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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 先負 ２ 仏滅

３ 大安 ４ 赤口 ５ 先勝 ６ 友引 ７ 大安 ８ 赤口 ９ 先勝
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

湘南支部幹事会
相模原支部幹事会
経営指針G長研修会

小田原支部幹事会 横浜市大講義⑨
青年部会

４年目・５年目研修会
横浜港支部例会 
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
かながわ女性経営者ネ
ットワーク幹事会
県南塾

理事会 横浜支部中央地区例
会 
相模原支部例会 
青年部会幹事会
横浜市大講義⑩

たま田園支部例会 

17 先負 18 仏滅 19 大安 20 赤口 21 先勝 22 友引 23 先負
川崎支部例会 県央支部例会 横浜支部北地区例

会 
湘南支部例会 
小田原支部例会 

横浜市大講義⑪
総務委員会

県南支部例会 天皇誕生日

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 共同求人WG会議

組織委員会
同友会を知る為のオリ
エンテーション 

ダイバーシティ委員会
例会

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
１ 友引 ２ 先負 ３ 仏滅 ４ 大安
横浜市大講義⑥ 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
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 横浜支部関内エリア例
会 
政策委員会学習会
相模原支部幹事会

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
県南塾

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
経営労働委員会見学会
（名古屋）
横浜市大講義⑦

たま田園支
部新人歓迎
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 横浜支部

１泊研修会

26 仏滅 27 大安 28 赤口 29 先勝 30 友引
小田原支部同友会を知
る為のオリエンテー
ション 
横浜支部１泊研修会

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

ものづくり広場

12月

11月

S C H E D U L E
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S P E C I A L特 集

　神奈川県との共催決定！
　黒岩知事が基調講演

　「かながわ経営カンファレンス」（以下「か

なカン」）は、今回で30回目。かつては、「全

県経営研究集会」と呼ばれていたものですが、

昨年から名称が変更になりました。 1年の総

括として神奈川県内の同友会会員が一同に集

まり、基調講演や分科会を通じて、他支部の

会員と共に学ぶ貴重な機会です。

　昨年まで実行委員長は若手の登竜門で、若

手会員が組織作りやイベント企画を経験する

貴重な機会となっていましたが、今年は記念

すべき30回目とあって理事主導の開催となっ

ています。今年実行委員長を務めるのは、副

代表理事の田中勉氏で、副実行委員長には、

同じく副代表理事の本多修氏（株式会社東邦

プラン代表取締役）と渡辺学氏（ニイガタ株

式会社代表取締役）が就任しています。

　今回の「かなカン」は、昨年同様神奈川県

との共催です。今年は初めて県知事の黒岩祐

治氏が基調講演に登壇予定です。実は、県行

政で中小企業の管轄をメインとする部署があ

るのは全国でも神奈川県だけ。神奈川県産業

労働局には、「中小企業部中小企業課」があり、

12月には企業経営の未病改善と同友会の企業

変革支援プログラムを取り入れたセルフアセ

スメント（自社診断）を発表予定です（すで

にプロトタイプが県のホームページ上に発表

になっています）

　それに先駆け、今年「かなカン」では企業

経営の未病改善をテーマに共同開催する運び

となりました。

　企業経営の未病とは？
　あなたの会社は大丈夫？

　「未病とは、会社が病気になる前の予防み

第30回記念
かながわ経営カンファレンス
神奈川県・神奈川県中小企業家同友会　共催

たいなこと。良いと思うことを色々取り入れ

ても、実際はうまくいかないことが多いので

はないでしょうか？まずは、自分の会社が外

部要因も含めてどういう状態なのか、しっか

り把握することが大切です。それをやらずに、

自社に合わないことを取り入れても、却って

マイナスになるだけ。まずはセルフアセスメ

ント（自社診断）をしっかりしましょうとい

うのが、未病経営です。」と、田中氏。

　簡単に言うと、企業の健康診断みたいなも

のです。

　中小企業家同友会には、セルフアセスメン

トのツールとして、2009年「企業変革支援プ

ログラム」STEP 1 が、そして2012年にSTEP

2 が作成され、全国の会員に広く利用されて

います。

　そして、今年STEP 1 が神奈川県の未病経

営改善プログラムのベースに採用されました。

今年のかなカンでは、知事の基調講演後に

熱く集え！ 11／22 参加しないと損をする

　来たる11月22日（木）、「第30回記念　かながわ経営カンファレンス」
が新横浜グレイスホテルにて開催されます。今年も昨年に引き続き神
奈川県との共催です。しかも、今年は黒岩祐治知事が基調講演をして
くださるとあって、早くから注目を集めています。
　今回のテーマは、「企業経営の未病改善と企業変革支援プログラム
～自社点検で業績アップ～」。
　準備に余念がない実行委員長の田中勉氏（株式会社エイチ・エス・
エー代表取締役）にお話を伺ってきました。

