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【 今月のコンテンツ 】
●

神奈川イグレンご案内

･････････１、２

● イグレン会員グループ・プロジェクト状況

･････････２、３，４、５

● 税理士法人 With you

･･････････５、６

【 連載５ 】代表社員 出田 敏子 氏

● 薬の美彩（くすりのみどり）
【 連載 11 】 代表 小磯 清子 氏

･･････････７

● 産学官交流サロンコーナー／事務局コーナー

･･････････８

【 神奈川イグレンご案内 】
■

イグレン 30 周年記念シンポジウムのご案内

【日 時】 2014 年 11 月 28 日（金） 14：00～17：00
シンポジュウム 1 部、2 部
17：15～19：00
交流会
〒231-0015 横浜市中区尾上町 5-80
神奈川中小企業センタービル 14 階
神奈川県異業種連携協議会
交流会参加費 3,000 円
14：00～ 議長、支援機関、有識者などの祝辞、助言、活動報告など
14：35～16：00 シンポジュウム 第一部
16：15～17：00 シンポジュウム 第二部
17：15～19：00 交流会
【お申込】 神奈川県異業種連携協議会 事務局
TEL 045-228-7331
FAX 045‐228‐7331（TEL 兼用）
http://www.kanagawa-iguren.com
【場 所】
【主 催】
【参加費】
【内 容】

イグレン 30 年の歴史と変遷、これからのイグレンの在り方を知る機会です。
シンポジュウム後の交流会で色々な方とお話頂ければと思います。

＊

イグレン事務局のお休み 8 月 11 日～15 日
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福井県立大学生と横浜若手経営者との交流会 （2014．8.5）
神奈川イグレン 専務理事 芝 忠
8 月 5 日、横浜市関内ホール地下の「青少年育成センター」にて、福井県立大学の学生２２名と横浜の
「青年経営者会」の経営者６名と交流会が行われました。イグレンと関東学院大学との中小企業:見学ツアー
や調査受託事業による人脈を山崎福井県立大専任講師(関東学院大講師と兼務でイグレン会員)が活用したも
ので、私(芝)も参加しました。学生チーム 4 つの発表は①クラウドソーシングを活用して未来を生き抜く、
②ブランドの確立で中小製造業のパラダイム転換の起爆剤へ、③中小製造業における人材獲得～大卒人材獲
得に向けたＢｔｏＳ戦略、④中小製造業における女性の人材獲得について、で、いずれも横浜の中小製造業
を意識した労作でした。発表も良く練られており、各経営者からも高く賞賛されていました。①は新しい仕
事探しのアイデアで、最新のシステムを活用したらという提案、②のブランドは「横浜システム」としても
のづくりの共同化への提案で、福井から遠く横浜企業達へのアッピールでびっくり。
「たばこ専用ゴミ箱」の
提案がありました。③のＳとは student（学生)のことで、自分達自身が中小製造業とどのように交流接点を
持つのかを考えたものです。④は女性の能力活用の色々なシステムを検討したものです。それぞれ具体的な
提案なので、参加経営者から非常に多くの活発な意見や指摘がありました。私も最近の調査や見学で得られ
た知見に基づきそれぞれの提案に対して率直なコメントを述べました。
非常に高いレベルにあると思います。
経営者からもっとも高く評価された提案は②で表彰されました。2 日間の日程で、見学会や交流会が行われ、
学生にとっても重要な体験だったと思います。
山崎ゼミの活動として 3 年生・４年生が参加したわけですが、
山崎先生の企画力と実践力を高く評価したいと思います。
「横浜青年経営者会」は(社)横浜市工業会連合会の
もとで 2 つの団体が合併して平成 8 年(1996)にスタートしたものです。今回は我々におなじみの金沢区の㈱
山喜社長山崎一氏が受け入れ先を代表して準備されたようで、
「学生のレベルの高さに感心する」と評価して
いました。
******************************************************************************************************

