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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

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

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
川崎支部・たま田園
支部合同幹事会

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  
ダイバシティ委員会

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）

４月

５月

S C H E D U L E
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
経営指針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
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　経営戦略だけでは、
　業績はUPしない

「会社の成長は、経営戦略にかかっている」

と思ってはいませんか？

　100社以上の経営コンサルティングや社員

研修に携わってきた「シンコムパートナーズ

株式会社」代表取締役の小野瀬真也氏は「経

営戦略は会社の成長に欠かせないものではあ

りますが、どの会社もしのぎを削った経営戦

略を展開しているにも関わらず、業績に差が

出るのは『実行力の差』です」と語ります。

「実行力の差」は、「人材力の差」と言い換え

ることもできます。

「お金を使って何かをするのも、ものを使っ

て何かを作るのも、販売やサービスを行うの

も、全て『人』です。一人一人の意識や想い

の違い、部門間の人と人との連携が仕事の効

率の良さを生みだし、その積み重ねが、大き

な差を作り出していきます。そして、さらに

は会社を大きく発展させる自由な発想をも生

み出していきます。」と、小野瀬氏。

　必要なのは、社員間の信頼感と、コミュニ

ケーション。実は、それらが会社の歯車をス

ムーズに動かし、業績の上昇を促していくポ

イントなのです。

　社員研修は、人材教育の出発点
　大切なのは、その後のケア

　では、人材はどのようにしたら育つので

しょうか？最初に思い浮かぶのは、「社員研

修」でしょう。しかし、「社員研修を受けさ

せているのに、思うような結果が出ない」と

悩む経営者も多いようです。

　それに対し、小野瀬氏は「社員研修は、あ

くまできっかけで、気づきの場でしかありま

せん。会社に持ち帰った後の日頃の積み重ね

に繋げていくことが、実はとても大切です。」

と、語ります。

　研修を受けさせただけで満足してしまって

は、効果は得られません。研修の落とし穴は、

実はそこにあります。社長は研修を受けさせ

たことで満足してしまい、社員は受けたこと

で自分は十分勉強したと満足してしまいがち

です。

「中小企業には、トップダウンで様々な事柄

を決定・実践する会社が多いですが、会社が

発展していくためには、各部署にリーダーが

いて、そのリーダーが会社の方針を理解して

自ら考え、動いていくことが必要です。トッ

プダウンで社員が社長に従うだけでは、社内

で“伝言ゲーム”をやっているのと同じになっ

てしまうからです」と、小野瀬氏は言います。

　自発的に考え、
　動く社員を育てるために

　では、社員が自分で考え、アクションを起

こすようになってもらうためには、何が必要

なのでしょうか？

　それは、社長が直接指示を出すのではなく、

社員に考える時間を与える事なのだと、小野

瀬氏は語ります。

「我慢が必要ですが、社長にしかできないこ

とです。『それで良いのか？』『どうしたら良

いと思うのか？』指示を出すのを我慢して、

社員に尋ね、考えさせることにより、社員自

ら気づきを得てもらう事が重要です。

　また、多少失敗しても失敗から学ばせる事

も大切です。社長も数々の失敗を経て、気付

いてきたはずなのですから。」

　気づきの積み重ねで、確実に社員は育って

いくと言います。

　一方、社員同士が切磋琢磨しながらも、和

やかな空気を作るというのも、会社の発展に

は大切なポイントだと、小野瀬氏は語ります。

「私の研修では、最初に一人10分間の自己紹

介の時間を作ります。 7分で終わっても、何

でも良いから自分のことをあと 3分間話して

いただいています。

　同じ会社でも、意外とお互いを知らないも

のです。趣味や家庭事情など、仕事をしてい

るだけでは知りえない互いのことがわかる

と、そこから話が弾み、親しみを感じるよう

になります。そして信頼関係が築けるとコ

ミュニケーションがとれるようになり、仕事

上で少々のトラブルがあっても、円滑に仕事

シンコムパートナーズ株式会社
小野瀬真也氏（横浜支部SA）

こんな会社で、社員は育たない

シンコムパートナーズ株式会社
神奈川県横浜市中区扇町 2－ 4－ 2　
関内京浜ビル205

http://syncom-p.com

約100社で社員教育を実践してきた
小野瀬真也氏に聞く

社員を育てる社長の“極意”

