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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 仏滅 ２ 大安

３ 赤口 ４ 先勝 ５ 友引 ６ 先負 ７ 仏滅 ８ 大安 ９ 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

湘南支部幹事会
相模原支部幹事会
経営指針作成部会①

横浜支部幹事会
横浜港支部幹事会
県央支部幹事会

幹部社員研修会⑥
政策委員会
広報委員会

10 友引 11 先負 12 仏滅 13 大安 14 赤口 15 先勝 16 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

経営指針作成部会② 理事会
入会式
かながわ経営カンファ
レンス実行委員会

経営基礎講座①

人を生かす経営全国交
流会（宮崎）

たま田園支部例会 
川崎WAIGAYA会

横浜支部
BBQ大会
 

17 先負 18 仏滅 19 大安 20 赤口 21 先勝 22 友引 23 先負
敬老の日 湘南支部例会 

経営指針作成部会③
横浜支部・横浜港支部
合同例会 
県央支部例会 

川崎支部例会 
経営基礎講座②

おだわら経営カンファ
レンス 

秋分の日

24 仏滅 25 大安 26 赤口 27 先勝 28 友引 29 先負 30 仏滅
振替休日 経営指針作成部会④ 相模原支部例会 

同友会を知る為のオリエ
ンテーション 
総務委員会
共同求人就職情報交流会

人を生かす経営協議会
経営基礎講座③

県南支部例会 

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年目社員研修会
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
横浜支部会員歓迎会
川崎支部幹事会
たま田園支部幹事会
県南支部幹事会
県央支部幹事会

湘南支部幹事会
相模原支部幹事会

理事会
役員研修会

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 乳がんセミナー

かながわ女性経営者ネ
ットワーク幹事会

横浜支部中央地区例会
 
小田原支部例会 
共同求人ＧＷ会議

横浜支部北地区ランチ
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
BBQ交流会
 

27 大安 28 赤口 29 先勝 30 友引 31 先負
横浜港支部例会 
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 

８月

９月

S C H E D U L E
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S P E C I A L特 集

