平成30年度一年間の事業ダイジェスト
[第３５回通常総会]
『経営にお役に立つ工業会』としての役割も果たせた 1 年であった」と評価しました!
5 月 17 日(木)17 時より、HOTEL THE KNOT YOKOHAMA にて、64 名の出席で開催。塚本
裕樹総務部長の司会で始まり、総会が成立している事を報告。加藤卓郎会長が議長席に着き議事が始ま
り、平成 29 年度事業結果について中村正親事業部長より「当会の果たす役割を認識し各種事業を推進、
事業を振り返った時『経営にお役に立つ工業会』としての役割も果たせた 1 年であった」と総括し各
種事業結果を報告。引き続き、座間浩会計理事より「当期収入、当期支出では若干のプラスとなりまし
た」と報告し、白岩毅監事より監査結果が報告され、全会一致承認されました。
引き続き、平成 30 年度事業計画については、中村事業部長より「企業がおかれている環境を認識し、
少しでもお力になれるような事業を推進していく事と致します」と述べられ事業計画を提案し全会
一致可決されました。予算に移り、座間会計理事より「当
期の収支でもプラスの予算編成としました」と発言し、各
費目を提案、採決の結果全会一致可決されました。
横浜市優良工業従事者については、2 事業所 3 名を表彰
しました。総会終了後、出席者による懇親が行なわれ友好
を深めました。

[納涼事業]
三代目三遊亭歌橘師匠(真打)をゲストに落語界の裏話をお話し頂きました!
猛暑日が続く 8 月６日(月)18 時より、平成 30 年度納涼事業が HOTEL THE KN
OT YOKOHAMA において、三代目三遊亭歌橘師匠(真打)をゲストに「あなたの知ら
ない落語界の不思議な話～小噺を交えて～」と題して 47 名の出席で開催されました。
山口喜久雄事業部員の進行で始まり、講演では、厳しい家庭環境で育ち、祖父母に
育てられ、15 歳の時、三代目三遊亭圓歌師匠の門を叩き「三遊亭歌いち」の名で内弟
子修行を始め、平成 7 年 6 月末廣亭で初高座、平成 11 年 5 月二ツ目昇進。「三遊亭
あし歌」と改名。 平成 20 年 9 月、真打昇進と同時に「三代目三
遊亭歌橘」を襲名され、その間の苦労話や「落語界の美肌王子」の
愛称で親しまれ、平成 20 年には足利市観光大使となり、テレビの
バラエティ番組にも数多く出演。一面では、破天荒な人生を送った
ことなど、小噺で笑いを取りながら講演され、こうした噺家の一端
を垣間みながら、真夏の夜のひと時を、流暢な会話と納涼パーティ
ーで楽しみました。

[見学会]
富士通テクノロジーホール・羽田クロノゲートを２８名が見学・研鑽しました!
10 月 3 日(水)、富士通 80 年の歴史がわかる「富士通テク
ノロジーホール」及び巨大物流センター「羽田クロノゲート」
を見学しました。
12 時 15 分、チャーターバスにて定員の 28 名が乗車し、
横浜駅東口を出発し、最初の見学会場の富士通㈱本社では、
案内嬢の説明を受けながら、ビデオ上映による富士通の歴史
や開発中のシステム、日本で初めて開発されたリレー式計算
機、スーパーコンピュータ｢京｣
などを見学しました。
羽田クロノゲートでは、ヤマトグループの歴史、施設の紹介などの映
像を見ました。見学コリドーでは、時速≒9Km で周回するベルトコン
ベアーに次々と載せられ、高速で進み光センサーで地域ごとに種分けさ
れるシーンは圧巻でした。見学も終わり懇親会場の「レストランスパル
タ」にてギリシャ料理で、会話も弾み楽しいひと時を過ごしました。
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[経営者セミナー＆忘年会] ・・気象キャスター平井信行先生をお迎えして・・
「気象予報士から見た地球環境の変化」と題して講演いただく!
ＮＨＫ首都圏ネットワーク等に出演している気象キャスター平井信行先生を迎え
12 月 6 日(木)年末の観光客でにぎわう横浜中華街大珍樓新館にて、平成 30 年度経
営
者セミナー＆忘年会」が 59 名の出席で開催されました。
定刻の 17 時 30 分、長井邦夫事業部員の司会で始まり、講師のプロフィールなど
紹介し早速講演に入りました。講演では、気象予報士から見た地球環境の変化と題し
て、この夏の記録的な暑さ。まさに最大級の暑さ、観測記録上最も高い気温になった
と言う事について。2 番目は防災気象クイズ、横浜のクイズ。最後に、そもそも気候
は変わってきたのか、猛暑の正体などについてを、テレビに出演している時そのままの独特の話し方で、
非常に分かりやすくお話し頂きました。また、講演後には、色紙を持参された方々が平井先生のサイン
を頂いておられました。
忘年会は、玉川護事業部員の司会で始まり、加藤会長よ
り、講師の平井先生へのお礼も含めて挨拶され、関曙慶副会
長によるビールで乾杯、次々と出される大珍樓新館の中華料
理に紹興酒などを飲みながら、席を替わって和やかに歓談。
予定の 20 時 10 分に、荒木郁雄副会長より、参加された
方々へのお礼も含め中締めが行なわれ 1 年を締めました。