【 イグレン会員グループ・プロジェクト状況 】

【 第１５３回・日韓ビジネス協議会 】
高橋 導徳
８月度は恒例の施設見学および暑気払い会を 13 日に開催。横浜埠頭株式会社担当者の案内により横浜港
(大黒Ｃ－４)コンテナターミナルの施設見学し、その後中華街の店で暑気払い会を行いました。
施設見学では・・・
「私たちのくらしを支える横浜港」を視聴。横浜スタジアム約６個分にも及ぶ広大な敷地
に広がるダイナミックな風景を目のあたりにし横浜港やコンテナターミナルについて詳しく解説頂きました。
第 152 回の日韓ビジネス協議会では「日韓財団 20 年間の活動と今後」と題して日韓産業技術協力財団、
元常務理事
山崎 弘氏により 1993 年設立以来、日韓の産業技術の相互の発展、特に中堅中小企業の
技術、ビジネス支援、人材交流を目的に多くの事業を実施、事業から見た韓国企業の課題、財団の今後の展
開について紹介されました。今回の交流会は李総領事のご厚意により駐横浜大韓民国総領事館のご招待で韓
国料理をご馳走になりました。

【 Ｃ＆Ｓグループ 】
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Ｃ＆Ｓ会長 松井利夫
＜ 最低賃金 平均 16 円 UP でも増税、物価高に追いつかず ＞
１．はじめに
7 月 29 日に、厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会が平成 26 年度の地域別最低
賃金を全国平均で時給 16 円 UP して 780 円とする目安額をまとめ田村厚生労働大臣に答申したとの報道
があった。この機会に、最低賃金制度について調べてみた。
２．最低賃金制度とは、憲法第 25 条の趣旨に基づいて昭和 34 年 4 月に制定された「最低賃金法」で定められ
た制度で、全ての労働者を守るための安全網としての役割がある。
最低賃金には地域別最低賃金(都道府県単位で設定)と特定(産業別) 最低賃金とがあるが、毎年、中央最低
賃金審議会で地域別最低賃金の目安額をまとめて厚生労働大臣に答申すことが決められている。答申を受
けてからは、都道府県ごとに経営者と労働者の代表、有識者など公益委員が話し合い、10 月までには新し
い最低賃金を決めることになっている。
地域別最低賃金は、全ての労働者の賃金の最低額を保証するセーフネットとして、常用、臨時、パート、
アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称に関わらず、原則として、各都道府県で働く全ての労働者とその
使用者に適用される。最低賃金とは、国が定める 1 時間あたり賃金の最低基準であるが、最低賃金未満で
働かせた企業は労働者一人あたり 50 万円以下の罰金が科せられる。原則として、使用者は最低賃金以上
の金額を全ての労働者に支払わなければならないが、例えば、試用期間中の者、軽易な業務に従事する者
などに該当し、都道府県労働局長の許可を得た場合は適用を除外される。なお、ここでいう最低賃金には、
基本的な賃金の額であり、時間外割増賃金、家族手当などは含まれない。
３．最低賃金制度の問題点
中央最低賃金審議会の小委員会では、47 都道府県を経済情勢などに応じてＡ~Ｄの 4 ランクに分けて、上
げ幅の目安額を提示している。平成 26 年度においては、東京、神奈川などのＡランク地域は 19 円、茨城、
栃木などのＢランク地域は 15 円、群馬などのＣランク地域は 14 円、高知などのＤランク地域は 13 円で
あった。今回の最低賃金引き上げによって、北海道を除いて、生活保護受給者との逆転現象は全て解消さ
れる見通しである。ちなみに、生活保護受給額は地域によって違うが独身男性の場合、だいたい 7～8 万
円で更に 3 万円以上の住宅手当がもらえる。最低賃金の引き上げにより、逆転現象は一部を除いて解消さ
れるが、消費税増税や物価高による実質賃金の目減りを補うほどにはほど遠く、低所得者層の生活は依然
として苦しく物価の伸びに追いつかない。働き手からみると最低賃金の水準はまだ低く、決め方にも問題
があるので来年夏にかけて見直しされることになっているとのことである。

