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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 先勝 ２ 友引 ３ 先負 ４ 仏滅 ５ 大安
横浜支部幹事会
横浜港支部幹事会

小田原支部幹事会
県央支部幹事会

３年目研修会
広報委員会

６ 赤口 ７ 先勝 ８ 友引 ９ 先負 10 仏滅 11 先勝 12 友引
川崎支部幹事会
たま田園支部幹事会
県南支部幹事会
かながわ女性経営者ネ
ットワーク幹事会

湘南支部幹事会
相模原支部幹事会

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 山の日

13 先負 14 仏滅 15 大安 16 赤口 17 先勝 18 友引 19 先負
たま田園支部例会 
幹部社員研修会⑤

20 仏滅 21 大安 22 赤口 23 先勝 24 友引 25 先負 26 仏滅
川崎支部例会 共同求人ＧＷ会議

小田原支部例会 
県央支部例会 共育講演会 

組織問題全国交流会

経営指針事
前研修会

湘南支部Ｂ
ＢＱ交流会

27 大安 28 赤口 29 先勝 30 友引 31 先負
ダイバーシティ委員会 同友会を知る為のオリエ

ンテーション 

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

グループ長研修会

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
横浜港支部健康ネット
ワークセミナー 

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 ダイバーシティ委員会・
たま田園支部共催例会
 
横浜・横浜港支部合同
例会 

経営指針入
門講座「礎」
企業変革支
援プログラム
 

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
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 

７月

８月

S C H E D U L E



今回は2018年関東甲信越青年経営者
フォーラムin神奈川の実行委員長を務
める石渡壮さんにお話をうかがいます。
石渡さん、よろしくお願いします。

－よろしくお願いします。

このようなインタビューは、人生初めて
ですか？

－はい。初めてです。なかなか緊張します

ね（笑）。

さっそくですが、「関東甲信越青年経営
者フォーラム」ってどんな内容ですか？

－ひと言で言うと、青全交（青年経営者全国

交流会）のミニ版ですね。なかなか全国へ行

けない人たちでも、近隣県で開催していれば

参加しやすいと思い、関東甲信越の各県の仲

間たちで作り上げています。

他県との絡みって大事ですか？
－全国に約46,000人の同友会会員がいます。業

種が違っても、経営者としての成長ができる

場だと思います。もちろん自分の支部や県内

でも成長はできますが、全国（他県）へ出る

とより一層いろんな人と出会えます。そこで

新たに学べますし、中には営業になり取引し、

ビジネスとして繋がっている人たちもいます。

今回の会場は産業貿易センターですね。
産業貿易センターといえば「パスポートセ
ンター」というイメージですが、ここにそ
んな大きな会場があるんですね。

7 月21日、関東甲信越青年経営者フォーラムがついに神奈川で開催されます。関東
甲信越 1都 9県の青年経営者が大挙して横浜に集まります。そのフォーラムの実行
委員長を務めるのが青年部会幹事でもある石渡壮さんです。今神奈川で最も“熱い”
と言われる青年部会の幹事として、そしてなによりフォーラムの実行委員長として、
どのような覚悟をもってこの一大イベントに臨もうとしているのか、じっくり話を
うかがってきました！
【聞き手：広報委員会　網野雅広　鈴木大】

第 5回  関東甲信越
青年経営者フォーラム in神奈川
実行委員長が吠える！

集え！横浜！ 7 /21神奈川で一番熱くなる！

－ 1 階のマリネリアという会場は470人収容

できるところで、今回も390人の定員をオー

バーする勢いで仲間たちが集まってくるはず

です。山下公園の目の前ですし、他県から来

られる人たちにとっても、横浜っぽくてロ

ケーション的には最高だと思います。

390人ですか！すごいですね。それだけの
人数が入るところ、という視点で選ばれ
たんですか？

－もちろん、ある程度人数が入るところとい

うのは最低条件ですね。ただ、それだけでは

なく、せっかく神奈川で開催するのですから、

「神奈川らしい会場」というところにこだわ

りました。

株式会社　総合環境分析
神奈川県横浜市緑区鴨居 1 -13- 2
http://www.s-kb.co.jp

常務取締役　石渡　壮氏
神奈川同友会　青年部会幹事

S P E C I A L特 集
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具体的にはどういうところでしょうか。
－やはり、神奈川といって他県の方が真っ先