[平成３１年新春賀詞交歓会]
各界から来賓をお招きし８６名の出席で開催され恒例の「新春福引」で楽しみました！
好天が続く１月２２日(火)17 時 30 分より、HOTEL THE KNOT Y
OKOHAMA において各界からの来賓 20 名の参加を頂き、86 名の出席
で「平成 31 年新春賀詞交歓会」が開催されました。
太刀川佳誉子氏（㈱オカムラ本社）の司会で始まり、当会を代表して
加藤卓郎会長より、ご多忙のところご来賓をはじめ多数出席頂いたことに
お礼を述べ、引き続き、行政を代表して横浜市西区役所寺岡洋志区長、横
浜市議及び県議会議員団より夫々挨拶を頂きました。
新年を祝う鏡開きに移り、各界代表５名の方々が「はっぴ」をまとい、
司会の音頭で会場も一緒に｢よいしょ！よいしょ！｣の掛け声で威勢よく３斗樽は開かれました。
市工連榎本英雄会長よるご挨拶と乾杯で歓談に移りました。今回も出席者も多く、ホテルの料理に
舌鼓をうちながら、来賓の方々と、会員同士歓談も弾み、予定の６時３０分より恒例の「新春福引」が
山口喜久雄事業部員の司会で始まり、当会からは「農
家直送新米２０Ｋｇ、りんご 10Ｋｇ、詰め合わせ味
噌、野沢菜セット」また、全国共通商品券やカタログ
ギフト、地酒、高級ウイスキー他２６会員企業様から
頂いた多数の豪華景品により、全員当選で楽しみまし
た。予定の時間となり、出席の方々のご健勝を祈念し
て、中村正親事業部長の音頭で中締めを行い、皆さん
笑顔・笑顔でホテルを後にしました。

[おくやみ]
当会発足の発起人として、当会の設立にご尽力頂き、設立より会計理事などを歴任、平成
13 年 5 月当会会長に就任され、平成 21 年 5 月までの 8 年間「経営活動
にお役に立つ工業会」をコンセプトにご活躍頂き、退任後は相談役として
異業種交流サロンを指導頂きました、井上經基(いのうえ つねもと)様、ご
病気ご療養中のところ昨年 11 月 12 日にご逝去されました。享年 84 歳で
した。生前の当会へのご指導・ご尽力に心から感謝申し上げますと共に、
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
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平成３０年度の朝食会(第３０４回～３１３回)
[第３０４回朝食会]
経済局３０年度重点施策・IOT の取組の現状と導入企業事例報告をテーマに開催しました!
４月 17 日(火) 経済局３０年度重点施策・IOT の取組の現状と導入企業事例報告をテーマに、経済
局ものづくり支援課中村隆幸課長、山本登係長に出席頂き、41 名の出席で開催致
しました。
中村課長より、経済局の一般会計予算が 2.5 億増となっていること、新規事業と
して企業の人材確保、事業継承支援、相談窓口の設置、就職情報サイト設置など充実
を図っていること。等が説明され引き続き、山本係長より、市内企業の IOT 取組の
現状、ビデオによる具体的 IOT を導入している中小企業の紹介等が行なわれました。

[第３０５回朝食会]
外国人技能実習生の受入問題とアイム・ジャパンの取組＆
関東ポリテクセンターの取組をテーマに開催しました!
5 月 15 日(火)外国人の雇用が急速に高まりつつあることから、国内で最
大の外国人研修生を受け入れて企業に紹介している「アイム・ジャパン」(公
法)国際人材育成機構理事 綿貫伸二氏をゲストに「外国人技能実習生受入問
題とアイム・ジャパンの取組」、ポリテクセンターより関東訓練第二課、恵
良修二氏をお招きし開催しました。
綿貫氏より、日本に在住する外国人は 250 万人を越え技能実習生は 25 万人と激増していること、
外国人保護の観点から昨年 11 月に法が改正されたこと。アイム・ジャパンはこれまで 5 万人を受け
入れ、現在 8000 人が国内で研修していること、技能実習生が日本に対し好印象をもって帰って頂く
よう努力していること。一方、技能研修における問題点も話されました。引き続き、恵良氏より、関東
ポリテクセンターの取り組み、研修制度・人材紹介事業などについて説明頂きました。

[第３０６回朝食会]
波乱に満ちた4年間(苦戦・失敗・学び)の経験をお話頂きました!
第306回朝食会は、6月19日(火)「経営雑感シリーズ」として、ゲストに海内工業
㈱海内美和代表取締役をお迎えして「青年女性経営者が描く経営戦略」と題して40名
の出席で開催しました。
2014年に父が脳梗塞で倒れ、経営する板金会社を継承しましたが、父のやりかた
たではなく、全てのやり方を変えた結果、ついていけないと社員数人が退職され、悩
みぬいて色々な書物を読むなかで、山本五十六の語録「やってみて、言い聞かせてやらせてみて褒めな
ければ人は動かぬ」「話し合い耳を傾け精進し任せてやらねば人は動かぬ」に気付き、現場に4年間戻
り信頼も生まれ、人も7人採用 V 字回復しました。など苦労話と V 字回復までの話を講演頂きました。

[第３０７回朝食会] ・㈱アイネット、㈱ダイイチ、㈱ジェイエスピー、大塚製薬㈱横浜支店・
横浜市健康経営認証制度取得企業など４社より取り組み状況をご報告頂きました！
7 月 17 日（火）8 時 15 分より、32 名の出席で開催。
『健康経営取り組み事例紹介と横浜市健康
経営認証制度等について』と題して、認証を取得された 4 社に各企業における取り組みの状況をご報
告頂きました。