が進行するようになっていきます。場合に

よっては、お互いの仕事間での助け合いや、

効率の見直しにつながることもあり、自然に

業務改善ができ、会社全体の生産性が上がっ

ていきます。」

　そのためには、社長が率先して気配りをし、

明るく和やかな雰囲気作りをすることも大切

です。社内に緩やかな空気を作り、時には引

き締めることもできるのは、社長だけだと小

野瀬氏は語ります。

「上司に気を遣うような飲み会ではなく、ア

ルコールを介さず、 1ヶ月か 2ヶ月に 1回ぐ

らいの割合で、ランチ会のような場を設けた

りするといいですね。社員が自由に自分の想

いを話せる雰囲気作りができるよう、まずは

社長が日々努力することが大切です。」

　もちろん社内における最終決定権は社長に

ありますが、社員の思いを一度はきちんと受

け止めた後、判断し決定していく社長の姿勢

こそが、社員の信頼を得ていきます。社長の

想いを日々伝えながらも、ある程度の自由な

裁量を社員に許容すること。それこそが、新

しいものを生み出す風土となっていきます。

　経営戦略と人材戦略は会社経営の両輪で

す。そして、社員の主体性を育てる人材戦略

のキーマンは、ズバリ社長です。研修の先に

続く日々こそ、人材教育の場であることを再

認識する必要があるのではないでしょうか。

S P E C I A L特 集
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平成28年に「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
を受賞した株式会社エイチ・エス・エー（以下、HSAと表記）のスタッフ
求人募集の採用基準は、先着順。それなのに、社員は皆いきいきと働き、創
業初年度（平成11年 7 月～11月のわずか 4 ヶ月）こそ、売り上げ700万円で
190万円の赤字でしたが、翌年度から黒字経営に転じ、以降18年間に渡り黒
字経営を継続しています。現在の売り上げは、10億円。しかも、社員の給与
は、介護業界に於いては上位クラスの給与水準です。
厳選した求人を行っているわけでもないのに、その秘密は、どこにあるので
しょうか？田中勉社長にお話を伺いました。

