見ていたのは、お金の流れだけ。もち

ろん経営理念もビジョンもありませんでし

た」と、当時を振り返って、本多氏は語ります。

　いざ受講してみると、今まで考えたことも

なかったことを聞かれたと言います。

「何のために経営しているのか？」

「食べていくためです。」

「それなら他の仕事でも良いのでは？食べて

いくためだけで、良いのですか？」

　本多氏は、実は不動産会社に 3ヶ月ほど勤

務したことがあり、わずか 2ヶ月間で 7件の

契約を取り、不動産会社から引き留められた

期待の星でした。それでも、それを辞めて選

んだのが、現在の仕事でした。それは、なぜ

なのか。

　どんどん自身の記憶を遡っていく作業が続

きました。何もないと思っていたけれど、忘

れていただけだった自分の想いに、やがて気

付いてきました。

　それと共に、不動産会社に勤務していた頃

に行っていた「営業」を、今の会社ではして

いなかった自分にも気付きました。

　ＯＢからの矢継ぎ早の質問から、気づきが

生まれ、自分が仕事の中で幸せを感じていた

場面も思い出しました。

営業部兼管理部　鈴木雄二様（入社16年）

社員インタビュー

経営労働委員長　本多　修氏〈株式会社東邦プラン〉
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「お客様から『ありがとう』と言われるのが、

嬉しかった。」

仕事をしていく中で、忘れていた想いの数々。

「受講する中で、自らの想いに気付き、何の

ために、どこを目指して経営していくのかを

成文化していきました。でも、そこで作成す

るのは土台にすぎません。そこから社員と共

に作り上げていきました。」

　時には、ＯＢの意見に納得出来ないことも

ありました。理不尽だと思うこともありまし

た。それは、今思うと、自分の痛いところを

指摘されたからでした。それでも、今まで気

付かなかった自分の会社の強みに気付くこと

ができました。その時は納得出来なくても、

後になればその通りだったと思った事柄もあ

りました。

「どの会社にも、強みはあります。何のために、

どこを目指すのか。そのために、どんな具体

的なことをしていくのか。それを考えること

により、自分の会社の強みに気付くことがで

きます。」

　経営指針作成部会の内容は、経営理念、経

営方針、経営計画、10年ビジョンの作成など

ですが、大変論理的に構成されていて、経営

がうまくいく方法がそこにあります。

「全て自分のことなので、難しいことはあり

ません。小さい会社には小さい会社の、大き

い会社には大きい会社のためのやり方があり

ます。経営指針作成部会には、自分の会社を

よくするヒントがたくさんあります。」

　経営指針の実践の仕方とは？
　そして、売上はピーク時に戻った

　ただし、経営指針は、実践していかないと

意味がありません。本多氏がまず始めに取り

組んだのは、社員の前での発表会でした。そ

して、次に、自社の幹部に、同友会の幹部研

修に参加してもらいました。

「外部の人と触れることはとても大切です。」

そして、インプットした情報を社内でアウト

プットしてもらう事にこだわりました。発言す

ることで、社員自らが気付きを得ていきました。

　さらに、新卒採用の説明会では必ず経営理

念の話をしました。すると、その際に集めた

アンケート結果を見ると、経営理念に関する

反響が一番大きいことに気付きました。そし

て、経営理念に共感した社員が入社すること

により、古参社員も次第に理念を共有してく

れるようになっていったと言います。

「経営指針は、最初は社長が作りますが、後

は社員と共に作って行くことが大切だと考え

ています。職場のことは社員が一番良く知っ

ているからです。経営指針は、社長が抱えた

ままで、唱えているだけでは、うまくいくは

2018年 4 月 5 日（木）午後 6時より　毎週木曜日（一部除く）
◆日程：

　　　　①～⑩は、⑧を除き18：00～21：00
　　　　＊ 経営指針作成部会は一年間をもって受講修了となります。52部会終了後の53部

会（2018年 9 月開講予定）についてもＯＢとして原則参加となりますので、予
めご了承ください。

◆参加費：100‚000円（11回分の参加費と 1泊 2日の研修会費が含まれています）
◆ 会場：神奈川産業振興センター（13階会議室）：横浜市中区尾上町 5－80
◆参加対象：神奈川同友会会員経営者
　 　　　　　（経営指針を成文化する意思のある方で、全ての日程に参加可能な方とします。）
◆定員：12名（先着順・定員の場合抽選）