【人との繋がりができます】

　「こんな商品を取り扱っている人、知りま

せんか？」、「士業の方を紹介して！」という

要望がよくあります。事務局では会員の情報

をある程度把握しており、依頼者との相性が

合い、信頼できる人を紹介しています。その

ため、例会に良く参加される方、幹事、役員

等の、人となりがよくわかった人を紹介する

場合が多いですね。

　「異業種の人と交流したい！」。同友会内で、

協業やビジネスマッチングを行ってもいいで

しょう。沢山の専門家との繋がりを活用して

下さい。

同友会を活用していますか？
同じ会費なら沢山活用した方がお得ですよね（笑）。
今回は上野事務局長に、同友会を10倍活用する方法を伺いました。

【経営の柱ができます】　

　「本音で話し合える仲間が欲しい！」。経営

指針作成部会に入ると、お互い腹を割って話

せる仲間ができます。会社の柱、経営者の責

任として必要なのは経営指針。しかし、なか

なか一人でできるものではありません。経営

指針作成部会の同期とOB達の前で自社の状

況をさらけだし、半年間楽しみながら（？）

みっちり経営理念を作成します。

　自然により深い付き合いができ、本音で語

り合える仲間を得ることができるもっとも大

切な活用法ですね。

【例会に参加すると！】

「経営の勉強がしたい！」

「ビジネスの視野を広げたい！」「繋がりを広

げたい！」という方は例会の活用がお勧めで

す。第一線で活躍する経営者の実践報告、成

功談だけでなく失敗談と、リアルな経営を学

ぶことができます。ビジネスの視野も広がり

ます。発表者になり、自社の情報を発信する

のも有りですね。発表すると、自社の経営課

題も見えてくるかもしれません。

　そしてグループ討論は、同友会独自のメ

ソッド。50年間の歴史の中で育った財産です。

これにより、学びをいっそう深める事ができ

ます。

　例会は、社員も参加できることをご存知で

すか？　社員の教育の場としても活用して下

さい。さらに合同入社式、新入社員研修など

の社員教育、新卒採用などの活動もあります。

【主体的に動けばもっとお得】

　「同友会を10倍活用する方法」。それは、会

の中で主体的に動く事。企画、運営側になる

事です。他の会みたいに、主催者が全てお膳

立てし、参加するだけの会ではありません。

自分達で運営している会なのです。例会の企

画だけでなく、レクリエーションの企画など

も有り、作る側の方が楽しいですよ。それに

幹事や役員になると、入ってくる情報も増え

るし、いろんな方と知り合う機会も増えるし、

自社を多くの方に知ってもらえます。

　また社員教育委員会、共同求人委員会、ダ

イバーシティ等の委員会に参加するのもお勧

めです。例えば広報委員会に入ると、自分の

所属する支部の情報だけでなく、全体の情報

が入ってくるので、同友会をもっと良く知る

ことができますね。

　主体的に動くのは大変かもしれませんが、

楽しさは10倍。興味があれば、遠慮なく首を

突っ込んで下さい。皆さんウェルカムでお待

ちしています。

【事務局からのお願い】

　最後に、例会や委員会の情報は、広報誌、

e-doyu、ホームページからご覧頂けます。

参加申し込みは、電話だと間違いもあるので、

e-doyuかFAXでお申し込みください。

同友会を10倍活用する方法！
知れば得する

▲神奈川県中小企業家同友会　上野事務局長

▲神奈川県同友会スタッフ　左から、山本さん、上野さん、給前さん、小星さん
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ホームページ

広報誌

公式フェイスブック

https://kanagawa.doyu.jp/
神奈川　同友会

神奈川県中小企業家同友会

「同友かながわ」

「経営の勉強がしたい」「たくさんの経営者と交流したい」など、入会理由は様々。会では、そんな会員の皆様のために多くのコンテンツをご用意！

この 「同友会活用術」 を参考にして、同友会を十分に活用してください。

今あなたに必要なのは？

同友会 活用してる？同友会 活用してる？ 入った理由は？

社長として会社経営に必要な基本的知識を学ぶ

経営基礎講座〔4月・9月〕

第一線の経営者に合ってみたい
経営者同士で意見を交わす

支部例会 実践報告＆交流会

経営理念、経営方針、経営計画

礎〔2月・7月〕／経営指針〔4月・9月〕

障がい者雇用の勉強会＆意見交換

ダイバーシティー委員会

経営戦略

企業変革支援プログラム〔2月・7月〕

女性ならではの感性で勉強会＆意見交換

かながわ女性経営者ネットワーク

社員教育

共育講演会／新人から幹部研修まで

世代共通の悩みや課題を出し共に成長

青年部会

社員採用もできる〔共同求人〕

かながわJOBWAY

製造業ネットワーク

ものづくり広場

中小企業と地域（官公庁・産学）の連携
調査をもとに学習・活動推進

政策委員会／産学交流委員会

1 年間の学び合い活動

かながわ経営カンファレンス
1 年間のまとめ

定時総会

2 年目・ 3年目・中堅・幹部

年 2回開催

年 2回開催

年 2回開催

バーベキュー
＋フットサル
の交流会
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参加登録
de

e.doyu

参加登録
de

FAX
045-222-3672https://kanagawa.