【 川崎異業種研究会 オープンセミナーのご案内 】
【日 時】
【場 所】
【共 催】
【テーマ】
【定 員】

2014 年 8 月 21 日（木） 13：00～15：00 （受付 12：30～）
川崎商工会議所 ２F 会議室４
川崎市川崎区駅前本町 11-2 川崎フロンティアビル内
川崎市異業種研究会／川崎商工会議所／川崎市
超高齢化社会における事業承継とは・・・
先着 60 名様
セミナー受講費は無料です。
詳細に関しましては別紙案内をご覧ください。

異業種交流会シフト２１ 【http://shift21.jimdo.com/】
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＊＊＊シフト２１視察研修会（２０１４年９月開催）のご案内＊＊＊＊＊＊＊
このたび 9 月 28 日（日）～29 日（月）に群馬県の農業生産法人 グリンリーフ株式会社の視察研修、ガリガリ君でおなじ
みの赤城乳業の工場見学を行います。さらに今年、世界遺産に登録されたばかりの富岡製糸場の見学と学ぶところ、
見どころの多い、とてもお得な研修会です。ぜひともご参加ください！
■
視察研修１
農業生産法人 グリンリーフ株式会社 （群馬県利根郡 昭和村） http://www.akn.jp/index.php
感動農業・人づくり・土づくりをコンセプトに有機栽培、特別栽培への努力を重ね、生産から加工、流通までトレサビリテ
ィーを重視した経営を行っています。さらに大手外食チェーン店との共同商品開発など新たな分野にチャレンジする農
業法人です。経営幹部の方にお話をいただきます。
■
視察研修２
赤城乳業㈱ 本庄千本さくら『5S』工場
http://www.akagi.com/safety/factory/
最大生産量約 80,000kl／年間の最新工場です。
※日本のアイスクリーム生産量の約 10%
※日本で最大規模のアイスクリーム生産工場
工場見学が大人気で、見学予約が取りにくい工場です。『5S』の徹底の為の活動と、製薬会社レベルに近い衛生管理
をはじめ内部活動の充実と「見せる・観せる・魅せる」をコンセプトに、見学者にアピールした工場で学ぶところが大きい
視察先です。
■

その他の見学先
① 富岡製糸場 http://www.tomioka-silk.jp/hp/index.html
日本の近代化を象徴し、経済発展の礎となった世界遺産
② 楽山園 http://www.town.kanra.gunma.jp/kyouiku/bunkazai/map/20120330191558.html
群馬県甘楽町にある、小幡藩二万石の藩邸に付属する大名庭園。築庭は織田信長の次男である織田信雄。
複数の茶屋を設け、「庭園と茶事」を巧みに演出している点、西や南の山々を借景とした広がりのある空間
構成は「庭園美」の極みと言われています。

【日 時】

２０１４年９月２８日（日） ～９月２９日（月） 横浜駅西口 午前７時５０分集合
午前８時００分出発 バスにて移動します。
＜見学先・行程 ：別紙参照＞
【宿泊先】 伊香保温泉 松本楼 http://www.matsumotoro.com/
【料 金】 会員の方
28,000 円 、会員外の方 33,000 円 （バス代、１泊４食付、飲み物代、旅行保険込み）
●料金は事前にお振込みいただきます。
■異業種交流会シフト 21 とは
お申込みの方に振込先をご案内いたします。
シフト２１は経営変革を目指す企業
◆◆お申込み期限

9 月 18 日（木）

氏名（ふりがな）、会社名、役職名、業種、ご住所、携帯番号
メールアドレス、旅行当日の年齢（保険加入の為必要です）
上記を記載の上メールにてお申込み下さい。
◆問い合わせ先 有村 arimura-c@nifty.com
携帯 090-1854-5334