★お申し込みは、事務局 ☎045-222-3672 まで。第53回（秋季・火曜コース）も同時募集中です。

 第52回（春季・木曜コース）経営指針作成部会のご案内　

受講者募集中！

　当社では、同友会の例会や基調報告が社内回覧で案内され、社員
が例会にも積極的に参加しています。殊に、グループ討論はとても
勉強になっています。
　経営指針は、社長が発信しているだけではダメなのではないで
しょうか？中堅社員やベテラン層が学ぶことによって変わり、それ
を社内でアウトプットすることにより、会社全体が変革していくの
だと感じています。当社の社長は、自分が教育するのではなく、教
育の場を提供する事が大切だと始めから気付いていた様に思います。その結果、 9年
目でようやく社長の想いが体現され、文化として根付き始めています。まずは、リー
ダー社員を変えていくことが大切だと感じています。

ずがありません。」

　本多氏の会社では、今は、『社長塾』とい

うランチミーティングを月 2回実施していま

す。所属部署に関係なく、横割りで同じ年代

の人を集めて実施します。社長が毎回お弁当

を用意します。そして、社員の条件としてい

る「勉強熱心であること」「ポジティブであ

ること」「素直であること」「感謝すること」

の 4つから 1つを選んで、自分の体験を話し

てもらっていると語ります。

「経営指針を作って 9 年が経ち、昨年社員が

自発的にクレドを作成してくれて、ようやく

経営指針が根付いてきたと感じています。

　どんな会社も、100社100様ですが、絶対に

うまくいくと思います。そのためには、実践

していかなければいけません。うちの会社で

は、今も毎年、経営指針発表会を開催してい

ます。」と、本多氏。

　中小企業の社長は、どの会社も多忙をきわ

めています。経営指針作成部会は、火曜日会

と木曜日会があり、都合の良い方を選んで受

講することができますが、スケジュール調整

が難しいと考えている方も多いようです。

　それに対して、本多委員長は、「ですが、

長い会社経営の中のほんの 3ヶ月。それで、

それからの経営がスムーズに進むようになる

のなら、決して長い期間ではないと思います」

と語ります。 4月開講の経営指針作成部会に

申し込んでみてはいかがでしょうか。

営業部　伊藤弘一様（入社15年）

社員インタビュー

経営理念は社長室にも掲示されています。

 ① 4 月 5 日
② 4月12日
③ 4月19日
④ 4月26日

⑤ 5月10日
⑥ 5月17日
⑦ 5月24日

⑧ 6月 2～ 3日（一泊研修）
⑨ 6月 7日
⑩ 6月21日
⑪ 6月28日（経営指針発表会）

 ⑫ 7 月 5 日
　（グループ長研修会）
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　昨年度、①経営指針の浸透、②人を生かす経営の推
進、③会員増強、④地域貢献、⑤改革、の方針を掲げ
て同友会運動を進めて参りました。
　全県例会・第55回定時総会では、中同協の松井前専
務幹事をお招きして、同友会活用の真髄を皆様ととも
に考えていきたいと思います。　
　ご多用のところと存じますが、ご出席賜りますよう
ご案内申し上げます。

【特別報告】
テーマ：「企業経営と同友会活動は不離一体」
　　　　～同友会活用の真髄とは！～
報告者：中小企業家同友会全国協議会（中同協）
　　　　専任講師（前専務幹事）松井清充氏

全県例会・第55回定時総会のご案内

※写真は昨年の様子

●日時　2018年4 月25日（水）
　※受付開始　午後 2時30分から
　①第 1部総会議事（午後 3時00分～ 7時20分）
　②第 2部懇親会（午後 7時30分～ 8時45分）

●会場　ワークピア横浜
●参加費　6，000円
※懇親会込みの参加費となります。
※ 4 月23日（月）以降のキャンセルは、参加費を
　全額ご負担いただきますのでご了承ください。

