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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
30 大安 31 赤口 １ 仏滅
人を生かす経営協議会

２ 大安 ３ 赤口 ４ 先勝 ５ 友引 ６ 先負 ７ 仏滅 ８ 大安
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
関東学院大学講義⑫

県央支部幹事会
横浜支部幹事会
横浜港支部幹事会

経営指針作成部会

全国総会（宮城）

政策委員会
広報委員会

９ 赤口 10 先勝 11 友引 12 先負 13 赤口 14 15 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
幹部社員研修会③

関東学院大学講義⑬ かながわ経営カンファ
レンス実行委員会
理事会

相模原支部例会 たま田園支部例会 
横浜・横浜港支部合同
例会 

16 先負 17 仏滅 18 大安 19 赤口 20 先勝 21 友引 22 先負
海の日 湘南支部例会 

関東学院大学講義⑭
県央支部例会 関東甲信越

青年経営者
フォーラム
（in神奈川）
 

23 仏滅 24 大安 25 赤口 26 先勝 27 友引 28 先負 29 仏滅
川崎支部例会 
幹部社員研修会④

小田原支部例会 
関東学院大学講義⑮

県央支部例会 
同友会を知る為のオリ
エンテーション 

経営指針OB会 県南支部例会 

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
１ 先負 ２ 仏滅 ３ 大安
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 
２年目研修会 
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
横浜港支部幹事会

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
横浜支部北地区例会 
小田原支部幹事会

関東学院大学講義⑨ かながわ経営カンファ
レンス実行委員会
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 
かながわ女性経営者ネ
ットワーク幹事会

県央支部・ダイバシティ
委員会共催例会 
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

横浜港支部例会 
ものづくり広場 

６月

７月

S C H E D U L E
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The 改革
 水口代表理事が語る
 神奈川同友会2018年ビジョン

　神奈川同友会が発足して、今年で53年目。経済の

中心・首都東京に隣接し、港町横浜という世界有数

の都市を有しながらも、近年、会員数の増加には足

踏み状態が続いているのは周知のこと。現在の会員

数は、774名（2018年 4 月 1 日現在）で、全国17位

に留まっています。そこで、今年理事着任後 4年目

を迎える水口勉氏に、2018年度の神奈川同友会改革

におけるビジョンを伺いました。

昨年までに、
同友会の財務立て直しに成功
会費の口座振替は95％達成

　「北海道同友会の会員数は5753人。そし

て、その中の十勝支部の会員数は、なんと

869名です。神奈川同友会より多い。人口

の割合からすると、すごいでしょう？」開

口一番、水口代表理事が切り出しました。

　株式会社ジャパウイン、株式会社水口、

株式会社テラサポートの 3社の代表取締役

を務める水口勉氏が、神奈川同友会の代表

理事に就任したのは、2015年 6 月のこと。

副代表理事も務めた水口氏が代表理事に

なったのは、自然な流れのように捉えられ

ていますが、実は立候補でした。就任時、

すでに副代表理事を辞任していたため、規

約上、推薦での就任ができなかったからで

す。それは、当時、神奈川同友会の改革を

望む会員からの、強い要望に応えたもので

もありました。

　水口代表理事は当時の代表理事から請わ

れ、2006～2009年に社会教育委員長を務め、

その後2009年に副代表理事に就任。その翌

年から 2年間川崎支部長を務めています。

　「社員教育委員長に 4 年間在任時には、

従来からあった新入社員研修に加え、 2年

目研修、3年目研修、幹部社員研修を企画・

開催し、一般社員研修の名称を中堅社員研

修に改めました。また、現在の『ビジック

スワールド』の前身である『同友会まつり』

や『東日本応援隊』は、私が支部長在任時

に川崎支部から始まったものです。」

　その後、2012年に副代表理事兼財務委員

長を 1年間務めています。

　実は、代表理事就任の前年（2014年）に

は、全国大会の実行委員長にも立候補して

いました。ですが、当時は理事に名を連ね

ていなかったため、副委員長として活動す

S P E C I A L特 集
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ることに…。全国を回って、全国大会の成