第 63 回

「三浦半島経済人サロン」
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と人の交流を図るグループとして、
業種・業態を問わない幅広い交流を
目的に定例会（原則第 2 火曜日）を
開催しております。ゲスト参加大歓
迎です。お問合せ・お申込みは事務
局・有村まで。(arimura-c@nifty.com)
シフト２１ http://shift21.jimdo.com/
フェイスブック
http://www.facebook.com/shift21.yo
kohama
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神奈川イグレン会員、平野和夫
「第 63 回三浦半島経済人サロン」が 7 月 15 日、神奈川新聞横須賀支社ビル 5 階で開かれました。八幡敬和さん
の後を継いだ、芝忠・神奈川イグレン専務理事が進行役を務める 2 回目のサロンでした。20 人が参加しました。
■

話題提供者はシニア、身障者の方などにパソコンの使い方を教える市民団体「三浦半島パソコンサポートネット」
副代表、樋口彰氏で、「人それぞれのコンピュータ利用法」について講演しました。「1980 年代に登場した“小さな
コンピュータ”が Windows 95 の登場で一気に全世界に普及した」と歴史を話した上で、ファイルやフォルダを操作
するためのエクスプローラの使い方、表計算（エクセル）の機能や書式設定について、わかりやすく説明しました。
配布資料には「コンピュータの雑学」とありましたが、パソコン不得手の私には「今さら聞けないパソコン操作法」
といった感じのお話で勉強になりました。
■ 堀込孝繁・横須賀産業振興財団事務局長から、横須賀西部地域の活性化を主張する（有）原田運送の原田周二
社長プロジェクトについて、「6 月 24 日に 24 人が集まり第 1 回の全体会議が行われ、活発な討論を通じて、数多
くの意見表明・提案があった。それを受けて 7 月 10 日、原田夫妻、芝氏と堀込が協議して、今後は 10 人ぐらいで、
地域資源や活動家のマップをつくることや、お金を掛けないで地域再生の道筋を探すことになった」との報告が
ありました。
■ また、半身まひの蘇武春男さんは、品川プリンスホテル・渡邉誠一総料理長による「三浦ミニ冬瓜（とうがん）」を
食材にした「和食中華」創作料理試食会について、「7 月 19 日（土）開催する運びとなった。地産地消、医療費削減
を目指す」と報告しました（20 名の参加がありました）。
次回の話題提供者については、初参加の玉木夕子さんから「横須賀・横浜に限定した婚活支援イベントを実施して
いるが、参加した横須賀在住の女性の多くが「横須賀に住みたい」を希望している』との発言があり、玉木さんに個
人情報に触れない範囲で話していただくことになりました（日時・正式テーマは未定）。

******************************************************************************************************

税理士法人 With you
〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡２－４ YS ビル３F
電話：045-312-6724 FAX：045-412-6734
http://www.tkcnf.com/ideta/pc/

税理士・産業カウンセラー・FP・
キャリアデベロップカウンセラー
代表社員 出田 敏子

【 連載 ５ 】
夏祭りの協賛金の処理と証憑書類の整理について お届けします。
１．夏祭りの協賛金等の税務上の処理・・・＜法人税の取扱い＞
夏祭りなどに協賛金を支出したり、あるいは御神酒などの物品を購入して贈答した場合、法人税法上は、一般
の「寄付金」として処理する場合が多いようですが、ケースによっては広告宣伝費あるいは交際費として処理
するなど取扱い異なりますので、注意が必要です。

（1）寄付金になるケース
協賛金の支出や物品・サービスの提供などにより、企業名の掲示などの特典を何ら受けることがないような
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場合は、その支出の名目にかかわらず寄付金として処理することになると思われます。
（2）交際費になるケース
例えば、イベントなどの主催者が顧客や取引先である場合に、その顧客や取引先との今後の取引の円滑化など
を目的に支出した協賛均等は交際費になる可能性があるので注意が必要です。
（3）広告宣伝費になるケース
不特定多数の物に対する宣伝効果を意図して支出した場合は、イベントの開催日において広告料としての相当
額を広告宣伝費として処理することになると思われます。
２．なぜ、証憑書類の整理保存が大切なのか？