　申込締切　　最終締切　 4月23日（月）
　お問合せ先　　神奈川県中小企業家同友会事務局まで
TEL 045－222－3671　FAX 045－222－3672

お申し込みは
e.doyu・ホームページ・FAXで
FAX番号　045－222－3672

合同入社式のご案内 新入社員研修会のご案内
　たくさんの仲間と共に、社会人としての決意をする場
でもございますので、ぜひご参加をご検討くださるよう
お願い申しあげます。また会員及び経営幹部の方もぜひ
参加されて新入社員のあらたな門出を一緒に祝いたいと
思いますので積極的なご参加をお待ちしております。

日　時　 4月 2日（月）午後 2時30分～
会　場　かながわ労働プラザ（Lプラザ） 3 Fホール　
　　　　JR石川町駅下車　徒歩 5分
対　象　2018年度新入社員の方、2017年度中途採用者
　　　　※ 付き添いとして会員、幹部社員のご参加も歓迎です
定　員　 100名
　　　　（定員になり次第締め切りとさせていただきます）
参加費　 1 名　4，000円
　　　　（会場費・記念品代を含む）
　　　　※ お付き添いの方は無料です。
　　　　※ 当日欠席は全額。前日欠席は

半額頂きます。

　新入社員の方々の、社会人としての不安を少しでも取
りのぞけるように開催いたします。具体的に「働くとは
どういうことか」「社会人としてのマナー」について学び、
異業種で交流し合い「同期」を作っていただく場を提供
したいと考えております。

日　時　 4月 5日（木）から 6日（金）【 2日間】
両　日　午前10時00分開会【受付 9：45】
会　場　神奈川中小企業センター（13Ｆ）
対　象　新入社員もしくは社会人 1年目の方
　　　　※2017年度中途採用者（若手）の方も大歓迎です
定　員　80名
　　　　（定員になり次第締切とさせていただきます）
参加費　 1名15，000円
　　　　（講師料、昼食代、資料代、同期会費を含む）
　　　　参加費は当日受付にて頂きます
　　　　 ※当日のキャンセルは全額をお申し受けいたします
締　切　定員になり次第、もしくは 3月28日

両方合わせてのご参加を検討頂きければ幸いです。【それぞれだけでも大歓迎です。】詳しい詳細は後日
お知らせいたします。お問合せは神奈川同友会事務局までご連絡下さい。TEL：045－222－3671

ご 案 内
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補助金活用事例
　今月はものづくり補助金の活用事例をご紹介。
　ものづくり補助金のイメージとしては、製造関係に使われ
るイメージが強いのですが、製造業以外でもお金を使って
「物」若しくは「仕組む」を構築すれば、補助金の対象とな
ります。ここで、補助金活用事例としてダイエット事業をご
紹介します。
▶概要
　「個別指導用アプリ」と最新設備の導入で、短期間で成果
を可視化するプログラムを開発
▶問題点
　ダイエット事業を営んでいる某店においては、従来のダイ
エットメニューにも個人差が出ていることが問題となっていた。
▶補助事業の具体的内容
　顧客の来店時にのみインストラクターが指導をし、自発的
な行動を促すことのない従来のダイエットメニューを改定し
ました。すなわち、個人差に応じた指導をいつでもどこでも
可能とするコーチングアプリの開発と迅速に効果を体感して
もらうための最新設備を導入し、メニューの質や指導の効率
を高める。

　その他にも、エステサロンや飲食店等へ導入した設備に対
しても補助事業の対象となる場合があります。

キャリアアップ助成金の来月以降
（ 4月 1日以降）の注意点
　キャリアアップ助成金の正社員コースで来月 4月 1日以降
に転換等した以下の支給要件が追加されました。
① 正規雇用等へ転換した際、転換前の 6ヶ月と転換後の 6ヶ
月の賃金を比較して 5％以上増額していること

② 有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に
事業主で雇用されていた期間が 3年以下に限ること

　2017年度政策委員会では、エネルギーシフトに取り組む
会員企業の実地見学を 2回開催してまいりました。 3回目
となる今回は、神奈川県の再生可能エネルギーの状況と取
り組みについて、神奈川県のご担当者よりお話しいただき
ました。
　東日本大震災をきっかけとした、神奈川県のエネルギー
政策の変遷や取り組み、各政策についてご説明を頂き、特
に取り組みの要である太陽光発電についてお話いただきま
した。また、中小企業向けのエネルギー政策や補助金等に
ついての説明もいただき、参加者から多くの質問が出まし
た。
　政策委員会では、日銀短観などには現れにくい私たち中
小企業の足下の景況を私たち自身で取り組んでいる景況調
査（ＫＤレポート）やＫＤレポートから読み取る勉強会の
実施など、マクロな視点での勉強会を2018年も開催してま
いります。
 （文責　㈱スタックス　星野妃世子）

