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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 友引 ２ 先負 ３ 仏滅 ４ 大安

政策委員会
広報委員会
県央支部幹事会

文化の日

会員親睦
秋の大ゴル
フコンペ

５ 赤口 ６ 先勝 ７ 友引 ８ 仏滅 ９ 大安 10 赤口 11 先勝
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
経営指針作成部会

横浜支部幹事会
横浜港支部幹事会

経営基礎講座⑦

12 友引 13 先負 14 仏滅 15 大安 16 赤口 17 先勝 18 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

相模原支部セミナー
ロイヤルメンバープラチ
ナ会

理事会
かながわ経営カンファ
レンス実行委員会

広報委員会セミナー
川崎WAIGAYA会

たま田園支部会員歓迎
会

19 先負 20 仏滅 21 大安 22 赤口 23 先勝 24 友引 25 先負
人を生かす経営協議会 経営指針作成部会 かながわ経営カンファ

レンス
勤労感謝の日

26 仏滅 27 大安 28 赤口 29 先勝 30 友引
経営指針作成部会発表
会

組織委員会
同友会を知る為のオリ
エンテーション 

青全交 in 沖縄

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
１ 大安 ２ 赤口 ３ 先勝 ４ 友引 ５ 先負 ６ 仏滅 ７ 大安
横浜支部北地区＆みら
い委員会共催例会 
たま田園支部幹事会
川崎支部幹事会
県央支部幹事会
県南支部幹事会

湘南支部幹事会
経営指針作成部会⑤

横浜支部幹事会
横浜港支部幹事会

小田原支部幹事会
相模原支部幹事会

新入社員フォローアップ
研修会
広報委員会

８ 赤口 ９ 先負 10 仏滅 11 大安 12 赤口 13 先勝 14 友引
体育の日 経営指針作成部会⑥ 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 
横浜港支部例会 
経営基礎講座④

ダイバーシティ委員会

15 先負 16 仏滅 17 大安 18 赤口 19 先勝 20 友引 21 先負
川崎支部例会 経営指針作成部会⑦ 青年部会 広報委員会セミナー

経営基礎講座⑤
たま田園支部例会 
県央支部例会 

22 仏滅 23 大安 24 赤口 25 先勝 26 友引 27 先負 28 仏滅
かながわ女性経営者ネ
ットワークセミナー
かながわ女性経営者ネ
ットワーク幹事会

同友会を知る為のオリ
エンテーション 
組織委員会

横浜支部中央地区例会
 
共同求人GW会議

小田原支部例会 
経営基礎講座⑥

県南支部例会 経営指針作
成部会合宿

29 大安 30 赤口 31 先勝
湘南支部例会 

11月

10月

S C H E D U L E
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ダイバーシティ委員会は今年発足から10
年になります。田中さんは前身の福祉部
会から関わっているのですね。この10年
で活動に変化はありましたか？