e-doyu.jp/s.event/

同友会活用術！！

　事務所移転を決め、せっかくならテンション上がる内装にと

思いましたが、どこに頼んでよいかわからず同友会事務局に問

合せ。「士業らしくない、おしゃれな事務所にしてくれる会員

さんはいませんか？」。　紹介されたのは、（株）アサノプラン

ニングの浅野佳代氏。やはり女性同士、女心が良くわかる。イ

メージ通りに仕上げてくれて、しかも良心的な価格♪　お気に

入りの事務所、ぜひ見に来て下さいね。

　昨年社内トラブルが発覚し、存続の危機となりました。その

時助けてくれたのが、同友会の仲間達です。弁護士、社労士、

税理士等の複数の専門家から意見を貰い、先輩経営者からアド

バイスを貰いました。辛い時は、若手経営者に愚痴を聞いて貰

いました。おかげで自分の置かれている状況を冷静に把握で

き、沢山のアドバイスを整理して、自信をもって突き進めまし

た。スムーズに再出発でき、感謝しています！

事務所のこだわりリフォーム
てらお社会保険労務士事務所

寺尾　嘉代氏

倒産の危機からの再出発
湘南トラベル㈱　木地本健太郎氏

総務委員会
財務委員会
組織委員会
広報委員会
政策委員会
経営労働委員会
社員教育委員会
ダイバーシティ委員会
共同求人委員会
産学交流委員会

ものづくり広場
青年部会
かながわ女性経営者
コミュカ活動

社員一人でも 「社長欠席でもOK」

グループ討論参加 「社員共育に」

社外研修として学べる

会員にチラシを配りたい

広報誌に同封
相談したい

e.doyu掲示板
会社広告出したい

ホームページバナー
プレゼンしたい

PR例会

以外と知らない

＆

活用事例

委
員
＆
グ
ル
ー
プ
一
覧

多くの参加で！

知り合いになったら！！

さらに例会は無料

詳しくは
本紙11ページへ

詳しくはホーム
ページ・広報紙
で随時発信！

先月まで開催していた、
ロシアワールドカップにて▶



6　doyu kanagawa 2018 August

共育講演会実行委員長
中村暢宏氏談
（株式会社アートプロジェクト 代表取締役）

　私が、木下晴弘氏著「涙の数だけ大きくなれる！」（フォレスト出版刊）という本
に出会ったのは、今から約10年前のこと。当時は、人生に悩み、経営者としても自信
が持てず、経営学や自己啓発の本を読みあさっていた頃でした。
　著者の木下氏は、灘高校などの難関校に多くの生徒を合格させてきた実績を持つ、
元カリスマ塾講師です。難関校合格の秘訣は、受験テクニックではなく、「ものごと
の本質に気付かせる」ということ。そして、有名私立難関校に不合格だった生徒のや
る気をたった 1日で奮い立たせ、人生に前向きにさせてきたのも、本質に気付く“感動”
でした。
　感動は一瞬で人を変え、行動へと導くと著者は語ります。今年の「共育講演会」で
は、その感動を同友会会員の皆様にも社員と共に経験していただきたい！
　これまで、33万人もの人々が耳を傾けてきた、臨場感溢れる、心揺さぶる講演です。
そこには、これからを生きる人々への珠玉のメッセージがあふれ、人生を有意義にす
るためのヒントがあります。
　社員と共に講演を聞き、講演後の懇親会で感動を共有し、コミュニケーションを深
める一助とする他、取引先や関連企業、経営者仲間の方々を誘い、同友会を知ってい
ただく一歩にしていただければうれしいです。著者は、学校の先生や、保護者向けの
講演も行っているので、今回は、子育てに悩む奥様や女性社員を誘っていただくのも
良いでしょう。チケットは「パートナー 3」で、 3名までご入場いただけます。
　同友会 3大イベントの 1つである「共育講演会」に、ぜひ積極的にご参加ください。

お申し込みは
e.doyu・ホームページで

●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。

感動は、
モチベーションの源になる！
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8 月23日（木）午前11時00分から
場所：加瀬ビル88（第 3会議室）
テーマ：起業家から企業家へ
　　　　 ～「きれいに利益をあげるには？」踊り場から 1ステッ

プ上がるために、私がやってきたこと～
報告者：㈱フェアネス・コーポレーション　代表取締役　金子厚子氏
参加費：無料（ランチ別途1，000円）

8 月23日（木）午後 6時30分から
場所：厚木商工会議所けやき
テーマ：暑気払い＆会員オークション
参加費：4,000円

8 月22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：経営実践報告
報告者：㈱アシスト・ワン　代表取締役　小林淳一氏
参加費：無料（懇親会別途）

