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2020年 １月

12月

S C H E D U L E

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
１ 赤口 ２ 先勝 ３ 友引 ４ 先負 ５ 仏滅
元日

６ 大安 ７ 赤口 ８ 先勝 ９ 友引 10 先負 11 仏滅 12 大安
たま田園支部幹事会
川崎支部幹事会
県南支部幹事会

横浜商科大学講義⑬
横浜支部全体幹事会
湘南支部幹事会

事務局会議・正副会議
相模原支部幹事会
政策委員会
広報委員会

県央支部幹事会

13 赤口 14 先勝 15 友引 16 先負 17 仏滅 18 大安 19 赤口
成人の日 横浜商科大学講義⑭

女性部会幹事会
経営戦略研修会

理事会 青年部会幹事会
総務委員会
県央支部例会 

たま田園支部例会 

20 先勝 21 友引 22 先負 23 仏滅 24 大安 25 先勝 26 友引
川崎支部例会 横浜商科大学講義⑮

湘南支部例会 
横浜全体新春例会 就職情報交換会 ダイバーシティ委員会例会

県南支部例会 

27 先負 28 仏滅 29 大安 30 赤口 31 先勝
財務委員会 人を生かす経営協議会 組織委員会

同友会を知る為のオリエ
ンテーション 

相模原支部例会

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 先負 ８ 仏滅
県央支部幹事会
たま田園支部幹事会
川崎支部幹事会
県南支部幹事会
青年部会例会 

横浜商科大学講義⑩
経営指針作成部会
湘南支部幹事会

小田原支部幹事会 事務局会議・正副会議
横浜北支部例会 
広報委員会

４年目・５年目社員研修会 相模原支部
一泊幹事会

９ 大安 10 赤口 11 先勝 12 友引 13 先負 14 仏滅 15 大安
相模原支部一泊幹事会
県南共育塾②
女性部会幹事会

横浜商科大学講義⑪
経営戦略研究会
横浜みなと支部例会 

理事会＆入会式 ものづくり広場 たま田園支部例会 

16 赤口 17 先勝 18 友引 19 先負 20 仏滅 21 大安 22 赤口
川崎支部例会 横浜商科大学講義⑫

県央支部例会 
小田原支部例会 

横浜中央支部例会 
湘南支部例会 

総務委員会
相模原支部例会 
青年部会幹事会

県南支部例会 

23 先勝 24 友引 25 先負 26 赤口 27 先勝 28 友引 29 先負
組織委員会
同友会を知る為のオリエ
ンテーション 

求人WG会議 ダイバーシティ委員会

30 仏滅 31 大安
大晦日

2　doyu kanagawa 2019 December



企業の
防災対策

S P E C I A L

頻発する想定外の
自然災害から
自社を守り
事業を継続するための
対策とは

　令和元年の９月、10月は神奈川県を

直撃する台風が相次ぎ、台風第15号（９

／９）では、横浜市金沢区福浦の護岸

の損壊と高波による浸水が発生し、中

小企業が集積する産業団地に甚大な被

害をもたらしました。また、台風第19号

（10／12）では、中原区武蔵小杉周辺

で増水した川の水が逆流する浸水が発

生しています。

　地球温暖化の影響により「数十年に

一度の災害」が頻発し、自然災害のリ

スクが年々増大すると予測される中、

経営者は災害による自社のリスクヘッジ

や保険の見直し、災害に遭遇した場合

の事業継続や早期復旧のための方法や

手段を取り決めておく事業継続計画の

策定など、自然災害への対策が重要と

なってきました。

　そこで、今回の特集では株式会社ベ

ストパートナー代表取締役の加藤睦氏に

「リスクマネジメントと保険」について、

たつみ工業株式会社代表取締役の岩根

弘幸氏に「被災と保険・災害リスクの軽

減」についてお聞きしました。

被災直後、水が引いた後の外観。
壁、シャッター、窓が破壊されています。

海水が１m50cmまで押し寄せ、
１階の在庫や計測機器を破壊しました。
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　近年、大規模な自然災害が全国各地で頻発