に思い浮かべるのは港町としての横浜だと思

います。古くは海外からの来航者を受け入れ

てきた港がある町として、他県からの来訪者

を海に近い会場で迎えたい、という思いがあ

りました。そしてもう一つ、せっかく横浜ま

で来てもらうなら横浜らしいものを食べて

帰ってもらいたいということもあり、中華街

にも近いこの会場にしました。

たしかに産業貿易センターなら山下公園
も中華街も近いですし、ちょっと早めに
くればいくらでも観光が可能ですね。主
催県として「おもてなし」に力を入れてい
ることがよくわかりました（笑）。ところで、
このフォーラム、何回目ですか？

－ 5回目です。東京、埼玉、千葉、群馬、そ

して神奈川です。（図 1参照）

満を持して神奈川開催ということですが、
その実行委員長を引き受けた理由はなん
ですか？

－私は、フォーラムの第 2回目から実行委員

会には携わっています。フォーラム当日の学

びもそうですが、 1都 9県の仲間と毎月実行

委員会で議論し、一緒に作りあげていくこと

で繋がりも強くなります。（図 2参照）

今回、神奈川として引き受けたのは、神奈川

で開催すれば神奈川の人たちも参加しやすい

ですし、参加することでこれからの成長にも

つながると思ったからです。自分も含めてで

すが（笑）。

個人としてもフォーラムには思い入れが強

く、他県の仲間と神奈川の仲間を繋げられる。

そんな橋渡し的な役割もでき、神奈川のみん

なにもフォーラムの良さを伝えられる。そん

な使命感的な部分もあります。そこで実行委

員長に立候補しました。

ただ神奈川の青年部会としては、通過点です。

これを通じて、青年部会が前進し神奈川同友

会全体の底上げにしていければと思っています。

・・・さすがに熱いですね（笑）。フォー
ラム自体はどういう進め方なんでしょ
うか？

－まず、フォーラムは大きなイベントですが、

遠方から来られる方のことを考慮して、ス

タート時間はお昼からにしています。

あ、それいいですね。中華街でお粥を食
べてからフォーラム、なんて楽しみ方も
できますもんね。

－そうなんです（笑）。そして、13時から報

告者による発表です。

390人の前での発表だなんて緊張するで
しょうね・・・

－普段の例会と比べるとかなり人数が多いで

すからね。実はこれも他県との繋がりの縁で、

私もつい先日（※ 5 月10日）、報告者として

茨城県で発表する機会をいただいたのです

が、 2 ～30人の前でもかなり緊張しました

（笑）。それが390人ともなると、発表をする

側の度量も問われることになります。

その「度量」を参加者に見せつけてくれ
る今回の発表者はいったいどなたなんで
しょうか？

－千葉同友会青年部部長の柏原英輝さんです。

実際、第一印象は経営者っぽく無いかもしれ

ませんが・・・37歳と若いです。

理想より実践をこなしていく凄い経営者だと

思います。社員のためにとか、言葉的に綺麗

なことは言わない。でも会社を強くしたい！

それが結果社員のためになっているんです。
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面白いですよね（笑）。

社員に辞められてしまうと会社が困るので、

社員が辞めないように女性社員に向け保育所

を作ったり、お弁当を作る親御さんの負担を

軽くするためにお弁当の代わりの食事が取れ

る喫茶店を作ったり・・・それが地域にも還

元していって連鎖的に良い方向へ向かってい

る感じの方です。

（パンフレットを見ながら）・・・確かに
なかなかパンチの利いた風体の方です
が、どんな方なんですか？

－たしかに風体はヤンチャそのものですね

（笑）。ただ、内に秘めていることが色々と凄

い方だと思います。

千葉県同友会青年部会長でもあり、青年部連

絡会の関東甲信越ブロックのブロック長なん

です。理念へ向け実践を徹底的にやっている

人なので、報告を聞いてただ「凄いな」では

なくて、「自分ならどういう実践ができるか」、

それを参加していただいた方々に持って帰っ

てもらいたいと思います。

それはすごいですね！俄然興味が湧いて
きました！報告の後は、やはりグループ
討論ですか？

－はい。やはり同友会ですから、単に発表を

聞いて「良かったね」「凄いな」で終わるの

ではなく、グループ討論の場で、自社に引き

付けて考える機会がなくてはならないと思い

ます。

390人の参加者を何グループに分けるん
ですか？

－今のところ65グループにわける予定です。

65グループも！そうすると 1 グループあ
たり6 名程度ですから、本当に普段の例
会と同じようにたくさん議論できそうで
すね。

－是非たくさん議論してください（笑）。でも、

真面目な話、普段会うことのない他県の人た

ちの率直な意見を聞いて議論することはなか

なかない機会ですから、普段の例会と同じよ

うに見えてもかなり違うところもある、とい

うのを楽しんでもらいたいです。

わかりました。でも、そんなに大規模な
イベントだと、普段あまり例会に参加し
ないような私からするとちょっと「参加し
にくいのかな」なんて思ってしまいます
が・・・