8 月29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：㈱豊栄荘　代表取締役　原　健一郎氏

8 月21日（火）午後 6時30分から
場所：横浜市開港記念館
テーマ：社長も社員もしあわせにいきる
　　　　～乳がんを経験した、現役看護師がリアルなお話いたします～
報告者：乳がんしあわせ相談所　所長　松本えり子氏
参加費：無料（懇親会別途）

8 月27日（月）午後 3時半から
場所：フリースペースたまりば
テーマ：企業見学会
参加費：無料（懇親会別途）

8 月22日（水）午後 6時30分から
場所：八洲学園 9階
テーマ：社長の行動宣言
　　　　～夢を実現するための第一歩を踏みだす！～
報告者・ファシリテーター：㈱ちょんまげ　代表取締役　石上和平氏
参加費：無料（懇親会別途5，000円）

8 月27日（月）午後 6時30分から
場所：横浜市杉田地区センター
テーマ：突然の事業承継！社員の反乱！
　　　　～幾多の危機を乗り越え辿り着いた答えとは！～
報告者：㈱大成ＥＲＣ　代表取締役　成瀬有沙氏
参加費　無料（懇親会費：別途4，000円）

8 月17日（金）午後 6時30分から
会場：エポックなかはら
テーマ：スタッフ「ゼロ」からの再出発
　　　　～街の歯医者さんが「心の声を聴く」経営者に～
報告者：おおかめ歯科クリニック　院長　大亀泰久氏
参加費：無料（懇親会別途）

8 月20日（月）午後 6時30分から
場所：川崎市産業振興会館
テーマ： 学生から選ばれる企業づくり

～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
参加費：無料（懇親会別途）

8 月26日（日）午前11時00分から
場所：ハートピア湘南
テーマ： 納涼例会（バーベキュー）

～皆で暑い夏を乗り切ろう～
参加費：4，000円

横浜支部北地区ランチ例会 県央支部

小田原支部

同友会を知る為のオリエンテーション

乳がんセミナー

ダイバーシティ委員会

横浜支部中央地区例会

横浜港支部例会

たま田園支部

川崎支部

湘南支部

申込みはコチラ
▼

申込みはコチラ
▼

※【第22回共育講演会が例会となります】

8 月24日（金）午後 7時00分から
場所：横浜市西公会堂
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
参加費：3，000円

県南支部 報告はコチラ
▼

8 月 9 日（木）午後 6時30分から
場所：ペダラーダ
テーマ：新会員歓迎交流会
参加費：5,000円

相模原支部 申込みはコチラ
▼

申込みはコチラ
▼

申込みはコチラ
▼

申込みはコチラ
▼

申込みはコチラ
▼

申込みはコチラ
▼

申込みはコチラ
▼

申込みはコチラ
▼

申込みはコチラ
▼

申込みはコチラ
▼

申 し 込 み □□□ は報告は申し込み□□□

※スマホ未対応です

▶その他セミナー
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報 告 □□□ は報告は申し込み□□□

※スマホ未対応です

6 月11日（月）
場所：コートホテル新横浜
テーマ： 「私、徹底的な仕組みづくりで
　　　　苦しむ経営をやめました。」
報告者：㈲ラ・フルール　代表取締役　今村奈美子氏

6 月25日（月）
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

6 月19日（火）
場所：大和市文化創造拠点シリウス
テーマ：ダイバーシティが生み出す宝物
　　　　～23人総活躍会社を目指す我社の取組み～
報告者：㈲川田製作所　副社長　川田俊介氏

6 月22日（金）
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

6 月14日（木）
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

6 月22日（金）
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

6 月 5 日（火）
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

6 月29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）
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