18年間黒字経営を続ける＜HSA式 人材育成法＞

人材育成は、
会社組織の仕組み作りから

　スタッフの求人は先着順採用
　それでも、会社は成長し続ける

　「人材教育ですか？特にしていないんだよ

ね。」取材の冒頭で田中氏が言います。

　HSAの求人は、応募してきた先着順。経験

や能力は一切問いません。最初に行うのは、

募集部署の業務説明、職場見学、給与待遇を

はじめとする就業条件の契約書確認です。そ

の上で入社を希望すれば、 3ヶ月のトライア

ルを経て、再度入社意思確認をして、入社に

なります。その間、会社からの選抜は一切あ

りません。

　それは、「会社は社会の縮図」だという田

中氏の考えから。「社会には、色々な人がいて、

当たり前。色々な人に接することによって、

人は成長します。」

　だから、特別な人材教育システムはないと

言います。スタッフが必ず受ける研修は、新

人研修だけ。そこでは、田中氏が人生論を語

り、就業規則をくまなく読むのだと言います。

　「そもそも会社に入ってくる人は、上昇志

向の人だけではないでしょう？決められた時

間だけ働いて、残りの時間は趣味や育児・介

護に使いたいという人も多い。実際、当社で

はそういう人が 9割です。会社は、そういう

人たちには、決められた業務をきちんとこな

してもらえれば、それでいい。そんな働き方

を希望する人も、就業規則で守っているとい

うことです。全員が幹部を希望したら、逆に

大変でしょう？

　でも、技術や地位の向上を目指したい人に

は、会社が研修も用意し、チャンスも用意す

る。『選択制民主主義』です。働き方は、自

分で選べばいい。」と、田中氏。

　社会学との出会いが
　人生を変えた

　そもそも、田中氏が起業したのは、18年間

企業戦士であった自分の働き方に疑問を抱い

たからでした。何のために、何処を目指して

働いているのか…。わからなくなった田中氏

は、ある日、大手書店の書棚で社会学の本と

出会います。そして、片っ端から社会学の本

を読みあさり、行き着いたのが、「社会のた

めになる会社をつくること」でした。

　平成11年 7 月、わずか 3人で在宅マッサー

ジの会社を起業。その翌年から介護保険制度

の導入が決まり、福祉サービスを開始してい

ます。それでも、最初はなかなか田中氏の斬

新な理念は、社員に受け入れられなかったと

語ります。トップダウンのない現在のシステ

ムに移行したのは、平成24年のこと。起業し

て13年目のことでした。「人事評価制度」を

廃止し、「エントリー制度」を採用したのです。

　働き方も職種もスタッフが自分で選択し、

エントリーできるようになりました。全ての

社員は、現場で「専門職（スペシャリスト）」

を目指す働き方と、「管理・経営職」として

組織を持ち、事業の成長を支える働き方のい

ずれかを選ぶことができます。

株式会社エイチ・エス・エー
代表取締役　田中　勉氏
（神奈川同友会副代表理事・小田原支部）

　価値観の異なる人が集まっているから、
　人は成長する

　HSAの基本理念は、「社会的企業」、「理念

の前では皆平等、多様な才能と自由な議論」

です。全てが細かく就業規則で決められてい

て、社長であってもそれに従います。しかも、

その就業規則も、毎年スタッフの合意により、

専門家のチェックを経て、改訂されています。

　「理念は、会社の憲法であり、就業規則は

会社の法律です」と、田中氏。従業員の給料

も選択した働き方や業務内容に応じて就業規

則に明示されていて、社長の給料も会社の利

益の何％と決められています。

　就業規則の改定や、新事業の立ち上げなど、

何かを決定するときには会議でとことん議論

を重ね、多数決ではなく、全会一致でなけれ

ば決定しません。その際、社長の発言権は皆

と同じ 1票。社長の鶴のひと声で物事が決定

したり、翻ったりすることは決してないと言

います。ボトムアップで自然発生的に会議が

開かれ、全員が納得するまで議論を重ね、修

正された提案が管理者会議や役員会議に諮ら

れます。そして、就業規則が改定されたり、

新事業が立ち上げられたりしています。

　その際、価値観の異なる人が集っているか

らこそ、互いに理解し合おうと努力したり、

意見を交わすことになり、その結果、成長し、

人間力を高めていきます。そして、スタッフ

は、自分が納得したことだからこそ、一生懸

命努力し、楽しく前向きに働く事ができるの

特集：こんな会社で、社員は育たない
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です。スタッフの人間力や仕事力の向上は、