－そんなことはありません！フォーラムでも

グループ討論がありますが、幹事をやってい

るような人ならともかく、ほとんどの人が「は

じめまして」同士です。みんな条件は同じで

すから気にする必要はまったくありません。

心強いです（笑）。あと気になるのは「青
年」と銘打っているところです。たしか
神奈川の青年部会は45歳まででしたよ
ね？青年部会対象者でないと参加するこ
とはできないんですか？

－それも大きな誤解です！

男女問わず、青年の心を持っている人なら誰

でもOKです（笑）。

それ、知らない人結構いると思いますよ。
ちゃんと伝えないと・・・

－はい（苦笑）。神奈川も青年部会のメンバー

を中心に、県内各支部や各委員会の例会なん

かに顔を出させてもらい、フォーラムのこと

をアピールさせていただいていますが、もっ

ともっと頑張らないといけないですね！

でも、青年部会所属でなくても問題ない
というのはいいですね。

－そうですね。やはり、先輩経営者の方々に

は、今青年経営者自身が悩んでいることを乗

り越えた人たちがたくさんいらっしゃいます。

青年経営者としては、先輩経営者に色々勉強

させてもらいたいです。

逆に、先輩経営者の方々には今の時代の青年

経営者は何を考えているか、知ってもらいた

いですし、自分にもこんな時があったな、な

どと振り返り新鮮な気持ちになってもらえれ

ばと思います。そういう両方の意味で、同友

会ってタイムマシンだって聞いたことがあり

ます。

「同友会はタイムマシン」というのは素敵
な響きですね！これ、今からでもフォーラ
ムの申し込みって間に合うんですか？

－もちろんです！ただ、このインタビューが

掲載されるのって 7月号ですよね？

申し込み締め切り 7 /14迄なんです（笑）。

会場がMAX390名で設営予定しているので、

申し込みは早い方がいいと思います。

悩んでいるのなら、先ずは申し込みです！

今は5月なので、編集者の特権として、友
人には先に伝えておきます（笑）。

－そうしてください（笑）。早めの出席登録

をお願いします。

最後になりますが、石渡さんが実行委員
長としてこの関東甲信越青年経営者
フォーラムに懸ける意気込みを聞かせて
ください。

－今までは、栃木が実行委員会には参加でき

ていなかったのですが、関東甲信越フォーラ

ムの実行委員会で、 1都 9県の同志が集まっ

たのは 5回目となる今回が初めてなんです。

それだけでも本当の意味で関東甲信越となり

ました。

神奈川の皆さんに、「同友会にはこんな奥行

きがあるんだ！」と気付いてもらいたい。

今回をきっかけにして、他県や全国へ参加し

てもらえるようになってもらいたい。

同友会の学びって、異業種の交流会なので、

色んな人と出会い、他を知り、自分を知る。

そこを活かしてもらいたいです。

当日も全国から参加者が来てくれると思うの

で、熱い体験をしてもらい、神奈川の中を活

性化していく起爆剤になれればと思います。

熱い思い、たしかに受け止めさせていた
だきました。2018年関東甲信越青年経
営者フォーラムin神奈川の大成功を、参
加者の一人として楽しみにしています。
今日は長時間に渡り、ありがとうござい
ました。

－こちらこそありがとうございました！最後

の最後に一言だけ。青年経営者フォーラム、

はじまるよ！！

場　所：横浜産業ホール 
　　　　マリネリア

申し込みはコチラ▶▶▶

関東甲信越青年経営者
フォーラム in 神奈川
7月21日（土）

申込み締切
7月14日（土）
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7 月13日（金）午後 6時30分から
場所：HOTEL PLUMM 横浜
テーマ：社員が自ら考えたルールで売上1600万円UP！
　　　　～社員をやる気にさせ経営理念を浸透させる橋本式しくみづくり～
報告者：㈱吉村　代表取締役　橋本久美子氏（東京同友会会員）
参加費：無料（懇親会別途4，000円）

▶その他セミナー

横浜支部＆横浜港支部合同例会 申し込みはコチラ
▼

7 月13日（金）午後 6時30分から
場所：麻生市民館
テーマ：（仮）ダイバーシティ経営入門編
報告者：川崎若者就労自立支援センターブリュッケ
　　　　　センター長　青池昌道氏
　　　　一般社団法人働くしあわせプロジェクト
　　　　　代表理事　石田和之氏
　　　　㈱フェアスタート　代表取締役　永岡鉄平氏
　　　　NPO法人ユースポート横濱　理事長　綿引幸代氏
参加費：無料（懇親会別途）

