


 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 先負 ６ 仏滅 ７ 大安
合同入社式
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

正副代表理事会
県央支部幹事会

経営指針作成部会①
広報委員会

新入社員研修会

横浜支部幹
事会
横浜みなと
支部幹事会

８ 赤口 ９ 先勝 10 友引 11 先負 12 仏滅 13 大安 14 赤口
小田原支部幹事会
女性部会幹事会

関東学院大学講義① 理事会 経営指針作成部会②
経営基礎講座①

ダイバーシティ委員会

15 先勝 16 友引 17 先負 18 仏滅 19 大安 20 赤口 21 先勝
関東学院大学講義① 経営指針作成部会③

経営基礎講座②
総務委員会
川崎支部WAIGAYA会 

たま田園支部例会 

22 友引 23 先負 24 仏滅 25 大安 26 赤口 27 先勝 28 友引
関東学院大学講義②
組織委員会
同友会を知る為のオリ
エンテーション 

第56回定時総会
共同求人WG会議

経営指針作成部会④
経営基礎講座③

かながわ女性NWセミ
ナー

29 先負 30 仏滅
昭和の日 国民の休日

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
１ 先勝 ２ 友引 ３ 先負
政策委員会＆学習会
広報委員会

４ 仏滅 ５ 大安 ６ 赤口 ７ 友引 ８ 先負 ９ 仏滅 10 大安
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

正副代表理事会
横浜支部幹事会
横浜みなと支部幹事会
かながわJobway

幹部社員研修会

11 赤口 12 先勝 13 友引 14 先負 15 仏滅 16 大安 17 赤口
横浜支部中央地区地活
性交流会
小田原支部幹事会
かながわ女性NW幹事会
県南共育塾

若者と企業の交流会 理事会
入会式
横浜みなと支部健康ネ
ットワークセミナー

小田原支部例会 
相模原支部例会 
総務委員会

たま田園支部例会 
青年部会

18 先勝 19 友引 20 先負 21 仏滅 22 大安 23 赤口 24 先勝
川崎支部例会 県央支部例会 

ビジックスワールド出
店概要説明会

湘南支部例会 
横浜・みなと支部合同
例会 

春分の日 県南支部例会 経営指針事
前研修会

25 友引 26 先負 27 仏滅 28 大安 29 赤口 30 先勝 31 友引
人を生かす経営例会
共同求人総括会議・参
加社会議
人を生かす経営協議会

同友会を知る為のオリ
エンテーション 
組織委員会

 

４月

３月

S C H E D U L E
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景況調査は
まず図表から

　同友会が実施する景況調査は経営者が回答

するものとして、時代に合わせて創造的で行

動に繋がるもの（クリエイティブでアクティ

ブ）でなければならないと考えています。経

営する上で、情報は重要です。景況調査もそ

のひとつとして考えてほしいのです。この情

報から創造し行動に繋げていくことが、同友

会が実施する景況調査の目的ともいえます。

　景況調査には数字が沢山出てきます。解説

から読み始めると自社との関わりはほとんど

ないと思うかもしれませんが、実は違います。

まず図表からみてください。

特 集

活用しよう活用しよう！！
景況調査景況調査

ついつい自社とは関係ないだろう、なんて思っているあなた、もったいない！
景況調査は自社のビジネスに直接繋がる情報満載です。
政策委員会で景況調査の実施に携わっている藤森純一氏に、
景況調査の目的や活用法について、お話を伺いました。

政策委員会　藤森　純一氏
行政書士・八洲学園大学准教授

●行政書士法人横浜総合行政書士事務所
　神奈川県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
　http://www.ysj.jp/

景況調査
 景気の現況や先行きについて企業の意識
を調べるもの、都道府県、業界団体、中
小企業庁など様々な組織で定期的に実施
されています。
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予測するだけではなく、未来を描くための情

報だと思ってください。

　では、全体の数字やグラフの出てない部分

は、どのように見ていくと良いのでしょう

か？それは、表題や見出しを追うことです。

4．　現在の経営上の問題点・重点
　現在の経営上の問題点をみていく。これは各企業上位 3 つまでを選び回答したものである。
1番高い割合を示したのが、「従業員不足」の19．6％で、次いで「人件費の増加」の13．6％、「同
業者相互の価格競争の激化」の11．0％、となっている。人材に関する項目は、常態化している
ことがわかる。
　経営上の重点では各企業上位 3つまでを選んで回答したものである。まず、現在実施中の力点では、多い順に、「新規受注（顧客）
の確保」→19．8％、「付加価値の増大」→17．1％「人材確保」→13．2％、となっている。上位に挙がっている項目は、事業運営上、
特に重要なポジションであることがわかる。