こうして養われていきます。

　新規事業立ち上げの決定権は、
　社長に無い！

　また、働く部署の希望も、スタッフは毎年

6月にエントリーチェックにて管理者に提出

し、面接を経て、実現していきます。今のと

ころ、遅くても 3年以内には異動の希望がか

なっているそうです。

　そして、新規事業の立ち上げは、スタッフ

自らが 3名の賛同者を集めて発案し、管理者

会議でのプレゼンや議論を経て、全員合意す

れば、外部コンサルタントの力を借りながら、

会社の新事業として実現できる制度がありま

す。しかも、その管理者会議には社長は出席

していません。社長には決定権がなく、新規

事業の立ち上げも、それが社長案であっても

実現にこぎ着ける手順は変わらないと言いま

す。社長さえも、社員と平等なのです。

　実は、HSAのスタッフは損益計算書（PL）

や貸借対照表（BS）の作り方を全員学習し

ています。新規事業の発案には、 7％の利益

確保が条件になっていますが、全員が立案可

能な状況だというのも、他社では考えられな

い事ではないでしょうか？

　ステップアップするための研修も、スタッ

フの要望に応じて多数用意されていて、その

いずれもがほとんど無料で実施（一部有料）

されています。今のところ、パソコン教室だ

けは参加費500円なのだと、田中氏は笑いま

す。そのパソコン教室も、実は田中氏が通っ

ているのを知ったスタッフからの要望で、社

内で研修を始めた大人気講座なのだそうです。

株式会社エイチ・エス・エー
神奈川県小田原市扇町 5－11－21

http://hsakyujin.wixsite.com/hsa-home

スタッフが頻繁に調べるので、
就業規則は１年でボロボロに

「就業規則は会社の法律」と語る田中氏

　会社の資産・負債・売り上げは
　全員に公開
　利益はスタッフに毎年還元

　さらに驚くべき事は、会社の損益計算書や

キャッシュフロー、預金残高は、パートも含

めスタッフ全員に公開されていることです。

そして、キャッシュフローは売上高の 7％を

残して、全額が賞与としてスタッフに還元さ

れています。だから、自然にスタッフのコス

ト意識も高まり、一人一人が、まさに経営者

のマインドで仕事をしていくことになりま

す。これで、モチベーションが上がらないわ

けはありません。

　「今も賞与の分配方法の会議が行われてい

ます」と、取材中に教えてくれました。賞与

さえも社長の意向が関与することはないので

す。

　「『自由』『平等』という言葉は、人によっ

て解釈が異なります。」と、田中氏。「何を、

どのように、どうしたらどうなるか、ときち

んと説明することが必要です。」

　それに加え、大切なのは、選択肢は 2つ以

上あること。自分で選択したことにより、自

主性が生まれ、やりがいを持って仕事をする

事ができるようになると言います。

　「先進 7 カ国の中で、義務教育に社会学を

取り入れていないのは、日本だけです。社会

学は、人間の本質からできています」と、田

中氏。

　「うちで開催しているのは、研修会ではな

く、勉強会。問題を提起し、話し合い、発表

する。それをすることにより、スタッフは自

分で考える力をつけていきます。

　それでも、社内でもめることもあります。

それは、人間関係が原因のことが多いです。

でも、自分との相性と、業務は別です。自分

と合わない人と一緒に仕事をした方が、一方

的な目線で見ずに仕事ができる良さもあり、

作業効率が上がる場合もあります。大事なの

は、互いに理解しようとすることです。そう

すると、気づきが多くなり、学びが増えます。」

　HSAでは、一度雇用した社員を会社が一方

的に辞めさせる事はありません。問題がある

ことが当たり前で、それを解決していくこと

により、経営の質が向上していくと考えられ

ているからです。

　「辞めさせる事はないけれど、引き抜かれ

て辞めていく人はいます。でも、戻ってくる

人が多い。（笑）」

　現在、17カ所の拠点を運営し、300名弱のス

タッフが、特別な人材教育なしに、HSAで生

き生きと働いています。人材育成は、組織作

りから。それを体現しているのが、HSAです。
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支 部 活 動

2 月21日（水）
場　所：大和市文化創造拠点シリウス
テーマ： 「業界の常識をブチ破る！」
　　　　 ～変化の時代に聴いておきたい
　　　　新たな市場を創った話～
報告者：保安道路企画㈱
　　　　代表取締役　森　健太郎氏

横浜支部中央地区・県央支部 報告内容はコチラ
▼

2 月15日（木）
場　所：ウィリング横浜 9Ｆ
テーマ：未来の『さくらノート』を見つけよう！
　　　　 「ソーシャルビジネスは儲からない」
　　　　からの脱却
報告者：㈱さくらノート　神奈川エリア所長　杉野　瞳氏

横浜支部港地区 報告内容はコチラ
▼

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

横浜支部北地区

2 月16日（金）
場　所：高津市民館
テーマ：「便利なのか！？ 脅威なのか！？」
　　　　ＩＴ社長は知っている…確実な近未来？
報告者：㈱アシスト・ワン
　　　　代表取締役　小林淳一氏

4 月20日（金）
時　間：午後 6時30分
場　所：アルファクロス
会　費：4,000円
テーマ：自社PR交流会

たま田園支部

たま田園支部 申し込みはコチラ
▼

報告内容はコチラ
▼

2 月19日（月）
場　所：川崎市産業振興会館
テーマ：人間尊重？？人を生かす経営ってなに
報告者：㈱ロジナス　代表取締役　山本啓一氏

4 月19日（木）
川崎支部WAIGAYA会
時　間：午後12時00分～午後 2時00分
場　所：うなぎの大沼
会　費：2，000円（昼食代として）
テーマ：美味しいうなぎと自社に役立つ美味しい経営情報交換会
　　　　～新会員 3名が語る交流会～
報告者：㈲アメリカンラングェイジセンター　部長　鈴江奈穂子氏
　　　　㈱川治屋　専務取締役　阿野貴治氏
　　　　川崎総合法律事務所　弁護士　本田正男氏