ダイバーシティ委員会・たま田園支部共催 申し込みはコチラ
▼

7 月24日（火）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：自社の現状と課題を語る
報告者：㈱箱根観光旅館協会　専務取締役　桜井昭弘氏
　　　　㈱中商　代表取締役　中村裕一氏
　　　　㈱しきさい館　代表取締役　峯尾生恵氏
参加費：無料（懇親会別途）

小田原支部 申し込みはコチラ
▼

7月21日（土）午後12時45分から（受付開始）
会場：横浜産貿ホール　マリネリア
テーマ：「現在を守り　明日を創り　未来に挑む」
報告：㈱BRAST　代表取締役　柏原英輝氏（千葉同友会青年部会長）
　　　　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。）
参加費：10000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。

第 5回関東甲信越青年経営者
フォーラムin神奈川

申し込みはコチラ
▼

7 月14日（土）9 時15分から17時00分　　　　　　　　（受付開始： 9時00分）
会場：㈱東邦プラン会議室（ルリエ新川崎 7 F）
定員：12名（定員超の場合、抽選）
申込締切：定員もしくは、 6月30日
参加対象：神奈川同友会会員経営者、会員企業後継者
　　　　　会員外（ゲスト）の方の受講も大歓迎です！
参加費：10，000円（会場費、資料代、他　懇親会費別）
　　　　※テキストお持ちの方は6，000円（当日お持ちください）

10回経営指針入門講座「礎」
経営労働委員会主催

申し込みはコチラ
▼

7 月14日（土）9 時30分から17時00分　　　　　　　　（受付開始： 9時15分）
会場：ルリエ新川崎
定員：10名（定員超の場合、抽選）
申込締切：定員もしくは、 6月30日
参加対象：神奈川同友会会員経営者、会員企業後継者
　　　　　会員外（ゲスト）の方の受講も大歓迎です！
参加費：10，000円（会場費、資料代、他　懇親会費別）

第 9回経営戦略セミナー
経営労働委員主催

申し込みはコチラ
▼

7 月23日（月）午後 6時30分から
場所：川崎市産業振興会館
テーマ： 目からウロコ『経営指針にこんな使い方

があった！！』～嵐の中の大海を乗り越える答えは、
　　　　経営者の心の叫びと初心にあった！～
報告者：渡部重機㈱　代表取締役　渡部典行氏
参加費：無料（懇親会別途）

川崎支部 申し込みはコチラ
▼

7 月17日（火）午後 6時30分から
場所：藤沢商工会館ミナパーク
テーマ：人は変えられない。自分が変わる。
　　　　～経営者を含めた共育ちとは！？～
報告者：㈱FCC　代表取締役　深澤正司氏
参加費：無料（懇親会別途）

湘南支部 申し込みはコチラ
▼

7 月25日（水）午後 6時30分から
場所：海老名商工会議所
テーマ：仕組み作りで誰もが働ける会社を目指す
　　　　～様々な試練で気付いた我が社の働き方改革～
報告者：㈱カナテレ　代表取締役　竹中良成氏
参加費：無料（懇親会別途）

県央支部 申し込みはコチラ
▼

7 月27日（金）時間：午後 6時30分から
場所：横須賀市産業交流プラザ
テーマ：（仮）経営実践報告
報告者：㈱まちふく　代表取締役　田中博士氏
参加費：無料（懇親会別途）

県南支部 申し込みはコチラ
▼

7 月12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：同友会の活用法、全てお伝えします！
　　　　～現役の経営者が語る、同友会の面白さとは…！？～
報告者：㈱ＣＦＰ　代表取締役　本庄浩義氏
参加費：無料（懇親会別途）

相模原支部 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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7 月25日（水）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：㈱セイマックス　社長　移川晃司氏

7 月10日（火）午後 3～ 5時
場所：Cafe Leaf（横浜市南区浦舟町 1丁目 1番 7）
テーマ： 「こころのセルフケアを学ぶ」（健康経営初めの一歩）
講師：縁’s Project　疋田奈緒美氏（産業カウンセラー）
参加費：無料、但しワンドリンク要注文