功に尽力しました。

　これらの手腕を買われて、2015年、満を

持しての代表理事就任でした。当時の神奈

川同友会は未収金が多く、財務状況が悪化

していたので、理事会では会費値上げの話

さえ出ていたと言います。

　水口氏が代表理事就任時は、京浜産業株

式会社の酒匂雅隆氏、それに水口氏と株式

会社バニーフーズの髙橋良治氏が同時就任

し、代表理事は 3名体制で、副代表理事は

いませんでした。その後、 1年後に酒匂氏

が退任し、加えて 3月に髙橋氏が急逝し、

代表理事は水口氏 1名体制に。そこで、副

代表理事に、株式会社東邦プランの本多修

氏、ニイガタ株式会社の渡辺学氏、株式会

社HSAの田中勉氏を急遽指名。さらに、総

務・財務兼務の総務委員長を有限会社アネ

ストの宮田雅章氏に依頼し、現在の理事会

の体制ができあがりました。

　まず、目標にしたのは、未収会費の回収、

会費の口座振替100％達成でした。

　当時の未収金は、なんと131万円もあり

ました。しかも、会費を支払っていない幽

霊会員も、会員数にカウントされていまし

た。そこで、 6ヶ月以上未納者は自動退会

にし、会費の徴収は、年払いの会員を例外

として口座振替を原則にすることにしまし

た。現在、未収金は20万円まで減り、口座

振替は95％達成しています。

　また、当時収支がマイナスになることも

あった共育講演会の会費は、チケット制に

変え、開催前に予算達成するように変更し

ました。さらに、各委員会の活動費用も申

告後、理事会にて検討の上予算分配するこ

とに。こうして次第に同友会の財務状況は

改善されていきました。どれも、皆様のご

尽力があってできたことだと水口代表理事

は語ります。

　しかし、それでも、現在も会員数は増え

ては減り、を繰り返しています。

会員増強のために、
2018年に着手しなければ
ならないこと

　今回、2018年度の同友会運営ビジョンの

一つ目に水口代表理事が挙げたのは、11月

に開催予定の「第30回かながわ経営カン

ファレンス」を、副代表理事が中心になっ

て企画・運営することです。神奈川同友会

の正副代表理事が主体となり、神奈川同友

会が一丸となって開催することで、「かな

がわ経営カンファレンス」の成功だけでな

く、同友会にさらなる活気を生み出す計画

です。ただ今、楽しんで計画中とのことで、

楽しんでやれるのも、まじめに会を作って

いるからだと語ってくれました。

　 2番目に掲げだのは、 7月に開催される

「第 5 回関東甲信越青年経営者フォーラム

in神奈川」への想いです。 1都 9 県の青年

経営者が400人規模で集まるこのフォーラ

ム開催を通じて、これからの同友会を作っ

ていく40代の青年・女性経営者の入会・増

強・活性化を目指すと語ります。

　 3番目に挙げたのは、渉外担当の役員の

設置です。会員増強に向けて、外へ向けて

の戦略として、企業経営と同様に、組織に

必須なポジションだと語ります。

　一方、渉外が活動するためには、事務局

の改革も必要だと語ります。事務局長は他

団体との折衝や情報交換に務め、会員企業

を訪問し、理事や委員に指示を出す立場に

なるべきだと言うのです。神奈川同友会の

名前を、他団体やメディアに浸透させてい

くことが、会員増強につながるからです。

そのためには、ただでさえ忙しい事務局の

雑務はパートさんに任せ、事務局長や事務

局員がより自由に動ける環境作りも重要に

なってきます。

　そして、水口代表理事が最後に挙げたの

は、「小さな支部をたくさん作ること」で

した。

　実はこれがいちばん急務だと語ります。

会員数約1600人の兵庫県は、地区を細分化

し、各地区に長を置くことで、例会報告者

をたくさん作り、その結果、退会者を激減

させ、会員の定着を図り、会員増強に成功

しています。一人一人が活躍できる場所を

つくり、一人が声かけしなければならない

人数を減らすことによって、顔が見える会

作りが可能になるからです。そのためには、

50人ぐらいで 1地区というのが、全国各地

の実践データから算出すると、ちょうど良

いようです。

　その兵庫モデルを神奈川でも実践するこ

とにより、神奈川同友会の活性化と、会員

水口 勉氏

株式会社ジャパウイン、株式会社水口、
株式会社テラサポート 3 社の代表取締役社長

2006～2009年　社員教育委員長　
2009年　　　　副代表理事　
2010～2011年　川崎支部長　
2012年　　　　副代表理事兼財務委員長　
2014年　　　　全国大会実行副委員長　
2015年　　　　代表理事就任