　例えばこの図表、売上高と記載があります。

建設業は次期見通しが凄く高いのはなぜか、

消費増税前の駆け込み需要なのか？それとも

オリンピックがあるから？様々な予測が出来

ます。このように想像してみる、それがクリ

エイティブ、創造性です。

　景況調査の目的のひとつはこのように活用

することです。建設業が伸びる、売り上げ上

がる、お金が余る、ということはここが良い

マーケットになります。それが分かれば、根

拠を持ってアクションできる。その業種に向

けて行動を起こすことができます。ではサー

ビス業はどうだろう？と考えるきっかけ作

り、その原因を考える。景況調査は、未来を

　例えば、「経営上の問題点・重点」を見て

いくと、従業員不足、人件費の増加、同業者

相互の価格競争の激化、となっています。す

るとここが商売のネタになる、ということが

想像できます。また、今期と前期と比較し変

わっているか、変わっていないか、前年同時

期ではどうか、時系列で観て、例えば従業員

不足がずっと続いているのであれば、そこに

対するサービスを提供することが考えられま

す。士業の方々にとっては提案のネタになる

可能性もあります。商売は不安や不満がチャ

ンス、人材不足という状況から、システム開

発会社ならアウトソーシングの提案ができる

1．　売上高・経常利益・経常利益の水準・業況水準・業況判断

1－1．　売上高

次期は、人が問題と考えて

いるようだ。だったら、ダイバ

シティ雇用を提案できるかな。

もしくは、IT導入で工数削除

の提案も良いかも。

図表 1　売上高ＤＩ値

2018年 7 ～ 9 期KDレポートより抜粋

2018年 7 ～ 9 期KDレポートより抜粋

次期の見通しは、建設業と

製造業が良いと考えている。どう

して？消費税増税前の駆け込み需要

やオリンピック需要を

期待しているのか、それ

とも別に何かあるのか？
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いと思います。社員数十人の企業ばかりが参