する中、いつ自社にふりかかってくるかわか

らないのが災害です。万が一に備え、損害を

最小限にするためのリスクマネジメントを実

践していますか？

　リスクマネジメントを考えた時、企業の経

営者が真っ先に考えるのが保険です。しかし、

「自社が災害に遭ったときに保険で賄えるの

か、他の手段も考えあわせ、お客様と保険会

社の担当者が一緒に話し合い、まずはリスク

を洗い出すことが大事なことです。」と、中

小企業の保険を多く扱う「株式会社ベスト

パートナー」代表取締役の加藤氏は語ります。

　「どのようなリスクが想定されるのか、ど

のような心配があるのか、万が一の時に自己

資金で賄える金額はどれぐらいあるのか、そ

れに加えて災害時に利用できる融資や補助金

についても考慮し、保険料の金額にも配慮し

ながら、お客様と一緒に話し合っていきま

す。」

　さらに、保険でカバーできないものについ

ても必ず伝えるようにしていると言います。

それは、顧客企業に納得感を持ってもらうこ

とが大切なポイントだからです。そのために

も、顧客企業にも保険商品の内容を熟知して

もらうことがまずは重要です。

保険は損得ではなく
“安心”を買う

　昨今、災害などの緊急事態に遭遇した時に

事業継続のための方法や手段などを事前に取

り決めておく「事業継続計画」を策定するこ

とが中小企業にも求められるようになってき

ました。国も対策として、令和元年 7月に法

律の一部改正を行い、中小企業庁では、防災・

減災に取り組む中小企業が「事業継続力強化

計画」を簡易に策定することができるよう

様々な支援策を準備しています。

　また、保険には、災害補償だけではなく、

休業補償や労災リスクの補償など、事業を継

続し自社を守るための保険もあります。保険

はわかりづらいからと保険会社に任せきりに

するのではなく、保険の売り手と買い手が一

緒にリスクについて話し合うことが自社を守

ることにもつながります。

同友会のネットワークと
信頼関係で素早い対応

　台風15号の暴風で社屋に取り付けていた大

きな看板 2枚が吹き飛ばされる被害を受けた

「たつみ工業株式会社」代表取締役の岩根氏

は「同友会仲間との信頼関係とネットワーク

で素早く対応することができた」といいます。

　被害確認後、すぐに自社が契約する保険会

社「株式会社ベストパートナー」に状況を連

絡。看板修理を同友会仲間の「日崎工業株式

会社」に依頼しました。すると、再び飛ばさ

れないための補強工事をした方が良いとアド

バイスも受け、被災から 1か月半という短期

間で、保険金請求に係る事務的な処理を終え

ることができました。

　補強工事と新しい看板の取り付けは年内中

に行われる予定だと言います。

　ここで気になるのが、損害に対して保険金

でどの程度カバーすることができたのかとい

うことです。

　「たつみ工業株式会社」の場合は、火災保

険の風災害による補償のほか、オプションで

臨時費用保険に入っていたため、損害に対し

て全額保険金でカバーすることができました。

保険はわかりづらいからこそ
知ることが大切

　「看板を取り付けて30年ですが、飛ばされ

たのは台風15号が初めてでした。深夜のため

人通りもなく、幸い人や物に被害は出ません

でしたが看板が吹き飛ばされた現実を見て、

次に到来した台風19号では防災対策の時間を

設け、社員総出で社屋の周りを点検し、強風

で飛ばされる可能性のあるものは室内にしま

い、室内にしまうことが出来ない物は飛ばさ

れないようにしっかり固定するなどの対策を

行いました。それをきっかけに社内でも災害

に対する意識が高まりました。」と岩根社長

株式会社ベストパートナー
代表取締役　加藤 睦氏
（横浜中央支部）

リスクマネジメントは
リスクの洗い出しから

台風15号で被災した看板
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〈取材・文／
 一般社団法人ウーマンサポートプロジェクト　田邉洋子〉

は話します。

　また、「事業者は事業に係るリスクを想定

して保険に入り、事業を継続する責任があり

ます。保険料は固定費として会社の経営には

必要なもの」と語る岩根社長ですが、先代か

ら会社を受け継いだ時は、保険内容もよく知

らないまま保険会社にお任せ状態でした。し

かし、加藤社長と知り合い、経営者サイドの

目線で保険とリスクマネジメントについて

じっくり話すようなり、保険はわかりづらい

からこそ知ることが大切であると実感してい

るといいます。現在は、火災保険のほか、従

業員の怪我、手術の時のお見舞金やその従業

員が休職中の職務をカバーするための経費な

ど、事業の継続に関する労災リスクを補償す

る業務災害保険にも加入しています。

　わかりにくい保険だからこそ、知ることが大

切です。頻発する想定外の自然災害、保険は

損得ではなく“安心”を買うという意識を持ち、

わからないことは保険の専門家に聴き、想定

されるリスクを洗い出し、保険の見直しをする

ことが、リスクマネジメントの第 1歩です。ま

ずは、加入中の保険内容を確認することから

始めてみませんか。

企業火災保険とは？
　飲食店、小売店などの店舗や病院、
ホテル・旅館、事務所、工場など、
住宅でない物件は一般物件と呼ば
れ、住宅用の火災保険とは異なる事
業者向け企業火災保険に加入しま
す。住宅物件とは異なる保険料体系
で、建物内で行う職業や作業により、
保険料には割増が付加されます。そ
して、この割増率は保険会社によっ
て異なります。
　この保険には、以下の損害がカ
バーされています。
•火災による損害
•落雷による損害
•破裂・爆発による損害
• 建物外部からの物体の落下、飛来、
衝突または倒壊による損害
•漏水などによる損害
• 騒擾、集団行動などに伴う暴力行
為による損害
•風災、雹災、雪災による損害
• 盗難によって建物に生じた盗取、
損傷、汚損による損害
•水災による損害
　気を付けなければいけないのは、
居住部分のない事業用・企業用の物
件は地震保険に入ることができない
ことです。地震の損害を補償するた
めには、地震・噴火危険補償特約を
付加する必要があります。