2020 年までに AAA の認証及びホワイト 500 の認定を目指すとしています!
[横浜市健康経営認証 2018 クラスＡ]㈱アイネット 石神哲取締役
アイネットですが、主な取り組みですが大きく５点に分けてお話しさせて頂きます。
「情報収集啓蒙活動」では、健康意識を高めるｅラーニング「Let‘ｓヘルスアップ」
は、学習とアンケートをテーマに年１回、学習篇は、食事とか健康知識を行っており、
アンケート編では睡眠状況、食習慣、運動習慣などを中心にヒアリングします。
「衛生委員会」で、労働時間の管理徹底を行い、毎月過重労働者がでないように告知
活動しております。
「定期健康診断」は一番重点をおき１００%受診を目指し人事部が徹底した対応を
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しております。
「教育活動は、新入社員にはメンタルヘルスの検診を全員受診させ、管理職の昇進時に
は、メンタルヘルス、部下への対応、ハラスメント教育などを徹底した教育を行っております。
その他の事項として、福利厚生として、保養所や選べるクラブ等を利用、横浜ウォーキングポイント
にも参加、また、クラブ活動が積極的に行われております。アイネットとして 2020 年までにクラス
AAA の認証及びホワイト 500 の認定を目指しています。

健康経営の認証は PDCA サイクルがちゃんと出来ているかが一番の問題です！
[横浜市健康経営認証制度 2018 クラスＡ]㈱ダイイチ 花本高志取締役社長
クラス AAA を目指しましたが、残念ながら出来ていない所もあってクラス A とな
りました。トリプル A もダブル A もそうですが、PDCA サイクルがちゃんと出来て
いるかが一番の問題で、現在この過程をどうして行こうかと言う事が出来ていないと
取りづらい事になります。色々な認証制度がありますが、クラスが上れば上るほど、
こうした事がちゃんと出来ていないと、課題に対しての改善策が出来ていないと、難
しいなと言う実感をしました。今後クラス AAA を目指すにあたり、やっていかなけ
ればいけない改善、取り組み、実行というところを目指していかなければいけないと思っており、今後
もクラス AAA を目指して行きたいと考えています。
健康経営を行なうことによって、社員の方にタバコをやめなさいとか、体重を減らしなさいとかとい
う事でも、健康経営をあげているのだからやっていこうと言います。良いサイクルで廻っているなどプ
ラスに働き、よい認証制度と思っています。認証を受けるには色々な項目がありますが、出来ていない
事もこれから足していく事により、簡単に取れる制度ですので皆様も是非挑戦されてはと思います。

積極的健康経営で社員の意識、企業イメージもアップしました!
[横浜市健康経営認証制度 2018 クラスＡＡ]㈱ジェイエスピー 稲田彰典代表取締役
当初は、クラス AAA を目指しておりましたが、少し足りなかったと言う事でク
ラス AA となりました。当社の取組ですが、社員の健康管理として、健康診断やス
トレスチェックについても結果の把握と健診後フォローを行っています。
健康に関するセミナーの開催、健康診断の結果分析、健康情報の配信、健康経営
に関するアンケート実施、ウォーターサーバーの導入、医療品、マスクや消毒剤な
ど購入費の補助も行っております。
職場環境の改善ですが、残業の事前申請の徹底で残業時間の削減に取り組んでいます。今年度は更に
申請方法の見直しを行い、時間マネジメントによる残業時間削減を目指しています。
有給休暇取得の推進については、5 年ごとに付与されるリフレッシュ休暇などの整備や積極的な取得
を促進する施策を検討しています。運動習慣の向上ですが、横浜ウォーキングポイントへの全員参加や
社内に体操スペースを設置し、各部で就業前にストレッチを行っております。社内にワークライフバラ
ンスプロジェクトチームを発足さて様々な健康増進イベントを企画しています。メリットとしては、経
営者側から積極的に健康経営を呼びかけることで社員の意識が大きく変化し、健康経営を通じて企業イ
メージもアップしました。

近年の働き方改革などから社員の考え方も心身が健康でなければ
仕事も成果に結び付けられないという考えに変わってきました!
[

経済産業省健康優良法人ホワイト 500][横浜市健康経営認証 2017 Ａ]
大塚製薬㈱横浜支店榎本英雄次長 弊社は全社的な健康経営に関する取り組みが評
価されて、ホワイト 500 に 2017 年認定されました。また、横浜支店では、初年度
クラス A を取得致しましたが、本年はクラス AA の取得を目指して取り組んでいま
す。近年の働き方改革や女性の活躍推進などで、社員の考え方も変わり心身が健康で
なければ仕事も成果に結び付けられないという考えに変わってきました。
社員一個人の健康問題は、従業員の意欲、生産性、離職率、医療費負担に影響を及ぼす訳ですが、こ
れが集団となった場合には、
「企業にとっての重要課題」になってきています。
その重要課題の解を「健康経営」と定義づけ、全社一丸となって取り組んでいるところです。横浜支
店としましては三つのポイントに注力しております。一つ目は経営トップの意思の具現化。二つ目は健
康経営推進体制の確立。三つめは健康課題の把握とその課題解決です。
特に、健康経営推進体制ですが、具体的には、30 歳以上の社員の人間ドック受診無料化、オーダー
メイド型の運動プログラムや食事指導を受けられる「プログラム」提供、社員やその家族向けの健康セ
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ミナー開催などを取り組んでいます。横浜支店の事業所レベルでは、オフィスの玄関に横浜市健康経営
認証をはじめ各認定証を掲示して社員の意識づけを行っております。また、名刺にも横浜市健康経営認
証のマークを入れて、お得意様との接点に大きく役立てさせて頂いております。(スタンディン