加する調査ではなく、より精度の高いデータ

にするために、多くの会員が参加してほしい

と考えています。

　収集したデータをもとに、神奈川の状況は

こうです、こういうことを考えています、と

行政に提言をしていくことが可能になりま

す。景況調査は、行政を動かしてルールづく

りや政策づくりのきっかけとなりえるもので

もあります。

　つまり、景況調査は、社会を読み、人を読

み、「気が付いていない課題」に気づき、「未

来はこうなったらいいな」と描くための情報

の一つになるわけです。

今を知るための質問
　毎回同じ質問と、タイムリーな話題との二

種類の設問を作っています。今回で言えば、

タイムリーな話題は経営継承計画と防災です

が、もう少し細かく質問手法などを検討して

いく必要があると考えています。今後様々な

人から意見を出してもらい、調査内容を作っ

ていきたいと思います。例えば、防災の項目

は50名以上の企業を基準に質問を考えていま

すが、地域防災の必要性が高まっている中、

ひとり社長や個人事業主の方々は、地域の防

災で役割を担って動いていることもありま

す。そのような方々の状況が調査に反映され

ていないかもしれません。そのためにも、様々

な立場の方が政策委員会に参加してほしいと

考えています。

次の景況調査は
3月から

　次回景況調査は 3月から 4月の例会で配布

する予定です。e-doyuやファックスでの提

出もできますが、例会では 5分程度で書いて

ほしい。なぜなら感覚的に答えてほしいから

です。色々考え配慮して書くのではなく、感

覚値を知ることが景況調査です。現在の回答

率は20％、正直さびしい。データの正確性を

目指す意味からも、もっと多くの会社、経営

者に参加してほしいと考えています。是非次

回は参加してください。

政策委員会は
行政との架け橋

　政策委員会というと、何をやっているか分

かりにくいとも云われます。基本は、会員の

皆さんが悩んでいるその声を聴き、それを行

政に訴えかけたり、同友会内で反映させるこ

とを考える委員会です。県や市の条例策定時

に関与したこともあります。例えば昨年、神

奈川県が発表した未病チェックシート。これ

はまさに同友会から、私たち政策委員会と神

奈川県の密接な繋がりがきっかけとなってい

ます。

　政策委員会が景況調査のデータをもとに、

様々な部会と繋がり行政に向けても働きかけ

ていく。その結果として、経営環境が良くな

る。景況調査はその手段と考えています。

かもしれません。そういう発想を導き出すこ

とがクリエイティブ、そのきっかけづくりと

しての景況調査です。もちろん、商売のため

だけではないのですが。

図表と数字から
社会を読む、人を読む

　図表と数字から何が見えてくるか、それは

社会を読むことに繋がります。数字を読んで、

社会を読んで、人を読む、例えば建設業の人

はどのように考えているのか…、これが景況

調査の大きな意味のひとつだと考えます。

　経営者にとって、今現在の情報、今起きて

いること、を知ることはとても大切です。そ

れも個人ではなく集団、組織、社会の情報と

して見ることができる、それが景況調査です。

　そして、社会を読み、人を読むことで、「こ

ういった未来だったらいいな」と描くことが

何よりも大事かと思います。

景況調査は情報の宝庫
　同友会の景況調査では、課題解決したい企

業に対し、提供できるものを持っている企業

も存在します。景況調査から他の業種では対

応策があるらしい、と想定できれば、人材不

足を解決した業界・企業の話を例会で聞くこ

とができます。それによってこういう実践方

法があるんだ、と気付くことができます。

　その意味では例会を企画する時のネタにも

なります。例会に参加する側、例会を企画す

る側にとっても大事な情報源となりえます。

数字は素材、クリエイティブでアクティブに

するための材料として活用してほしいのです。

　起きてる事象をまず捉える、ことが大事で

す。なぜならば、経営者にとっては売り上げ

をあげる、経営していく、ことが重要だから

です。起きている事象を捉え今後の展開を考

える、他社も同じ課題を持っているというこ

とを知る、解決策を持っている人がいるかも

しれない、これが同友会の実施する景況調査

です。

　神奈川県で独自に行っている理由のひとつ

は、同友会の会員同士で課題解決していくた

めの情報として活用するためですが、他県で

も他の組織でも調査しています。それらと比

較することも良いと思います。他の市では県

では、他の業界ではこのように思っている、

こうなっている、そこから経営者が仮説を立

て創造し行動できます。

　特に、同友会会員の約43％を占めるひとり

社長や起業したての人に参加していただきた
〈取材・文：縁’s Project　疋田奈緒美／写真：（有）明和企画　野垣博文〉
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　昨年度、私たちは、①経営指針の浸透、②人を生かす経
営の推進、③会員増強、④地域貢献、⑤改革、の方針を掲
げて同友会運動を進めて参りました。
　全県例会・第56回定時総会では、明治大学の藤岡資正先
生をお招きして、今後の未来を見据えた中小企業経営の舵
取りについて皆様とともに考えていきたいと思います。
　ご多用のところと存じますが、ご出席賜りますようご案
内申し上げます。

【特別報告】
テーマ：「社会・経済・技術の転換期における中小企業経営」
　　　　～第 4次産業革命による社会経済に及ぼす影響～
講師：明治大学　グローバル・ビジネス研究科　
　　　専任准教授　藤岡資正氏

全県例会・第56回定時総会のご案内

※写真は昨年の様子

●日時　2019年4月24日（水）
　※受付開始　午後 2時30分から
　①第 1部総会議事（午後 3時00分～ 4時00分）
　②第 2部特別報告＆参加者同士の交流
　③第 3部懇親会（午後 7時20分～ 8時30分）

●会場　ワークピア横浜
●参加費　6，000円
※懇親会込みの参加費となります。
※ 4 月22日（月）以降のキャンセルは、参加費を
　全額ご負担いただきますのでご了承ください。

　申込締切　　最終締切　 4月22日（月）

　お問合せ先　　神奈川県中小企業家同友会事務局まで

TEL 045－222－3671　FAX 045－222－3672

お申し込みは
e.doyu・ホームページ・FAXで
FAX番号　045－222－3672

合同入社式のご案内 新入社員研修会のご案内
　新年を迎え、今年も新入社員の入社時期となりました。各社
に置かれましても、受け入れに余念がないことと存じます。さ
てこの程同友会では下記の要領で2019年度合同入社式を開催す
ることになりました。運営面では行き届かない面もあるかと思
いますが、新入社員をお迎えする気持ちは負けない所存です。
この式はたくさんの仲間と共に、社会人としての決意をする場
でもございますので、ぜひご参加をご検討くださるようお願い
申しあげます。また会員及び経営幹部の方もぜひ参加されて新
入社員のあらたな門出を一緒に祝いたいと思いますので積極的
なご参加をお待ちしております。

日　時　 4月 1日（月）午後 2時30分～
会　場　かながわ労働プラザ（Lプラザ） 3 Fホール　
　　　　JR石川町駅下車　徒歩 5分
対　象　2019年度新入社員の方、2018年度中途採用者
　　　　※ 付き添いとして会員、幹部社員のご参加も歓迎です
定　員　 100名（定員になり次第締め切り

とさせていただきます）
参加費　 1 名　4，000円
　　　　（会場費・記念品代を含む）
　　　　※ お付き添いの方は無料です。
　　　　※ 当日欠席は全額。前日欠席は半

額頂きます。

　今回の研修会の目的は、新入社員の方々の、社会人としての
不安を少しでも取りのぞけるように開催いたします。具体的に
「働くとはどういうことか」「社会人としてのマナー」について
学び、異業種で交流し合い「同期」を作っていただく場を提供
したいと考えております。
　この研修会は 4月 1日の合同入社式と会わせて検討して頂き、
ご参加くださるようお願い申し上げます。（研修会だけの参加も
大歓迎です。）