費用保険金とは？
　このように、火災保険には様々な
補償がありますが、支払われる保険
金には大きく分けて「損害保険金」
と「費用保険金」があります。
　保険の対象である建物や家財が損
害を受けた時、その損害に対して支
払われるのが「損害保険金」で、建
物や家財の損害の他にかかる様々な
費用に対して支払われる保険金が
「費用保険金」です。
　「費用保険金」は、保険会社によっ
て契約できる内容が異なりますが、
代表的なものには、災害時の臨時出
費に充てる「臨時費用保険金」、損
害を受けた建物や家財の残存物を片
付けるための「残存物取り片付け費
用保険金」、地震、噴火、津波によ
る火災で半焼以上の場合に支払われ
る「地震火災費用保険金」、「失火見
舞い費用保険金」、「侵害防止費用保
険金」などがあります。
　費用保険金は、保険会社により自
動付帯なのか任意付帯なのか、扱い
が異なりますが、一般的には補償が
手厚くなるほど保険料は高くなりま
すので、必要な費用保険金かどうか
の詳細な検討が必須です。

保険料を抑えるための方法
　保険を活用して有効なリスクヘッ
ジをするためには、保険会社に任せ
るのではなく、自身で 1つ 1つに対
してどれぐらい補償が必要なのかを
細かく検討しながら契約することが
大切です。
　ただし、補償範囲が広く、保険金
額が大きいほど、基本的に保険料が
高くなってしまいます。自社のキャ
ッシュフローとのバランスを考え、
保険料を設定するために、免責額を
設定するのも保険料を抑える一つの
方法です。これは、被害が発生して
も一定の金額まで補償の対象になら
ない範囲のことです。ただし、免責
額を大きくしすぎると、必要な時に
補償が得られない場合がありますの
で、熟考が必要です。
　また補償内容ごとに保険金額の限
度額を設定することが可能な保険種
類もありますので、リスクに応じて
検討しても保険料を抑えることがで
きるかも知れません。いずれにしろ、
1つ 1つ丁寧に検討し、保険内容を
確認・決定することが大切です。

たつみ工業株式会社
代表取締役　岩根 弘幸氏
（川崎支部）

＜監修／（株）ベストパートナー＞

知
っ
て
お
き
た
い！

災
害
に
備
え
る
保
険
の
知
識

事
業
者
向
け
企
業
火
災
保
険
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1 m50cmの海水が押し寄せた！
　台風15号（ 9月 9日午前 5時前に千葉市付
近に上陸）の影響で発生した高波により、海
に面する金沢工業団地の護岸が複数個所破
壊。団地内653社のうち490社が浸水などの被
害を受けました。
　護岸から道路を挟んだ株式会社山装の本社
には、海水が 1 m50cmの高さまで押し寄せ、
1階の壁、シャッター、窓など全て破壊。強
風で屋根も一部壊れました。そして、 1階倉
庫に置いてあった在庫、研究所の計測機器、
社用車 7台が海水に浸かってしまいました。
受電設備も被害を受けて停電。エアコン、電
話／FAXが使えなくなりました。水道は大丈
夫でしたが、排水管が詰まり、トイレは使用
不可に。押し寄せた瓦礫が、 1階部分や会社
の周りに散乱し、出入りもできなくなりまし
た。幸いにも人的被害は無かったものの、繁
忙期直前のため通常より在庫量が多く、在庫
と機器を合わせた被害総額は約 1億円。被害
を受けた本社での受発注作業も止まってしま
いました。

同友会仲間の手を借り、
復旧作業わずか 3日で営業再開

　復旧作業は、押し寄せられた瓦礫の撤去か
らでした。経営指針仲間で解体工事を営む
「株式会社三和」の齊木雄氏に連絡すると、

すぐに見に来てくれて、被災 2日目から重機
を使った瓦礫の撤去作業が開始され、その日
のうちに人が通れる道が作られました。 1階
に入ることができるようになると、一気に作
業が進み始めます。齊木氏の「何でもするか
ら言ってくれ」の言葉に、山田氏は心から安
心したそうです。その結果、業務の再開方法
を考える余裕ができました。手応えを感じた
山田氏は、「 3日以内に通常業務を始めるぞ。」
と社員に宣言。 3日目にリースで発電機を調
達。全部ではないですが、事務所の電気が回
復し、電話／FAXも回復しました。宣言通り
3日目から、受発注再開となりました。復旧
作業中は、早寝早起きの生活。早朝その日 1
日の作業を考え、朝礼で社員と共有したそう
です。

災害への備え～BCPの見直しへ～
　災害への備えは、どうだったのでしょうか。
ハザードマップでは水災の心配はなかったの
で、保険は風災のみしか加入していませんで
した。
　また、BCP（事業継続計画）は作成してい
ましたが、 2拠点あるので横浜が被災したら
静岡で、静岡が被災したら横浜でというぐら
いしか考えていませんでした。しかし、震災
は来るか来ないかわかりませんが、台風は毎
年必ず来ます。そこで、BCPの見直しを行い
ました。先日の台風19号（10／13に上陸）で