　事業を立ち上げるときに障害者の方の仕事

をしたいと思い、福祉部会の高橋良治部会長

を紹介してもらったんです。私の同友会活動

は福祉活動と共に歩んだ10年ですが、当初は

障害者に集中していました。その後、徐々に

高齢者、外国人、児童養護施設出身者、ひき

こもりの人の就労支援などに多くの人が携

わってくれるようになっていきました。

改めてダイバーシティとは何ですか？

　多様な人材が活躍できるようにしていくこ

とです。障害者・高齢者・児童養護施設出身

者・ニート・ひきこもりの若者・罪を犯した

人・外国人が今取り組んでいる人たちなので

すが、性格・性別・価値観というところまで

もお互い理解しあって生きていきましょうと

いうのが本来のダイバーシティの考え方に

なってきています。

　同友会は「人間尊重の経営」が本丸にある

わけで、人間尊重は障害があるとかじゃなく

て、 1人ひとりを尊重し、全部ひっくるめて

ちゃんと見ていきましょうということです。

　2013年の改正障害者雇用促進法で企業には 2％の障害者雇用が義務付けられ

ました。今年 4 月には2．2％に引き上げられ（従業員45．5人以上の企業）法定

雇用率の算定対象に精神障害者が加わりました。「共生」「多様化」が叫ばれる

中、神奈川同友会は「2020年ビジョン」の課題の 1 つに「強い会社をめざす」

を挙げ、方針として「ダイバーシティ経営（多様な人材を積極的に活用）への

取り組み」を掲げています。その活動を担っているダイバーシティ委員会の「共

生社会」を実現する企業づくりへの取り組みを、今年 5月に委員長に就任した

田中博士氏に伺いました。 （聞き手：ゲートプランニング　堤由里恵）

ダイバーシティのメリット
知らないの！？

　児童養護施設にいたからって、何が悪いの

かと思うわけですよ。自分の意思ではないと

ころで辛い思いをしているこの子の何がよく

ないのか。

　人に向き合う、人を尊重して経営していく

中に、障害者や生きづらい働きづらい人が

入っていないことってどうなんでしょうね。

　障害者雇用で成功している会社は、間違い

なくその人に向き合っています。受け入れる

ことで一番変わるのは経営者です。経営者が

変わると社員も変わります。こうしたら仕事

ができるかもしれないと考えることは、障害

者だけでなく、誰にも当てはめていいことで

すよね。

株式会社まちふく
神奈川県横浜市旭区中希望が丘249－29
http://www.machifuku.jp

代表取締役　田中　博士氏
神奈川同友会　ダイバーシティ委員長

S P E C I A L特 集

まだできてないと思っている？ダイバーシティ経営

みんなちがっていい
　　でも、みんないっしょ
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　企業の障害者雇用とその継続を目的とし、「人間尊重の経営」の原点を追求する
委員会。
　2008年 7 月　福祉部会として発足。その後障害者福祉部会、障害者委員会になり
2016年　障害者だけでなく、シニア・外国人・LGBT・ひきこもり・児童養護施設
出身者など多様な人材の「共生社会の実現」を目指す部会として名を「ダイバーシ

同友会の経営者に発信していきたいこと
は何でしょうか？

　実習の受け入れをして欲しいです。障害者

だけでなく、困っている生きづらい 1人の人

生を助けるだけでもすごいことじゃないです

か。それを大きく構えないで行動してほしい

ですね。この会社で仕事できて幸せだな、自

分の人生良かったなと思える人を 1人でいい

から受け入れて育てていくだけで、何人幸せ

になれるだろうと思うんですよ。800社の半

分が受け入れれば、400人雇用できます。

　あと、ダイバーシティの雇用率を全国 1位

にしようという目標があります。

　雇用するのが大変だと思っている経営者の

人達には、先ずは実習で受け入れてみて欲し

い。合わなかったら社員でも辞めますよね。

一緒に働かなければわからないことも当然あ

ります。障害がある、困っているからちゃん

としてあげなきゃいけないという考えも、僕

はどうかなと思うのです。ダメなものはダメ

でいいと思います。駄目なことに気づいて成

長する場でいい。いろいろな人が支えて共生

していくことが本来の共生社会であり、就労

できないならどこができなかったのかを

フィードバックしてあげることが本人にとっ

ても幸せですし、必ずお互いに学びがありま

す。マッチングして雇用出来たら、そのあと

も僕たちがフォローします。

雇用することで何が変わりますか？？

　多様な人材を雇用することで、穏やかにな

るでしょうね。ぎすぎすしていた会社がそう

でなくなったり、経営者が人を受け入れる気

持ちを持って、自分自身にも向き合えるよう

になったりすると思います。障害者の人とい

ると向き合わされますよ。

　障害があるから踏み込めない経営者の人達

がいっぱいいらっしゃる。障害者雇用は相当

大変だと思う「壁」があると思うのですが、

障害者が先にくるから駄目だと思うんですよ。

　例えば、今僕がケガや病気で障害者認定さ

れても、昔から知っている人は「たなかひろ

し」として付き合ってくれる。でも知らない

人は「障害者のたなかひろしさん」になっちゃ

う。

　みんなが障害者ではなく個人を尊重して

「人として」最初に向き合うのであれば、そ

ういう意識はなくなりますよね。社員も個性

あるじゃないですか。そう考えるとみんな一

緒だなと思います。障害があるからこうなん

じゃないかなというイメージが先にくるか

ら、大変だと思うんでしょうね。だから腫れ

物に触るようになってしまう。

　経営者は常に社員から見られていますが、

その経営者が自分と向き合うきっかけを障害

者は作ってくれます。

田中さん自身も変わりましたか？

　優しくなりました。穏やかになりましたし、

イライラすることもなくなりました。

　素の僕は楽になりましたね。

　今までは、何だよ！と思っていたことが、

にこにこしながらやるしかないなと思えるよ

うになりました。だってそのほうが自分の人

生幸せだなあと。

　最初の頃は、会社を立ち上げて経営者のし

んどい部分でいっぱいになっていて、社員に

対して向きあっていなかったんですよ。でも、

しんどい状況でも笑顔や一言くれたり、咳を

しているとのど飴もってきてくれるんですよ。

　そういうことに気づかないのは、残念な気

がして。ちっちゃいことにもありがとうと言

え、人の想いをキャッチできる方がいいじゃ

ないですか。

障害者雇用はどこに相談すればよいです
か？雇用する際の注意点は何ですか？

　先ずは就労移行支援の事業所に相談するこ

とをお勧めします。ダイバーシティ委員会の

仲間の素晴らしい移行事業所もありますよ！

　受け入れたいけど何をしてもらったらいい

か、どういう人がいいのかわからないと思う

なら事業所に連絡して、先ずは実習を受け入

れてみる。実習だけ受け入れる、でいいと思

います。実習したら雇用しなきゃいけないと

自分で取り決める必要はないです。

　雇用までは難しいけれど実習を受け入れる

ことが、多様な人たちには経験になります。

　雇用する際に大事なことは、障害を知るで

【ダイバーシティ委員会】

注意！こんな制度があります。 民間企業が法定雇用率に満たさない場合、不足する分について原則 1人あたり月額
5万円を国に納付しなければならない可能性があります

ティ委員会」に改めた。
4つの部会（例会づくり、
増強・広報、渉外、職場
実習推進）があり、例会
には行政、学校、地域、
支援機関等も多く参加。
他支部との共同開催も積
極的に行っている。毎年
「職場実習の受け入れに
関するアンケート」を実
施し、就労困難に陥って
いる若者、就労する上で
社会的に不利な立場にい
る人たちの就労と中小企
業の人材不足問題を解決
するために、彼らを積極
的に雇用する企業を増や
す活動に尽力している。
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はなく、先ずその人自身を知ることです。