川崎支部

川崎支部 申し込みはコチラ
▼

報告内容はコチラ
▼

2 月15日（木）
場　所：おださがプラザ
テーマ：異業種のコラボで新しい
　　　　ビジネスモデルをつくる
　　　　～あなたの既存事業は10年後、存在していますか！？～
報告者：㈲マグネティックスクエア　代表取締役　武　義昭氏

相模原支部 報告内容はコチラ
▼

2 月20日(火)
場　所：茅ヶ崎商工会議所
テーマ： 「人材会社での疑問からスタートした
　　　　企業家人生」
　　　　～何故、雇用は必要なのか？？～
報告者：㈱Mind One　代表取締役　菅間大樹氏

湘南支部・小田原支部・青年部会・
ダイバーシティ委員会・政策委員会 報告内容はコチラ

▼

▶４月のセミナーは

2月 2日（金）
場　所：神奈川産業振興センター
　　　　（中小企業センタービル13Ｆ会議室）

4 月27日（金）
場　所：横浜市健康福祉総合センター
同友会と私（未定）

2 月 3 日（土）
経営労働委員会
場　所：ルリエ新川崎

中堅社員研修会（主催：社員教育委員）

同友会を知る為の
オリエンテーション

報告内容はコチラ
▼

委 員 会

2 月23日（金）
場　所：横須賀市産業交流プラザ
テーマ：人は変えられない。自分が変る
　　　　～経営者を含めた共育とは？～
報告者：㈱FCC　代表取締役　深澤正司氏

県南支部 報告内容はコチラ
▼

2017年度（第9回）経営指針入門講座「礎」

2017年度（第 8回）
～企業変革支援プログラムの活用～
「夢を実現するための経営戦略セミナー」
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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

　① 第 1 講座（ 4 ／12）：利益を最大化する経営戦略と経営者
のメンタルタフネス

　　・中小企業が取るべき戦略とは
　　・折れない心を鍛えるためのレジリエンス
　　講師：㈱湯佐和　代表取締役　湯澤　剛氏
　②第 2講座（ 4／19）：会社の業績を伸ばす実践手法
　　・売上を伸ばすマーケティング手法
　　・業績を伸ばす実践的な事業計画の作り方
　　・受注が増える商談管理のやり方
　　講師：神楽坂コンサルティング㈱   代表取締役   竹内一郎氏
　　※終了後17時まで相談会を開催
　　※経営者のためのティーブレイク（15分）
　　　～セレンディピティに出会う紅茶のひととき～
　　　コージュ㈱　代表取締役　速石敏雄氏
　③第 3講座（ 4／26）：社員の心に火をつける労務管理
　　・自社の強みを活かす人材採用戦略
　　・人材を伸ばす就業規則とは！
　　・人材育成に役立つ助成金活用
　　講師：小山社労士事務所　代表　小山暢宏氏
　　※終了後17時まで相談会を開催
　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

第 7期経営基礎講座のご案内
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。

1． タイトル：企業の商売力を強化する基礎講座
　　・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
　⑦ 第 7 講座（ 6 ／14）：財務（Ⅲ）銀行も税理士も教えてく

れない保険の活用術
　　・賢い保険の入り方
　　・中小企業に役立つ保険の活用事例
　　講師：㈱ワイズ・インフィニティ　代表取締役　小林雅人氏

2. 受講対象

　　①社長／経営幹部／幹部候補の皆様
　　②将来、会社を継いで社長になる方（後継者）
　　③独立して事業を始めようと思案されている方

3. 開催概要

　　①コース：全 7回／定員30名
　　②日時：4／12（木）、4／19（木）、4／26（木）、5／10（木）、
　　　　　　 5／17（木）、 5／24（木）、 6／14（木）
　　　　　　14時30分～16時30分（17時まで相談会開催）
　　③場所：神奈川中小企業センタービル 6階大研修室（予定）
　　④主催：神奈川県中小企業家同友会
　　⑤参加費：（参加費は請求書を発行させていただきます）
　　　同友会会員 1名　15，000円（全 7回）
　　　会員外 1名　20，000円（全 7回）
　　　スポット参加は 1名 1講座につき3，000円
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今日から始める事業承継対策