会員数

増強につなげたいと、水口代表理事は考え

ています。それでも、それは理事会の意向

で実行できることではなく、地区で考えて

変えていってもらう事なのだと水口代表理

事は語ります。

　全国の同友会に足を運んだ代表理事だか

らこそ見えてくる、神奈川同友会の未来ビ

ジョンの数々が、ここにあります。水口代

表理事が見つめる未来を、会員皆が見つめ

る未来につなげていくためには、会員各々

の理解・協力が必須なのは言うまでもあり

ません。

　実践・実行の人、水口代表理事の活躍に、

今年も多くの会員から期待が寄せられてい

ます。
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1 、経営指針の浸透

　同友会の 3つの目的に、何を差し置いても

必要な「経営指針」を理事会や幹事会の役員

が先頭に立って啓蒙します（役員は自らが体

現します）。

2 、人を生かす経営の推進

　経営指針を軸に、採用と共育を一元化し、

障がい者雇用をはじめとするダイバーシティ

経営を取り込んでいく会風を創り出します。

3 、会員増強

　支部活動をバックアップして、同友会らし

い例会を準備し、多くのゲストを呼びます。

2020年ビジョンに沿って、青年経営者、女性

経営者を増やします。

4 、地域貢献

　県内自治体へ中小企業振興条例を制定し、

地域資源の活用を促進させて、地域の発展に

貢献します。また行政や大学、金融機関等と

の連携を強化します。

5 、改革

　全国へ「胸を張れる」神奈川同友会へ変化

します。

　 4月25日（水）に開催された全県例会・第54回定時総会において、2018年度
の全ての議案が採択されました。今月号の機関紙では、新年度方針、2018年
度役員名簿、また、規約改定がありましたので、規約も掲載させて頂きます。
2018年度も全会員で同友会運動を推し進めていきましょう！