日　時　 4月 4日（木）から 5日（金）【 2日間】
両　日　午前10時00分開会【受付 9：45】
会　場　神奈川中小企業センター（13Ｆ）
対　象　新入社員もしくは社会人 1年目の方
　　　　※2018年度中途採用者（若手）の方も大歓迎です
定　員　80名
　　　　（定員になり次第締切とさせていただきます）
参加費　 1名15，000円
　　　　（講師料、昼食代、資料代、同期会費を含む）
　　　　参加費は当日受付にて頂きます
　　　　 ※当日のキャンセルは全額をお申し受けいたします
締　切　定員になり次第、もしくは 3月28日

両方合わせてのご参加を検討頂きければ幸いです。【それぞれだけでも大歓迎です。】詳しい詳細は後日お知らせいたします。
お問合せは神奈川同友会事務局までご連絡下さい。TEL：045－222－3671

ご 案 内
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　中小企業の経営者の事業承継では個人の相続との調整も必須項
目です。特に気を付けたいポイントは以下の 3つです。

① 遺留分（相続人が最低限相続できる財産）の侵害と
　遺産分割資金の準備
②マイナスの財産
③納税資金準備

順に見てみましょう。
①遺留分の侵害と遺産分割資金の準備
　通常、除外されている場合をのぞいて、相続人には少なくとも
最低限相続できる財産を主張する権利があります。家族の誰かだ
けが事業を引き継ぐ場合や会社の不動産が社長個人名義になって
いる場合に他の相続人の遺留分を侵害してしまうケースが発生し
やすくなります。経営に関係ない個人の財産の分配で解決できれ
ばいいのですが、もし、ダメな場合対策が必要です。避けたいの
は不動産の共有です。経営に関わらない相続人との共有にして賃
借料を払うケース等もありますが、何らかのきっかけで賃料の大
幅な引き上げや持ち分を他の人へ譲渡されたり、相続が重なるこ
とによって所有者がどんどん増えたりとトラブルの原因になるか
らです。株式であれば種類株式の活用も選択肢となりますが、解
決策としては遺留分を侵害される人に侵害する人が代わりの財産
を渡すことが一般的です。（代償分割）
②マイナスの財産の存在
　プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も相続されるとい
うことも要注意です。経営者は会社の負債に個人保証を付けてい
る場合もあります。その際、経営に全く関係のない家族にマイナ
スの財産が相続されてしまいます。他の財産の総額と比べてもな
お、マイナスの方が大きければ相続放棄という選択肢もあります。
しかし、そうするとその他の財産も一切相続できなくなってしま
うため、その後の家族の生活を脅かすことにもなりかねません。
③納税資金の準備
　会社の不動産が個人所有であったり、会社の経営が順調なほど
株価は上がり、財産額も増える為、納税資金が気になるところで
す。また、経営者が会社に貸付をしている場合もあるのではない
でしょうか。この際は、もしもの時には経営者は会社に貸し付け
ていた債務を放棄する旨の一筆があると個人の総財産を若干圧縮
することができます。この点、相続対策にはなりますが、会社の
法人経理は別途処理が必要となります。
　尚、現在は事業用財産の相続については各種特例があり、評価
減や納税猶予・免除を受けることができます。ただし、これらに
はきちんと遺産分割が相続発生から10カ月以内に終了しているこ
と、事前に申請書を作り認定を受けていることなど要件がありま
す。これらを活用するためには事前の財産の把握と事業承継計画
が不可欠となってきます。

生命保険という解決手段
　個人の相続で気を付けたい 3つのポイントをみてきましたが、
この全ての解決手段として活用できるのが、生命保険であること
をご存じですか。①遺留分を侵害してしまう場合は、侵害する人
がされる人に別の財産を渡す（代償分割）ことが解決手段となり
ますが（前述）、この際に渡す別の財産に生命保険をあてること

ができます。ただし、気を付けたいのは受取人です。経営者の生
命保険の受取人は遺留分を侵害されるひとではなく、侵害する人
にしましょう。そして、侵害する人が保険金を受け取り、それを
代償分割資金として、侵害される人に渡すのです。
　また、②マイナスの財産が多い場合でも生命保険が活用できま
す。負債の返済にあてることはもちろんですが、生命保険は相続
を放棄しても受け取れます。つまり、相続放棄をすると他の個人
の財産は相続することができなくなりますが、その後の残された
家族は生命保険で生活の保障を得ることができます。
　生命保険が③納税資金に役立つことは言うまでもないでしょ
う。ただし、ここでも気を付けたいのは受取人です。配偶者を受
取人にしているケースがよく見受けられますが、納税資金準備と
するならば納税義務者＝次の経営者を受取人にしておくことです。