　「事業承継」と聞いて「我が社にはまだ関係ないな」と思った

方こそ、この続きを読んで下さい。

　事業承継というと経営者が高齢になり、次世代にバトンタッチ

する時が思い浮かぶかもしれません。しかし、忘れてはいけない

のは不測の事態によって突然、経営者が他界してしまう場面でも

承継問題は生じるということです。つまり、「事業承継」とは全

ての現経営者の方が今、備えるべき問題と言えるのです。

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。

事業承継問題って何でしょう…。

W R I T I N G

かながわ事業承継塾かながわ事業承継塾

単独 or 共同親族
決まっている

経営者の承継

経営権の承継

経営の承継

資産の承継

社内 or社外売却（MBO・M&A)
いない

いつから

直接承継

間接承継

その他

社内 or社外他人（所有と経営の分離）
決まっていない

場所

贈与　遺言　納税猶予
後継者による買取

金庫株　従業員持ち株会
投資育成会社の活用
名義株の解消

事業用不動産等の承継
会社への貸付金
連帯保証債務

相続・贈与・買取
相続放棄

撤退 or 倒産廃業

社内 or社外

種類株式の活用

持ち株会社等
別法人設立

事　

業　

承　

継

後継者の決定

後継者の育成

事業承継問題とは

　事業承継問題は同じものは 1つもないといっても過言ではない

くらい、状況・時期等によって発生する問題も選ぶべき解決手段

も違います。よって、ひとくくりで語ることは難しく、個別具体

的なケースについて弁護士、司法書士、行政書士、税理士、会計

士等専門家と相談して対策することが必要です。とは言っても、

経営者であれば全体像の把握はできるようにしたいものです。「し

なくてはいけないことは何か」「していることは何か」が解れば、

他の対策の要否や経過の程度を判断できるようになります。

　そこで、この 1年を通して事業承継対策を体系的にお伝えして

いきたいと思います。迷子になりそうな時は上の図を見て下さい。

事業承継でおさえておきたい 2つの視点と3つのポイント

◆ 2 つの視点とは
　 2つの視点とは「感情」と「勘定」です。特に大切なのは「感

情」です。事業承継は経営者個人の相続問題も関係してきます。

会社を継ぐ人、継がない人、結果を受け入れる社員さん、そして

ご家族の存在等様々な利害関係が生じます。事業に関与している

か否かでも感情は違うことでしょう。それぞれの想い（感情）が

一旦こじれてしまうと、もはやどれだけお金（勘定）を用意して

も解決できなくなってしまうので注意が必要です。

　相手がどう思うかを元に相続・事業承継対策をすることで、〈争

族〉をさけ、〈想続〉とし、会社に経営者が不存在になっても想

いと事業は引き継がれていくことができます。

　次に、納税資金準備や節税対策、誰に何を移転するか等勘定に

ついて考えていきます。この順序もとても重要な要素です。

◆ 3つのポイントとは
　おさえておきたい 3 つのポイントとは「経営者の承継」「経営

権の承継」「資産の承継」です。望む結果に向けて必要な対策、

考えうる選択肢を選ぶ上での判断材料となります。また、実施す

る対策もこの 3 要素上問題が生じないか確かめる必要がありま

す。「経営権の承継」には有効手段であるが、それでは「資産の

承継」に問題が生じるということも少なくありません。

　次号からは全体像を把握しながら、具体的な話へと進めていき

たいと思います。ご期待下さい。
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　2017年 4 月に有効求人倍率がバブル期を超え、求職者の超売り