＜取材・文／（有）明和企画　野垣博文＞

●株式会社山装
事業内容：建築防水資材のメーカー
主要製品：脱気装置。国内シェアは６割。
本社：横浜市金沢区福浦２－18－17
静岡工場：静岡県静岡市清水区但沼町1162－1
押切倉庫：静岡県静岡市清水区押切930－58

株式会社山装 代表取締役　山田 進弘氏
 （県南支部、経営労働委員会副委員長）

　台風15号が金沢工業団地に甚大な被害をもたらしました。被災した
企業において、復旧作業で大事なことは何だったのでしょうか。「株
式会社山装」代表取締役の山田進弘氏に、被災状況と災害復旧に向け
ての対応についてお聞きしました。

は、事前に在庫を 2階に移動しました。これ
は通常より在庫量が少ないので可能でした
が、通常の在庫量では不可能です。現在、運
送会社と在庫を安全な場所に運搬（避難）す
る方法を協議しています。

速やかに復旧し、
お客さんを逃がさない

　速やかに復旧するには、どうしたら良いの
でしょうか。それは、同友会仲間を活かし頼
る事でした。任せられるものは任せてしまい、
他の重要な事に気持ちを集中させました。
　また、静岡工場は先代が開設したものです
が、拠点が 2か所あったのも助かりました。
片方がダメになっても、もう片方は大丈夫な
ので活動を移す事ができます。
　社員のモチベーションを保つためには、さ
さいな楽しみも重要です。明るくなる事をな
るべく行うべき。今回は新聞やテレビの取材
がたくさん来ましたが、営業部には出たがり
な社員が多く交代で出演しました。それをみ
んなで眺め、冷やかしたりして楽しみました。
　毎日、同友会会員である（株）オマージュの
お弁当を頼みました。女子社員のうけがよく、
昼食が楽しみでした。
　 3日以内に業務を再開する、と宣言したの
も良かったです。社長が明るく前向きなので、
社員が安心したそうです。
　「モチベーションを保って早々の業務再開
へ結びつける。だらだら作業を行っていると、
お客さんがよそへ流れてしまいます。災害の
せいで落ち込まず、明るく前向きに！
　最後は、やはり自己資本比率が大事でした。
被害を受けても貯金があれば生き残れます。
被災しましたが会社が元気な時でよかった。
体力があるので、回復できます。損害を取り
返すのは業績でしかない。」と山田氏。被災
1週間後には、お客さんも戻ってきました。

撤去作業中の横浜本社撤去作業中の横浜本社

台風15号で大きな被害
風水害被害から
いかに早く復旧させたか

実録
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台風で看板が
近所の車に当たったら？

　今年は関東を台風が直撃することが多く、神奈川でも多くの被害が出

ていると聞いております。少しでも早い復興をお祈り申し上げます。

　さて、台風や大雨があるとよく来る相談が「飛来物等によって建物が

壊れた／壊された」というものです。ゴルフ練習場の鉄塔が倒れて隣家

を押しつぶした、というニュースは皆さんも目にされたのではないで

しょうか。このようなケースで、誰がどのような責任を負うのか、とい

う相談がよくあります。同友会だと「会社の看板が台風で飛ばされて近

くの駐車場の自動車に当たってしまった」というケースが一番起こりそ

うなケースかもしれません。

　このようなケースで誰がどのような責任を負うのかは、民法に規定が

あります。民法第717条のいわゆる「土地工作物責任」と呼ばれるもの

です。土地の工作物の設置又は保存に瑕疵がある場合、原則として占有

者が責任を負う、という内容になります。

　察しの良い方だと「あれ？さっき『看板が台風で飛ばされて』と言っ

てたけど、看板って土地の工作物なの？」となるかもしれません。実は、

ここでいう「土地の工作物」は非常に広い概念とされています。建物や

塀は当然として、電柱、屋根、窓も含まれますし、工場内の機械、さら

にはプロパンガスのホースまで、広く含まれることとされています。（い

ずれも実際の裁判の例です。）ですので、「なんかどっかに固定されてい

て、普通は取り外さないもの」くらいに思っておくといいと思います。

　「え？そんな物まで責任負わされるの？たまったもんじゃないよ！」

と思われる方にはさらに厳しいお話があります。先ほど「設置又は保存

に瑕疵がある場合、原則として占有者が責任を負う」と言いました。「原

則として」とあるように、例外的に「損害の発生を防止するのに必要な

注意をしたとき」には責任を負わないのですが、この例外がなかなか認

めてもらえません。しかも、例外が認められるのはあくまで「占有者」

のみで、「所有者」には例外が認められていません。所有者は土地の工

作物の「設置又は保存に瑕疵がある場合」、つまり、本来備えるべき安

全性を備えていない場合、どんなに注意を払っていても責任を負わされ

ることとなります。

　自社ビルや自宅の場合、占有者でもあり所有者でもあることが多いは

ずですので、「設置又は保存に瑕疵がある」と言われないよう、建物や

その周囲の「なんかどっかに固定されていて、普通は取り外さないもの」

がちゃんと本来の安全性を備えているか、常日頃から確認しておくよう

にしてください。そうしないと思わぬ責任を負うことになりかねません

よ！

＋
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

W R I T I N G

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。

令和元年台風15号及び台風19号で被害に
遭った場合の国や市区町村の支援金等
【神奈川県が激甚災害指定地域、川崎市や相模原市等のかな
りの地域で災害救助法が適用】