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://www.hsa-w.co.jp

代表取締役　田中勉氏
かながわカンファレンス実行委員長
副代表理事
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「企業経営の未病チェックシート」を参加者

に実際にご記入いただく自社診断の機会も設

けています。

　実は、これまでの神奈川同友会では、企業

変革支援プログラムSTEP 1 を、経営指針受

講後のセミナー「企業変革支援プログラム」

にて受講していただいていました。しかし、

昨年からは「経営戦略セミナー」という名前

に変わり、来年 2月からは新入会員に限り無

料で受講できるようになりました。もちろん

新入会員以外の方もテキスト代4000円で受講

可能です。

　「今までは経営労働委員会が有料で主催し

ていましたが、今後は理事会主催で無料にて

開催することになりました。せっかく同友会

にご入会いただいた企業には、自社の点検を

積極的にしていただこうと大きく門戸を開い

たわけです。

　その上、「経営指針入門講座『礎』」も無料

にしました。同友会のエキスを学べる場を、

誰でも受けやすくすることにしたのです。

　この 2 つは、受講しないと本当に勿体な

い！自社点検をし、同友会の成功プロセスを

学び、ぜひ業績アップに繋げていってもらい

たいです。」と、田中氏。

　「企業変革支援プログラム」は、STEP 1 で

企業変革のために必要な自社の要素を整理分

類し、自社の現在の立ち位置や課題を明確に

していきます。そして、STEP 2 ではセルフ

アセスメントで得た気づきとヒントを具体的

に発展させていきます。

　「できれば社長だけでなく、幹部社員の方

も一緒にやっていただくといいですね。全然

違った回答が出てきたりします。すると、そ

のズレを修正することができて、とても効果

的です。

　セミナーは 1日で終わりますが、 1回やっ

たから終わりというものではなく、毎年やる

事をおすすめします。今の自分や組織がどう

いう状態なのかをしっかり把握せずに、これ

がいいからと何でも取り入れても、決してう

まくいきませんから。

　私の会社では、毎年の事業計画の段階で自

己点検を取り入れています。事業計画自体が

最大のコミュニケーション機会になっていま

す。来年の事業計画を話すということは、会

社で働いている人々の未来について話すわけ

ですから。と、お話しするときれいに聞こえ

ますが、実際は喧嘩になるほど皆真剣です。

　私は、『凄く元気が良くて、前向きで、明

るくて』というのがいい会社だとは思ってい

ません。なぜなら、喧嘩や言い合いがあって

初めて進歩するのだから。表面的な会議を

やって、丸く収めるみたいな方が、実は恐い

です。本音が表に出てこないと、自浄効果が

望めないから。私は、組織というのは、イノ

ベーション力と解決力だと考えています。日

頃そういう訓練をしていると、何かトラブル

があったときにも対応できる力が社員に付き

ますよ。」

　神奈川県の事業主の45％は個人事業主で

す。自分のことはなかなか気付きにくいもの

ですから、一層セルフアセスメントは重要だ

と言えるでしょう。自社点検なしに、安定し

た業績アップは望めないと、田中氏は強く語

ります。

　多彩に揃った、選りすぐりの分科会

　今回の「かなカン」では、まず黒岩知事の

基調講演でセルフアセスメントの重要性を知

り、簡単な自社診断をしてから、分科会に進

みます。分科会は全部で 5つ。自社に合わせ

ていずれかを前もってお選びいただけます。

　第 1分科会は、神奈川県主催です。パワハ

ラやセクハラなど、多様な人材をマネジメン

トする際の壁について具体的事例を交えた対

処法をお話しいただける予定です。女性社員

が多い会社やこれから雇用しようと考えてい

る会社には、特におすすめの分科会と言える

でしょう。

　第 2分科会は、川崎支部から。実は、今年

一番新入会員が少なかった支部が主催に選ば

れています。第 3分科会は、相模原支部。こ

ちらは、今年一番新入会員を増やした支部で

す。そして、第 4・第 5は立候補した委員会

が主催です。第 4分科会は社員教育委員会が、

第 5分科会はダイバーシティ委員会が主催し

ています。

　「ダイバーシティというのは、同友会の魂

だと思います。会社というのは、絶対に色々

な人がいた方がいい。価値観が異なるからこ

そ、見えてくるものがあるのだから。」と、

田中氏。

　 1 年の総括と位置づけられた「かなカン」

とあって、どの分科会も各支部・委員会がし

のぎを削って人選していますがダイバーシ

ティ委員会からは、（株）リンクラインの神原

薫氏が報告します。この会社は、障がい者を

雇用している特例子会社で、ここでは素材や

デザインにこだわり、一つ一つ手作りで、サ

プライズ感あふれる可愛い石けんを作ってい

ます。そして、生産された製品は全国の

「PLAZA」「東急ハンズ」「LOFT」で販売され

ています。

　神原氏は、障がい者だからと言って譲歩す

るのではなく、『この人を育てるのだ』とい

う気概を持って社員に接し続けてきたそうで