補助金活用事例と
キャリアアップ助成金の来月以降

（４月１日以降）の注意点

お金にまつわるお話

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。

WR I T I N G

政 策 委 員 会
エネルギーシフト実地学習会③

1月22日（月） 神奈川産業振興センター日時 会場

神奈川県産業労働局　産業部　
　エネルギー課　課長　清水　明氏
太陽光発電グループ
　　　　　　 リーダー　川口秀隆氏

講師

神奈川県の
再生可能エネルギーの状況

テーマ
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いるのに利益が出ない経営の前社長に
異議を唱え、清水さんが社長就任する
ことになります。同友会に入会され、
積極的に経営を勉強し会社に反映して
いきますが、社員には中々受け入れら
れませんでした。伝えるだけでは駄目
で、相手にどう伝わったのか、どう理
解したのかまで知る事が大事と感じ、
とことん社員との話し合いを増やしていきました。経営指針
も徐々に浸透していき、現在は児童施設出身者や外国人の雇
用も積極的に行い、海外進出も視野に入れ経営されています。
やりがいある仕事を作る事は社員の居場所作りと語る清水さ
んは沢山苦労を重ねてきたからこそ、真剣に社員の幸せを考
えて経営されていると感じました。
　グループ討論では「理想の経営者をつくろう」をテーマに
各グループで理想の経営者、目指す経営者像を考えてもらい、
全グループから発表していただきました。新年一回目の例会
は参加者全員で私たちが目指す経営者を語る例会になりまし
た。 （文責　㈲荒井電気工事　荒井昭貴）

Activity Report　＞＞＞例会報告

横浜支部・たま田園支部・川崎支部・経営
労働委員会・社員教育委員会・共同求人委
員会・ダイバーシティ委員会合同新春例会

県央支部・相模原支部

湘南支部
1 月15日月

1月18日木

「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？～

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～

　新春合同例会は、福岡同友会代表理事、
株式会社シティーラインの田浦社長様を
お迎えして盛大に開催されました。
　田浦社長は、一昨年の鹿児島で開催さ
れた中小企業問題全国研究集会で一度聞
き、この発表は久々に戦略を考える良い
例会に必ずなると思い実現しました。当
日は120名強の方に参加いただきました。

　田浦社長様は大手でもできない九関朝などの当日関西圏で
集配したら翌朝には九州鹿児島まで到着できる独自のサービ
スとスピードなどを開発して、また荷物を届けて終わりでな
く棚入れや回収業務まで行う独自の戦略で売り上げを伸ばし
ています。また環境問題にも積極的に取り組みダンボールな
どのゴミの出ない配達の仕組みや粗利が高く付加価値が提供
できるデンタル、メディカル業界にもチャレンジされます。
さらに社員を教育するには社長が勉強しないといけないとの
事で田浦社長自身がたくさん本を読みセミナーにも参加して
独自のメディカルプロジェクト
なども開催します。
　同友会活動も不離一体を実践
されている代表理事の発表は新
春に相応しい例会となりました。
 （文責　㈱ベストパートナー　加藤　睦）

　2018年一回目の例会は、毎年恒例の県央支部・相模原支部
合同例会を町田で開催いたしました。報告者は東京同友会の
（株）S-TEKTの清水社長です。
　清水社長は幼少期、家庭事情により児童養護施設で生活さ
れていました。その後、就職をしますが、生活をする為・生
きる為に働いていたと当時を語られていました。とにかくが
むしゃらに仕事をしてきましたが、仕事をすることでお客様
から喜んでいただける事、ありがとうと言ってもらえる事に
価値を感じ始めました。そんな中、会社の売上は順調に出て