[第３０８回朝食会] ・・横浜労災病院医学博士 山本晴義先生に講演頂きました・・
｢働く人のメンタルヘルス～ストレス 1 日決算主義のすすめ～｣と題してお話いただく！
元気な管理者・経営者になってください!病気するしないではないんです!
秋らしい時候となった９月１８日(火)、3 連休明けにも関わらず 42 名の出席で、
講師に独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 勤労者メンタルヘルスセン
ター センター長 医学博士 山本晴義先生をお迎えして｢働く人のメンタルヘルス～
ストレス 1 日決算主義のすすめ～｣と題して講演頂きました。
講演では、メンタルヘルスを色々な所で話しますが一番は自殺対策です。統計を取
り出して 100 万人の日本人が命を断っている中で私は自殺者を減らしたいというの
が講演の大きな目的です。私は 20 位の病気をしています。元気な労働者になってください。元気な管
理職になってください。元気な経営者になってください。病気をするしないではないんです。人間一度
しかない人生なんです。この今日と言う一日、そして一度しかない人生を大切にするというのがメンタ
ルヘルスで、ストレス 1 日決算主義なんです。私のメッセージ『一日決算主義』今日、夜寝るときに
『良い一日だった』と思える 1 日を 365 日死ぬまで送りましょうと言っています。多くのサラリーマ
ンが金、土の夜をゴールデンタイムしていますが、健康的なアクティブな労働者、経営者は週末の午前
中をゴールデンタイムにしてください。限られた時間の中で、元気良く、歯切れ良く、先生の人生観も
お話頂くなど、経営者の方々には非常に参考になったすばらしい朝食会でした。

[第３０９回朝食会]
働き方改革、経営上の課題と対応事例、今、なぜ働き方改革なのかを講演頂きました!
第309回朝食会は、ようやく秋らしい時候となった10月16日(火)8時15分より、HOTEL THE
KNOT YOKOHAMAにて、45名の出席で開催しました。
今回は、本年3月に開催致しました朝食会において「経営者間の意見交換」を行ない
ましたが、複数の経営者の方々から、働き方改革が経営課題になっているとのご意見を
頂いた事から、これらを踏まえ｢働き方改革、経営上の課題と対応事例～今、なぜ働き
方改革なのか～｣と題しまして、ヒューマシー人事労務研究所代表社会保険労務士、健
康経営アドバイザー正木秀幸氏に講演頂きました。
講演では、来年春から段階的にスタートする働き方改革にともなう労働法の改正内容について、働き
方改革における法改正のポイントは、1.長時間労働の是正、2 .多様で柔軟な働き方の実現、3. 雇用形
態にかかわらない公正な待遇の確保になることなど、企業がどう取り組めば良いかなどをお話頂きまし
た。

[第３１０回朝食会]
エネルギー消費の現状と省エネ技術について講演頂きました！
朝夕寒さも感じる時候となった 11 月２０日(火)８時 15 分より、38 名の出席で開催されました。
今回のテーマは、東日本大震災における福島原子力発電所の停止以降、国内のエネル
ギー事情は大きく変化していることから、一般財団法人省エネルギーセンター、エネル
ギー使用合理化専門員藤本勉氏をゲストに、
「省エネを考える」～エネルギー消費の現
状と省エネ技術について～と題して講演頂きました。
講演では、「エネルギー消費の現状について、産業各部門ごとの消費量について、
政府の『第5次エネルギー基本計画』2030年に向けた対応、2050年に向けた対応、
省エネ法の概要、省エネ対策の視点は、『やめる』『止（と）める』『変える』『拾う』『直す』『下
げる』というキーワードです。例えば『止（と）める』は、不必要な照明、空調、コンプレッサを止め
てみる。省エネ活動の進め方としては、現状把握と、エネルギー管理規定等を整備し、計画を立てて実
施し、結果を検証し、見直しをするＰＤＣＡサイクルを継続することが必要です。と話され、最後に、
センターが実施している中小企業向けの無料診断について、診断の事例も含め紹介されました。
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[第３１１回朝食会] ・・「経営者の健康管理シリーズ」・・
｢腰痛はじめ身体故障の原因と治療・予防対策～をテーマに開催しました!
12 月は経営者の健康管理シリーズと題して開催をしており、今回で 10 回目となります。本日は、
鍼・灸・マッサージ師、アスレチックトレーナー、さとう治療院々長佐藤 千可生先生をお迎えし｢健康
で仕事続けるために身体のケア・体力の維持について｣～腰痛
はじめ身体故障の原因と治療・予防対策～と題しましてお話頂
きました。
講演では、怪我の種類、外傷と傷害､腰痛椎間板ヘルニアの
原因と対処方法、腰痛の分類と腰痛にならないための日頃のス
トレッチの方法などを講演頂き、質問に入り、腰痛を抱えてい
る会員など５名の方々から質問がだされ、いずれも腰(かなめ)の問題なので聞くほうも回答する先生も
真剣にお話されていました。

［第３１２回朝食会］ ・・日本銀行横浜支店新見明久支店長をゲストに開催・・
国内外・神奈川県経済の現状と先行きなどお話頂きました！
今年初の朝食会は、２月１９日(火)8時15分より、HOTEL THE KNOT YOKO
HAMA「ハートの間」にて、44名の出席で開催致しました。
2019年に入り、経済の先行き懸念も想定される中で、国内・県内の経済情勢や先
行きなどについて、企業経営の参考にとの考えから、日本銀行横浜支店新見明久支店
長をお招きし｢最近の金融経済情勢について｣と題して講演頂きました。
講演では、①12月短観のポイント、国内及び神奈川県の経済環境について、②人手不足のもとでの
賃金動向と新たな給与体系の構築に向けた取り組み、③経済・物価情勢の展望の3点について講演頂き
ました。