神奈川県中小企業家同友会／2018年度役員体制名簿 【順不同・敬称略】

※各支部長・各地区会長は予定です。

代表理事　　　水口　　勉　　㈱ジャパウイン　　　　　 再

副代表理事　　田中　　勉　　㈱エイチ・エス・エー　　 再

副代表理事　　本多　　修　　㈱東邦プラン　　　　　　 再　経営労働委員長

副代表理事　　渡辺　　学　　ニイガタ㈱　　　　　　　 再

理　　　事　　新田　英通　　㈱ファミリーホール　　　 再　横浜支部長

理　　　事　　坂巻健一郎　　㈱T＆S　　　　　　　　　 新　横浜港支部長

理　　　事　　阿萬　　太　　㈱東洋社　　　　　　　　 再　たま田園支部長

理　　　事　　赤原宗一郎　　㈱赤原製作所　　　　　　 新　県央支部長

理　　　事　　三瓶　　修　　日崎工業㈱　　　　　　　 再　川崎支部長

理　　　事　　佐藤久美子　　㈱Dandy and Company　　 再　相模原支部長

理　　　事　　宮﨑　将規　　㈱BUDDY　　　　　　　　 再　湘南支部長

理　　　事　　高柳　慶枝　　NPO法人三浦市介護
　　　　　　　　　　　　　　　　サービスセンター　　　　再　県南支部長

理　　　事　　小林　淳一　　㈱アシスト・ワン　　　　 新　小田原支部長

理　　　事　　宮田　雅章　　㈲アネスト 　　　　 再　総務委員長

理　　　事　　加藤　　睦　　㈱ベストパートナー　　 再　組織委員長

理　　　事　　星野妃世子　　㈱スタックス　　　　　　 新　政策委員長

理　　　事　　中林　正幸　　㈲マス・クリエイターズ　 再　広報委員長

理　　　事　　佐々木純子　　㈱ビードッツ　　　　　　 新　社員教育委員長

理　　　事　　岩谷　昌幸　　㈱タスクフォース　　　　 再　共同求人委員長

理　　　事　　田中　博士　　㈱まちふく　　　　　　　 新　ダイバーシティ委員長

理　　　事　　鳥海　直行　　㈱本牧ビルサービス　　　 新　産学交流委員長

理　　　事　　栗山　　薫　　㈱ケイテックデザイン　　 新　ものづくり広場長

理　　　事　　中島　賢太　　㈱ナック　　　　　　　　 再　青年部会長

理　　　事　　今村奈美子　　㈲ラ・フルール　　　　　 再　女性部会長

理　　　事　　志田　真人　　㈱YKM　　　　　　　　　 新　横浜支部中央地区会長

理　　　事　　鈴木　幹男　　キソー工業㈱　　　　　　 新　横浜支部北地区会長

理　　　事　　石渡　　裕　　㈱総合環境分析　　　　　 再　中同協政策委員長

理　　　事　　小林　雅人　　㈱ワイズ・インフィニティ 再　青年部会

理　　　事　　齋藤　英夫　　みらいFP研究所　　　　　 再　女性部会

理　　　事　　鈴木　克彦　　㈱応用ソフト開発　　　　 再　組織委員会

理　　　事　　中野千恵子　　東立化工㈱　　　　　　　 再　組織委員会

理　　　事　　中村　暢宏　　㈱アートプロジェクト　　 再　総務委員会

理　　　事　　湯澤　　剛　　㈱湯佐和　　　　　　　　 再　組織委員会

理　　　事　　上野　貴之　　神奈川県中小企業家
　　　　　　　　　　　　　　同友会事務局　　　　　　 再　事務局長

相　談　役　　酒匂　雅隆　　京浜産業㈱　　　　　　　　 再　横浜支部

相　談　役　　橋本　日吉　　㈱東邦通信システムズ　　 再　県央支部

顧　　　問　　西　　幹雄　　㈱オフトコーポレーション　 再　湘南支部

顧　　　問　　横須賀健治　　㈱メジャーテックツルミ　　 再　川崎支部

会計監査　　　小野　　哲　　小野法律事務所　　　　　　 再　横浜支部

全県例会・第55回定時総会

4 月25日（水）
ワークピア横浜

2018年度方針

日時

場所
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6 月11日（金）午後 6時30分から
場所：コートホテル新横浜
テーマ：（仮）経営実践報告
報告者：㈲ラ・フルール　代表取締役　今村奈美子氏
参加費：無料（懇親会別途）

6 月25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：ITが生み出す中小企業の連携、その実践！
　　　　～これからの企業スタイルを考える～
報告者：㈱ファス　代表取締役　甘利大輔氏
参加費：無料（懇親会別途）

6 月19日（火）午後 6時30分から
場所：大和市文化創造拠点シリウス
テーマ：（仮）経営実践報告
報告者：㈲川田製作所　副社長　川田俊介氏
参加費：無料（懇親会別途）

6 月22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：失敗から学んだ10年以上継続する
　　　　店舗型経営とは！
報告者：㈱リードッツ　代表取締役　佐々木純子氏
参加費：無料（懇親会別途）

6 月14日（木）午後 6時30分から
場所：プロミティふちのべビル
テーマ：経営指針と社員教育が会社を変える！
　　　　～同友会の学びと実践が全社一丸経営を実現させる～
報告者：㈱東邦プラン　代表取締役　本多　修氏
参加費：無料（懇親会別途）

6 月22日（金）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：目的があれば、失敗はない。
　　　　～あなたの会社は今、どこを歩いていますか??～
報告者：㈱CFP　代表取締役　本庄浩義氏
参加費：無料（懇親会別途）

6 月 5 日（火）午後 6時30分から
場所：TKPガーデンシティPREMIUM
　　　（横浜ランドマークタワー）
テーマ：どん底からの再挑戦!!～つらいときこそ、笑顔で～
報告者：㈱湘南ベルマーレ　代表取締役社長　水谷尚人氏
参加費：無料（懇親会別途）

6 月29日（金）午後 6時30分から
場所：神奈川産業振興センター
　　　（中小企業センタービル13F）
テーマ：身の丈に合った育てるITとは!?
　　　　～中小企業の人材を活かすIT／俺って間違ってる？～
報告者：㈱アディエム　代表取締役　下村雅之氏
参加費：無料（懇親会別途）

6 月15日（金）午後 6時30分から
場所：高津市民館
テーマ： 2代目のしくじりと改革
　　　　～会社を継いで…諸行無常の18年～
報告者：㈱ホリデン　代表取締役　堀内真一氏
参加費：無料（懇親会別途）

6 月18日（月）午後 6時30分から
場所：川崎市産業振興会館
テーマ：（仮）経営実践報告
報告者：神奈川特殊車輌㈱　代表取締役　森川友生男氏
参加費：無料（懇親会別途）

横浜支部北地区 湘南支部

県央支部・ダイバシティ委員会共催

県南支部

相模原支部

小田原支部

横浜支部中央地区

横浜港支部

たま田園支部

川崎支部

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 □□□ は報告は申し込み□□□

※スマホ未対応です
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4 月20日（金）
場所：アルファクロス
テーマ：自社ＰＲ交流会

4 月23日（月）
会場：日本ジャバラ㈱三木工場
参加者数： 8名

3 月28日（水）
会場：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）
参加者：48名

4 月 5 日（木）6日（金）
場所：神奈川県中小企業センター

4 月19日（木）
場所：うなぎの大沼
テーマ：WAYGAYA会
　　　　 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
　　　　㈲ヒロハウジング　菊池智博氏