6 月15日（金）
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

6 月18日（月）
場所：川崎市産業振興会館
テーマ：刻々と変化する経営環境の波に
　　　　協業で乗り切る時代へ
　　　　 川崎の環境整備を総合的に考える、そこには業界の垣根

を超えて地域を愛し社員と共にこの街を存続させる事の
重要性を問う

報告者：神奈川特殊車輌㈱　代表取締役　森川友生男氏

横浜支部北地区 湘南支部

県央支部・ダイバーシティ委員会共催

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

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
▼

報告はコチラ
▼

報告はコチラ
▼

報告はコチラ
▼

報告はコチラ
▼

6 月 5 日（火）
場所：神奈川中小企業センタ－

2 年目社員研修 報告はコチラ
▼
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　「人手不足なんだよね…」

　お客様のところへ訪問すると、多くの企業様から聞こえる声で

す。この人手不足の解決の一つに、「外国人の能力を活かす」と

いうのも一つの方法です。国内での様々な採用活動、求人広告も

そろそろ限界？に近づいているのかも知れません。その裏付けの

ように、2018年 6 月 5 日に行われた「第 8 回経済財政諮問会議」

では、「即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを

早急に構築する必要がある」として、就労を目的とした新たな在

留資格を創設する方針を掲げています。

　また、先手を打ち、すでに外国人材を受け入れ、海外で採用活

動を行っている中小企業もあります。製造業、ＩＴ関連企業など

様々な業種が、ベトナムなど東南アジア諸国、ヨーロッパ諸国な

どの人材を採用して、その能力を活かしています。実際に受け入

れている企業様のお話をお伺いすると、悩むこともあるけれど、

採用して良かったという声を聞きます。

　ただ、外国人材を採用するにあたり、入国管理局への申請（ビ

ザ申請）のハードルが高いと思っている社長様も多くいらっしゃ

るのではないでしょうか？もちろん、様々なハードルがあるのは

確かです。しかし、入国管理局の視点から考えると、意外と申請

の際のポイントが見えてきます。

　ビザ申請の際のポイントは、「ビジネスモデル」と「強み」です。

自社がどのようなビジネスモデルを持っていて、その強みはどこ

にあるのか、そして、その強みを生かすために、外国人材を活用

するという流れができると、申請書類も作成しやすくなります。

さらに、その強みは、国内向けのビジネスや採用のアピールポイ

ントともなるでしょう。

　「人手不足で…」という社長様、採用担当者様、政策や時代の

流れとそれぞれの強みに目を向けて、採用の視野を広げてみませ

んか？

行政書士法人　
横浜総合行政書士事務所
所長　藤森純一

＋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▶

　　外国人材の活用で、
　　人材不足解消へ

WR I T I N G

＋
プラス

ONE 法律ミニ知識六

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。

人材募集費用に使える助成金
（かながわ Jobway にも使える助成金）

WR I T I N G

お金にまつわるお話

　今月も先月からの続きの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（時間外労働上限設定コース）
◆対象となる会社
　「36協定」に規定する限度時間（限度基準）を超える内容の時
間外・休日労働に関する協定（特別条項）を締結し、当該時間外
労働及び休日労働を複数月行った労働者（単月に複数名行った場
合も可）がいる会社が利用できます。
＊ 「36協定」とは、時間外、休日労働を行わせる場合、届出する
もの（届出していないで時間外、休日労働させると違法）通常、
時間外、休日労働時間数は月45時間以下かつ、年間360時間以下、
これ以上の場合、特別条項をつける。
＊ 対象となる取組み例は、先月号の「職場意識改善コース」と同
じです。
◆成果目標
　事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場で、「36
協定」の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限
設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。
①時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
② 時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間
720時間以下に設定
③ 時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び法
定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外
労働時間数で年間720時間以下に設定
＊ 上記の成果目標に加えて、週休 2日制の導入に向けて 4週当た
り 5日～ 8日以上の範囲内で休日を増加させることを成果目標
に加えることができます。
◆助成額
　成果目標の達成状況に応じて、支給対象となる取組みの実施に
要した経費の一部が支給されます。以下のいずれか低い額
　（a） 1企業当たりの上限200万円
　（b）上限設定の上限額及び休日加算額の合計額
　（c）対象経費の合計額×補助率 3／ 4
【上記（b）の上限額】