W R I T I N G

お金にまつわるお話

　10月に日本列島を直撃した台風19号による災害被害について、東京都
や神奈川県等の広範囲で激甚災害指定地域、さらに13都県317市区町村
が災害救助法の適用地域となりました。これは、東日本大震災を上回る
数となっております。このような適用地域には、災害被害が甚大なもの
と判断され、国等の支援金等が通常より多くなります。
●被災者生活再建支援制度（横浜市）
　災害により居住する住宅が全壊するなどで生活基盤に著しい被害を受
けた世帯に対して被災者生活再建支援金を支給します。
　 （ 1 ）住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）
　　 住宅の被害程度／支給額　全壊／100万円　解体／100万円　
　　長期避難／100万円　大規模半壊／50万円　
　（ 2）住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）
　　 住宅の再建方法／支給額　建設・購入／200万円　補修／100万円
　　賃貸（公営住宅以外）／50万円　
災害見舞金等について（鎌倉市、川崎市中原区）
• 鎌倉市は小災害見舞金として（ 1）被害区分が全焼・全壊・流出で（a）
常時居住に使用している建物が 1人世帯の場合は20，000円、 2人以上
の世帯の場合は50，000円（b）店舗・事業所の場合は20，000円、被害
区分が半焼・半壊・消火損害で（a）床上浸水常時居住に使用してい
る建物が 1人世帯の場合は10，000円、 2人以上の世帯の場合は20，000
円（b）店舗・事業所の場合は10，000円（ 2 ）重傷　 1 人につき
20，000円　（ 3）死亡　 1人につき500，000円

• 川崎市中原区は災害見舞金として（ 1）2人以上の世帯10，000円（ 2）
単身世帯5，000円

※生活保護世帯の場合、それぞれ2，000円を加算します。
●台風の災害に伴う雇用調整助成金の特例（厚生労働省）
令和元年台風第15号及び19号に伴う経済上の理由により事業活動の縮小
を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、要件緩
和や遡及適用等の雇用調整助成金の特例措置を講じます。
●令和元年台風19号に伴う雇用保険関係の特例（厚生労働省）
　①激甚災害指定に伴う雇用保険求職者給付の給付制限の特例
　　 退職理由が自己都合などの給付制限対象者が、激甚災害発生時点で

以下の要件に該当する場合、給付制限期間が短縮（ 3か月⇒ 1か月）
されます。

　（a）災害救助法の指定地域に居住していた方
　（b） 災害救助法以外の激甚災害指定の指定地域に居住している方で

あって、かつ、地方公共団体が発行する被災に関する証明書（罹
災証明書、被災証明書等）により被災を証明できる方

☞令和 2 年10月10日までに離職した方に限りで（a）の方は被災に関す
る証明書不要。
　②休業手当を支払う場合の助成金
　　 事業所が災害を直接の原因として休止・廃止で労働者に賃金を支払

うことができない場合、実際に離職していない場合等でも労働者の
方は失業給付を受給することができます。
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12月 5 日（木）午後 6時30分から
テーマ：芽生えてきた「社長の欲」と「会社の理想図」
報告者：信亜装飾㈲　代表取締役　浅井雄二氏
場　所：港北公会堂
参加費：無料（懇親会別途）

横浜北支部 申込みはコチラ
▼

12月18日（水）午後 6時30分から
テーマ：業績が上がる自然体の経営とは？
　　　　～個性と信頼関係を大切にして業績アップ！～
報告者：㈲ニューイング　代表取締役　工藤文子氏
場　所：横浜市健康福祉総合センター
参加費：無料（懇親会別途）

横浜中央支部 申込みはコチラ
▼

12月19日（木）午後 6時30分から
テーマ：大井流、社員の居場所づくり？
　　　　～元支部長が語る経営奮闘記～
報告者：相模設備工業㈱　代表取締役　大井　達氏
場　所：ぽっぽ町田
参加費：無料（懇親会別途）

相模原支部 申込みはコチラ
▼

12月17日（火）午後 6時30分から
テーマ： 飲んで、語って、飲んで！県央支部大忘年例会！
　　　　 ～皆さん、今年一番嬉しかった事、楽しかっ

た事は何ですか！！～
場　所：海湘丸　海老名店
参加費：6，000円

県央支部 申込みはコチラ
▼

12月13日（金）午後 6時30分から
テーマ：～企業変革支援プログラムの活用～
　　　　たまでん「事業計画・経営戦略」セミナー
　　　　 ～知らなかった…こんなツールがあったの