▶その他セミナー

同友会を知る為の
オリエンテーション

横浜港支部
健康ネットワークセミナー

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

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）

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】

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： 新会員自社紹介＆自社PR

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：

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

5 月27日（日） 午後5時15分から
場所：福元館（会議室）
テーマ： 相模原支部会員 1泊交流会

第35回川崎支部・第2回たま田園支部総会

第53回横浜支部総会

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回相模原支部総会報告はコチラ
▼

報告はコチラ
▼

報告はコチラ
▼

報告はコチラ
▼

報告はコチラ
▼

報告はコチラ
▼

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

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

訂正とお詫び
6 月号の 6ページ横浜支部北地区の開催日時に誤りがご
ざいました。正しくは 6月11日（月）でした。お詫びを申
しあげます。

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

報告はコチラ
▼

報告はコチラ
▼
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　「株をうつす」とは経営権の移転を意味します。前回、全ての
経営者はいつ承継がきても大丈夫なように「遺言を書いてほし
い。」とお伝えしました。遺言で贈与することもできます（遺贈）
が基本的に、遺言は株の行先の指定です。今回からは具体的な経
営権の承継方法です。もう一度、経営権の承継方法の全体像を下
の図で確認しておきましょう。

　各種方法の選択基準は承継までの時間、現在の株主の構成・株
価、持ち株比率、株主・後継経営者の関係性、移転資金の有無等
です。これらを検討して、 1つまたは複数を選択します。状況に
よっては方法変更も必要になるので、しっかり、現状把握をして
いくことがポイントです。

①後継者の買い取り

　後継者が買い取ることが経営権の移転という観点だけからなら
ば 1番シンプルな方法です。しかし、資金が準備できるかという
ハードルがあります。好調な会社ほど、株価が高くなり、承継資
金も必要になります。この点、後継者の働きを認めて、報酬を増額
して、資金準備する方法もあります。また、承継まで時間がない
場合はお金を借りてでも移転しなくてはいけないかもしれません。

②贈与

　贈与は「暦年贈与」と「相続時精算課税」の 2種類があります。
どちらか一方のみしか使えなく、年齢、属性、金額、税率に違い
があります。判断ポイントは 1、新旧経営者の関係 2、経営権移
転完了までの期間 3、移転すべき財産の価格です。

　新旧経営者が親子関係にない場合、子が20歳未満の場合、必然
的に暦年贈与を選択することになります。
　次に考慮すべきは期間です。相続時精算課税制度では 1 回で
2500万円を税率20％で移転できます。一方、暦年贈与の場合同じ
20％の税率で2500万円を移転しようとすると 5年かかってしまい
ます。ただし、暦年贈与は110万円以下は非課税です。よって時
間的に余裕があれば、非課税で資産移転ができます。この点、 2
つ注意事項があります。 1つ目は暦年贈与をする場合、贈与契約
書を作成することです。贈与には「あげます」「もらいます」と
両者の合意が必要です。ただ、単純に110万円分だけを移転して
いると「みなし贈与」とされ、贈与税が課せられることがありま
す。 2つ目は亡くなる前、 3年間の贈与は相続扱いになることで
す。残り時間が短いと思われる場合は、特に要注意です。
　考慮すべき事項の 3番目は財産の価格です。株価が高額な場合
だけでなく、トータルの移転すべき財産にかかる相続税と贈与税
を比較します。相続税の最高税率は55％です。場合によっては贈
与税をある程度負担してでも相続税率を下げる必要がでてくるか
もしれません。

③金庫株

　経営権の移転は新旧経営者間の直接の株の移転でなくても実現
することができます。それは金庫株とすること。言いかえれば、
企業が自社株を買い戻して自社名義とすることです。（2001年の
商法改正により可能になりました。）剰余分配可能額までという
制限がありますが、いくつかの効果があります。
① 社外にある株式数が下がるため、新経営者の持ち分比率を上げ
ることができる。
② 好ましくない株主から買い取っておくことで、争いを未然防止
することができる。
③ 相続人が複数いる場合、株が散らばってしまうことを防ぐこと
ができる。
④ 事業承継後に新経営者に株を譲渡すれば、経営権の強化につな
がる。
⑤ 退任する経営者から現金で買い取れば、その後の生活資金の準
備とすることができるなどです。
尚、金庫株には議決権と剰余金分配を受ける権利はありません。

　御社にふさわしい方法が見つかりましたでしょうか。今回は直
接承継といえる①後継者による買い取り、②贈与、と間接承継の
③金庫株を見てきました。次回は引き続き間接承継の方法をみて
いきたいと思います。まだ、ピンとくる承継方法が見つからない
方、安心して下さい。承継方法はまだまだありますので。