　以上、 1年を通して 8回にわたって事業承継を横断的にみてき
ましたが、いかがでしたでしょうか。最後にポイントをもう一度
確認しておきたいと思います。

• 全体像を把握することによって、何が問題か、どの対策がひつ
ようかを把握する。
• 3種の承継のうち、どの対策を講じているかを見失わない。
•感情（気持ち）と勘定（お金）の両視点から検討する。
•経営者は年齢に関わらず、遺言を作成すべきである。
　事業承継は100社あれば100通りの事業承継となります。また、
一朝一夕でできるものでもありません。まずは、身近な専門家に
相談してみることから始めてみてください。
　事業承継ブームで巷には色々な情報があふれています。迷子に
ならずに対策ができるように 3本の矢と 2つのバランスのシート
をご活用いただけると幸いです。皆様の会社がスムーズに継続さ
れていくことを心から願っております。 1年間ありがとうござい
ました。

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。

事業承継で盲点になりやすい経営者の個人の相続
個人の相続で気を付けたい３つのポイント

W R I T I N G

かながわ事業承継塾　第８回〔最終回〕かながわ事業承継塾　第８回〔最終回〕

単独 or 共同親族
決まっている決まっている

経営者の承継経営者の承継

経営権の承継経営権の承継

資産の承継資産の承継

感 情感 情 勘 定勘 定

社内 or社外売却
（MBO・M&A)

いないいない

いつからいつから

社内 or社外他人
（所有と経営の分離）決まっていない決まっていない

場所場所

贈与
遺言

後継者による買取

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

事業用不動産等の承継事業用不動産等の承継
会社への貸付金会社への貸付金
連帯保証債務連帯保証債務

相続・贈与・買取相続・贈与・買取
相続放棄相続放棄

撤退 or 倒産廃業

社内or社外

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

後
継
者
の
決
定

後
継
者
の
決
定

後
継
者
の
育
成

後
継
者
の
育
成
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3 月20日（水）午後 6時15分から
テーマ：ホテル再生ストーリーで気付く経営の本質
　　　　 ～倒産会社で起こる多種多様な出来事は全

てが経営の本質に関わる事です～
報告者：八坂事務所　代表　八坂　豊氏
場所：HOTEL PLUMM 横浜
参加費：無料（懇親会別途）

3 月14日（木）午後 6時30分から
テーマ　自社の現状と課題を語る！
報告者：㈲新玉製作所　代表取締役　田中邦岳氏
　　　　泰東興業㈱　代表取締役　小澤三有氏
　　　　ヤブタ塗料㈱　代表取締役　薮田直秀氏
場所：おだわら市民交流センターUMECO
会費：無料（懇親会別途）

3 月27日（水）午後 6時00分から
テーマ：一人ひとりが主役になれる会社づくり
　　　　～人を生かす経営の取組みによる実践報告～
報告者：㈱ワイズ・インフィニティ　代表取締役　山下奈々子氏
会場：ホテルキャメロットジャパン
会費：無料（但し懇親会は別途費用【5，000円程度】あり）
主催： （神奈川同友会）経営労働委員会　共同求人委員会　社員

教育委員会　ダイバーシティ委員

3 月28日（木）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：㈱Rコンサル　代表取締役　田中久和氏

3 月11日（月）午後 6時00分から
テーマ：新会員さんとの交流会及び新会員自社PR
会場：横浜市健康福祉総合センター
会費：無料（但し懇親会は別途）

3 月13日（水）午後 2時00分～午後 4時00分
テーマ：「会社の業績が上がるひみつ」
　　　　 あなたは明日から入院！あっ…会社はどう

なる？今、新たな経営戦略とは？社労士と身体ケア関連
企業

報告者：㈱コモド　代表取締役　林　由美子氏
報告者：小栁人事労務サポート　代表　小栁里恵子氏
会場：Cafe Leaf〈横浜橋〉
会費：無料（但しワンドリンク要注文）

3 月15日（金）午後 6時30分
テーマ：業績絶好調のはずが…
　　　　笛吹けども「社員は」踊らず
　　　　～「共に育つ」を学びなおし、実践する～
報告者：㈱アルファメディア　代表取締役　小湊宏之氏　
場所：ユニオンビル
参加費：無料（懇親会別途）

横浜支部・横浜みなと支部 小田原支部

人を生かす経営協議会合同例会
経営労働・共同求人・社員教育・ダイバーシティ

同友会を知る為のオリエンテーション

横浜支部中央地区活性交流会

横浜みなと支部健康ネットワークセミナー

たま田園支部

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
▼

3 月18日（月）午後 6時30分から
テーマ： 100億円企業を目指す青年経営者の野望
　　　　～製造業コンビニの若手社長が語る10年ビジョン～
報告者：㈱Ｍ.Ｈ.Ｍ　代表取締役　平井達矢氏
場所：川崎市産業振興会館（第 3研修室A・B室合併）
参加費：無料（懇親会別途）