　湘南支部 1 月例会は創業132年老舗
企業の株式会社さんこうどう川上社長
にご報告を頂きました。事業は順風満
帆かと思いきや入社後30年間は人での
やりくりに追われ、 9年前には経営危
機にも直面します。多額の損害、社員
の着服、借金から会社を閉めることも
考えていました。
　上手くいかなかった最大の理由は、自分の心にある、と。
人の顔色を見て、社員に良い格好を付けて経営していたとの
事です。現在は、健全経営に変革していますが、ご自身では
何故良くなったのか理由が分からないとの事です。
　お話しの中で、№ 1デザイナーが退職し、管理職資質に多
少疑問を感じていた社員さんにリーダーに就任してもらった
ことから会社の雰囲気が良くなりました。社長は会議に出な
いと決めます。仕事は社員に任せます。しかしリーダーとの
ミーティングは週 1回実施します。若い社員さんが勝手に計
画して動く社風が自然に出来上がっていました。お話しを聞
いていて、そこにはリーダーの権限の移譲が図られ、社員が自
由に楽しく働いている。場作りを社長自らが作っていました。
　唯一社長が率先して社員さんを巻き込んでいる企画は「笑
いヨガ」。明るさ、笑顔、ポジティブな言葉が好転の要員に
もなったのではないでしょうか。笑う門には福来る。またビ
ジョンについて、目標の置きどころによって行動が変わる。
人の経営からヒントを得て、自分なりの経営をする。という
お話しもとても参考になりました。
 （文責　㈱FCC　深澤正司）

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

 会場  HOTEL PLUMM 横浜  参加人数  122名

 会場  ぽっぽ町田  参加人数  51名

 会場  藤沢商工会館ミナパーク  参加人数  25名

1 月16日火
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＞＞＞例会報告

12月より会員になったリペアの上西です。
住宅建材の補修業を営んでおります。
物と人間の間にも縁というものがあると思っております。
数ある物の中からたった一つだけが自分のところにやって来る。
その縁を大切にし、使える物は直して使う。物を大切にする
気持ちをサポート出来ればと思っております。

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。

リペアの上西　上西　靖さん（相模原支部）

会員のつぶやき

小田原支部県南支部・ダイバーシティ委員会 1 月19日金1月26日金
　　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！

「40年間の戦力として」
～社員とともに歩む感動物語！～

　毎年 1月恒例の新年会は、今年も橋本さんの
経営する真鶴にある割烹旅館まるなかにて開催
いたしました。支部幹事は事前に集まり幹事会
を開催し、次年度に向けた話し合いなどを行な
う中、参加者の皆様が到着、過去最高の19名の
参加でスタート。
　新会員さんの紹介から始まり、橋本さんから
のＰＲもある中、地元真鶴港で水揚げされた活
きのいい旬の地魚が次から次へと運ばれて…
テーマを話し合う時間もないまま満腹となりお
開きへ…。
　小田原支部は会勢27名の少数支部ですが、
2018年も元気よく活動してまいります！本年も
よろしくお願い申し上げます。
 （文責　㈲杉本園芸　杉本　聡　小田原支部）

　自己紹介は、 1、長崎弁です。 2、 4回は泣きます。などなど「こずえ
取扱説明書」から始まった。
　今回の新春例会は、経営労働委員会・ダイバーシティ委員会合同例会で
約100名からの参加者でにぎわった。
　報告者の㈲エス・ケイ・フーズ・中村こずえ氏は長崎同友会からはるば
る来て頂いた。そこには前代表理事の故高橋氏の思いも重なり、中村氏の
心も動かしてくれた。
　事業内容は、マクドナルドフランチャイジー11店舗、470名を統括して
いる。中村氏は「マクドナルドはピープルビジネス」と断言する。美味し
い商品が無ければ、お客様にサービスの提供は出来ない。更に、良いサー
ビスが無ければ、お客様の再来は無い。マックのブランドを支えているの
は人である。と。
　22年前から始めた事業も少しずつ落ち着いてきたころ、何か地域に役立
てることはないかと考えるようになった。そのきっかけとなったのが 6年
前に会ったことがある一人の障害を持った青年との再会である。中村氏は
地域をつなぐ働き手となる障害者を、経営者の使命に変えた。障害を持つ
子たちも良くないところはいっぱいある。しかし中村氏は、障害を持った
子たちが一般の人たちとは違う観点からの仕事への意欲、勤勉さを、涙いっ
ぱい浮かべて、こてこての長崎弁で語ってくれた。
　また経営的にも良いところがいっぱいある例として、社員たちが、この
子たちを通して共に育つ良い影響。学生なら 4年でやめてしまうが、この
子たちは長い年月を一緒に働いてくれる。
　どんな人でも人が生きていく上で大事なこととして、「人を愛し、人に
愛されること」「人に褒められること」「人の役に立つこと」「人に必要と
されること」最後 3つは仕事を通して十分伝えられる。中村氏は今後も地
域と連携しながら、経営者の使命を貫き通して感動に涙していくのでしょ
う。 （文責　㈲コア アウトフィッターズ　山口浩也）