　障害があってもできることはいっぱいある。

　社員に受け入れる想いや不安をちゃんと話

して行けば、 1週間の実習はやっていけると

思います。うちでもっと考えられることはな

いかな、障害者が来た時にこんなことできな

いかなと話せる会社はとてもよくなりますよ

ね。

実習を受ける人の特徴は？

　できるのにできないと諦めている子が多い

んですよ。今まで辛い思いをして迷惑をかけ

ないようにしていた子、いじめられていた子、

家庭環境が複雑だった子が自分に自信なんて

持てるわけがない。

　しんどい思いをしてきた若者や、高齢者の

「もう一回頑張りたい」という想いはすごい。

　実際、家庭環境が悪く誰も自分のこと好き

じゃない、受け入れてくれないと怒りしか

もっていなかった人が、一緒に話をして目標

を決めていったら変わっていって、「初めて

人として受け入れてもらった」と言っていま

した。実習を経験して自信がつくことが彼ら

の成長に繋がります。

　心配するな、うちで働けよと言ってくれる

経営者がいたら幸せじゃないですか。

　社員がにこにこして働いている会社に人が

来ないとは考えられないでしょう。

今後ダイバーシティ委員会をどのように
していきたいですか？

　初代委員長・故高橋良治さん、前委員長・

榎本重秋さんがここまで大きくしてくれまし

た。今素晴らしい仲間がいっぱいいるので、

一緒に活動できる環境づくりと、やっぱりダ

イバーシティ雇用のハードルを下げてですね。

　同友会外の家族や、行政、特別支援学校、

児童養護施設などとの繋がりなど、神奈川同

友会ダイバーシティ委員会の存在意義をしっ

かりつくっていこうとみんなで話しあってい

るんですよ。

　他支部との共同例会も実施しています。あ

りがたいことにダイバーシティが広がるきっ

かけになっています。それに参加したから壁

がなくなるというほど簡単なものではないと

思いますが、僕たちの活動はとにかく時間が

かかってもやり続けることです。

　うまくいかないことの方が多いかもしれま

せんが、うまくいかないことで何か課題が見

つかることは幸せなことで、それを与え、気

づかせてくれるのが多様性のある人たちなの

です。

　ダイバーシティ委員会は、無くさなければ

いけない委員会。実はいらないんです。

　其々の企業がダイバーシティという思想、

想いを持って、どんな人でも大事にするとい

うことが普通にできるようになれば、僕たち

の委員会はいらないです。それがダイバーシ

ティ委員みんなの目標です。

　神奈川同友会のダイバーシティ雇用率がす

ごくなってきたら、「経営者の皆さん、みん

なできていますよね。素晴らしい！すごい！

もう僕たちの取り組みはいらないです。終わ

り！みんなそれぞれ広げていきましょう」っ

て言えます。そうなればいいですね。

2017年度　職場実習の受け入れに関するアンケートのまとめ

■ 調査概要
調査時点　2017年９月～11月
調査対象　781社　回答企業130社（回答率16.6％）

図 1　職場実習受け入れ経験有無

図 3　受け入れ後の成果
0       2       4       6       8       10      12      14      16

実習をした人をそのまま雇用した
業務の整理に繋がった

社員の働く姿勢がよくなった
社内の人間関係が良くなった
社内設備が整理整頓された

社長の意識が変わった
実習生以外の就労困難者を雇用した

その他

ない
75.4％

ある
24.6％

16人、1社

0人、7社

1人、12社

12人、1社
10人、1社

8人、3社

7人、1社
3人、1社

2人、3社

図 2　昨年度職場実習受け入れ数
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気が付けば社員の7割が外国人
外国人雇用は何が難しいの！

ものづくりは、 3 Kと言われる職場。採用に
苦労しているよ、という話をよく聞きます。
今回は、大型の板金加工を得意とする「株式
会社赤原製作所」の赤原宗一郎社長に外国人
雇用について、お話を伺いました。