［第３１３回朝食会］
会員間の意見情報交換を行い、６名の方に発言頂きました！
さくらの開花も近い３月１９日（火）８時１５分より、HOTEL THE KNOT YOKOHAMA「キン
グ＆クィーンの間」にて、２９名の出席で開催致しました。毎年３月の朝食会は「会員間の意見・情報
交換」をテーマに開催しており、今回は最近入会された経営者の方々に、会社の経営方針や経営課題、
経営を行なううえで常日頃考えていることなどについて発言を頂きました。

創業から 70 年を迎え塗装業から建設業、人材派遣業にシフトし社名も変更しました！
㈱三上 三上貴将専務取締役 弊社は 1949 年に創業致しまして今年で 70 年になります。創業当初
船舶関係の塗装業務をメインとしておりましたが、部品の組立や据付の業務へと幅広く
対応するようになり建設関係にも業務を拡大、それまでは三上塗装工業㈱という社名で
したが昨年の 4 月に現在の㈱三上に社名を変更致しました。
建設関係でも多様な業種があり、現在 23 業種の建設業許可を保有しており、メンテ
ナンス工事がメインとなっております。その他にも、共同住宅やビルの改修、いわゆる
大規模改修工事と言われるものもメインの事業の一つです。
今年度経営方針の中で事業活動の軸として、15 年程前から行っております「労働者派遣業」及び
民間の個人のお客様を対象としたいわゆる住宅リフォームと言われる分野の事業においています。

フリーペーパー・子供のキャリア教育・職業講話やインターンシップのコーディネートをしてます！
㈱さくらノート 武政 祐氏 私はキャリア教育支援冊子「さくらノート」というフリ
ーペーパー制作しております。さくらノートは横浜市他近隣の市にある、中学・高校・
大学の約 430 校、65,000 部配付され活用頂いております。
さくらノートは社員数４人の小さな会社ですが、私たちの仕事は「冊子を作ること」
ではなく、
「次代を担う人材を育成すること」と共通認識を持ち、誇り持って日々の業
務に励んでおります。年に 30 校程度、職業講話やインターンシップのコーディネートをしていますか、
まだ企業が教育参画することへの理解が浸透していないのが現状です。いかにキャリア教育に参画頂け
る企業様を集められるかが私たちの課題です。
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リピーター層を大事にして、よりー層の顧客化を強めていきたいと考えております！
トラベルイノベーションジャパン(株) 及川秀規氏 私共は旅行コンサルティングや、東アジアに特化
した訪日旅行誘致事業をメイン目的として、2009 年に設立し、国内および海外の団体、
研修、個人、パッケージ旅行やオーダメイドの旅行を取り扱っております。
会員として特定のお客様へ国内出張についてのサイトによる国内航空券予約システム
を利用した航空券の提供や、ＪＲの乗車券、宿泊などのご手配なども行っております。
また、タイを中心に東南アジアからの訪日外国人旅行の取り扱いや、通訳・翻訳といっ
た業務など幅広く業務を行っております。弊社としては、お客様の 1/3 の方がリピータ
ーの方ですので、このリピーター層を大事にしてよりー層の顧客化を強めていきたいと考えております。

ライバル企業に勝つため最新の機械を導入してお客様のニーズに応えていきます!！
㈱栄光メディアミックス 千葉八郎代表取締役 私共は、広告関係を主にやっている
会社で、まだ 14 年しか経っておりません。私共は、①屋外広告の貸広告スペースの
レンタル事業 ②看板製作事業 ③バラエティーショップ事業の 3 分野の事業を推進し
ています。私共も何とか安く供給できないかと企業努力をするなど、小さな仕事です
が 3 つの柱で営業をしております。
将来に向けては、事業承継等についても皆様のご意見を伺いながら進めていければ
と思っています。コストという面が叫ばれている中ライバルと競争した時に勝てるのは何なのかと考え
た時、最新の機械を導入して、お客様のニーズに応えることが使命と考え、広告物を製作しています。

昭和 31 年に設立、火災共済事業を行っております！
横浜市民共済協同組合 久保田眞人理事長 横浜市民共済生活協同組合は、昭和 31 年に設立され、皆
様の生活の安心と安全を図るために火災共済事業を行っております。
営利を目的としない団体で、毎年剰余金があるときには利用分量に応じて割戻しを
行っており、平成 30 年度は前年度掛金の 25％を還元しております。
組織的には組合員を中心として役員と職員により成り立っており、経営方針として
は、民間としての非営利団体として、組合員の皆様に負担の少ない掛金で、被災者の
生活再建の手助けが迅速にできる組織としていきたいと考えています。民間感覚を
身につけ、職員の資質の向上にも繋がるよう努力していきたいと考えております。