報告者：㈲エス・ケイ・フーズ   取締役  中村こずえ氏
（長崎同友会）  会場  まるなか（小田原支部会員） 

 参加人数  19名
 会場  ヴェルクよこすか  参加人数  94名
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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

㈱三井製作所 三井　康弘 代表取締役 相模原 2018年 1 月18日 各種工業用製品の加工・販売 佐藤久美子
松下貴幾

M＆S 
Atelier Japan 後藤　慎一 代表 相模原 2018年 1 月26日

トヨタ式カイゼンを用いて生産性の
向上や人材育成をあらゆる業種に提
供しております

櫛間一緒

㈱しきさい館 峯尾　生恵 代表取締役 小田原 2018年 1 月10日 介護・居宅介護支援事業、地域密着
通所介護、認知症対応型通所介護 田中　勉

2018年 2 月 1 日現在会員数：782名（全国会員数：46,266名）

＋１ あすから使えるミニ知識

　弊所では、ビザ関係、建設業関係、不動産業関係の
ご相談など多様なご相談に対応していくことが、増え
ています。事務所のＭ＆Ａの効果でしょうか。
　さて、多様なご相談に対応していく士業ですが、六
法を全部暗記しているから多様なご相談に対する回答
ができるわけではありません。むしろ、六法を暗記は
していませんし、六法を暗記するほど士業は変な人た
ちではありません（自然と覚えてしまっている条文は
ありますが）。
　では、なぜ、多様な相談に対して回答できると思い
ますか？その答えは、法制度の原理・原則や政策の趣
旨に裁判例や実務経験を踏まえて、回答をしているか
らです。
　入国管理法はなぜあるのか？建設業法はなぜあるの
か？宅建業法はなぜあるのか？今は行政機関から特に
おとがめなしとなっていても、関連する法律の趣旨や
政策から、今後は…ということもあります（もちろん、
問題なくＯＫとなることも）。　　
　例えば、外国人の採用で「単純労働」に就いてもら
う必要があり、とりあえず「技術」という在留資格を
申請しようとしても、「労働力人口を増やす」である
とか「ダイバーシティ」といった大義名分では、行政
機関には通用しないということもでてきます。　
　行政機関は「技術」という在留資格をなぜ認めてい
るのか？といった法制度の趣旨に従った判断をしてい
くからです。そうすると、大義名分を立てて中小企業

行政書士法人横浜総合行政書士事務所　藤森　純一（横浜支部中央地区）

が必要性を訴えても、法制度や政策が許容していなけ
れば、行政機関がダメとすることがあります。要は、
外国人を採用したくても、法制度の趣旨からすると思
い通りにはいかないこともあるということです。この
点には注意が必要です。基本原則や制度趣旨から考え、
今後は…の可能性を考えてマネジメントしていくこと
が求められます。
　ただ「法制度や政策の趣旨などを把握するのは難し
いよ！」ってなりますよね。そこをカバーするのが士
業です。そして、同友会では政策委員会といった取り
組みが行われているのではないでしょうか。

　＋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▶

CHECK!
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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

　広報委員長の役を仰せつかり、一年が経ちました。今期は新たに数名の会員の方に委員
会に参加していただき、素晴らしいプロフェッショナル集団となりました。現在、委員全
員が一丸となって、同友会広報活動を進めています。
　そして、この度いよいよ機関紙「DOYU kanagawa」の誌面刷新の準備が整い、 4月
号より会員の皆様に一層有意義な情報と新しい企画をお届けできるようになりました。
　今後も、神奈川同友会広報委員会の活動に、大いに期待していただきたいと思います。
 有限会社マス・クリエイターズ　中林正幸