事業実施前の時間外労働時間数等
事業実施後に
設定する時間
外労働時間数
等

ア　時間外労働時
間数等が月80時間
を超えるなどの時
間外労働時間数を
設定し、その実績
を有する事業場

イ　時間外労働時
間数で月60時間を
超えるなどの時間
外労働時間数を設
定し、その実績を
有する事業場
（アに該当する場
合を除く）

ウ　時間外労働時
間数で月45時間を
超えるなどの時間
外労働時間数を設
定し、その実績を
有する事業場
（ア、イに該当す
る場合を除く）

成果目標 1 150万円 100万円 50万円
成果目標 2 100万円 50万円 －
成果目標 3 50万円 － －

残りの「勤務間インターバル導入コース」等のついては、次号以
降で掲載予定となっております。
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　求人活動の目的は、言うまでもなく求人応募を獲得することで
す。しかし、せっかく採用した社員がすぐに辞めてしまっては元
も子もありません。社員が長く働いてくれる、定着率の高い会社
になるよう、求人活動の中で取り組んでいく必要があります。
　これには、求人募集の段階で自社の欲しい人材を明確に定義し、
自社に「向いていない人材」と「向いている人材」を可視化し、
情報発信することが有効ですが、今回は、社員のモチベーション
の観点から、離職率の改善に繋がる求人活動をご紹介します。

●社員のモチベーションアップ
　今は、働き方改革が象徴するとおり、社員にいかに働きやすい
環境を提供できるか？いかに働くモチベーションを高められる
か？を会社側が考えなければならない時代です。
　求人募集においても、求人企業がどのような取組みをしている
かは、求職者が応募先企業を選択する基準の 1つになっています。

●マズローの欲求 5段階説の活用
　モチベーション理論として有名な「マズローの欲求 5 段階説」
を活用して、社員のモチベーションアップの取組みを検討するこ
とができます。

　本誌 4月号で記載しましたが、求人活動は経営者や人事担当者
だけでなく、社員と一緒になって実施することで、副次的な効果
が見込めます。入社前に期待していたことは何か？入社してみて
実際にどうか？応募を検討している人に会社の魅力を 1つだけ伝
えるとしたら何か？今も働き続けている理由は何か？などの質問
をすることで、自社の魅力と不足していることに気付けます。

　モチベーションに関することであれば、マズローの欲求 5段階
説に当てはめて、不足部分への取組みを検討することができます。
　もっと同僚と分かり合うことで、業務が円滑に進んだり、サー
ビス品質向上に繋がるのに…と思う社員が多いなら、「第 3 階層
の社会的欲求」を満たすようなイベントを企画するのが 1つの手
になります。
　頑張って働いても誰からも褒められなくてやる気がでない…と
思う社員が多いなら、「第 4 階層の承認欲求」を満たす表彰制度
や役職以外に独自ランクを作ったり、ありがとうを伝え合うサン
キューカードを作ったりすると、モチベーションに繋がります。

　「第 2 階層の安全欲求」や「第 5 階層の自己実現欲求」でも同
様に、社員のモチベーションアップに繋がる取組みを検討するこ
とが可能です。長くこの会社で働きたいと思えるような、自社独
自の取組みを検討することが、定着率の高い人材の採用に繋がり
ます。

1．開催目的
　経営基礎講座は経営に関する基礎知識や基本姿勢を学び、経営上のミ
スや問題を未然に防ぎ、社員との信頼関係を築き、着実で確かな企業経
営の発展を実現していくものです。時代の変化に対応できる企業力を身
につけたい中小企業の経営者のための実践的な講座であり、社長業の基
礎知識の取得を目指します。