6 月28日（木）午後 6時から
場所：ローズホテル

6 月 5 日（火）午前10時～午後5時（受付9時45分）
場所：神奈川中小企業センタ－
参加費： 1名5000円（飲食代含む）
　　　　（終了後の懇親会別途）

6 月29日（金）午後 3時から
見学会：近代化学㈱
会費：無料（懇親会別途）

6 月26日（火）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：㈱ウェルメ　社長　北村公一氏
会費：1，000円

6 月21日（木）～22日（金）開会13：00　
場所：大宮ソニック・パレスホテル

▶その他セミナー

たま田園支部 経営労働委員会会社訪問

ダイバシティー委員会

新人社員研修

川崎支部　WAYGAYA会

経営指針発表会

2年目社員研修

ものづくり広場

同友会を知る為のオリエンテーション

女性経営者全国交流会

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
▼

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
▼

報 告 □□□ は報告は申し込み□□□

※スマホ未対応です

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。

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

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

開催概要
　日時：6月14日（木）14時30分～16時30分（17時まで相談会開催）
　場所：神奈川中小企業センタービル 6階大研修室（予定）
　主催：神奈川県中小企業家同友会
　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
　　会員外 1名　20，000円
　　スポット参加は 1名 1講座につき3，000円
申し込み：事務局まで

第 7期経営基礎講座のご案内
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特に遺言を残しておきたい経営者のタイプ

　前回、全ての経営者には次の理由から、遺言を作成してもらい
たいとお伝えしました。
• 分割協議が終わるまでは株式等の財産は共有になるため、会社
の経営が滞らないように
• 経営に関与しているか否かに関わらず、家族が事業を引き継ぐ
人 と株の行方について話し合わなくてはならなくなるため
　全ての経営者遺言を作成しておいてほしいことはもちろんです
が、今回は特に遺言を残してほしい経営者をタイプ別に見ていき
たいと思います。

①マイナスの財産がある
　プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続されます。経
営者は時には事業運転資金の為に大きな借金をすることもあるで
しょう。それを個人保証している場合、ご家族にそのマイナスの
財産が引き継がれてしまいます。遺言で「マイナスの財産がある
ので、相続放棄をして欲しい」旨を残しておけば知らないうちに
借金を抱えることは避けられます。その他の財産との兼ね合いも
ありますが、相続放棄をしても生命保険は受け取れます。よって、
別の手段によって現金を残すことを考えることも方法の一つで
す。尚、残された家族が連帯保証人になっている場合は相続放棄
してもマイナスの財産は引き継がれることになるので、要注意で
す。
②家族が全く事業に関わっていない。
　経営者はほとんどの場合、経営権を把握できる株式を所有して
います。その株式を次の経営者にどのように移転させるかを調整
するのは至難の業です。ましてや、次期経営者が決まっていない
場合は事業承継争いに家族が巻き込まれてしまうことにもなりか
ねません。株の行先や移転方法は明記しておきたい項目です。
③相続人に意思能力がない（なくなるであろう）人がいる
　遺産分割協議の合意などの法律行為には意思能力が必要です。
高齢や障害で意思能力ない人が相続人にいると、遺産分割が難し
くなります。（後見人を付けることになりますが、後見人は本人
の利益が著しく失われるような行為はできないためです。）この
点、遺言があればこの難を避けることができます。
④配偶者がいるが子供はいない
　この場合、配偶者は他界した経営者の親、または、兄弟姉妹と
遺産分割をしなくてはなりません。利害関係が違う登場人物が多
くなると事業への関わりの程度によらず、感情のもつれや勘定（お
金）の問題が発生しやすくなります。遺言で指定しておけばこの
争いを回避できます。

⑤親が違う子供がいる
　腹違いの兄弟の遺産分割は紛争発生率が高いです。さらに、片
方の子供だけが事業に関わりをもっていたり、受け継いだりする
場合や子供が未成年でその親が登場する場合はさらに紛争発生率
が高まります。事前対策が必要です。
⑥相続人がいない
　相続人がいない場合、財産は最終的には国庫に帰属することに
なります。会社の経営権が国に渡ってしまっては大変です。遺言
では法定相続人以外の人にも財産を残すことができます。