か！！～
講　師：㈱ワイエムジーソフト　代表取締役　軍司　敦氏
場　所：高津市民館　
参加費：無料（懇親会別途）

たま田園支部 申込みはコチラ
▼

12月20日（金）午後 6時30分から
テーマ： 「全ての答えはここにある。労使見解を紐

解き、ホテル再生の道程を語る」
　　　　～人を生かす経営を実践するためには…～
報告者：八坂事務所　代表　八坂　豊氏　
場　所：横須賀市産業交流プラザ
参加費：1，000円（お弁当代として）

県南支部 申込みはコチラ
▼

12月10日（火）午後 3時00分から
テーマ：印刷会社から情報加工会社へ
　　　　 ～会社を継いで 8年、
　　　　山あり谷ありギリギリ経営～
報告者：化学印刷㈱　代表取締役　野澤祐行氏
場　所：神奈川中小企業センタービル
参加費：無料（懇親会別途）

横浜みなと支部 申込みはコチラ
▼

12月18日（水）午後 6時30分から
テーマ：負債40億円からの挑戦
　　　　～朝の来ない夜はない～
報告者：㈱ユサワフードシステム
　　　　代表取締役　湯澤　剛氏
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
▼

12月16日（月）午後 4時00分から
テーマ：儲けるとは何か？
　　　　 ～会社の利益の確保、収益性を飛躍的に向

上させる秘訣とは～
報告者：税理士法人YMG　林会計
　　　　代表社員　税理士　林　充之　氏
場　所：川崎市産業振興会館
参加費：無料（懇親会別途）

川崎支部 申込みはコチラ
▼

12月17日（火）午後 6時30分から
テーマ： 事務員さんの年収が1，000万円の企業のビ

ジネスモデル
報告者：日親電機㈱　代表取締役　菅谷　渉氏　
場　所：おだわら市民交流センターUMECO
参加費：無料（懇親会別途）

小田原支部 申込みはコチラ
▼

12月23日（月）午後 6時30分から
場　所：大和市文化創造拠点シリウス
会　費：無料（懇親会別途）
同友会と私：㈲NEXEED　代表取締役　松下貴幾氏

同友会を知る為のオリエンテーション 申込みはコチラ
▼

12月 2 日（月）午後 7時00分から
テーマ： 「青年経営者激論バトル？！」～創業VS承

継、どっちが○○？～
ルール： グループ討論中の飲食可。ただし、紳士淑

女のルールあり。
場　所：YEBISU DINING（エビスダイニング）
会　費：6，000円（懇親会費込み）

青年部会 申込みはコチラ
▼

12月 9 日（月）午後 7時00分から
テーマ： 「中小企業経営者が契約する際に最低限注

意すべきチェックポイント」
講　師：鎌倉総合法律事務所
　　　　所長弁護士　久保　豊氏
場　所：横須賀市産業交流プラザ
会　費：500円（懇親会別途）

県南共育塾② 申込みはコチラ
▼

12月26日（木）午後 6時30分から
テーマ： （仮）「PRしたい人集まれ！！ダイバーシ

ティ委員会大望年例会」
場　所：YEBISU　DINING（エビスダイニング）
会　費：会員　4，000円　会員外　5，000円

ダイバーシティ 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】

8　doyu kanagawa 2019 December



報 告

10月16日（水）午後 1時30分から
テーマ：子育てママと経営者の両立！！
　　　　～お帰りなさい！苗字が変わって再入会！！～
報告者：㈱田中製作所　代表取締役　米田久美子氏
場　所：都筑公会堂

横浜北支部 申込みはコチラ
▼

10月10日（木）午後 6時30分から
テーマ：弁護士が同友会で学んだこと
　　　　～学びから起こった心の変化～
報告者：LM総合法律事務所　弁護士　國澤絵里氏
場　所：横浜市健康福祉総合センター

横浜中央支部 申込みはコチラ
▼

10月18日（金）午後 6時30分から
テーマ：愚直に何をやるべきか
報告者：㈱山装　代表取締役　山田進弘氏
場　所：横浜市杉田地区センター

横浜みなと支部 申込みはコチラ
▼

10月18日（金）午後 6時30分から
テーマ： たい焼き屋？化粧筆屋？中小企業診断士？

事業承継 2回目？
報告者：㈱マネジメントブレーン
　　　　代表取締役社長　姫野裕基氏（たま田園支部）　
場　所：高津市民館

たま田園支部 申込みはコチラ
▼

10月21日（月）午後 4時00分から
テーマ：今こそ見直そう「桃太郎型経営の真髄！！
報告者：㈱アップ総合企画　
　　　　代表取締役　田中勇人氏
場　所：川崎ホテルパーク

川崎支部 申込みはコチラ
▼

10月18日（金）午後 6時30分から
テーマ：社員のハートを鷲掴み？
　　　　コミュニケーションが会社を変える？！
　　　　～崖っぷち社長の奮闘記～
報告者：㈲庄内工業　代表取締役　阿部浩行氏
場　所：大和市文化創造拠点シリウス