整理保存されていないと・・・

領収書や請求書などの証憑書類をクリップなどでただ束ねているだけだと紛失のおそれがあります。きちんと
整理保存しましょう。
【 証憑書類とは・・・ 】 領収書や請求書、納品書など取引があったことを証明する書面のことを証憑書類
といい、その記載内容をもとに、記帳し、会計帳簿を作成します。証憑書類などの原始記録、取引事実や適性
な会計処理の証拠書類になります。
Q、どのように整理保存すればいいのですか？
証憑書類を受け取ったら、まず記載内容（取引先、年月日、金額 J、摘要など）に誤りがないかを確認します。
受け取った書類は、売上請求書控などの売上関係書類、仕入請求書などの仕入関係書類、現金取引関係書類、
税務関係書類など、その種類ごとに分類するといいです。分類した証憑書類を所定の証憑書綴に貼るなど、
ファイリングして、整理棚に保管します。例えば、領収書は「証憑書綴」に貼ります。納品書、請求書などは
事業年度ごと、取引先ごとに区分してファイリングします。ファイルは「売上請求書控・・・水色」
「仕入請求
書・・・黄色」など、種類ごとに色分けしておくといいと思います。
＊決算後は、期ごとに箱に入れて保管しますが、帳簿書類の保存期間は法令で決められていますので、その
期間はしっかり保管してください。

※整理保存ができれば、会計の信頼性も高まる

Q、どうして、証憑書類をきちんと整理保存しなければなららいのですか？
証憑書類が秩序正しく整理保存されていれば、書類の紛失、誤記や転記ミス、領収書の二重使用、社内不正が
起こりにくくなります。また、納品書と請求書との突合により過大請求を防止することができます。

容易に証憑書類を取り出すことができれば「何を、いつ、いくらで、購入したか」をすぐに見ることができます
し、経営判断に必要な情報を、社長が迅速に確認することができます。
Q, 経理にとって証憑書類の整理保存は大変重要なことなのですね。
A, ええ、経理の基本中の基本です。証憑書類の整理保存がきちんとできるようになれば、会計の信頼性が高ま
りますし、税務調査がスムーズに対応できると思います。

薬の美彩（くすりのみどり）

小磯 清子

【 連載 11 】
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ホームページ http://k-midori.jp/
ブログ