　上記、 6パターン以外にも、経営権は相続人以外に渡すが、事
業用不動産は相続人が相続する場合や後継者がまだ決まっていな
い場合、決めているが正式な指名はしていない場合など遺言を書
いておいた方がいいケースをあげれば枚挙にいとまがありませ
ん。遺言は財産の配分や相続人を指定するだけでなく、家族への
想い、会社への想いを残すこともできます。相続を争続ではなく、
想続とするためにも是非、遺言を作って下さい。

2 、今のうちに確認しておきたい名義株の有無

　名義株の真の所有者は出資をして名義を借りた人です。つまり、
名義株主は所有者ではないのです。しかし、時間が経つにつれ、
名義株式か否かが不明になり名義株主が自己の権利を主張した
り、買い取りを求めてくる場合があります。また、名義株は経営
者の財産であるにも関わらず、その名義ゆえに相続税の申告から
漏れてしまい、追徴課税が課されることもあります。
　上記のトラブルを回避するためには名義株主の有無を確認し、
もし、いた場合は名義株主から名義株主である旨の確認書をとり、
取締役会の承認を経て株主名簿を変更をしましょう。何回か相続
が重なるうちに、相続人を探したり、名義株であるかも確かめにく
くなります。今のうちに対策をしておけば、将来相続人も安心です。
　次回からは、経営権の承継の類型をみ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。

これだけはしておきたい生前の事業承継対策

W R I T I N G

かながわ事業承継塾　第３回かながわ事業承継塾　第３回

名義株とは

1990年に商法が改正されるまで、会社を設立するためには発
起人が最低 7 人必要とされていたため、会社建設時オーナー
が親類や知人などに出資はなく、単に名義のみを貸す株主に
なってもらうことがあった。名義株主は株主名簿に記載され
ているものの実質的な所有者とは異なる（無出資）。

名義株のリスク

・名義株主からの権利主張
・相続時の申告漏れ

©大井行政書士事務所

特に遺産を残しておきたい経営者の 6タイプ

①マイナス財産がある
②家族が全く事業に関わっていない
③相続人の中に意思能力がない（なくなるであろう）人がいる
④配偶者はいるが、こどもがいない
⑤（再婚等により）親が違う実子がいる
⑥相続人がいない

©大井行政書士事務所
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　求人募集をするには、求職者に求人していることを知ってもら
うために、何かしら媒体を利用する必要があります。求人媒体に
は、無料／有料の求人情報誌、コミュニティ誌等の求人広告欄、
新聞折込広告、ハローワーク、求人ポータルサイト、自社採用サ
イトなど、たくさんあります。

求人媒体のトレンド

　公益財団法人全国求人情報協会が公表している平成30年 3 月の
対前年同月比の求人広告掲載件数を確認してみます。有料求人情
報誌が－4．4％、フリーペーパーが－9．6％、折込求人紙が－
19．8％、求人サイトが＋34．3％となっています。ここ数年の大き
な流れとしては、フリーペーパーと折込求人紙は右肩下がりの傾
向、有料求人情報誌もほぼマイナスで推移、求人サイトはプラス
で推移しています。このことから紙媒体離れが進み、Ｗｅｂ媒体
の利用が増えていることが見てとれます。

求人媒体選びで大切なポイント

　トレンドは意識する必要がありますが、媒体を選ぶときに外し

●日　時　2018年 7 月21日（土）
●テーマ「現在を守り  明日を創り  未来に挑む」
　「かなカン」と並ぶ今年度の全県行事の一つであり、神奈川にいながらして
他県同友会との交流が図れる、絶好の機会です。ぜひ、多くの方のご出席を
お待ちしています！

●報告　㈱BRAST　代表取締役　柏原英輝氏（千葉同友会青年部会長）

【スケジュール予定】
午前11時55分　受付開始　　　午後12時45分　例会開会
午後 5時45分　例会閉会　　　午後 6時15分　懇親会開会
午後 7時45分　懇親会閉会　　午後 8時25分　二次会（希望者のみ。）

●会　場　横浜産貿ホール　マリネリア
●参加費　10，000円（懇親会費含む）
●締　切　 7 月14日（土）
※ 7 月14日以降のキャンセルは、参加費を頂戴しますので　ご了承ください。

●問合先　神奈川県中小企業家同友会事務局　TEL 045－222－3671

株式会社ビーシーソリューション　馬場宏
　求人応募の獲得だけでなく、定着率の向上に繋が
る人財を採用するためのコンサルティング、採用サ
イトの制作を通じて、従業員満足と顧客満足の好循
環をもたらすお手伝いをしています。