労金は、協同組合の組織で非営利事業として行なっております！
中央労働金庫横浜支店 永野 功支店長 労働金庫は労働組合とお付き合いをしてい
る金融機関です。中央労働金庫は 2001 年に関東と山梨県にあった労働金庫が合併
して発足致し、神奈川県内は現在 30 店舗（うちローンセンター8 店舗）で営業を行
なっております。労金は「労金法」に則って協同組合の組織で非営利事業として行な
っており、個人のみの取引ですので、99％個人の方へのローンとなっておりまして、
其のうちの 9 割近くが住宅ローンに特化しております。課題としては、マイナス金利政策の中資産形
成がこれまでの貯蓄商品だけでは運用面で厳しい時代に来ておりますので、他の金融機関と同じように
投資信託や個人型確定拠出年金や積立 NISA といったものも積極的に展開をしております。
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[第１２９回異業種交流サロン] ・・異業種交流サロン第１２６回～１３５回・・
社員の平均年齢 30 代前半の当会会員㈱佐々木鉄工所を見学致しました!
朝食会の翌日の 7 月 18 日(水)異業種交流サロンメンバーを中心に 10 名が、当会理事相談役、佐々
木俊輔代表取締役会長を務める㈱佐々木鉄工所を見学しました。
佐々木鉄工所は、昭和 3 年西区岡野町にて創業、昭和 45 年に現
在の中区かもめ町に新工場を建設。業態も鍛造工場中心から機械加
工工場に変化し、
「お客様にとってのオンリーワン」
「常識打破企業」をビジョンに 30 名弱の社員
として、少量多品種、大型機材まで製造する会社として独自性を発
揮する工場に変革しているとの事でした。
工場見学に入りましたが、特徴的なのは、現在の佐々木英力社長は
30 代で事業を承継し、若い社員が多く、尋ねたところ 30 代前半とのこと、また、早くから中国人研
習性を入れて戦力化しており、現在は、受入国もキリギスやミャンマーの研修生も働いており、外国人
研修生受け入れ企業の草分け的な企業との感がしました。見学後、意見交換を行いましたが、社員が若
いだけに技術の伝承が課題との事でした。見学終了後「味蕾亭」にて懇親を深めました。

[第１３１回異業種交流サロン]
36協定等の具体的対応方法について研鑽しました!
10 月 17 日(水)豊正工業㈱会議室において 9 名の出席で開催。
平松社会保険労務士事務所平松洋子氏(当会会員)に出席頂き、前日
の朝食会におけるテーマ「働きかた改革」における法律の改正 36
協定等の具体的対応方法について、監督に届出を行なう場合の具体
的記載方法などについて、事例も交えて教授頂き、非常に参考にな
ったことから、改めて労働講座を開催することと致しました。
※ 他の異業種交流サロンは、経営者間の意見交換を中心に開催致しました。

[当会新規事業]
【１】希望ヶ丘定時制高校との１日インターンシップを実施しました！
平成３０年度の新規事業「希望ヶ丘定時制高校とのインターンシッ
プ」を 8 月 8 日(水)～20 日(月)の間で実施しました。
当該高校も初めての試みであることから、当会からは５社に協力頂
く事とし調整を行ってきましたが、生徒へのアプローチ等の関係もあ
り、㈱加藤組鉄工所、興信工業㈱、(有)ブラスエヌの 3 社が受け入
れ、会社概要説明、②社内各部署案内③工場・現場見学、 ④若手社
員との意見交換、⑤社長との意見交換などが行われました。
結果について、アンケートの協力を頂きながら受け入れ会社及び生
徒の感想としては、双方が実施をして良かったとの結論となりました。
今後については、希望ヶ丘定時制高校とも話し合いを行いながらより良い事業にしていければと考え
ております。ご協力頂きました企業様にお礼を申し上げますと共に、今後も会員企業様のご協力も賜り
たくよろしくお願い致します。

【２】 横浜システム工学院専門学校との連携は進行中です!
横浜システム工学院専門学校とのインターンシップ及び卒業する留学生の就職を希望する生徒との
マッチング事業について連携することと致しました。
連携の具体的な内容として、①求人紹介（それぞれの企業にて求人票を作成し、就職支援室から
学生に紹介）②本学での企業説明会(採用担当の方にご来校いただき、学生に向けて説明会を実施)
③本学での採用面接会(説明会に続いて校内で１次面接も行う) ④職業体験を通した採用試験（イン
ターンシップ型採用）
。現在、インターンシップを中心に 6 社と調整を行っておりますが、具体的に
実施する段階までには至っておりませんが、年間を通しての取り組みですので引き続き連携を行っ
ていく事と致しました。
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[平成３０年度経済局との意見交換]
中小企業対策を中心に当会より５項目を提言し忌憚の無い意見交換を行いました!
平成３０年度の経済局との意見交換は、8 月 29 日
(水)15 時 10 分より、関内中央ビル４階経済局Ｃ会
議室において、経済局より、中村隆幸ものづくり支援
課長他４名、政策局 2 名、IDEC より 1 名、みなと工
業会より花本高志政策部会長以下 10 名の出席で開催
しました。
菊地事務局の司会進行で始まり、花本高志部会長及
び中村隆幸ものづくり支援課長より挨拶頂き本題に入りました。意見交換に先立ち、当会が本年度より、
外国人留学生との連携を始めたことから横浜市として取組みを進めている留学生就職促進プログラム
について、政策局大学調整課塚田担当係長より説明がなされました。
引き続き、中小企業をとりまく経営環境について意見交換にはいり、各経営者の方々より、企業取り
巻く環境や人材不足に対する対応などについてコメント頂きました。当会提言事項の提起及び意見

交換にはいり、当会より１．中小企業人材不足への対応、２．外国人雇用問題について、３．
事業承継問題について、４．技術者育成支援事業について、５．経済局の実施する中小企業支
援制度について、を提起し、経済局ものづくり支援課、経営・創業支援課、横浜企業経営支援
財団の方々と 2 時間に亘り忌憚のない意見交換を行いました。