す。その結果、今では繁忙期に本社から応援

に来る社員に指導するのも障がい者という凄

い会社に育っています。たくさんの気づきと

発見があるセミナーになりそうだと今から大

きな期待が寄せられている分科会の一つです。

　また、第 4分科会では、元社員教育委員長

の（株）FCC深澤正司氏（湘南支部）が報告し

ますので、こちらも注目の分科会です。

　「今年のかなカンの分科会は、どれも我々

正副代表理事が、会員の会社に数字だけでな

く本当に良くなってもらうためにと考え抜い

て作り上げたプログラムなので、会員はもち

ろん、まだ会員ではない地域の企業家の方々

にもぜひご参加いただきたいと思っています。

　オリンピック景気ももうすぐ終わると言わ

れています。また、消費税10％も来年10月に

始まる予定です。今後は景気が悪くなってい

くと予想されている今だからこそ、色々取り

組んでいるのにうまくいかないとお悩みの

方々は、ぜひご参加ください。」と、実行委

員長の田中氏は熱く語ってくれました。

●2018年度（第10回）経営戦略セミナー
◇日時：2019年 2 月16日（土）
　 9：30～17：00（受付 9：00）
　 終了後、簡単な懇親会（参加費別途）を
行います。

◇参加費：無料
　（新会員さんの入会年度から翌年度まで）
　※上記以外の方は4000円（テキスト代）
◇会場：神奈川中小企業センター13F会議室
　　　　横浜市中区尾上町 5－80
◇定員：20名（定員超の場合は抽選）
◇申込締切：　2019年 1 月21日（月）
◇ 参加対象：神奈川同友会会員経営者、会
員企業後継者、経営幹部、会員外（ゲスト）
（※但し、経営者・後継者の方に限る）
◇ お問い合わせ：TEL 045-222-3671 FAX 045-
222-3672

●2018年度（第11回）
　経営指針入門講座「礎」
◇日時：2019年 2 月 2 日（土）
　 9：30～17：00（受付 9：00）
　 終了後、簡単な懇親会（参加費別途）を
行います。

◇参加費：無料
　 受講予定の方には事前アンケートをお送
り致します

◇会場：神奈川中小企業センター13F会議室
　　　　横浜市中区尾上町 5－80
◇定員：20名（定員超の場合は抽選）
◇申込締切：　2019年 1 月21日（月）
◇ 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）（※但し、
経営者・後継者の方に限る）

◇ お問い合わせ：TEL 045-222-3671 FAX 045-
222-3672

672

〈取材・文／（有）マス・クリエイターズ　佐伯和恵〉

＊注：基調講演・分科会の内容は都合により
変更となる場合がございます。
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第30回記念　かながわ経営カンファレンス　神奈川県共催ァレンス　神奈川県共催

企業経営の未病改善と
企業変革支援プログラム
～自社点検で業績アップ～

2018年11月22日（木）
時間 14：30開会　
場所 新横浜グレイスホテル

 神奈川県共催特別報告
企業経営の未病改善とは何か？
～元気なうちに早めのアクションを！～

神奈川県知事

黒岩 祐治氏
　　　　　　　　（予定）

▶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。
▶ 11月15日（水）以降のキャンセルは
参加費の金額を申し受けますのでご
注意下さい。
▶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

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

【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

  第2
分科会

  第3
分科会

  第4
分科会

  第5
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：㈱Woomax　代表取締役
　　　　㈱アイネット　社外取締役　竹之内幸子氏

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

テーマ：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

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

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

　お申込み方法

ホームページでのお申込み 神奈川県中小企業家同友会のHPよりお申込ください。

https://kanagawa.doyu.jp/　▶ お 問 合 せ

スケジュール（予定）
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こんな持ち方はいかがですか。
　前回は、株式の様々な移し方でした。今回は持ち方の選択肢で
す。現経営者から、次の経営者に移すだけではなく、①従業員持
株会の活用、②持株会社の設立、③中小企業投資育成株式会社の
活用という方法もあります。それではこれらを順にみていきま
しょう。