なんと 6か国41名の外国人
　外国人社員の出身国内訳は、日系ブラジル

人27名、ベトナム人 7名、タンザニア人 2名、

マリ 1名、ペルー人 3名、バングラディシュ

1名。なんと、6か国41名。日本人は、15名。

おかげで平均年齢は、43歳。20代も 9名いま

す。製造業としては若い方です。

　そして、こんなに多国籍でも考え方や習慣

の違いで問題は起こっていませんが、日本人

と同じ問題は有るそうです。社員一人一人を

見ていくことは大切ですね。

採用はどうやって？
　こんなに優秀な外国人社員を、どうやって

探してきたのでしょうか？

　それは、先代社長（父）が、最初に日系ブ

ラジル人を雇用した事に始まります。「同じ

人間で、同じ仕事をしてもらうのだから、賃

金が同じなのは当たり前」と、日本人と同じ

労働条件で働いてもらいました。ハングリー

精神があり、まじめで残業をいとわない彼に

とっては、稼げる会社です。その後、兄弟や

親戚にも声を掛け、連れてきました。こうし

て社員の紹介や口コミで外国人社員が増えて

行きました。社員からの紹介は、安心です。

　それともう一つは、ハローワークからの紹

介です。外国人雇用の実績が出来ているので、

良い人がいると電話が掛ってくるそうです。

　採用の条件は、国籍問わず、「明るく、元

気で、やる気が有ればOK！」。それと、日本

語で意志が通じる事。面接は、日本語で行い

ます。日本で暮らしている人であれば、そん

なに高いハードルではなく、日本に合わすと

いうマインドも持っているそうです。ダイ

バーシティなどという括りは不要。一人一人

の人間性を見れば良いのです。

　採用費を抑えて、良い人が採用できる。羨

ましい仕組みが出来上がっています。

注意することは？
　外国人社員は冠婚葬祭で国に帰る場合、長

期に休む事があります。

　それと、適材適所。うまくいかなくても、

職場を変えたら、明るく元気で働いてくれて

います。これは日本人と同じ。上司としての

力量が問われます。

知らなくて失敗
　外国人雇用ではないですが、「就労サポー

トセンターねくすと」の高野宏章さん（湘南

支部）の紹介で、初めて精神の病気の方に働

いてもらった時のことです。すごく良く働い

てくれるので、「正社員になりませんか、と

誘ったら、それが重荷となって出社できなく

なりました。それからは、大事な事は事前に

高野さんに相談してから、話をするようにし

ました。また、様子がおかしければ、すぐ相

談しています。おかげで、 2人目の方は、気

赤原 宗一郎氏（県央支部・支部長）
株式会社赤原製作所
父の後を継ぐため、サラリーマン11年経てか
ら2005年 4 月入社。100年続く企業を目指す！
採用は、国籍より人間性重視。明るく、元気
で、やる気が有ればOK。お祭り好きで、毎
年地域をまきこんだお祭りをやっている。

持ちの浮き沈みはありますが、適切にフォ

ローして頂き、乗り切ってます。」

　こちらで良かれと思っていることでも、当

人には違うようです。やはり専門家に任せて、

働きやすい環境を作ることが大事です。その

方が、当人も会社も安心です。

だれでもできる！
　インタビュー中、ハハハと大声で笑う赤原

さん。明るく豪快な性格が、外国人にわかり

易いのでしょうか。でもこういう人は、同友

会の懇親会でもよく見かけます。元気な方な

らできそうです。

　これから、日本の労働人口は減る一方。

ちょっとチャレンジしてみませんか！

外国人従業員でも、日本語の図面を見ながら入力作業

社内のスローガンにはフリガナが有ります

〈取材・文／有限会社 明和企画 野垣博文〉

まだできてないと思っている？ダイバーシティ経営

ベトナム人の従業員とも日本語で打合せ

12月19日（水）にダイバーシティ委員会と

小田原支部との合同例会にて、赤原さん

が報告されます。
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第30回記念かながわ経営カンファレンス

開催概要
・日　時　2018年11月22日（木）／午後 2時00分受付開始　午後 2時30分開会～午後 8時50分閉会
・会　場（基調報告・分科会・懇親会）
　新横浜グレイスホテル　http://gracehotel.jp　〒222－0033横浜市港北区新横浜 3－ 6－15（☎045－474－5111）
・会　費　10，000円（懇親会付き）
　　＊分科会は 5つのうち 1つを選んでいただきます。
　　＊参加者同士で情報交換の場となる懇親会を企画しております。
・共　催　神奈川県中小企業家同友会、神奈川県
・お問合せ　神奈川県中小企業家同友会
【下記は2018年 9 月10日現在のものです。都合により内容が変更となる場合もございますので、あらかじめご注意ください】
メインテーマ：未病経営と企業変革支援プログラム～自社点検で業績アップ～
●第 1分科会　テーマ：組織の成長を阻むアンコンシャス・バイアスの正体を知る！
　　　　　　　報告者：㈱アイネット　社外取締役　竹之内幸子氏（予定）
●第 2分科会　テーマ：新規事業導入で活性化！～時代を生き抜く経営術～
　　　　　　　報告者：㈱錦屋　代表取締役　今野裕朗氏
●第 3分科会　テーマ（仮）：挑戦し続けた 5年間！まだまだ攻めます!!
　　　　　　　　　～新規事業も社員教育もやってみないと何も始まらない…～
　　　　　　　報告者：旭フォークリフト㈱　代表取締役　横江利夫氏
●第 4分科会　テーマ（仮）：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
●第 5分科会　テーマ：CSRからCSVへ～障がい者の可能性を広げ、共有価値の創造を実現！～
　　　　　　　報告者：㈱リンクライン　代表取締役　神原　薫氏
スケジュール（予定）
　　・受付開始　　午後 2時00分  　・開会　　　　午後 2時30分
　　・基調報告　　午後 2時45分～午後 4時15分 　・分科会開会　午後 4時45分～午後 7時35分
　　・懇親会開始　午後 7時50分～午後 8時50分