2．開催概要
　日時　2018年 9 月13日（木）～11月 8 日（木）
　開場　神奈川中小企業家同友会事務局会議室
　会費　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
　定員　30名（ 1社複数参加可）
　対象　 経営者、後継者、5年以内に経営者になる幹部、創業をお考えの方
　主催　神奈川中小企業家同友会
　その他
　 ※講義終了後又は前に講師による相談も可能ですので、事務局にお問
合せください。※内容、会場につきましては変更することがございま
すので、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。※定員の場合は
7回全て参加お申し込みをされた方を優先とさせていただきます。ご
了承ください。※ 7回全ての講義にご参加した方には経営基礎講座終
了証書をお渡しします。※第 5期経営基礎講座受講者に限り、欠席さ
れた講義を受講し全 7回終了した場合は、修了証をお渡しいたします。

3．企画内容（予定）
※日程、講師が直前で変更される場合もあります。あらかじめご了承下さい。
第 1講　テーマ： 日本でいちばん大切にしたい会社から学ぶ、伸びる組

織とは
　 9月13日（木）14：30～16：30
　・失敗から学んだ組織の大切さ
　・伸びる組織に変える方法
　・エイチ・エス・エーの組織経営の実践紹介
　　講師：株式会社エイチ・エス・エー　代表取締役　田中　勉氏
第 2講　テーマ：会社の業績を伸ばす実践手法
　 9月20日（木）14：30～16：30
　・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株式会社  代表取締役  竹内一郎氏　
　　※終了後17時まで相談会開催
第 3講　テーマ：社員の心に火をつける労務管理
　 9月27日（木）14：30～16：30
　・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時まで相談会開催
第 4講　テーマ：会社経営の法的リスクと対応策
　10月11日（木）14：30～16：30
　・知らないと損する会社を取り巻く法律
　・中小企業で起こりやすいトラブル事例と未然に防ぐための対策
　・ここだけは押さえたい契約書のチェックポイント
　講師：ＬＭ総合法律事務所　弁護士　國澤絵里氏
　※終了後17時まで相談会開催
第 5講（財務①）儲かる社長だけが知っている財務の知識
　10月18日（木）14：30～16：30
　・経営は総合格闘技、財務のルールとは
　・事業拡大するための損益と資金
　・これからの財務戦略を考える
　講師：ステップアップ税理士法人　代表社員・税理士　小川正人氏
　※終了後17時まで相談会開催
第 6講（財務②）銀行マンに教わる資金調達の手法
　10月25（木）14：30～16：30
　・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　和田　義孝氏
　※終了後17時まで相談会開催
第 7講（財務③）銀行も税理士も教えてくれない保険の活用術
　11月 8 日（木）14：30～16：30
　・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
　※終了後17時まで相談会開催
　▶修了書授与式及び写真撮影　16：30～16：50

懇親会：11月 8 日終了後、 2時間程度
会費は実費（4，000円程度）、場所は関内駅周辺を予定しております。
講師、受講者の交流を目的にしておりますが、講座で聞けなかったこと
などもお気軽に質問してください。 以上

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

応募者の増加だけではない、
離職率を改善する取組みとは？

WR I T I N G

採用・求人ジャーナル 第 8期　経営基礎講座
～企業の商売力を強化する基礎講座～

神奈川県中小企業家同友会
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　 8月に入りまして 7日は、立秋（りっしゅう）で暦で
は、早くも秋になります。
　今年度から「Hi！Hi！Hi！会員訪問」のコーナーが始
まりまして記事を執筆させて頂いております。
　訪問をさせて頂きますと様々なお話が伺えて時間を忘
れてしまう位すごく新鮮な気分になります。
　これからもこのコーナーをぜひ楽しみにご期待くださ
い！
 有限会社テーラーマックス　外木宏明