①従業員持株会の活用
　従業員持株会を設立し、従業員持株会へ現経営者の株式を売却
する方法です。これによって、現経営者の相続財産が減るので相
続税対策となりますが、株は社内に留まります。また、社員が株
主になるので、会社経営への参加意識向上につながり、社員の財
産形成に一役かうこともできます。一方で、従業員持株会の規約
を作り、会員資格を定めるために従業員の同意を形成する必要が
出てきます。人によってはやはり、株よりも現金が欲しいという
人もいるでしょう。また、退職や死亡にともなう次の引受人を探
すことも必要になってきます。株の分散を防止するためには規約
上、従業員持株会が買い取ることを前提とすることが重要です。
また、現経営者の所有株式を移転する前に配当優先株式かつ議決
権制限株式にしておくこと、移転する株式数は株主総会の特別決
議に必要な持ち株数の 3 分の 2（66．67％）を維持できる数にと
どめることも大切です。

②持株会社の設立
　持株会社設立とは後継者が別会社を設立して、現経営者が持っ
ている株式を買い取る方式（子会社化）と現経営者が持株会社を
設立して、事業をする会社を間接所有とする方式があります。間
接所有方式は将来の株価上昇が見込まれる場合、相続税評価額を
下げることができますが、実際に事業を行わないオーナー親族が
株主となることが想定されるため、種類株式（次号解説）の活用
を検討する必要があります。また、後継者が別会社を設立する場
合（子会社化）は株式購入資金の準備や新法人運営の負担が生じ
ますが、現経営者の株式を換金することができるので、一部を相
続税の納税資金とすることができます。さらに、買い取りとなる
ため、相続財産から分離され、株式の分散の回避や遺留分減殺請
求（少なくともこれだけは権利として相続させてほしいと他の相
続人が主張すること）の問題が起こらなくなります。

③中小企業投資育成会社の活用
　中小企業投資育成会社とは「中小企業投資育成会社法」に基づ
き設立された「中小企業の自己資本の充実と健全な経済成長支援」
を目的とする公的な投資機関です。ここに第三者割当増資を実施
して株式を保有してもらいます。これによって、公的機関が株主
になるので、対外的な信用力が増加する他、原則、経営陣の経営
判断が尊重されることから、長期安定株主となり、社外株主の持
ち株比率が下がり、経営権が安定します。また、これは借り入れ
ではなく増資による資金調達のため、返済や担保提供の必要がな
く、自己資本が厚くなります。さらに、投資育成会社が新株を引
き受ける場合、独自の評価方法で計算した価額で第三者割当増資
が行われるため、原則の評価額（純資産価格等）よりも低い価格
で発行される場合は相続税評価額が引き下げられることにもなり
ます。一方で、現経営者所有の株式を直接譲渡することはできな
いため、新株発行が必要になります。また、投資育成会社に対し
て定時株主総会の開催前に決算内容の開示と説明が必要になるこ
と、継続的に安定的な配当を期待されることが留意点となります。

　前回と今回、 2回にわたって、現オーナーから次の経営者への
株式の移し方（前回）や株式の持ち方を変える方法（今回）をみ
てきましたが、いかがでしたでしょうか。次回は経営権の移転に
ついての最終回、この 2つどちらの方法においても活用が検討で
きる種類株式について考えてみたいと思います。

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。

株式の持ち方を変えると？

W R I T I N G

かながわ事業承継塾　第５回かながわ事業承継塾　第５回

従業員持ち株会
◇メリット
・オーナーの相続財産を減らすことができる。
・株式の社外流出の防止。
・社員のモチベーションＵＰ、財産形成。
◆デメリット
・ 従業員持ち株会の規約を作り、会員資格を定める際に従業員の
同意をとらなくてはならない。

・ 退職や死亡など、持ち株会の退会者が多数出た場合の次の引受
人探し（従業員持ち株会が買い取るようにするのがよい）。

©大井行政書士事務所

中小企業投資育成会社
◇メリット
・公的機関が株主となるため、対外的な信用力が向上する。
・ 長期安定株主となり、社外株主の持ち株比率が下がり、経営権
が安定する。
・増資による資金調達のため、自己資本が厚くなる。
・相続税評価額が引き下げられることもある。
◆デメリット
・新株発行が必要となる。
・定時株主総会の開催前に決算内容の開示と説明が必要になる。
・継続的に安定的な配当を期待される。