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。

株をうつす！　経営権の承継

W R I T I N G

かながわ事業承継塾　第４回かながわ事業承継塾　第４回

経
営
権
の
承
継

直接承継
遺言
後継者による買収
贈与

間接承継

金庫株
名義株の解消
従業員持ち株会
投資育成会社の活用

その他
種類株式の活用
事業承継税制の特例
持ち株会社等別法人設立

©大井行政書士事務所

贈　与

どちらか一方のみを選択（住宅取得資金制度との併用は可）

亡くなる 3年前の贈与は相続扱いになる為
贈与する者の年齢を考慮して選択する。

暦年贈与

・年齢、属性無制限
・年間110万非課税
・非課税超分は 8段階
　（10～55％）

相続時精算課税

・65歳以上の親から
　20歳以上の子へ
・2500万円非課税
・非課税分超は一律20％

©大井行政書士事務所
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お申し込みは
e.doyu・ホームページで

９つめの支部ができました！！ 《横浜港支部》
　横浜支部の 3つの地区の一つである横浜港地区として長年活
動してまいりましたが、このたび横浜の港に近い中区・磯子区・
金沢区・栄区・戸塚区・港南区・南区の会員を中心に、横浜支
部から分割する形で新支部を設立いたしました。
　支部会員規模といたしましては約130社が横浜港支部会員と
なります。
　約330社の会員の集まる横浜支部では参加者の多い例会など、
規模の大きさのメリットがある活動ができておりましたが、一
方で自主的に運営する意識や同友会の活動への参加意識が低く
なる問題もありました。
　今回の支部設立は、会員同士が自主的かつ民主的に自らが考
え行動する支部を目指して活動を行うにはどうすれば良いかを
幹事会で何度も議論を重ねた結果です。
　具体的な行動として、会員の顔がみえるエリア制度を導入し、
5つのエリアに分かれた小グループ活動を活性化することにし
ました。
　結果として幹事が自主的に企画運営を行い、普段の例会に参
加されない会員も自社から近い小グループに参加されることが
増えてきております。
　例会や小グループ活動が活発になるに伴い、会員がゲストを
連れて参加する流れができつつあります。
　結果として、2017年度の横浜港地区会員は10名の会員増とな

りました。
　各エリアが活性化し熱気があふれてくる
につれ、当年度の会員増員目標である200
名も現実味を帯びてきております。
　今後は、経営の悩み相談ができたり、会
員同士がスポーツで汗を流せたり、多種多
様な企画を立ち上げ、細分化された会員の
会に対するニーズに応えていきたいと思い
ます。
　支部長といたしましては同友会の 3つの
目的である
「よい会社をつくろう」
「よい経営者になろう」
「よい経営環境をつろう」
を目指して支部の会員が自由闊達に議論できる場を提供してい
くことに力を入れて参ります。
　各会員の皆様におかれましては、自社を同友会でどのように
活かすか、また同友会で何を学びたいのかなど、様々なご質問
を積極的に、支部長を含めた各幹事にお問い合わせいただけれ
ばと存じます。
　共に力と知恵を合わせより良い横浜港支部にして参りましょ
う！

●日　時　2018年 8 月24日（金）　午後 7時～ 8時55分（開場：午後 6時30分）
●会　場　横浜市西公会堂　横浜市西区岡野 1 - 6 -41　TEL：045-314-7733　横浜駅西口から徒歩約10分
●会　費（事前チケット販売制）　パートナー 3（例：社長 1名＋社員 2名）▷3,000円（ 3名分）

社員さんが楽しく聴いて、
為になる、元気になる、やる気が出る

第22回共育講演会

テーマ

魂を揺さぶる生涯忘れない90分
～感動は人を動かす～
講師　㈱アビリティトレーニング　代表取締役　木下晴弘氏

●主催　神奈川県中小企業家同友会
●お問い合わせ　神奈川県中小企業家同友会
　　　　　　　　TEL：045-222-3671　※最終締切： 8月17日（金）

　1965年大阪府生まれ。同志社大学卒業後、銀行に就職する
が、学生時代大手進学塾の講師経験で得た充実感が忘れられ
ず、退職して同塾の専任講師になる。
生徒からの支持率95％以上という驚異的な成績を誇り、多数
の生徒を灘高校をはじめとする超難関校合格へと誘う。
　その後、関西屈指の進学塾の設立・経営に役員として参
加。「授業は心」をモットーに、学力だけではなく人間力も伸
ばす指導は生徒、保護者から絶大な支持を獲得。以後10年間
にわたり、講師および広報・渉外・講師研修など様々な業務
を経験。