県央支部 申込みはコチラ
▼

10月15日（火）午後 6時30分から
テーマ：葬祭業に新風を！！女性社長の経営実践
報告者：㈱えにし　代表取締役　和田江理佳氏
場　所：藤沢商工会館ミナパーク

湘南支部 申込みはコチラ
▼

10月23日（水）午後 6時30分から
テーマ：行動！出会い！！挑戦！！！
　　　　～「運ぶのは信頼です！」を全員の心に…～
報告者：小林運輸㈱　代表取締役　小林　誠氏
　　　　（湘南支部）
場　所：おだわら市民交流センターUMECO

小田原支部 申込みはコチラ
▼

10月11日（金）午後 6時30分から
テーマ：ひとりのハートが世界を変えられる
報告者：Gratitude　代表　加藤健一氏　
場　所：波止場会館　

ダイバーシティ委員会 申込みはコチラ
▼

10月 4 日（水）午前10時00分から
講義①　M&S Atelier Japan　代表　後藤慎一氏
講義②　先輩社員からの問題提起
　　　　働くとは？生きがいとは？～人としての生き方を考える～
　　　　㈱栄港建設　齋藤大作氏
場　所：神奈川中小企業センタービル　

新入社員フォローアップ研修会 申込みはコチラ
▼

【その他のセミナー】

ホームページバナー広告  申込受付中
詳しくは同友会事務局（☎045-222-3671）お問い合わせください。

掲載プラン Aプラン Bプラン
トップページ バナー掲載 バナー掲載
リンク先（注） 御社トップページにダイレクトにリンク 同友会サイトに御社用ページを 1ページご用意し、そのページへリンク

特典 －
御社用ページは広報委員会にて取材・撮影させていただき、ページ制作を致し
ます。撮影させていただきました写真につきましては、データを御社に提供い
たします。

募集数 10社 5 社
価格 30,000円（税込）／半年 80,000円（税込）／半年

継続の場合の価格 30,000円（税込）／半年 30,000円（税込）／半年

その他
－ 公開後の記事の修正：10,000円（税込）（再取材・大幅改修の場合は別途お見積）
バナーの制作ができない場合は別途承ります。バナー 1枚　5,000円（税込）

条件

・会員企業様限定
・お支払い：半年分一括前払い・バナー：画像サイズ：横185ピクセル×縦52ピクセル　解像度：72dpi
　ファイル形式：jpg・png・gif（それ以外でいただく場合は加工費がかかります）※gifアニメなど動くものは不可。
（注）インターネット販売、オンラインストアなどのサイトの直接リンクは致しません。
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　第一日目の最初の企画が分科会から

始まった。私は、 6分科会の中で、我

が神奈川同友会ダイバーシティ委員会

副委員長、（有）川田製作所・取締役

副社長の川田俊介さんが報告者となっ

た第 2分科会に参加し、ここで学んだ

ことを中心に報告します。

　川田さんの報告は「ダイバーシティ

が生み出す宝物」をテーマに、「会社

紹介… 4 つのチャレンジ」「自己紹介

…入社当時2010年と現在の思い」「良

い雇用の場を作る…共生型の町工場」

「障がい者雇用を通して…苦手なこと

への理解・得意なことへの理解」「人

を生かす……成果を見える化し、相対

評価でなく絶対評価で」「同友会での

学びと実践」「ダイバーシティが生み

出す 3つの宝物」の 7つのファクター

ごとに明晰・新鮮に語られ、川田さん

の人柄とも合いまってダイバーシティ

経営の実践が参加者への感動を広げま

した。

　現在、川田製作所は、従業員19名、

内訳は65歳以上 6名、65歳以下 4名、

障がい者 6名、外国人 3名の、まさに

多様な構成で経営改革が進んでいます。

　川田さんは、ダイバーシティが生み

出すものとして「多様な人材が働くこ

とで、“違い”への意識や摩擦が生まれ

る」「その体験を通して、互いを尊重

し協力する職場風土が作られる」「そ

の解決を通じて、公平な働き方の仕組

みが作られる」と障がい者や多様性の

ある人材の雇用と改革を通じて、企業

が発展していく様子を語り、「普通の

町工場」だから出来ると参加者へ実践

をよびかけました。

　私は、第一に、障がい者と健常者が

共に同じ仕事・生産工程で働くことが

できる“しくみ”がIT技術等も活用しつ

くられていること。第二に、その“し

くみ”づくりが働き方改革の根幹に据

えられ、職場全体の働き方につながる

改革として共有されていること。第三

障
害
者
問
題
全
国
交
流
会
に
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て
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　「第20回障害者問題全国交流会in滋賀」（2019年10月17日・18
日）には、全国から500名超の同友会の仲間が参加しました。
　「人が輝くから企業が輝く、地域が輝く！」というメインテー
マが太く貫かれた、 3つの企画が展開され、豊かな実践に裏付
けられた報告と参加者の討論で、改めて同友会運動と障害者問
題（運動）の真髄を学んだ 2日間となりました。