第22回共育講演会　報告

前回の様子

平成30年８月24日（金）

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

横浜市西公会堂 500名日時 会場 参加人数

　株式会社アビリティトレーニングの代表取
締役木下晴弘氏を横浜に迎え、「魂を揺さぶ
る生涯忘れない90分」という演題により幕
を開けました。
　木下さんから、「法則なので、良いも悪い
もない。中身については取捨選択をして欲
しい」という注意事項の説明があり、いつ
の間にか聴く姿勢が出来ていたようです。

　いよいよ、法則の紹介が始まります。法
則は５つありましたが、今回は時間的制約
もあり、３つの法則のみとなりました。第
一法則は、目的が変われば人生が変わる。
第二法則は、人に与えたものは必ず自分に
還る。第三法則は、存在承認が幸せへの第
一歩。

　まず、第一法則を説明する前に、やる気
についての解説から。人のやる気には、瞬
間的に発生するテンションと持続可能なモ
チベーションがあり、それを維持することが
成功の秘訣。それには何のためにという目

的意識が必要なのだと。僕は今まで外発的
な動機付けをしてモチベーションを上げよう
ということばかり考えてしまっていたことを
顧み、衝撃を受けつつも、木下節にどんど
ん引き込まれていきました。

　次に、目的の重要性について。何のため
に！で有名な中村文昭氏の言葉は何度も聞
いていたのですが、本当の意味でわかって
いなかったのかもしれません。何だか自己
否定な状態になりつつも、続きが知りたく
傾聴していました。

　続いて紹介された第二法則ですが、因果
応報という熟語がぴったりです。調べたとこ
ろ仏教用語なので、二千数百年以上も前か
らの理が現代に続いていることを実感。
　最後に紹介された第三法則ですが、完全
に成果のみを承認していました。逆でした。
木下さんの解説を聞き、とても納得し共感
してしまいました。

　今回の共育講演会は、本当に魂が揺さぶ
られました。そのおかげで腑抜けになった
と言っても過言ではありません。何度もレ
ジュメとメモを読み返し、心に刻むことにし
ます。残りの法則を含め、来年もう一度聞
きたいですね。
【文責：第22回共育講演会実行委員長　
株式会社アートプロジェクト　代表取締役
 中村暢宏】
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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。

多種多様な障害者雇用に関する助成金
（例えば、有期⇒正社員の転換で一人最大120万円まで支給、人数上限なし）

W R I T I N G

お金にまつわるお話

　今月はダイバーシティ特集ということで、障害者関係の助成金
を採り上げることと致しました。（なお、障害者関係の助成金は
種類が豊富なため、今回は、大まかな助成金のご説明のみとなっ
ております）
▶雇い入れた場合
　特定求職者雇用開発助成金　
　ハローワーク等の紹介により障害者を雇用した事業主に一人最
大240万円まで助成する特定就職困難者コースや発達障碍者又は
難治性疾病患者を雇用した事業主に一人最大120万円まで助成す
る発達障害者・難治性疾病患者雇用開発コース、障害者雇用の経
験がない中小企業で、初めての雇入れにより法定雇用障害者数以
上の障害者を雇用した事業主に120万円助成する障害者初回雇用
コースがございます。
　トライアル雇用助成金　
　障害者を試行的に雇い入れた場合、または、週20時間以上の勤
務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上の勤務を目指し
て試行雇用を行う事業主に一人最大36万円助成する障害者トライ
アルコース・障害者短時間トライアルコースがございます。
　障害者雇用安定助成金　
　職場適応援助者（ジョブコーチ）による援助を必要とする障害
者のために、支援計画に基づき職場適応援助による支援を実施す
る事業主に助成する障害者職場適応援助コース、障害者の雇入れ
に係る計画を作成し、当該計画に基づき、障害者を新規に 5人以
上雇用して、その雇い入れた後障害者を10人以上継続雇用すると
ともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・
整備を行う事業主に助成する中小企業障害者多数雇用施設設置等
コースがございます。
▶施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合
　障害者雇用納付金制度に基づく助成金　
　事業主が障害者を雇用するために、職場の作業施設・福祉施設
等の設備・整備、適切な雇用管理のために必要な介助等の措置、
通勤を容易にするための措置等を講じた場合、その費用の一部を
助成するものとなっております。
▶職場定着のための措置を実施した場合
　障害者雇用安定助成金　
　職場定着支援計画を作成し、「柔軟な時間管理・休暇付与」「短
時間労働者の勤務時間延長」「正規・無期転換」「職場支援員の配
置」「職場復帰支援」「中高年障害者の雇用継続支援」「社内理解
の促進」のいずれかの措置を講じた事業主に助成する障害者職場
定着支援コース、治療と仕事を両立させるための、柔軟な時間管
理等を導入し、両立支援コーディネーターを社内に配置、活用し
た事業主に助成する障害や傷病治療と仕事の両立支援コースがご
ざいます。