©大井行政書士事務所

持株会社：子会社化
◇メリット
・株式を換金できる。（納税資金準備ができる）
・株式の分散を防ぐことができる。
・遺留分減殺請求の問題が起きない。
・株価の評価額を引き下げられる可能性が高い。
　（純資産額方式の含み益37％控除の活用）
◆デメリット
・購入資金を準備しなくてはならない
・新法人運営のコストと負担

©大井行政書士事務所
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　去る 9月21日、小田原支部設立10周年記念

「おだわら経営カンファレンス」を開催しま

した。今回おだわら経営カンファレンスを実

現できたのは、小林支部長を始め、歴代の支

部長の熱い想いや小田原支部を盛り上げたい

という会員の熱意、神奈川県中小企業家同友

会の仲間、事務局の協力があったからだと思

います。

　講演には、NHKドラマ「マチ工場のオンナ」

のモデルとなったダイヤ精機株式会社の諏訪

貴子氏をお迎えし、「中小企業の人材育成、

社内改革」というテーマでお話をしていただ

きました。

　諏訪氏は、先代の突然のご逝去により専業

主婦から社長になりました。ところが、社長

になって初めて行った仕事は、何と社員のリ

ストラだったと言います。会社を守り、社員

の雇用を守りたいと思い断行したことでした

が、社員からは猛反発を受けることになりま

した。

　社長の一言で社員の人生が変わってしまう

責任の重さから、「社長にならなければ・・・」

と後悔もしました。しかし、会社を守りたい

という思いから、「 3 年の改革」と銘を打っ

た会社が存続するための改革を社員に宣言

し、社員とともに進めていくことになります。

　まず、 1年目は「意識改革の年」として社

員教育に力を入れ、挨拶などを徹底しました。

そして、先代の時からのトップダウン型から

ボトムアップ型の意見集約型の組織を目指し

お だ わ ら 経 営 フカ ァン レ ン ス
小田原支部設立10周年記念

「マチ工場のオンナ」諏訪貴子氏に
勇気とパワーをもらった！

ました。

　 2 年目は、「チャレンジの年」として、会

社にとって良いと思えること、新しいことに

積極的にチャレンジしました。その結果、自

社が顧客に選ばれている理由である「対応力

の高さ」を認識する良い機会になりました。

　 3年目は維持・継続・発展の年としました。

すでに 2年間で会社の基盤を作るために必要

な改革・改善は一通り終わっていたので、そ

れをどう継続するかが 3年目の課題となり、

作業の標準化をすることによって 3年間に渡

る改革が終了しました。

　その後は「中小企業は人材確保と人材育成

が大切」と考え、不景気な時に敢えて積極的

に採用活動を行っています。求職者から選ん

でもらえる会社づくりを目指し、社長の笑顔

の写真、社員の集合写真、社内の雰囲気をホー

ムページに載せるなど、見せ方を工夫し採用

につなげています。

　また、せっかく採用した社員が退職しない

ようにメンター制度や社長との交換日記を行

うなど、社員が持っている能力を伸ばせる環

境の整備にも力を入れています。

　今回の講演では、人材採用や人材育成に悩

まれている中小企業にとってすぐに実践でき

るヒントも多く、中小企業の強みを活かした

採用と人材育成を継続する勇気とパワーをも

らうことができたのではないでしょうか。小

田原までお越しいただきました皆様、本当に

ありがとうございました。

 〈文・小山社労士事務所　小山　暢宏〉
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テンプラス社労士・
行政事務所
　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）

最大50万円まで支給！勤務間インターバル導入コース
（交付申請の締切日　平成30年12月３日）

WR I T I N G

お金にまつわるお話

　今月は 7月号、 8月号に続く求人広告費等にかかった費用を支
給対象とする助成金の最後のコースをご紹介致します。
時間外労働等改善助成金（勤務間インターバル導入コース）
『勤務間インターバル』とは、勤務終了後、一定時間以上の「休
息期間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、
ワーク・ライフ・バランスを推進するものであります。
◆対象となる会社
以下のいずれかの会社が利用できます。
① 半数を超える所属労働者に勤務間インターバルを新規に導入す
る会社
② 既に休息時間数 9時間以上の勤務間インターバルを導入してい
るが、その対象労働者を事業場の労働者の半数を超える範囲に
拡大する会社
③ 既に休息時間数 9時間未満の勤務間インターバルを導入してい
るが、その対象労働者を事業場の労働者の半数を超える範囲と
して、休息時間を 2時間以上延長し 9時間以上とする会社
＊ 対象となる取組み例は、 7月号の「職場意識改善コース」と同
じです。
◆成果目標
　会社が事業実施計画において指定したすべての事業場におい
て、休息時間数が「 9 時間以上11時間未満」又は「11時間以上」
の勤務間インターバルを導入すること。
◆助成額
　以下の金額を上限額とし、取組みに要した助成対象経費の合計
額の補助率 3／ 4または 4／ 5が支給されます。