川崎支部 申込みはコチラ
▼

3 月19日（火）午後 6時30分から
テーマ：（仮）経営実践報告
報告者：㈲ガレージカーポイント
　　　　代表取締役　小林和彦氏
場所：海老名商工会館（ホール）
参加費：無料（懇親会別途）

県央支部 申込みはコチラ
▼

3 月20日（水）午後 6時30分から
テーマ：赤原製作所のヒ・ミ・ツ？教えます！
　　　　～中小企業の生き残る為の術とは～
報告者：㈱赤原製作所　代表取締役　赤原宗一郎氏
場所：藤沢商工会館ミナパーク
参加費：無料（懇親会別途）

湘南支部 申込みはコチラ
▼

3 月22日（金）午後 6時30分から
テーマ：（仮）中小企業の強みを生かしたネットワークづくり
報告者：㈱スタックス　社長　星野妃世子氏
場所：横須賀市産業交流プラザ
参加費：無料（懇親会別途）

県南支部 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

【その他のセミナー】

3 月14日（木）午後 6時30分から
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
場所：プロミティふちのべ
参加費：無料（懇親会別途）

相模原支部 申込みはコチラ
▼

3 月 1 日（金）午後 6時30分～午後 8時
学習会テーマ：「企業経営に活かす！
　　　　　　　中小企業政策と政策提言について」
講師：中小企業家同友会全国協議会　瓜田　靖氏（中同協政策局長）
会場：横浜市社会福祉協議会
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
▼
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□□□ は報告は申し込み□□□

※スマホ未対応です

報 告

1 月23日（水）午後 6時15分から
テーマ：誰でもできる幸せ経営
　　　　～人生の迷いがなくなる 3つの秘訣～
報告者：㈱東邦プラン　代表取締役　本多修氏

横浜支部・横浜港支部 報告はコチラ
▼

1 月31日（木）午後 6時30分から
テーマ：使命に生き、道を拓け
　　　　 ～役割を全うし、会社、地域、同友会を
　　　　創る～
報告者：山梨住宅工業㈱　代表取締役社長　北原正倫氏
　　　　（山梨県中小企業家同友会　代表理事）

相模原支部新春例会

報告はコチラ
▼

1 月18日（金）午後 6時30分
テーマ：ママは人材の宝庫
　　　　～ママの支店が会社を変える！！～
講師：インブルーム㈱　取締役　松尾実里氏

たま田園支部 報告はコチラ
▼

1 月21日（月）午後 6時30分から
テーマ：製造業に襲いかかる海外移転の大津波！！
　　　　～会社の未来を築いた大英断とは！？～
報告者：㈱グリーンテクノ　代表取締役　田中實氏

川崎支部 報告はコチラ
▼

1 月22日（火）午後 6時30分から
テーマ：人生の先輩経営者から生き方を学ぶ！
　　　　～波乱万丈の末、得た経験、失敗、そして…～
報告者：㈱小林住宅工業　会長　小林康雄氏

湘南支部 報告はコチラ
▼

1 月17日（木）午後 6時30分から
テーマ：信念を貫き続ける、私の生き方
報告者：㈱五十鈴　代表取締役　久保田稔氏

県央支部新春例会 報告はコチラ
▼

1 月17日（木）午後 7時00分から
テーマ：先行き不透明な時代をどう乗り切るか、
　　　　新年の抱負を語り合う！

小田原支部

報告はコチラ
▼

1 月25日（金）午後 6時30分から
テーマ：人口減少の中でもチャンスあり！
　　　　 ～発達障害者など運転免許取得支援
　　　　「つばさプラン」誕生物語～
報告者：㈱鹿沼自動車教習所　代表取締役　古澤正巳氏

県南支部・ダイバーシティ委員会合同新春例会 報告はコチラ
▼

3 月11日（月）午後 7時から
テーマ：「三浦市介護サービスセンターを
　　　　100倍にする方法とは？」
報告者：NPO法人三浦市介護サービスセンター　理事長　高柳慶枝氏
会場：横須賀市産業交流プラザ
会費：500円

3 月15日（金）午後 7時から
テーマ： 「最強のチームを作る！統合心理学サイコシン

セシスを用いた【超】コミュニケーション術」
講師：㈱SORA　代表取締役　角本紗緒理氏
会場：八洲学園大学（横浜分室）
参加費：500円（懇親会別途）

県南共育塾 青年部会申込みはコチラ
▼

申込みはコチラ
▼

第 9期経営基礎講座

1．受講対象
　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

2．開催概要
　①コース：全 7回／定員30名（ 1社複数参加可）
　② 日時： 4／11～ 5 ／30の木曜日（予定）
　　 全 7 回　14時30分～16時30分（ 1講除く17時
まで相談会開催）