URL：https://bc-sol.com

求人応募が集まる
媒体選びのポイントとは？

WR I T I N G

採用・求人ジャーナル

てはいけないのが、貴社が求める人材がその媒体を見るか？とい
うことです。業種・業界、年齢、正社員と正社員以外など、様々
なケースで異なることが想定されます。
　そのため、貴社が「求める人材」「欲しい人材」はどんな人か？
を明確にすることが大切です。これは媒体選びに留まらず、言語
化・明文化し、求職者に見てもらうことはとても大切です。

求人媒体の効果的な組み合わせ

　求人媒体は単体で使うだけでなく、組み合わせることでより効
果が高まる可能性があります。紙媒体からＷｅｂ媒体、異なるＷ
ｅｂ媒体同士など。面接中でも面接終了後でも聞きやすいタイミ
ングで、応募までの流れを聞いてみてください。意外な事実が見
えてくるかもしれません。なお、組み合わせを考えるときも、「求
める人材」「欲しい人材」が明確になっているのが前提ですので、
まずは、「求める人材」「欲しい人材」の明確化に取り組んでみて
ください。

第 5回関東甲信越青年経営者フォーラム in 神奈川

お申し込みはe.doyu・ホームページで
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本助成金は次の場合に支給するものです。
①育休取得時：育休復帰支援プランに基づき育児休業を取得した場合
②職場復帰時：育休復帰支援プランに基づき育児休業から復帰した場合
　職場復帰加算：当該育児休業期間中に、職場支援の取組みをした場合
③代替要員確保時：育児休業取得者の代替要員を確保した場合
　今回は、上記の①育休取得時と②職場復帰時について記載致し
ます。
（ 1）助成金額　①育休取得時：28．5万円〈生産性要件を満たせば36万円〉
　　　　　　　  ②職場復帰時：28．5万円〈生産性要件を満たせば36万円〉
（ 2）対象従業員　 1企業につき、正社員 1名、有期契約社員 1名まで
（ 3）支給要件
　• 育児休業取得時：次の①～④のすべての取組みをする必要が

あります。
　　① 対象者の休業までの業務の整理、引継ぎのスケジュール、

復帰後の働き方等について、上司又は人事担当者と面談を
実施した上で面談結果の記録

　　②育休復帰支援プランの作成
　　③ 育休復帰支援プランに基づき、対象者の育児休業（産前・

産後休業から引き続き育児休業を取得する場合は産前休
業）開始日までに業務の引継ぎ等の実施

　　④ 3 か月以上の育児休業の取得（産後休業を取得する場合は
産後休業を含めて 3か月以上）

　•職場復帰時：次の①～③のすべての取組みをする必要があります。
　　① 対象者の休業中に育休復帰支援プランに基づき、職場の情

報・資料の提供の実施
　　② 対象者の職場復帰前と職場復帰後に上司又は人事担当者と

面談を実施、面接記録の記録
　　③ 対象者は原則として原職に復帰させ、さらに 6か月間継続

雇用

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。

女性正社員や女性有期契約社員で
特に産前休業に入るご予定の方を
雇用している会社は必見！

「育児休業等支援助成金」

WR I T I N G

お金にまつわるお話

　前回・前々回に引き続き、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。これまでも書いてきましたが、
　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。ここまで①と②について簡単に解説しましたの
で、今回は最後の③です。
　その前に、「根保証」について簡単におさらいです。これを読ん
でいる方は経営者の方でしょうから、「根保証」という単語を聞い
たことがある人も多いと思いますが、「ああ、なんかずっと保証する
やつでしょ？」くらいの認識の方がほとんどだと思います。
　普通、「保証人になる」というと、ある1つの債務について保証
することを言いますよね。例えば、銀行から1000万円借りるときの
保証人なんかがそうです。でも、 1つの契約の中から複数の債務
が発生する場合、債務が発生するごとに毎回保証契約をしなけれ
ばならないとすると面倒ですよね。そういう場合のためにあるのが
「根保証」です。 1つの契約の中から発生する限り、複数の債務で
あっても全部保証する、ということができるのです。わかりやすい
例だと、賃貸借契約の保証人です。賃貸借契約の保証人は、住ん
でいる人が家賃を滞納するとその家賃を保証しなければなりませ
んが、家賃はその月ごとに発生する債務なので、「契約は 1つだけ
ど債務は複数」ということが起きます。これを滞納が発生するたび
に「保証して」とやっていたら手間がかかってしかたありませんので、
「根保証」ということになっています（契約書上、「根保証」という
単語を使っていなくても構いません。）。
　さて、この「根保証」ですが、場合によっては想定していなかっ
たような金額になってしまうこともあります。賃貸借契約の保証の
例で考えてみるとわかりやすいのですが、借主が家賃をどれだけ
滞納するかなんてわかりませんよね。そこで今回の民法改正により、
「個人が根保証契約をするときは、債務の内容を問わず、上限額を
決めないとダメです」となりました。賃貸業をやられている方、副
業でアパマン経営をされている方は、契約書を改めて作り直す必要
がありますのでご注意くださいね。