手市場となっています。また、近年では、特定業界を志向しない

若年層が増加し、他の業種・業界とも人材獲得が競合するように

なっています。

　そのため、求人情報誌やＷｅｂ媒体に求人広告を掲載するだけ

では、「応募がなかなか来ない」「応募が来ても採用に至らない」

ということが増えています。

　応募者を獲得し、採用までもっていくために、多くの企業が求

人・採用活動に力を入れています。その中で、うまく行っている

会社に共通する取組みがありますので、それをお伝えします。

求職者に対する理解

　求人情報誌、Ｗｅｂ求人媒体、自社Ｗｅｂサイトなど、どの媒

体を使うにせよ、求職者のことを理解した内容、メッセージを作

成する必要があります。次の質問に答えてみてください。

　求職者は貴社の求人に応募するにあたり、「どんな不安や心配

を抱えていますか？」「本当に応募するかどうか、思い悩み、逡

巡するポイントは何ですか？」「入社して実現したい夢、手に入

れたい未来は何ですか？」

　例えば、自社の魅力を書くとします。よくあるのが、経営者や

採用担当者が考える自社の魅力を書いてしまうことです。より求

職者の立場に近い、入社年数の若い社員に聞いてみてください。

応募時にどこに魅力を感じたのか？実際に入社して、今はどこが

魅力だと思っているか？ギャップに驚くかもしれません。

自社現状の棚卸し

　経営者と採用担当者だけでなく、社員を巻き込んで求人・採用

活動をすることは、自社の棚卸しと改善にも繋がります。福利厚

生などでも思わぬ発見がありますので、是非、社員さんへのヒア

リングをしてみてください。

株式会社ビーシーソリューション　馬場宏
　当社は従業員満足と顧客満足の好循環をもたらす
よう、求人コンサルティングと求人サイト制作を
行っています。求人応募の獲得だけでなく、定着率
の向上に繋がる人財を採用することで、実現できる
と考えています。

URL：https://bc-sol.com

求人応募が集まる会社に
共通する取組みとは？

WR I T I N G

採用・求人ジャーナル

  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
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　 4月ともなれば、新入社員の入社式があり、新しいことがスター
トする時期でもあります。
　助成金も同様に、 4月から新しく内容が変更されるものや、基
本的に通年で申請できるものがスタートする時期となります。
　ただ、例年、制度自体がある程度固まるのは、ゴールデンウィー
ク明け頃となりますので、本年度も同様になると思われます。
　先月、記載致しましたキャリアアップ助成金（正社員コース）
の追加支給要件以外で、現時点（2018年 3 月12日）で予定として
判明しております今月からの変更内容は以下の通りとなります。

①キャリアアップ助成金

（ａ） 正社員化コースが 1年度 1事業所あたりの支給申請上限人数
が15人から20人に拡充

（ｂ）人材育成コースが人材開発支援助成金に統合
（ｃ） 賃金規定等共通化コース（有期契約労働者等に、正規雇用労

働者と共通の賃金規定等を新たに規定し、適用した場合に助
成）

従来の賃金規定等を作成し、適用した場合の57万円〈72万円〉に
加え、共通化した対象労働者 2 人目以降に 1 人につき 2 万円
〈 2万 4千円〉、最大20人まで助成額を上乗せ。
（ｄ） 諸手当制度共通化コース（有期契約労働者等に関して正規雇

用労働者と共通の諸手当
　制度を新たに設け、適用した場合に助成）
従来の諸手当制度を新たに設け、適用した場合の38万円〈48万円〉
に加え、共通化した対象労働者 2人目以降に 1人につき 1万 5千
円〈 1 万 8 千円〉、最大20人まで助成額を上乗せ。また、同時に
共通化した諸手当（ 2つ目以降）、1つあたり16万円〈19万 2 千円〉
の助成額を上乗せ。
＊中小企業の場合、〈　〉は生産性の向上が認められる場合の額

②人材開発支援助成金

　キャリア形成支援制度導入コース、職業能力検定制度導入コー
スが廃止、教育訓練休暇付与コース（有給の教育訓練休暇を導入
する事業主の方に対する助成）を新設。
この教育訓練休暇付与コースとは、どのような助成金か？
詳細については、次月号以降にお伝えしたいと思います。
＊なお、本記載は2018年 3 月12日時点で判明している事項となります。

　今月から会報がリニューアルしました。これに伴い、＋ONEの
コーナーも、今までの「へぇ～」というものから一歩踏み込んで、
「ふむふむ」と役立つ内容をお伝えしていこうと思います。
　さて、その内容ですが、これから数回にわたって、施行まで 2
年となった民法の改正についてお伝えします。今回は、皆さんに
も馴染みの深い「保証」についてです。今回の民法改正では「保
証人の保護」が 1つの大きなテーマになっています。具体的には、
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
といったところがあります。今回は①について見てみましょう。
これまでも、保証人となる場合には書面で行うことが求められて
いました（民法第446条第 2項）が、さらに進んで、「事業用の融
資」について個人が保証するためには公正証書が必要となりまし
た（改正後の民法第465条の 6第 1項）。ちゃんと公証役場に行っ
て、公証人の説明を受けなければならないので、変に言いくるめ
られて保証人にさせられることは少なくなるでしょうね。そうな
ると、「え？私、会社の代表なんだけど、それでも公正証書が必
要になるの？めんどくさい！」と思われるかもしれません。確か
にそうなると面倒ですが、実際は大丈夫です。というのも、この
規定には例外があって、「法人の事業用融資を役員が保証する場
合は公正証書じゃなくていいです」とされています（改正後の民
法第465条の 9第 1号）。他にも、株式の過半数を持っている人も
例外とされています（同第 2号のイ）し、個人事業の場合なら事
業主の配偶者も例外とされています（同第 3 号）。また、公正証
書が求められるのはあくまで「事業用の融資」についての保証に
限られますので、賃貸マンションの保証などは公正証書である必
要はありません。
　まとめると、「事業用の融資」について、「会社と関係のない個
人」が保証人になろうとする場合には公正証書で保証しなければ
ならない、ということになります。会社の役員になっていない父
親に保証人になってもらうような場合などが典型かもしれません
ね。その場合、公正証書でなければいけないのでご注意ください。