休息時間数（※） 「新規導入」に該当
する組織がある場合

「新規導入」に該当す
る取組みがなく、「適
用範囲の拡大」又は
「時間延長」に該当す
る取組がある場合

9時間以上11時間未満 40万円 20万円
11時間以上 50万円 25万円

　かながわJobwayについての費用は年間を通じてかかるため、
実施期間が長くとれる 4月頃に交付申請を行えば、助成金額が多
くなると考えられます（ただし、本助成金が来年以降も行われる
かどうかは、現時点では不明です）。
　また、あくまでも、成果目標は勤務間インターバルを導入する
ことであり、実際に人を雇うかどうかは成果目標になっておりま
せん。

　最近、パワハラ（パワーハラスメント）のニュースをよく目に

します。ニュースを観ながら、「あれはダメだよね？」「それくら

いいいんじゃない？」と意見を交わしている方も多いのではない

でしょうか。

　パワハラはダメだということは良く知られています。では、会

社でパワハラが起きると具体的にどんな問題があるのでしょうか。

　まずは、被害を受けた社員が心身を害してしまうということで

す。そしてそれが原因で、パワハラをした本人だけでなく、会社

にも損害賠償などの金銭的負担が生じます。この損害賠償には、

治療費や慰謝料、休職した場合の給与相当額も含まれます。内容

によっては、社員が刑事責任を問われる場合もあります。

　それ以外にも、社員が退職に至ることや、他の社員にも影響し

て職場の雰囲気が悪化することもあります。レピュテーションリ

スク（会社の評判・信用の低下）の問題もあります。

　もちろん、会社にとって重要なのは、このようなハラスメント

のトラブルが起きないように「予防」することです。

　でも、もし社内でパワハラが起きてしまったとしたら、どのよ

うに対処すれば良いでしょうか。

　パワハラに限らず、ハラスメントの問題が判明するのは、被害

を受けた側の社員からの申告がほとんどです。

　申告を受けたら、まずは、社員双方から、事実関係を確認しま

しょう。どのような被害か、その行為の内容や程度、頻度などを

確認する必要があります。また当事者の言い分が食い違う場合に

は、当事者以外の社員からも事実を聴き取る必要があります。

　そして、パワハラにあたるかを判断します（この判断が難しい

のですが）。

　パワハラにあたるか、あたらなくても問題があると判断した場

合には、会社からパワハラをした社員へ指導、注意をし、謝罪を

促すこと、場合によっては、懲戒処分や人事異動などの対応をす

ることになります。いずれにしても、早期の対応が被害拡大を防

ぐことつながります。

パワハラが起きてしまったら…

＋
プラス

ONE 法律ミニ知識六

＋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▶ LM総合法律事務所
　弁護士　國澤絵里

W R I T I N G
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11月 9 日（金）午後 2時30分から
場所：日土地山下ビル 2 F会議室
テーマ：顧客開拓できてる？
　　　　営業苦手な経営者集まれ！営業力バリバリ強化研修
報告者：ファシリテーター：
　　　　㈱T＆S　代表取締役　坂巻健一郎氏
参加費：500円（懇親会別途）

横浜港支部／関内エリア例会 申込みはコチラ
▼

第 3回　11月15日（木）18：30～20：30
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
講師：花田憲司氏
【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 9 F（902室）（横浜市医師会）
【参加費】2，000円（懇親会別途）

広報委員会 申込みはコチラ
▼

11月12日（月）午後 7時00分から
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。
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）
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
▼

11月 5 日（月）午後 1時～ 8時（予定）
エイベックス㈱・見学訪問例会
【企業概要】http://www.avex-inc.co.jp
創立：1949年、資本金：1，000万円、社員数：400名、年商：
67．7億円、事業内容：自動車関連部品、建設機械部品の製造
【スケジュール】（予定です。変更可能性あり）
●集合　JR線「名古屋駅」午後 1時に集合（時間厳守）
※「名古屋駅」から「多度工場」まではシャトルバスでの移動を検討しています。
●見学先　エイベックス㈱多度工場（代表取締役会長　加藤明彦氏）
※三重県桑名市多度町下野代字谷3503－30（TEL0594－49－3025）
●会　費　無料（懇親会費は実費）
※原則、現地集合・現地解散を予定しております。
※交通費・懇親会費等は実費負担でお願い致します。