　いきなりですが、ちょっと想像してください。あなたは犬を飼っ

ていて、今日は愛犬とお散歩です。閑静な住宅街を散歩していた

ところ、突然あなたの愛犬が走り出し、あなたはリードから手を

放してしまいました。でも大丈夫、すぐ先の角を曲がった先であ

なたの愛犬は止まっていました。やれやれ一安心、と思ったらそ

の脇には急に現れた犬に驚いて転倒した男性が。どうやら転倒し

たときに手首を地面についたらしく、痛そうに押さえています。

　ここまでならなんだかよくありそうな場面ではないですか？

「あぁ何事もなくてよかった。噛み付いていたりしたらどうしよ

うかと思った」なんて感想が漏れそうですね。

　これ、実際に大阪で起きた出来事なのです。そして、わざわざ

私がここに書いているくらいですから、何事もなく終わるわけは

ありません。この後、飼い主さんは転倒した男性から訴えられた

のです。「え？それくらいで裁判？」と思われるかもしれませんが、

今年 3月に出た判決では、飼い主が転倒した男性に1300万円弱を

支払うよう命じました。一体なぜなのでしょうか。

　まず、犬を散歩させている人には動物占有者の責任（民法718条）

として、「その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」

とされています。上の実例でも、本来、犬を含む動物は、飼い主

を含めて予想できない行動をとり、人の身体等に損害を及ぼすこ

ともあり得るのだから、飼い主が犬を散歩させる際、飼い主は犬

をちゃんとつないでいなければならないのに、この飼い主がうっ

かり手を放したのだから、飼い主に過失がある、とされました。

　そして、転倒した男性は手首をひどく痛めてうまく手首が曲が

らなくなってしまったため、これから先の人生で稼げる能力が下

がってしまい、その部分を飼い主が補償しなければならなくなっ

てしまいました。これが1300万円弱もの支払いを命じられた原因

です。

　このように、「ありそうな話」でも一歩間違えれば大きな損害

賠償を求められることにもなりかねません。ペットの事故にはく

れぐれもお気をつけくださいね。

　最後にちょっとだけ安心できる話も書いておくと、先ほどの件、

飼い主さんは加入していた自動車保険の個人賠償責任補償特約に

入っていたので、実際の支払いは保険会社がすることになると思

います。カードの付帯保険などもありますので、是非加入してい

る保険は確認しましょうね。

ペットの事故にご用心

＋
プラス

ONE 法律ミニ知識六

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▶

W R I T I N G
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10月22日（月）午後 6時30分から
女性経営者の経営手腕を高めるセミナー
テーマ： 自分の未来を自分で創る
　　　　～事業の拡大と継続…そしてその先へ～
報告者：㈱ワキプリントピア　会長　脇屋英子氏
　　　　（かながわ女性経営者中央会　理事）
場所：横浜市健康福祉総合センター
会費：1,000円（懇親会別途）

10月 1 日（月）午後 7時00分出港予定
場所：ワシントンホテル横・乗船場
テーマ：「ミライの北酒場」屋形船で夜景を見ながら…
参加費：9，000円（ 1名様）

10月26日（金）午後 6時30分から
場所：鎌倉生涯学習センター
テーマ：鎌倉の展望と中小企業に期待すること
講師：鎌倉市　市長　松尾　崇氏
参加費：無料（懇親会別途）

10月25日（木）午後 6時30分から
場所：小田原市民交流センターＵＭＥＣＯ
テーマ：下請け体質からの脱却！！
　　　　～自社製品の開発・製造から海外展開へ！！～
報告者：㈱大丸製作所　代表取締役　杉田豊範氏
参加費：無料（懇親会別途）

10月12日（金）午後 6時30分から
場所：波止場会館
テーマ：専業主婦がダイバーシティ経営？？
　　　　～我が社のスタッフはみんなヒーロー～
報告者：ねこの手メイドサービス㈱　代表取締役　鬼頭麻記子氏
会費：500円（懇親会別途）

横浜支部北地区＆みらい委員会共催 県南支部

小田原支部

ダイバーシティ委員会

10月23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：おおかめ歯科クリニック 院長 大亀泰久氏氏（同友会暦 2年）

同友会を知る為のオリエンテーション

申込みはコチラ
▼

10月19日（金）午後 6時30分から
場所：市民交流プラザ
テーマ：（仮）経営実践報告
報告者：㈱川崎製作所　代表取締役　川崎好仁氏
参加費：無料（懇親会別途）