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▶

早わかり民法改正～
「保証」編その３（最終回）
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＋
プラス

ONE 法律ミニ知識六

＊申請における注意事項
• 本助成金は、一般事業主行動計画の作成・届出だけではなく、インターネッ
トで公表しなければならない。自社のホームページに掲載しても構わないが、
助成金を申請するほとんどの会社は無料で掲載できる「両立支援のひろば」
のサイトに掲載しています。
• 産休に入る 1か月ぐらい前に助成金申請の準備をしないと間に合いません。
• 就業規則に育児介護休業について記載させていれば問題ないのですが、助成
金申請に必要な文言が入っていない可能性があります。就業規則とは別に育
児介護休業規定を作成することをお勧めします。（なお、育児介護休業法は
平成29年 1 月に改正されました。改正前に作成した規定は、一部変更しない
と支給が認定されない可能性があります）
• 育児取得の助成金申請を忘れた場合、職場復帰の助成金は申請できません。
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新　㈱カズ・マリンプロダクツ　会長　岩根一己（湘南支部）
旧　㈱カズ・マリンプロダクツ　代表取締役社長　岩根一己
　　　
新　日本プロセス秀英堂㈱　代表取締役　堀澤　恵美子（たま田園支部）　
旧　日本プロセス㈱　代表取締役　堀澤　恵美子

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

NPO法人虹色のたね 池畑　博美 理事長 横浜　中央地区会 2018年 4 月 4 日 暴力対応研修事業、個別相談事業、非営利セクター
支援事業 堤　由里恵

税理士法人小林会計事務所 小林　清 代表社員 横浜　北地区会 2018年 4 月20日 税務会計事務所、経営コンサルタント 佐藤　慎治

NPO法人しろい地図 功刀　歩 理事 横浜港 2018年 4 月10日 障害児通所支援事業、相談支援事業 木村　志義

友伸興業㈱ 小田島恵利子 取締役 県央 2018年 4 月 6 日 建築業、保険代理店業 事務局

㈱けんこうがいちばん 蓑宮　均 取締役
営業本部長 小田原 2018年 4 月 6 日 農産物の製造及び卸売 杉本　聡

㈱ANコーポレーション 浅利　政良 代表取締役 小田原 2018年 4 月 9 日 飲食業（洋食居酒屋ラ・パルールド） 小林　淳一

㈱清王サービス 上田　博和 代表取締役 小田原 2018年 4 月18日 ビルメンテナンス 杉本、田中

2018年 5 月 1 日現在会員数：777名（全国会員数：46，154名）

会員Information
～会員皆様からの情報をお待ちしております～

会員変更

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

　定時総会に参加し、「The 改革」熱い思いが伝わって
きました。
　さて、今回の表紙は観ているだけで旨みが伝わる「マ
グロ」です。旬な特集、知識が広がる記事、会員紹介、
各例会報告など皆さんに役立つ情報が満載の広報誌「同
友かながわ」、隅から隅までお読みいただけると嬉しい
です。
一般社団法人ウーマンサポートプロジェクト 田邉洋子

（株）タムラコーポレーション（川崎支部） 代表取締役　岡　一郎さん

会員訪問 https://www.tamura-c.co.jp/
川崎市川崎区駅前本町15-5 十五番館8F

（訪問取材／広報委員　外木宏明）

（株）タムラコーポレーションは、JRの川崎駅と京急線の京急川崎駅から歩いて数分にあります。
ただモノを運ぶだけでなく、販売促進サービスをはじめ、運送業にとらわれない「運ぶプラスワン」
を商品化したサービス「販促便」を展開しています。そして、神奈川県に特化した運送をしており、
神奈川県内のフリーペーパー配送の９割を受け持っています。
２０１６年に代表取締役に就任した岡さんは、大阪府出身の川崎市育ち。スポーツ好きで、休みは自
転車で出かけたり、近くの二ヶ領用水を散歩したりしています。明るく笑顔が溢れる社長さんで、
同じく社内も明るい雰囲気。気持ちの良い挨拶がすごく印象に残りました。