経営労働委員会主催 申込みはコチラ
▼

（横浜支部みらい委員会主催／県組織委員会協賛）

11月 3 日（土・祝）7時40分～（スタート：8時00分）
場所：レイク相模カントリークラブ　〒409－0111
　　　山梨県上野原市棡原5000　TEL：0554－67－2221
組数：14組56名まで（先着順）
費用：① プレー代：約23，000円（昼食代（飲物含まず）＋パーティー料理

4品（ソフトドリンク分込）込）キャディー付（アルコールは自己負担）
　　　②会費：3，000円

会員親睦秋の大ゴルフコンペ 申込みはコチラ
▼

11月26日（月）午後 6時30分から
場所：おだわら市民交流センターUMECO
会費：無料
同友会と私：㈲杉本園芸　代表取締役　杉本　聡氏

小田原支部
同友会を知る為のオリエンテーション

申込みはコチラ
▼

11月28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：㈱オマージュ　代表取締役　齊藤健司氏

同友会を知る為のオリエンテーション 申込みはコチラ
▼

11月15日（木）午後 6時00分から
場所：川崎グランドボウル（044－244－2281）
テーマ：ボーリング大会
懇親会場：天龍　本館
参加費： 1人　5，500円（懇親会のみ）
　　　： 1人　2，500円（ボーリングのみ）
募集人員： 40人同友会川崎支部会員、他支部会員会員の社員さん

も参加OK！

川崎支部WAIGAYA会 申込みはコチラ
▼

11月13日（火）午後 6時30分から
場所：プロミティふちのべ
テーマ：明日から出来る防犯
　　　　～住んでいる街の現状から学ぶ！？～
報告者：相模原警察署職員
参加費：無料（懇親会別途）

相模原支部特別セミナー 申込みはコチラ
▼

11月30日（金）午後 3時～ 8時30分
工場見学会
見学先：㈲新玉製作所、㈲川田製作所
参加費：無料（懇親会別途）

ものづくり広場 申込みはコチラ
▼

11月 9 日（金）午後 6時30分～午後 8時30分
場所：横浜市健康福祉総合センター（904会議室）
テーマ：企業経営に活かす！
　　　　景況調査とKDレポート学習会
コーディネーター：
　　　　（行）横浜総合行政書士事務所　所長　藤森純一氏
報告者：㈱スタックス　代表取締役　星野妃世子氏
報告者：みらいFP研究所　代表　齋藤英夫氏
報告者：㈱エイチ・エス・エー　代表取締役　田中　勉氏
報告者：㈱総合環境分析　代表取締役　石渡　裕氏
会費：無料（懇親会別途）

政策委員会：良い経営環境をつくる学習会 申込みはコチラ
▼

11月17日（土）午前11時00分から
場所：みどりスタジオ（たま田園支部会員）
テーマ：新会員歓迎会
参加費：5，000円

たま田園支部 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
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報 告 □□□ は報告は申し込み□□□

※スマホ未対応です

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）

第 8期経営基礎講座 申込みはコチラ
▼

　④主催：神奈川県中小企業家同友会
　⑤参加費：スポット参加のみ　3,000円
　　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

9 月19日（水）午後 6時15分から
場所：HOTEL PLUMM　横浜
テーマ：何処でも起こる！想定外の危機・難題
　　　　～今まさに苦闘する経営者が挑む○つのピンチ脱出作戦～
報告者：㈱アートプロジェクト　代表取締役　中村暢宏氏

9 月20日（木）午後 6時30分から
場所：ミューザ川崎シンフォニーホール
テーマ：あわわわ！　会社が大ピンチ！
　　　　さぁ、あなたならどうする？
　　　　～ママさん経営者の奮闘日記～
報告者：㈱アワフル　代表取締役　緒方和美氏

9 月26日（水）午後 6時30分から
場所：ソレイユさがみ（セミナールーム 1）
テーマ：ワンピース経営2018
　　　　～気づけば人が生かされる経営～
報告者：鳴海禎造氏　glafi t㈱　代表取締役
　　　　　　　　　　㈱FINETRADING JAPAN　代表取締役

9 月18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： テーマ：みんなにも役立つ経営上のわたしの気付き
　　　　～障がい者と共に働いて気付いたこと、学んだこと～
報告者：一般社団法人AOH　代表理事　伊藤紀幸氏