県央支部 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
▼

10月17日（水）午後 7時00分から
場所：横浜市健康福祉総合センター
テーマ：リーダーになりたい！！！
　　　　～「私の」リーダーシップを探そう～
パネリスト：湘南トラベル㈱　代表取締役　木地本健太郎氏
　　　　　　㈱メタモルフォー　代表取締役　久保　彩氏
　　　　　　㈱江戸清　執行役員　山下　洋氏
会費：500円（懇親会別途）

青年部会 申込みはコチラ
▼

10月15日（月）午後 7時00分から
テーマ：「社長のリーダーシップ第 3章」
　　　　 職務遂行能力の高め方②～ランチェス

ター法則～ 2種類の戦略概念。
講師：藤尾芳彰税理士事務所　代表　藤尾芳彰氏
会場：横須賀市産業交流プラザ
会費：500円
●今後のスケジュール予定（講師は藤尾芳彰氏）
11月12日（月）テーマ「社長のリーダーシップ第 5章」人間関係能
力の高め方。
12月10日（月）テーマ「社長のリーダーシップ第 6章」情報・革新・
熱意・能力。

県南支部主催2018年度「県南共育塾」 申込みはコチラ
▼

申込みはコチラ
▼

10月24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 9Ｆ
テーマ：「挑戦→失敗→再挑戦、七転び八起、伊藤劇場」
　　　　～同友会が理念を吹き込んだから今がある～
報告者：エヌ・エイ・アイ㈱　代表取締役　伊藤秀司氏
参加費：無料（懇親会別途）

横浜支部中央地区 申込みはコチラ
▼

10月11日（木）午後 6時30分から
場所：戸塚区総合庁舎 3階多目的スペース
テーマ： 「47歳からの崖っぷち起業。自分が変われば、

会社が変わる！」
　　　　 上京→警察官→ブラック＆飛び込み営業→放漫・ワンマ

ン社長のドン底会社から逃走
報告者：㈱エアークラフト　代表取締役　豊田一也氏
参加費：無料（懇親会別途）

横浜港支部 申込みはコチラ
▼

10月19日（金）午後 6時30分
場所：エポックなかはら
テーマ：クレーム今昔物語
　　　　～ピンチをチャンスに変えてきた50年～
報告者：㈱ダスキン東横　代表取締役　松日楽正樹氏
参加費：無料（懇親会別途）

たま田園支部 申込みはコチラ
▼

10月15日（月）午後 4時00分から
場所：カルッツかわさきスポーツ・文化総合センター
テーマ：「最幸のまち」川崎市がめざす壁なき社会
パート 1： スポーツの秋だ！パラリンピックの正式競技「ポッチャ」を体験。
パート 2： 文化の秋だ！ダイバーシティについて中小企業と市域のあり方

を考えてみよう。
参加費：無料（懇親会別途）

川崎支部 申込みはコチラ
▼

10月11日（木）午後 6時30分から
場所：プロミティふちのべ
テーマ：共同求人から始まる、人を生かす経営とは！？
　　　　～良い会社にしたければ、委員長の話しを聞きに来い～
報告者：㈱タスクフォース　管理部課長　岩谷昌幸氏（横浜支部）
参加費：無料（懇親会別途）

相模原支部 申込みはコチラ
▼

10月29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：人事に失敗した社労士の労務管理
　　　　～経営指針に立ち返えることの大切さ～
報告者：㈱天・地・人　代表取締役　中筋悠貴氏　（県南支部）
参加費：無料（懇親会別途）

湘南支部 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

かながわ女性経営者ネットワーク
（女性部会）セミナー
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　　スポット参加は 1名 1講座につき3，000円
　4．申込お問合せ：事務局まで　TEL：045-222-3671
　【内容】
　第 4講座：会社経営の法的リスクと対応策（10月11日）
　　・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時まで相談会を開催
　第 5講座： 財務（Ⅰ）儲かる社長だけが知っている財務の知識（10／18）
　　 ・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時まで相談会を開催
　第 6講座： 財務（Ⅱ）銀行マンに教わる資金調達の手法（10月25日）
　　・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 和山義孝氏 ※終了後17時まで相談会を開催
　第 7講座： 財務（Ⅲ）銀行も税理士も教えてくれない保険の活用術（11月 8 日）
　　・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
　　※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

報 告 □□□ は報告は申し込み□□□

※スマホ未対応です

8 月23日（木）
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

横浜支部北地区ランチ例会 報告はコチラ
▼

※【県南支部は第22回共育講演会が例会となります】

8 月24日（金）
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

共育講演会 報告はコチラ
▼

8 月 3 日（金）
場所：神奈川中小企業センタ－ビル

3 年目研修（社員教育委員会主催） 報告はコチラ
▼

8 月22日（水）
場所：おだわら市民交流センターＵＭＥＣＯ
テーマ：アシスト・ワンの経営戦略
　　　　～ＡＩ時代の「ドブ板」営業術～
報告者：㈱アシスト・ワン　代表取締役　小林淳一氏