NEW FACE 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

特定非営利活動法人 虹色のたね  理事長  池畑 博美さん（横浜支部中央地区）

http://www.npo-nijiiro.org

〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-9-22-311

（訪問取材／ゲートプランニング 堤 由里恵）

NPO法人「虹色のたね」はすべての人が人権侵害を受けずに安心して生きられる社会の実現と社会
起業家の育成を目的に昨年発足しました。
理事長を務める池畑博美さんはNPOで子どもの虐待防止、DV支援、性暴力防止活動に約20年従事。
「暴力は言葉と一緒で学ぶもの。暴力はされたからする、見ていたからする。それは違うよと教え
られたら子どもはわかる。それができるおとなを作らなければ子どもが受ける暴力はなくならない」
と起業しました。企業・専門家向けの体験型研修事業と個別相談、非営利組織の社会的地位向上に
向けて資金調達や経営指導を行っています。
同友会幹事も務める池畑さんですが、癒しはみなとみらいにある温泉。だらだら過ごす時間が大事
と話す笑顔が素敵でした。

会社名 社内役職 会員名 所属支部 入会日 事業概要 紹介者

㈲マネジメントウェイブ 代表取締役 佐伯　祐輔 横浜　北地区会 2018年 5 月31日 中小業向け財務コンサルティング、セミ
ナー講師 小林　清

㈱ストラクス　横浜事業所 所長 虻川　拓也 横浜　北地区会 2018年 6 月15日 建築物の改修工事に関わる施工管理 石渡、山本
乳がんしあわせ相談所 所長 松本えり子 横浜　北地区会 2018年 6 月18日 乳がん患者支援事業 今村奈美子
㈱トクワークス 代表取締役 今井　徳 横浜　北地区会 2018年 6 月21日 土木施工管理業 福本泰彦
㈱ベントブルー 代表取締役 中山　和也 横浜　中央地区会 2018年 6 月15日 アドバイザー及びコンサルタント 石上和平
テック電子工業㈱ 代表取締役 岡崎　哲也 たま田園 2018年 6 月 1 日 電子機器製造業 田中　實

AN司法書士事務所 所長 石井　晃彦 川崎 2018年 6 月26日 民事紛争解決支援（簡裁訴訟代理業務）、
生活再建支援、成年後見業務 木村教義

㈱えにし 代表取締役 和田江理佳 湘南 2018年 6 月25日 ご葬儀の施行からアフターフォローまです
べてをお任せください 深澤正司

㈱田中製作所 専務取締役 川島　優 県央 2018年 6 月28日 チップコンベア及びクーラント処理装置の
設計、製造、販売 赤原宗一郎

㈱まつざか 代表取締役 松坂　知重 県南 2018年 6 月 4 日 需品の製造販売及び貿易業 神田一弘
東海商事㈱ 代表取締役 翁　小文 県南 2018年 6 月15日 飲食業「唐文記」 宮田雅章
大和興産㈱ 代表取締役 大貫　真嗣 相模原 2018年 6 月26日 不動産賃貸業 事務局（HP）

ハートコンサルティング 代表 松浦　克 小田原 2018年 6 月 4 日 障害者雇用を企業経営者にプロデュース、
障害年金受給申請代行業務 川田俊介

2018年 7 月 1 日現在会員数：779名（全国会員数： 46,229名）

チラシ広告封入料金

A 4 サイズ （ 1ヶ月）…15,000円（ 3ヶ月）…40,000円（ 6ヶ月）…60,000円

冊子タイプ
（パンフレット等）（ 1ヶ月）…25,000円（ 3ヶ月）…50,000円（ 6ヶ月）…70,000円

※A 4 サイズのみ。A 4 一枚で考えるので表裏印刷も同一の値段。
※パンフレット（冊子）に関しては12頁以内のものを可とする。
※チラシ・パンフレットは自社の製品及びサービスのみとする。
※デザイン、印刷（860枚）は全て自社で行う。
※月 3社のみ。
※チラシ納入日は毎月17日までに860枚（部）
広報部

神奈川同友会・機関紙チラシ広告封入料金

お問い合わせは
事務局まで