朝食会をきっかけに横浜健康経営認証クラスＡＡを取得することができました
株式会社三上 専務取締役 三上 貴将
総合建設業、製造業をしている会社ということでみなと工業会に参加させて頂き
ちょうど１年が経ちました。
弊社が社名を現在の社名に変更したのもちょうど１年前であり、新社名の歴史と
みなと工業会の会員である歴史が同じになることに縁を感じます。
この１年間色々な事業に参加させていただきましたが、中でも印象的な事業はや
はり朝食会です。
様々なテーマに関する専門の方にお話していただきますが、どれも普段は聞くことのできない内容の濃
いお話ばかりで大変貴重な経験をすることができております。あのような充実した内容のお話は有料の
講演会でもなかなか聞く機会はないのではないでしょうか。
朝食会で横浜健康経営認証についての回があったのですが、それをきっかけに弊社も横浜健康経営
認証のクラス AA を取得することができました。今後も朝食会をはじめ、多くの事業に積極的に参加さ
せていただき個人、会社共の糧としていきたいと思います。今後とも何卒よろしくお願い致します。

[市工連新入社員合同研修]
当会より㈱佐々木鉄工所、産和産業㈱５名が参加しました!
日本丸マスト登しょう・カッター訓練など実技も行なうのが特徴です
好転に恵まれた４月１５日、１６日の両日、帆船日本丸訓練センターにお
いて、横浜市工業会連合会「第 33 回新入社員合同研修会」が、市工連傘下
12 社 35 名が参加し開催されました。
この研修は、市工連傘下の企業の新入社員を対象に企業人としての心得
やマナーなどを講義と実技を通して研修を行なう内容で毎年実施しています。
第 1 日目は 9 時より、オリエンテーション、開校式、講義・実践、日本丸
メインマスト等の登しょう訓練、2 日目は講義・実践、カッター訓練、結索訓練、研修を受けての感想
文の作成と発表等で、閉講式にて各参加者に認定証が渡され 2 日間の研
修
修は終了しました。
両日は、天候にも恵まれ青空の下で屋外での訓練も行なわれ、当会か
らは㈱佐々木鉄工所より 2 名、産和産業㈱からは 3 名(写真右上)に参加頂
きました。
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横浜健康経営認証２０１９に当会より、７社（ＡＡＡ3 社 ＡＡ4 社）が認証されました！
横浜市では、健康経営に取り組む事業所を、横浜
健康経営認証事業所として認証しており、市内事業
所で代表者の他に従業員が１名以上いれば対象とな
ります。
認証区分は、事業所内における健康経営の取り組
みのＰＤＣＡサイクル状況を「経営者の理解と関与」
「健康経営の推進」「取組の評価」の視点から評価
し、次の３つの区分で認証します。
2019 年度は、市内の３２社が認証されたＡＡＡ
を㈱光電社、㈱ダイイチ、古河電気工業㈱横浜事業所の３社が認証されました。㈱ダイイチは、昨年Ａ
から、再挑戦をしてＡＡＡを認証されました。ＡＡには、㈱アイネット、大塚製薬㈱横浜支店、 ㈱三
上、 ㈱横浜銀行の４社が認証され、㈱アイネットは昨年度、大塚製薬㈱横浜支店は一
昨年度Ａから再挑戦しＡＡを認証しました。
健康経営認証制度は、働き方改革が叫ばれている中で、社員の健康管理、社員にやさ
しい企業イメージ等から好評で、年々応募企業も増加しており、是非、貴社（団体）
におかれましても、ご検討されてはいかがでしょうか。
（左は㈱ダイイチ様受賞写真）

みなと工業会に入会して７年目になりました!
行政書士長谷川幸子事務所所長 長谷川 幸子
いつもありがとうございます！２０１３年７月１日に入会し、本年６月３０日で
丸６年経ちました。現在、理事を仰せつかり政策部会の部員をさせて頂いておりま
す。
入会のきっかけは、同じロータリークラブメンバーの神奈川銀行さんからのご紹
介でした。みなと工業会の会長さんがやはり同じロータリークラブメンバーの加藤
卓郎さんときいて即決し入会させて頂きました。
製造業の経営者の方たちの会ってどういう会なんだろう、と興味津々でした。ま
た、行政書士として少しでもお役に立つことができればいいな。と思いました。
毎月第３月曜日の朝食会は、ほぼ毎回出席しています。朝食会では横浜市及び経済局の重点施策の提
供を受けることができます。経営活動等に必要な情報をタイムリーに受け取ることができます。毎回、
朝起きるのが楽しみです。異業種交流サロンや工場見学会にも参加しています。経営者としての研鑽が
深まります。
本年５月には、みなと工業会のご紹介により、横浜システム工学院専門学校さんの推薦行政書士（外
国人の在留関係）に指定されました。
いつもお世話になるばかりで、まだまだお役に立てているとは言えませんが微力ながら今後ともみな
と工業会の発展のために尽くして参りたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