■日時：2018年 1 月17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：30名
■開会挨拶：本多副代表理事
■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12月入退会について（ 5分）（ 9頁～）
（加藤委員長）
・ 2015年12月末、期首732名、入会98名（13．4％）退会63名（8．
6％）767名（＋35）
・ 2016年12月末、期首768名、入会80名（10．4％）退会82名
（10．7％）766名（－ 2）
・ 2017年12月末、期首761名、入会83名（10．9％）退会61名（8．
0％）783名（＋22）
②中同協関係について（ 5分）（別紙＋17頁）（水口代表理事他）
③ 行政・他団体等からの要請や連携等について（ 5分）（別紙）
（水口代表理事）
・神奈川県中小企業団体中央会新春賀詞交歓会

④ 11月末現在の財務状況について（ 2分）（18頁～）（宮田委員
長）

⑤12月末現在の未収金について（ 1分）（23頁）
⑥ 2018年度合同入社式（ 4／ 2開催）企画案について（ 5分）（24
頁）（渡辺副代表理事）
⑦ 全県例会・第55回定時総会（ 4／25開催）について（ 5分）（25
頁）（渡辺副代表理事）
・当日の運営について
⑧その他（ 5分）
・ 次回理事会は、 2／14（水）午後 6時30分開始、会場は横浜市
健康福祉総合センター 8Ｆ（桜木町）

・ 2 ／22（木）支部長交流会を予定、テーマは「例会づくり」、
午後 6時30分開始、会場は横浜市健康福祉総合センター 9Ｆ
（桜木町）

【プロジェクトチーム審議】（60分）　
■組織運営規定の改定案について（39頁～）
・報告：藤森総務委員
■閉会挨拶：水口代表理事

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９回理事会第９回理事会

会会員員informationinformation!! ～会員皆様からの情報をお待ちしております～

たま田園支部　モアナビレッジ株式会社　取締役　松尾実里
　　　　　　　新　川崎市多摩区西生田 2－ 1－ 6－ 2階
　　　　　　　旧　川崎市多摩区西生田 2－14－21　原島ビル 2Ｆ

会員変更

doyu kanagawa 2018 March　11



家族葬、密葬、直葬と、葬儀の小規模化の波は

仕出し屋にも押し寄せ、今までと同じやり方では

生き残れない。弔問客に対して食事と飲み物を

供し、故人を偲ぶ「通夜ぶるまい」の席も簡素化

する中、客単価の下げ幅を顧客数増加で利益を

上げている会社がある。今年創業４９年目を迎

える「株式会社イズミ産業」である。

創業者山泉恵宥氏が、横浜市保土ヶ谷区の商店

街の一角で始めた寿司店を、一代でイズミ産業

グループにまで発展させた会社であり、２代目で

息子の貴郎社長が引き継いだ今も、神奈川県内

外から注文が舞い込み、顧客からの信頼はリ

ピート率の高さに裏付けられる。

儲けが出なくても、縁を切るな！
平成２３年に本

社ビルを落成。

「食の安心・安

全」と地球環境

に配慮したオー

ル電化厨房施

設を設置し、冠

婚葬祭料理、各種パーティ・イベントの

ケータリングサービス等、顧客の要望に

幅広く対応している。日本料理「広

美」、料亭「横浜銀泉亭」は大事な

お客様のおもてなしの席にご

利用頂いている。

そこで従業員350名を束

ね、事務と営業の統括として会社・社長を支えて

いるのが、執行役員の小菅正二さん。葬儀業界

が上向きで、会社もやることなすこと全て当たっ

た時代に入社した。先代社長は「やれることは

全てやれ。儲けが出なくても、縁が切れることの

方がよくない」と依頼を断ることはなかった。

ついていけばよかったカリスマ的存在の先代社

長から会社を引き継いだ貴郎社長は「自主性を

重んじる人」である。社員に口を出して指示をす

るほうが、仕事の能率も上がる。だが見守る。社

員が答えを見つけることが、成長に繋がると知っ

ているからだ。貴郎社長と小菅さんは年が1つし

か違わず、20代の頃からともに切磋琢磨した

仲。小菅さんは「多くの実績をもつ会社を引き継

いだプレッシャーは相当だと思うからこそ、一助

になれればと思っている」と社長を陰で支える。

現場で学べ！現場で育て！
答えはお客様のクレームにあり！
葬儀の後、その足で店に入ることがタブーと

された時代に、葬儀後、お店で家族と食べ

たいというお客様に料理を提供した。

「お客様が何を望まれ、どうすればそれ

に応えられるかを常に考えて行動する」

それが、今も受け継がれているイズミ産

業の基本姿勢だ。

３年前から高校生の新卒採用

を始め、18歳から80歳近

い人まで働いている。小菅

◯◯じまん!