　※ 5 ／30（木）最終日は講師と参加者との懇親会
を行います。（4，000円程度： 2時間ほど）

　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）
　　スポット参加は 1名 1講座につき3，000円

3．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。

　※ 6 回全ての講義にご参加した方には基礎講座
修了証書をお渡しします。

　※ 第 8 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 6回終了した場合は、修了
証をお渡しいたします。

4．申込お問合せ：事務局まで TEL：045－222－3671

【内容】
■第 1講座： 4月11日
　 利益を最大化する経営戦略と経営者のメンタル
タフネス
　・中小企業が取るべき戦略とは
　・折れない心を鍛えるためのレジリエンス
　講師：㈱ユサワフードシステム　
　　　　代表取締役　湯澤　剛氏
■第 2講座： 4月18日
　会社の業績を伸ばす実践手法　

　・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㈱
　　　　代表取締役　竹内一郎氏
　※終了後17時まで相談会を開催
■第 3講座： 4月25日
　社員の心に火をつける労務管理　
　・人材を伸ばす就業規則とは
　・自社の強みを活かす人材採用とは
　・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時まで相談会を開催
■第 4講座： 5月16日
■第 5講座： 5月23日
■第 6講座： 5月30日
【懇親会】： 5月30日終了後 2時間ほど
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

申込みはコチラ▶

doyu kanagawa 2019 March　9



テンプラス社労士・
行政書士事務所　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。

意外と取得しやすい男性社員の育児休業についての助成金

『若手の男性社員の雇用＆
定着率アップに効果的』

WR I T I N G

お金にまつわるお話

　今回は、男性社員の育児休業取得に使える助成金のご案内とな
ります。助成金の認知度は低いですが、制度内容を説明すると関
心を示す会社が多いです。
両立支援等助成金（出生時両立支援コース）
【本助成金の概要】
　男性社員が育児休業を取得しやすい職場環境づくりに取り組み
会社を支援する助成金です。
☞ 男性で育児休業が取れる会社は日本国内ではまだまだ少ないの
で、いち早く取り組むことで他社との差別化が図れます。

【助成金額】＊（　）内は生産性要件満たす場合
①育児取得： 男性社員に子供が生まれてから 8週間以内に育児休

業を連続 5日以上取得すると助成金が支給されます。

取得人数 育児休業期間 助成金額
Ａ 1人目 5日以上 57万円（72万円）

Ｂ 2～10人目
5日以上14日未満 14．25万円（18万円）
14日以上 1か月未満 23．75万円（30万円）
1か月以上 33．25万円（42万円）

☞ 年間10人まで申請できます。初年度はＡの助成金額で 1人、Ｂ
の助成金額で 9人申請できます。 2年度目以降はＢの助成金額
で10人まで申請できます。
② 育児目的休暇：育児に関する目的のために利用できる新しい休
暇制度を導入し、合計 5日以上の休暇を取得すると助成金が支
給されます。　助成金額：28．5万円（36万円）　

【主な支給要件】男性社員が出産後 8 週間以内に連続 5 日以上の
育児休業を取得すること。
お勧めポイント
① 連続する 5日の育児休業期間に会社の休日が含まれていても問
題ありません。
☞少なくとも 1日は出勤日を含む必要があります。
②支給申請してから 2ヶ月位で助成金受給。
③ 本年度は、支給要件が緩和され、「過去 3 年以内に男性の育児
休業取得者がいないこと」という要件がなくなりました。
④ 2 人目以降の育児休業について、育児休業期間により助成金が
増額となります。
⑤新たに「育児目的休暇」助成金が新設されました。
ご注意ポイント
① 育児休業期間のすべてが会社の休日にあたる場合は、助成金の
申請は出来ません。
② 育児休業取得日に年次有給休暇を取得すると助成金の申請は出
来ません。
③ 会社の就業規則等で「育児休業取得日は有給とする」と規定し
ていない限り、育児休業取得日は無給としなければなりません。
＊ 休日が土日祝日の会社の場合、連続する 5日の育児休業取得日
に連休を組み込むと意外と取得しやすいと思います。