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▶

助成金の内容などが
新しくなる時期について
皆様、ご存知でしょうか？

早わかり民法改正
～「保証」編 その１

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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NEW FACE
会  社  名：税理士法人吉成会計事務所
社内役職：税理士
会  員  名：吉成　博史
所属支部：横浜　港地区会
入  会  日：2018年 2 月 1 日
事業概要：税理士業務
紹  介  者：網野雅広

会  社  名：SSS
社内役職：代表
会  員  名：熊谷　敏
所属支部：横浜　北地区会
入  会  日：2018年 2 月 1 日
事業概要：住まいの修繕・相談、防衛庁防音工事
紹  介  者：事務局

2018年 3 月 1 日現在会員数：785名
（全国会員数：46，428名）

会員Information
～会員皆様からの情報をお待ちしております～

住所変更

新 会 員 紹 介新 会 員 紹 介

株式会社 神奈川機関紙印刷所

〒236-000 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
広報誌　同友かながわは、この 4月号からリニューアルしました。表紙は「変わった感」を前面に出して
いますし、企画も皆さんにタイムリーで為になり、楽しく読んでもらえる企画に変身しました。シリーズ
のコラムや会員紹介の新コーナーも増えた同友かながわ。これからも毎月見逃さず読んでくださいね。
 デザインスペースマジック　佐藤　慎治

株式会社Hum（たま田園支部）　代表取締役 高田 和美さん

会員訪問

水周り専門のリフォーム会社Humの高田さんは、水道設備の会社を経営する旦那様と共
に大の犬好き。会社を訪問して最初に出迎えてくれたのは愛犬「はむ」。そう、会社の名
前と同じなんです。
「この子が来てから、家の中が和んだこともあり、「はむ」っていう名前を新しく作る会社
につけたいと思いました。でも、ひらがなじゃピンとこなかったんですが、ハミングという、
とってもいい単語を思いつき、その頭文字の“Hum”がいいと思い社名にしました。」
会社はよみうりランドの目の前。目と鼻の先にあるコンビニでは、巨人の坂本、阿部両選
手を見たこともあるそうで、巨人ファンのご主人はこの立地がお気に入りな様子でした。

http://hum-reform.com

（訪問取材／広報委員　佐藤慎治）

Creative Link　代表　松木マリ（横浜支部港地区） 
旧　〒231－0063　横浜市中区花咲町 3－98　エミネンス紅葉坂306
新　〒231－0004　横浜市中区元浜町 3－21－ 2
　　　　　　　　  ヘリオス関内ビル　045－222－3327

㈱ネットフォレスト　高橋佑至氏（横浜支部　中央地区）
旧　横浜市神奈川区栄町 5－ 1　横浜クリエーションスクエア 9 F
新　横浜市神奈川区栄町 5－ 1　横浜クリエーションスクエア16F

㈲デザインスペースマジック　佐藤慎治氏（たま田園）
旧　225－0023　横浜市青葉区大場町387－13
新　225－0002　横浜市青葉区美しが丘 2－17－41
　　　　　　　  第二ミナモトビル 3階

㈱MASA 1 GROUP湯澤コーポレーション　湯澤政一氏（川崎支部）
旧　241－0805　横浜市旭区都岡町42－11　牧野ビル 2 F－B
新　241－0022　横浜市旭区鶴ヶ峰 2－10－36