2018年3月1日発行（月刊） 毎月1回1日発行　編集責任者/中林正幸　発行：神奈川県中小企業家同友会 〒231-0015 横浜市中区上尾町5-80　
神奈川中小企業センタービル3F　TEL:045-222-3671 FAX:045-222-3672　制作・印刷/㈱神奈川機関紙印刷所

神奈川県中小企業家同友会
同友かながわ第388号

その頃流行った歌は “春なのに”
中学３年生を送る会の体育館で一人、ピアノの弾
き語りをしました。舞台では指がかじかみ、目立ちた
がり屋のわりに緊張する私に、「〇〇く～ん」と、
好きな男子の名を叫んで盛り上げる友人の声に
赤面した、遠い思春期を想い出します。
♪記念にください ボタンをひとつ♪
あの歌詞のように、思い切って告白できていたら、
どんな15歳を迎えられていたでしょうか（笑）

さんは「うちの強みは会社の規模や取扱件数の

多さ、対応人数の多さなどのスケールメリットが

大きいことと“現場合わせ”ができること。準備

しても、お客様の所に行くと想定外の事が当た

り前のように起こる。その想定外に対応し、気持

ちを汲み取り、形にできるのがうちの社員の強

みであり、多くのリピーターに支持されるところ

です」と語る。

人材育成の方法は独特で、クレームがきたお客

様のところに、クレームの対象となった社員を再

度送り込む。お客様から頂いた駄目出しに徹底

的に対応させ、ベテランが現場でサポートする。

再度クレームが来るリスクはあるが、現場での

学びなしに一人前にはなれない。今どうするか

を考えられる社員でなければ、お客様の気持ち

に寄り添うことはできないからだ。

「考えろ！任された仕事の責任を全うしろ！」

これができる社員が育っているイズミ産業は、

強い。

【広報委員】
［横浜支部］ 飯野貴行、中林正幸、本田新市、網野雅広、鈴木 大、
川崎實智郎、松村千代、堤 由里恵、大井公美子、野垣博文

［川崎支部］
外木宏明

［相模原支部］
大井 達

［たま田園支部］ 鈴﨑治男、
佐藤慎治、馬場 宏、絹川裕康

［県央支部］
福岡智子

［湘南支部］
田邊耀子

7年程前から海外旅行にハマっています。それまでにも海外には
行ったことはありましたが、特にハマったのはシンガポールに行って
からです。多くの人種・宗教・文化が混ざり合っているのに多様性を
受け入れ暮らしているのを見て、日本にない感覚を感じました。

それから、東南アジアを中心に毎
年海外に出ていき、街歩きをし現
地のものを食べるという事が私の
一番の趣味になりました。今年の
年始はネパールへ行ってきました！

3月

〈取材・文：ゲートプランニング 堤 由里恵 / デザイン・レイアウト：（有）デザインスペースマジック 佐藤慎治〉

株式会社イズミ産業
　 045-333-0163  FAX:045-333-1133
〒240-0044 横浜市保土ヶ谷区仏向町946  http://www.isg.co.jp/

１日１００件の注文が舞い込むときもあり。全員で乗り切る！

小菅正二さん入社２５年目。
ベテランの配膳担当は
生きた教本、学ぶことが多い。

冠婚葬祭、イベント、パーティと、
多様な要望に対応。

オール電化調理施設に
大小9部屋の宴会場。

本社ビル

ティ・イベントの

、顧客の要望に

日本料理「広

は大事な

席にご

束

葬儀の後、その足で店

された時代に、葬儀

たいというお客様

「お客様が何を望

に応えられるかを

それが、今も受け

業の基本姿勢だ

３年前

を始

い人

〈取材

。

い。

電化調理施設に
部屋の宴会場。

自慢は、お客様の気持ちを汲み取り
形にできる社員。
カタチ

（株）ハマ企画
松村千代さん（横浜支部 中央地区）

かーこの紙芝居事務局 代表
さるびあ亭 かーこさん（相模原支部）