　先日、印鑑について質問を受ける機会があったのですが、意外

と皆さん知らないのかもしれないな、ということで今回は「印鑑」

についてまとめてみます。

　まず、よく聞かれるのが「印鑑がないと契約書は無効ですか？」

という質問です。これはNoです。契約というのは当事者間の意

思が合致していればよくて、その内容を書面にしたものが契約書

です。逆に言えば、「契約書の内容で確かに了解している」とい

うことがわかればいいのですから、印鑑がなくてもちゃんと署名

があれば「確かに了解している」と言われる可能性は高いです。

もちろん、署名があっても印鑑が押してある方がいいのは間違い

ありませんし、その印鑑も「実印」であることがさらに望ましい

です。逆に、署名ではなく印刷された名前（記名、といいます）

だけの場合、これだけだと「確かに了解している」とは全く言え

ませんので、印鑑、それも実印が必須です。気をつけてください。

　続いて皆さんもイマイチ何なのかがわかりにくいのが「捨印」

です。本来印鑑を押すところとは別に、上や横の余白に同じ印鑑

を押すのが「捨印」で、これは「あらかじめこの書類を訂正する

ことを認めますよ」という意味で使われています。何度も何度も

訂正印をもらうのは面倒だよね、という場合に使われることが多

いです。実際、弁護士や司法書士に渡す委任状なんかだとこの「捨

印」を押してもらうことが多いです。ただし！「訂正していい」

と認めることになるので、勝手に書き換えられたら困るような書

面（契約書なんかは典型ですね）には捨印を押さないでください

ね。

　それから、区別がつきにくいのが「割印」と「契印」です。「割

印」というのは文字通り、 2つとか 3つに割れるように押した印

鑑のことです。ＡさんとＢさんが契約をしたときに、「この 2 通

がセットで、それぞれが 1つずつを持つことにしたよ」というこ

とがわかるように、2通にまたがるように押すのが「割印」です。

一方、「契印」というのは複数のページがある書類について、見

開きページにまたがるように押すものです。これは、契約書の途

中のページが差し替えられることを防止するためです。

　いかがでしたか？意外と知らないことがあったのではないで

しょうか。

「意外と知らない『印鑑』のこと」

＋
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　網野雅広
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　昨年 4 月に、機関紙「DOYU kanagawa」の紙面
改編と神奈川同友会ホームページの新規運用を始め
て一年になります。
　広報委員全員が会員の皆様に有意義な情報発信・
情報提供を念頭に編集・制作活動に取り組み、よう
やくその成果も見えてきました。
　今後も神奈川同友会広報委員会の活動にご理解と
ご協力をお願い申し上げます。
 神奈川同友会広報委員会　広報委員長　中林正幸

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Information
～会員皆様からの情報をお待ちしております～

住所変更

㈱まちふく　代表取締役　田中博士氏（相模原支部）
旧住所　241－0825　横浜市旭区中希望ヶ丘249－29
新住所　246－0026　横浜市瀬谷区阿久和南 3－39－ 9
　　　　　　　　　 ラウレアビレッジあいりんハウス 2Ｆ
※電話番号とFAX番号の変更はありません。
㈱応用ソフト開発　代表取締役　鈴木克彦氏（川崎支部）
旧住所　103－0024　東京都中央区日本橋小舟町12－10　共同ビル（堀留）305
新住所　103－0004　東京都中央区東日本橋 3－ 6－ 5  SAI　BUILDING　 4 F
※電話番号とFAX番号の変更はありません。

会社名 社内役職 会員名 所属支部 入会日 事業概要 紹介者

㈱香麗舎 代表取締役 福本　泰彦 横浜　北地区会 2019年 1 月 1 日 ベトナム事業、高齢者活用事業、コイ
ンランドリー事業 福本泰彦

伴走 代表 金子　誠志 横浜　中央地区会 2019年 1 月23日 集客コンサルタント 事務局（HP）
㈱ＩＳスリッター 代表取締役 岩井　潤 横浜みなと 2019年 1 月 1 日 プラスチックフィルム製品加工業 水口、渡辺
グリルミートファクトリー 代表 本田　健 たま田園 2019年 1 月22日 飲食店経営 阿萬、本多
㈱大路屋 代表取締役 浅尾　宏明 たま田園 2019年 1 月24日 飲食店経営（中国料理　黒龍　麺百花）佐藤慎治
長尾測量設計㈱ 代表取締役 長尾　匡 湘南 2019年 1 月22日 土地家屋調査士業、測量業 小林　誠

あさぬま事務所 司法書士 浅沼　賢史 小田原 2019年 1 月23日 不動産登記、会社・法人登記、相続、
事業承継等、司法書士業務全般 小林淳一

2019年 2 月 1 日現在会員数：785名（全国会員数：46，665名）

　行政書士法人シグマは、川崎市中原区の高層ビル群が立ち並ぶ武蔵小杉で、運輸業と旅
行業を中心とした許認可の法務サービスをメインにしています。
　代表社員の阪本さんは千葉県佐倉市の出身で、前職は株式会社ＪＴＢ。そこでは、主に
修学旅行の企画営業をされていました。
　その後、行政書士の資格を取得し、平成27年に法人化。「経営のことをまじめに勉強
したい」と、平成29年11月に同友会に入会しました。
　今年１月、たま田園支部例会に参加して学び、早速、採用や教育を実践している阪本さ
ん。これからは特に社員教育を学び実践したいと、明るく笑顔で語る姿が印象的でした。

会員訪問

〈訪問取材　（有）テーラーマックス　外木　宏明〉

住所　〒211－0005 川崎市中原区
新丸子町911  BRAVI武蔵小杉303号　
https://sigma-office.jp/

行政書士法人シグマ　代表社員　阪本浩毅さん（たま田園支部）
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