に、改革から生まれる成果を見える化

し、人事評価の基準を「相対評価でな

く絶対評価」とし、障がい者も健常者

も公平に評価され、多様な人材の一人

ひとりの力を引き出す「共生型の町工

場」の豊かな実践から、多くのことを

学ぶとともに、「障がい者と健常者が

区別なく暮らせる社会」づくりへの確

信を深めるものとなりました。

　二日目は、全体会議の第一部が「こ

の子らを世の光に」（NHKスペシャル

放映）のVTR鑑賞と制作プロデュー

サー牧野望氏の講演。これを受けた第

二部で「真の共生社会の実現をめざし

て」をテーマに、中同協障害者問題委

員会委員長比嘉ゑみ子氏と滋賀同友会

代表理事永井茂一氏をパネリストとし

たパネルディスカッションが行われ、

障がい者支援と運動の先達、糸賀一雄

氏の生涯と思想。パネリストお二人の

「障がい者から学ぶ」「命がけで関わる」

という障がい者問題にかかわる姿勢に

心を打たれました。

　障がい者問題を実践的・立体的・奥

深く学ぶ機会を準備して頂いた滋賀同

友会のみなさんに感謝です。
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　今月の表紙は、ジュージューと焼ける音と香
りが見ているだけ伝わってくるハンバーグ、裏
表紙の“かながわＰＯＷＥＲ”には移川さんお
薦めの「ダブルチーズトッピング」が載ってい
ます。料理の撮影を得意とするカメラマンの機
材には、料理撮影時の必需品となる調理器具も
あり、プロのこだわりと裏ワザを間近で見学す
ることができました。
　今年も“同友かながわ”をお読みいただきあ
りがとうございます。来年もよろしくお願いい
たします。
　一般社団法人ウーマンサポートプロジェクト
 　田邉洋子

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

NEW FACE 新 会 員 紹 介新 会 員 紹 介
会社名 社内役職 会員名 所属支部 入会日 事業概要 紹介者

神奈川フューチャードリームス 代表取締役 藤本　伸也 相模原 2019年10月 1 日
プロ野球独立リーグBCリーグ神奈川
フューチャードリームス運営。若者の
夢、未来の為に活動します。

横江利夫

㈱静科 代表取締役 高橋　俊二 県央 2019年10月 8 日 防音パネルの製造・販売・加工・施工 事務局（PR）

学校法人佐藤学園 けやきの子
幼稚園 園長 佐藤　知美 相模原 2019年10月 8 日 幼稚園運営 伊藤秀司

グッドファーマシー㈱ 代表取締役 矢野　良太郎 湘南 2019年10月23日 保険薬局の運営 高橋正志

2019年11月 1 日現在会員数：797名（全国会員数：47,300名）

会員訪問 川崎市川崎区宮本町8-21
http://www.k-hotelpark.jp/

有限会社マトリックス　宮本相浩さん（川崎支部）

〈訪問取材／（有）テーラーマックス　外木宏明〉

　京急川崎駅から徒歩8分。羽田へのアクセスが良いビジネスホテル「川崎ホテルパーク」
を経営しているのが、「有限会社マトリックス」です。客室６３室、会議室も完備してい
る他、川崎駅周辺エリアのホテルとして他にはない平面駐車場を併設しています。
　宮本相浩さんは、大手IT会社を経て、創業39年を迎える実家の家業を承継しました。同友
会には、今年6月に入会したばかりですが、「共に同じ経営者なので、日頃話せない悩みを
この会で話せる」と、語ります。趣味は、バスケットボール、グランドホッケー、サーフ
ィン、カラオケと多彩。そんな宮本さんが地元でお気に入りの店が、「BARリンクの木」。
ウイスキーのプロフェッショナル資格を持つ店主が経営するお店です。

会員Information～会員皆様からの情報をお待ちしております～

社名、
役職変更

　㈱新川崎雲山堂　代表取締役　青地直樹氏（川崎支部）
　　　　　　　旧　新川崎雲山堂　青地直樹氏　
　　　　　　　新　㈱新川崎雲山堂　代表取締役　青地直樹氏

社名変更 　㈲NEXEED　代表取締役　松下貴幾氏（県央支部）
　　　　　　　旧　㈲やまもと総合保険サービス　代表取締役　松下貴幾氏　
　　　　　　　新　㈲NEXEED　代表取締役　松下貴幾氏

会員名義
変更

　㈱江戸清　代表取締役　山下　洋氏（横浜みなと支部）
　　　　　　　旧　㈱江戸清　代表取締役　高橋伸昌氏　
　　　　　　　新　㈱江戸清　代表取締役　山下　洋氏

役職変更 　㈱アートユニフォーム　代表取締役　中村和弘氏（横浜みなと支部）
　　　　　　　旧　㈱アートユニフォーム　常務取締役　中村和弘氏
　　　　　　　新　㈱アートユニフォーム　代表取締役　中村和弘氏
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