9 月19日（水）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：俺の生き方語ります！！
　　　　～皆さんは何の為に経営をしていますか？～
報告者：㈱ソアー　代表取締役　中島賢太氏

9 月14日（金）午後 6時30分から
場所：高津市民館
テーマ：自社PR交流会

横浜支部＆横浜港支部例会

川崎支部 相模原支部
（東京同友会町田支部・八王子支部合同）

湘南支部＆ダイバーシティ委員会
合同例会

県央支部

たま田園支部

報告はコチラ
▼

報告はコチラ
▼

おだわら経営カンファレンス

9 月21日（金）午後 6時00分から
場所：小田原市民交流センターUMECO
テーマ：「中小企業の人材育成、社内改革」
講師：ダイヤ精機株式会社　代表取締役　諏訪貴子氏

小田原支部 報告はコチラ
▼

報告はコチラ
▼

報告はコチラ
▼

9 月28日（金）午後 6時30分から
場所：横須賀市立勤労福祉会館（ヴェルクよこすか）
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　取締役副社長　川田俊介氏

県南支部 報告はコチラ
▼

報告はコチラ
▼
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　ご存知ですか？　e-doyuのスケジュールは、
Googleカレンダーと連携できます（カレンダー追
加で設定）。そして今月、e-doyuはスマホ対応され
ました。例会の参加登録をe-doyuでポチッとして
おくと、仕事のスケジュールと一緒に確認できて便
利ですよ。ぜひお試し下さい！
 有限会社明和企画　野垣博文

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
〒231-0015　横浜市中区尾上町5-71 横浜シテイタワー馬車道1F
TEL 045-263-9712　http://yebisu-dining.com

株式会社えびす屋ダイニング　代表取締役　梅田　英樹さん（横浜港支部）

〈訪問取材　本田社会保険労務士事務所　本田新市〉

JR関内駅北口から徒歩で2分の「YEBISU DINING」は、創業2014年と新しく外観も内
装もおしゃれな飲食店です。お店の目玉商品は、5種類のエビスビールと和牛肉の鉄
板焼きや和牛のたたきなどの肉料理ですが、特に富士山盛りの鉄板焼きは目でも楽し
める逸品です。お店の営業時間は11時30分～0時00分まで年中無休なので、いつ行っ
ても心配ありません。ただ仕事が忙しく同友会の行事に参加できないのが残念とのこ
と。それにもかかわらず同友会の会員の皆さんがお店を利用しくれるので感謝してい
るとのことでした。お店をやっていて一番嬉しいことは、お客様から「ありがとう」
といわれること。それはいつも笑顔あふれる社長の人柄によるものと思われます。

会社名 会員名 社内役職 所属支部 入会日 事業概要 紹介者

㈱エムアイストーリー 坂本　ひろみ 代表取締役 横浜　
中央地区会 2018年 9 月 5 日 ハンモックピローの製造・販売、その他

製品企画及び提案 渡辺　学

フジクス㈱ 竹之内　英 代表取締役 横浜　
中央地区会 2018年 9 月19日 ウォータージェットを利用した建築物メ

ンテナンス 堀江裕明

かおりのバイリンガル
秘書代行サービス 細田　香央里 代表 横浜　

北地区会 2018年 9 月11日 事務代行サービス 北尾一郎

offi  ce　kotegawa 古手川　大士 代表 たま田園 2018年 9 月11日 店舗内装、住宅リフォーム 佐藤慎治

㈲ラナイ 府川　義光 代表取締役 湘南 2018年 9 月13日 ペットフード製造卸売業、モンゴルに馬
肉専門ペットフード工場所有 深澤正司

㈲金沢ケア・サービス 石河　幾久雄 代表取締役 県南 2018年 9 月14日 訪問介護 北尾一郎
海老名エフエム放送㈱ 天野　哲也 局長 県央 2018年 9 月18日 コミュニティラジオ放送、イベント関連、その他 荒井昭貴
㈲大槻鈑金工業所 大槻　実 代表取締役 相模原 2018年 9 月13日 精密板金、試作板金、製缶など 酒巻、中村
2018年10月 1 日現在会員数：784名（全国会員数：46,340名）

会員Information
～会員皆様からの情報をお待ちしております～

会社名変更 　新：テンプラス社労士・行政書士事務所　代表　鈴﨑治男（たま田園支部）
　　　　　　　旧：ＣＩサポート行政書士事務所　代表　鈴﨑治男

申し込みはコチラ
▼

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