　現在、㈱アビリティトレーニングの代表取締役として、全
国の教育機関で、教員・保護者・生徒向けのセミナーを実施
している。そしてそのセミナーは様々な分野の各企業からも
注目され、いまやセミナー受講者は30万人を超えている。
　「社員のモチベーションを高めたい」「全体のチームワーク
を向上させたい」「悩んでいる社員・スタッフを勇気付けたい」
「コーチングを身につけたい」「お客様から愛される会社にな
りたい」「明るい会社にしたい」「お客様に感動コンテンツを
配信したい」そのような希望を必ず叶える、ヒント・気づき
を与えるセミナーです。

横浜港支部　
初代支部長　
㈱Ｔ＆Ｓ　
　坂巻健一郎氏
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先月 6月 1日から来年度の新卒者の就職活動が開始されました。
また、近年、人手不足のため、求人広告費等の人材募集に多くの
費用がかかるとお悩みの企業様も多いと思います。そこで、今月
は求人広告費等にかかった費用を支給対象とする助成金をご紹介
致します。

『時間外労働等改善助成金』

　どんな会社が利用できるのか？　
各事業場における労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様
な働き方に対応したより良いものを目指し、労働時間等の設定の
改善に取り組む中小企業が利用できます。
　どんな内容の助成金か？　
以下のコースの成果目標の取組みに要した経費の一部が、目標達
成度に応じて支給されます。（＊人材確保に向けた取組を対象と
しているもののみ掲載）
（ 1）職場意識改善コース
（ 2）時間外労働上限設定コース
（ 3）勤務間インターバル導入コース
今月は（ 1）の「職場意識改善コース」についてご案内致します。
◆対象となる会社
雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下で
あって月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間
等の設定の改善に取組む会社が利用できます。
◆支給対象となる取組例
求人広告費等に人材確保に向けた取組（例えば、求人広告等を行っ
た結果、実際に雇用することができ、下記の成果目標を達成する
ことができた）、その他には、労働者に対する研修、周知、啓発
等がございます。
＊ 「人材確保に向けた取組」とは、求人情報サイトや求人情報誌、新聞等への
求人広告の掲載、合同企業説明会への出展、求人パンフレット・ダイレクトメー
ル等の作成等。
◆成果目標
目標A－ 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を 4 日以上増

加させること
目標B－ 労働者の月間平均所定外労働時間を 5 時間以上削減させ

ること
◆助成額（簡易版）
目標達成状況 A、Bともに達成 どちらかを達成 どちらも未達成
補助率 3 ／ 4 5 ／ 8 1 ／ 2
上限額 100万円 83万円 67万円

＊ 達成内容により上限額は150万円となる場合がございます。また、他のコース
と併給することにより助成額をアップすることが出来ます。（ただし併給でき
ないコースもございます）　他のコースの詳細については次号以降で掲載予定。

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。

え！かながわJobwayへの
参加費用に助成金が使えるの？
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お金にまつわるお話

　先月 1日、注目されていた訴訟の判決が、最高裁判所で言い渡
されました。契約社員や定年後の嘱託社員と正社員との待遇格差
についての判決です。

　浜松市の運送会社の契約社員が「正社員と同じ仕事をしている
のに手当が貰えないのはおかしい」として、正社員との差額分の
支払いを求めた訴訟（ハマキョウレックス事件）です。

　労働契約法20条は、契約社員・嘱託社員など「有期雇用」契約
の社員と、正社員など「無期雇用」契約の社員との間の「不合理
な」格差を禁じています。
　つまり、法律では、契約社員と正社員の待遇が“全く同一”であ
ることが要求されているわけではありませんが、その差が不合理
ではダメということになります。

　最高裁は、 6種類それぞれの手当の性質をチェックして、その
差が不合理かどうかを判断しました。
　具体的には、手当の趣旨が有期か無期に関係なく当てはまる場
合その差は不合理とし、手当の趣旨が無期雇用にのみ当てはまる
場合には不合理とはいえない、としました。

　 6種類の手当とは①無事故手当、②作業手当、③給食手当、④
住宅手当、⑤皆勤手当、⑥通勤手当です。
　このうち④以外の 5つの手当については、契約社員と正社員と
の差が不合理と判断されました。
　一方で、④住宅手当については、この会社では正社員にのみ転
勤があることから、差は不合理とはいえないと判断されました。