第４０回工業技術見本市テクニカルショウヨコハマ２０１９が開催されました!
神奈川県下最大級の工業技術・製品総合見本市、第 40 回工業技術見本市「テクニカルショウヨコ
ハ マ 2019」が『みつかる。つながる。広がる。』をテーマ
に、2 月 6 日(水)～8 日(金)の 3 日間、パシフィコ横浜展示
ホールにおいて、過去最大となる 806 社・団体、643 コ
マの出展で開催されました。
2 月 6 日(水)9 時 30 分より、正面入口にて開会式が行な
われ、主催者を代表し
て、横浜市工業会連合
会榎本英雄会長他来賓挨拶が行なわれね、テープカットで 3 日間
の見本市が始まりました。
当会からは、プリント基板、設計製造の「アートワーク㈱」、
インフルエンザ予防など無臭除菌・消臭の「一善神奈川」、「セ
コム㈱」、｢日産自動車㈱｣が出店されました。(写真左から、アートワーク㈱白須社長、一膳神奈川 戸田氏)
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新入会員企業のご紹介(平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日)
株式会社三上(４月１日)
代
表 三 上 俊 哉(代表取締役)
担 当 者 三 上 将 貴(専務取締役)
住
所 〒220-0022 横浜市西区花咲町 4-124
電
話 045-231-7115 FAX 045-231-8989
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.mikami.yokohama
E-Mail
smile@mikami.yokohama.
業務内容 建設事業、造船事業、プラント事業、リニュアール事業、リフォーム事業、総合人材サービ
ス事業、不動産事業。

日本海洋計画株式会社（４月９日）
代
表 林
高 広（代表取締役）
担
当 横 尾 嘉 明（取締役会長）
住
所 〒234-0052 横浜市港南区笹下 1-1-15
電
話 045-845-3810
ＦＡＸ 045-845-3615
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.nihon-kaiyoukeikaku.co.jp/
E-Mail jop@nihon-kaiyoukeikaku.co.jp
業務内容 潜水土木工事業、船舶等の調査及びサルベージ業、鋼構造物設置・撤去・解体、各種防触工
事、水中生物調査・分析、潜水士技能研修、潜水関連器材販売等。

トラベルイノベーションジャパン株式会社(7 月 17 日)
代
表 加 藤
英(代表取締役)
担
当 及 川 秀 規(課長)
住
所 〒220-0023 横浜市西区平沼 1-3-13 大勝ビル 4F
電
話 045-624-9221
ＦＡＸ 045-328-3096
Ｕ Ｒ Ｌ http://ti-j.co.jp/
E-Mail
h.oikawa@ti-j.co.jp
業務内容 旅行業法に基づく旅行業（国内旅行・海外旅行・日帰り旅行・訪日外国人
受入業務・格安航空券販売、国内外ホテル予約）、広告業（観光及びタイ関連広告）
各種運送代理業、土産物販売業（輸出入）
、旅行傷害保険代理業務、券類の発売に関
する事業、各種運輸機関の乗車船券類の発売に関する事業、イベント・コンベンショ
ンの企画立案。

アイリスチトセ株式会社横浜営業所(７月２３日)
代
表 藤 井 邦 幸(所 長)
住
所 〒220-6210 横浜市西区みなとみらい 2-3-5 クィーンズタワーＣ
電
話 045-663-2276
ＦＡＸ 045-663-2273
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.irischitose.co.jp/
E-Mail
kuniyuki_fujii@irischitose.co.jp
業務内容 オフィス用家具 福祉用家具 教育用家具 ホテル用家具等の製造と販売。

株式会社富士防(７月２６日)
代
表
担
当
住
所
電
話
Ｕ Ｒ Ｌ
E-Mail

岡 田 成 煥(代表取締役)
松 原 佳 菜(事務統括本部 総務部)
〒238-0023 横須賀市森崎 1-19-18
046-830-5481
ＦＡＸ 046-830-5482
http://www.fujibow.co.jp/
saiyou@fujibow.co.jp
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業務内容 マンション等建物の大規模修繕工事の元請負事業・防水工事業工事箇所：外装共用部分（外
壁／屋上／共用廊下・階段／その他外装部）工事内容：下地補修・高圧水洗浄・外壁補修、塗装・タイ
ル補修・屋上・ベランダ・廊下・手すり等鉄部塗装。

キャル株式会社(８月３１日)
代
表 前 田
明(エンジニア事業本部 東日本エリア事業部長)
住
所 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町 2-10-5YS10 ビル 6F
電
話 045-328-1252 FAX 045-328-1262
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.cal.co.jp
業務内容 人材派遣業(派)27-30185、 職業紹介業 27-ユ-301379、P マーク１９０００７６２
(０３)技術者(ソフト・ハード)専門派遣会社、事業形態は、IT・機電・グローバル展開・受託開発・官
公庁システム開発・胡蝶蘭生産販売。

株式会社栄光メディアミックス(１２月 1 日)
代
表 島 田 ひとみ(取締役副社長)
担
当 千 葉 八 郎
住
所 〒244-0804 横浜市戸塚区前田町 503-2
電
話 045-390-0084
ＦＡＸ 045-390-0094
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.e-kanbanman.com
E-Mail
mailto:shimada@a-5.co.jp
業務内容 デサイン制作部：デザイン・大型プロッターによるビジュアル印刷、大判ポスター・看板
用インクジェットプリント・カッテング文字・横断幕等
施工部（広告物）：新設、移設、修理、解体、清掃、電球交換（ＬＥＤランプなど）等の工事
アンテナショップ：各種印刷/大判ポスター・コピー・名刺・封筒・メニュー表・会社案内他。

株式会社さくらノート(１月１日)
代
表 西 村 保 彦
担
当 武 政
祐
住
所 〒231-0065 横浜市中区宮川町 3-89-3-202
電
話 045-325-8801
ＦＡＸ 045-325-8802
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.sakuranote.jp/
E-Mail
takemasa@sakuranote.jp
業務内容 学校配布型キャリア教育支援マガジン「さくらノート」の発行中学・高校における職業講
話・インターンシップ等のコーディネートキャリア教育に関するセミナー、会社案内・採用パンフレッ
トの制作。
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