小田原支部 報告はコチラ
▼

8 月22日（水）
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

横浜支部中央地区例会 報告はコチラ
▼

8 月27日（月）
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

横浜港支部例会 報告はコチラ
▼

8 月17日（金）
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

たま田園支部 報告はコチラ
▼

8 月20日（月）
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

川崎支部 報告はコチラ
▼

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： 納涼交流会（バーベキュー）

～皆で暑い夏を乗り切ろう～

湘南支部 報告はコチラ
▼

▶その他セミナー

【文章を書く　苦手意識を克服する！】
思わず読みたくなる文章の書き方セミナー
第 2回　10月18日（木）18：30～20：30
【テーマ】「どう書くのか」～伝わる書き方を学ぶ～
第 3回　11月15日（木）18：30～20：30
【テーマ】「自分のスタイルを創る」～作品を作る　実践編～
【会　場】横浜市健康福祉総合センター 9Ｆ（予定）
【講　師】花田憲司氏
【参加費】全 3回　￥6，000円（ 1回　￥2,000円）
【定　員】20名（先着順）定員になり次第締め切り

広報委員会　セミナー 申込みはコチラ
▼

1．タイトル：企業の商売力を強化する基礎講座
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： 9 ／13～11／ 8 の木曜日（予定）全 7 回　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）

第 8期経営基礎講座 申込みはコチラ
▼
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　今回はダイバーシティ委員会の活動を
知ってもらうために取り上げました。
　この広報誌が会員の皆様のために本当に
役立つものになるために、見た目のイメー
ジを良くするだけではなく、内容もより充
実させていきたいですね。
 有限会社デザインスペースマジック
 代表取締役　佐藤　慎治

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

株式会社みどりスタジオ
代表取締役　小島 真由美さん（たま田園支部）

https://midoristudio.net/

〈訪問取材／（有）デザインスペースマジック　佐藤慎治〉

横浜市緑区で２０１７年５月にオープンした「みどりスタジオ」。紹介していただいた地元のコミ
ュニティカフェに刺激を受け、「とにかくスタートさせよう！」と思ったそうだ。最初はレンタル
スペースのみだったが、進めていくうちに、たくさんの人から情報をもらい、プロ仕様のカラオケ
設備やステージまで備えたレンタルスペースの他に、今ではイベント企画、ロケ撮影やドローンス
タジオ運営している。オープンのタイミングがちょうど就職の時期と重なったそうで、娘さんが共
同経営者だそうだ。ＢＢＱ、女子会、英会話イベントなど企画も順調なみどりスタジオ。「みんな
が楽しく笑顔になる場所にしたい」と小島さんの想いが地域のみんなにも通じているようだ。

会社名 社内役職 会員名 所属支部 入会日 事業概要 紹介者

㈱あしたのチーム 関根　夏美 支社長 横浜　中央地区会 2018年 8 月23日 クラウド型人事評価制度の構築、運用支援及びそ
の他人事関連事業 事務局

㈱ボスノチカラ 稲垣　芳基 代表取締役 横浜港 2018年 8 月 1 日 中小企業の人とお金の悩みをチームビルディング
とキャッシュフロー経営で完全サポート 吉田俊介

㈱スリーウェル
マネジメント 福田　誠幸 代表 たま田園 2018年 8 月16日 経営コンサルティング、広告代理店、教育・研修

事業 佐々木良司

㈲掘口ハウス 堀口　貴宏 代表取締役 川崎 2018年 8 月 6 日 事業用不動産の仲介及び民泊投資のご相談 外木宏明
㈱山一 田﨑　浩資 専務取締役 川崎 2018年 8 月23日 金属プレス、板金加工 三瓶　修

日本水産観光㈱ 小澤　長幸 取締役社長 県南 2018年 8 月 3 日 飲食業（甲羅本店、ファミリーガーデン、にぎり
一丁、カルビ家）、鎌倉パークホテル 木村志義

栗丸工業 栗村　淳也 代表 県南 2018年 8 月 7 日 総合足場工事 中島、星山
2018年 9 月 1 日現在会員数：785名（全国会員数：46,417名）

会社名・役職＆住所　変更
ねこの手メイドサービス　代表　鬼頭麻記子（横浜支部北地区）
新：ねこの手メイドサービス㈱　代表取締役　鬼頭麻記子
新：横浜市青葉区美しが丘 1－10－ 8 　第一みなもとビル 3 FオフィスM
　　TEL：045－777－0528
行政書士法人横浜総合行政書士事務所　所長　藤森純一（横浜支部中央地区）
新：（行）横浜総合行政書士事務所　所長　藤森純一
新：〒220－8143　横浜市西区みなとみらい2－2－1横浜ランドマークタワー43階
　　TEL：045－225－8830　FAX：045－225－8831

会社名　変更
宮川労務管理事務所　宮川勝行（小田原支部）
新：宮川・神蔵社会保険労務士法人

住所　変更
㈱Lights Labo　代表取締役　浜田久美子（横浜支部北地区）
新：横浜市港北区綱島西 1－ 9－13　アクワレル303

申し込みはコチラ
▼
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