　もう 1つの判決は、横浜市の運送会社で、嘱託社員が正社員と
の賃金や手当の差があるのはおかしい、として正社員との差額分
の支払いを求めた訴訟（長澤運輸事件）です。
　こちらは、もともと無期雇用だった方が、定年後の再雇用で有
期雇用となり、定年の前後で仕事の内容が変わらないという事情
がありました。
　最高裁は、精勤手当と超過手当については差を不合理としまし
たが、給与や賞与、住宅手当などの諸手当については、再雇用で
ある点を重視し、一定条件で年金も受給できることなども考慮し、
不合理とはいえないと判断しました。

　最高裁での判断がされたことで、今後は、有期雇用と無期雇用
で賃金や手当が異なっている場合、企業側でその理由を説明でき
ることが必要となるでしょう。
　この機会に、一度賃金や手当を見直してみてはいかがでしょう
か。

LM総合法律事務所
　弁護士　國澤絵里

＋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▶

契約社員と正社員の待遇は
同じですか。
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広報委員会に埼玉
同友会がゲストと
して参加頂きまし
た。当日は神奈川
広報の取組みをき
いて頂きながら、
埼玉流の広報戦略
のお話しと、楽し
い場でした。今後

は広報委員同士！一緒に何ができるか展開が楽しみです。 
 ㈱神奈川機関紙印刷所　尾崎睦臣

新　アイ・シー・ティー㈱　代表取締役社長　比田井政彦氏（横浜港支部）
旧　アイ・シー・ティー㈱　代表取締役社長　福田正章氏
会社名変更
新　一般社団法人ウーマンサポートプロジェクト　代表理事　田邉洋子氏
旧　ドリームタクト　代表　田邊耀子氏（湘南支部）
住所変更
てらお社会保険労務士事務所　寺尾嘉代氏（たま田園支部）
新　210－0837　川崎市川崎区渡田 1－16－ 5 パワーハウスＢＷビル 7Ｆ
旧　210－0014　川崎市川崎区貝塚 1－ 2－19－ 2 Ｆ

NEW FACE

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

会員訪問

税理士法人  小林会計事務所  所長  小林 清さん（横浜支部）

横浜市港北区新横浜２-6-13
新横浜ステーションビル1F
http://www.kobayashi-jp.com/

創業者で代表の小林清さんが会計の仕事を始めたのは40年ほど前の事。現所在地である新横浜に移
ってきたのは平成7年の事だ。その頃は15人ほどだったスタッフも、今では60人を数える大所帯へ
と発展を遂げている。お客様のご要望に応えて、次々に専門性を持った人材を入れていった結果、
自然と人数が増えたという。
現在は税理士法人の業務の他に、34～5年前に始めた経営計画立案を行うセミナーにも力を入れて
いるそうだ。他にも「これからはM&Aにも力を入れていきたいんだ」という小林代表。会社をここ
まで伸ばしてきた経営者の言葉には、力強い意欲を感じますね。

会社名 社内役職 会員名 所属支部 入会日 事業概要 紹介者
一般社団法人
発達障害者就労サポート協会 代表理事 隠村　美子 横浜　北地区会 2018年 5 月21日 障害者の就労支援、研修やコンサルティング、

有料紹介業など 堤　由里恵

グリーンホームヤマモト㈱ 専務取締役 吉田　理恵子 横浜　北地区会 2018年 5 月24日 リフォーム業一般、内装工事、外装工事、住
宅設備交換など 岡野美紀子

㈱みどりスタジオ 代表取締役 小島　真由美 たま田園 2018年 5 月25日 レンタルスペース、イベント企画、ロケ撮影 田中博士
㈱MHM 代表取締役 平井　達矢 川崎 2018年 5 月10日 板金加工業 三瓶　修
Pubこころ 石山　未紗 川崎 2018年 5 月25日 飲食店経営 伊藤秀司
㈲原精工 代表取締役 原　国昭 県央 2018年 5 月23日 一般産業機械の設計・製造、機械加工 栗山　薫
㈱ジクロス 代表取締役 羽場　正義 県央 2018年 5 月23日 人材派遣 原　国昭
㈱シオネス 代表取締役 菊地原　直幾 県央 2018年 5 月23日 金属切削加工 原　国昭

㈱リンクライン 代表取締役 神原　薫 小田原 2018年 5 月25日
障がいを持つ職人達が個性豊かな想像力と圧
倒的な技術力で作る純国産・完全ハンドメイ
ドの化粧品メーカー

榎本、川田

2018年 6 月 1 日現在会員数：783名（全国会員数：46,226名）

（訪問取材：㈲デザインスペースマジック　佐藤慎治）

1列目右から 3人目鈴木副委員長、
4人目藤元広報委員長