http://blog.k-midori.jp/

『アンチエイジング・・・ロコモティブシンドローム③：筋肉・神経編』
★ ロコモティブシンドロームについて、今回は筋肉・神経についてです。
実際に体を動かしたり制動したりする筋肉・神経に障害が生じても移動や運動が困難になってしまいます。
筋肉・神経の障害としては神経障害・サルコペニアまた脊柱管狭窄症などがあります。
脳と運動器をつなぐ神経の伝達が上手くいかないと正常な動きができなくなってしまうのです。
ロコモの予防のためには、其々の病気の治療だけではなく、全身の状態を改善し生活の質を保つようにすること
が重要です。
例えば、糖尿病が進むと合併症として神経障害がおきたりしますし、夜中に何度もトイレに行く。
。
。これも薄暗
い廊下でつまづいたり、階段で滑って転んだりなどの原因にもなります。
また、薬の服用もその副作用がロコモのリスクを高める事にもなり得ます。
例えば血圧や睡眠導入剤・安定剤などを飲んでいる方がその副作用のふらつき・めまいで転倒してしまう、それ
から糖尿病の方が血糖降下薬の効き目が強すぎたりして逆に低血糖になりふらついて転倒してしまう、などとい
うことが考えられるのです。
また、元々の内科系の病気で寝て過ごすことが多い方も、体の筋肉量が減ってサルコペニアという状態になって
しまうこともあります。
サルコペニアについて少しお話します。
加齢により筋力と筋肉量は成人期以降低下しますが、20~30%にまで落ちることを、サルコペニア(加齢性筋肉減
少症)と言います。肥満を合併した高齢者にもサルコペニアがあり、筋力が落ちて歩行障害や転倒の引き金になる
こともあります。サルコペニアの予防には食事と運動が欠かせません。高齢者は食が細くなったり、あっさりし
たものを好むようになったりで全体的に栄養不足になっていることも多いのです。
歯の本数が減ったり、入れ歯でかむ力が弱くなりお肉をつい避けてしまうことも多いと思います。
また、コレステロールを気にしすぎて野菜ばかり好んで食べるようになることも考え物です。
しかし、単純に考えてみるとどうでしょう?
ヒトの体は何でできていますか？
野菜ではないですよね、そうタンパク質です。
なので体の特に筋肉や骨をしっかり作るためにタンパク質、つまりお肉を食べて頂きたいのです。もちろんお魚
でも構いませんが、お肉を噛むという適度な咀嚼は唾液の分泌で消化機能の助けになりまた脳への刺激で認知症
の予防にもつながるからです。それでもどうしても肉や魚を食べられなければ、お肉や魚から取った出汁をスー
プにしていただいてもタンパク質をとれますのでぜひお勧めします。また、消化能力が落ちている場合は消化酵
素を服用することも一つの方法です。
運動は、軽いものを毎日少しずつ続けることが大切だと思います。
最近はバリアフリーの住宅も多くなっていますが、むしろ家の中に段差があってもそこに神経を使い段差を認識
し、足を積極的に上げて歩くことも神経と筋肉を衰えさせないエクササイズになるとも言えます。
無理せず、でも甘やかすことなく筋肉量を保ちながらロコモティブシンドロームを予防していきましょう。
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日程

場所

連絡先
内 容

海老名サロン

西湘サロン

三浦半島経済人サロン

神奈川新産学公交流

第 24 回

第 52 回

第 64 回

第 63 回 サロン横浜

8 月 22 日（金）

0９月 08 日（月）

09 月 調整中

08 月 20 日（水）

16：00～19：00

18：00～20：00

18:00～20:30

18:00～19:00

終了後 納涼会

開場は 17:30～

開場は 17:30～

開場は 17:30～

県産業技術センター2F

日本生命小田原ビル

神奈川新聞社 横須賀支社

神奈川県中小企業セン

研修室

4 階会議室

5 階会議室

ター最寄り会場。

小田原市本町 1-4-5

横須賀市小川町 21－9

未定

イグレン（島津、吉池、
）

イグレン（芝、鶴野、小磯、 （織方、篠原、坂本、

イグレン（愛 賢司）

村田、雑賀）

杉本）

参加者の近況・活動

「イラストを通じて地域

「婚活支援について」

講師体調不全の為今回

展望報告など

の魅力を広めたい」

玉木夕子 氏

は納涼会のみ開催。

参加費：3,000 円

イラストレーター

参加費:1,000 円

参加費：未定

納涼会費込み予定

沖野 紘史 氏
参加費:1,000 円

＊尾上町サロンは休会中（9 月以降再開予定）
。

＊ 宮川事務局長が常任理事に就任

8 月に入ってから寝苦しい日が続いていますがそんな夏を皆様いかがお過ごしでしょうか？ここにきてちょっとしたブー
ムになっているのが寝具。快適睡眠のためのひんやりシーツをはじめ、その人の体型に合わせたマットレスなど様々なも
のが開発され、デパートでも常設の寝具売り場でなく皆さんの目につきやすいフロアで製品を体験出来るスペースを確保
していたりします。先日もあるデパートで買い物を終わって帰る際、下りのエスカレーターを降りたところに展示してあ
りました。客の心理をついた設置位置で思わずそこで休憩したくなります。この戦略が大当たりし、メーカーもデパート
も儲かっているのだとか・・・。顧客心理をいかに掴み取るか！これはどの業種においても求められているはず。
既成概念や慣習を一から見直し現代に合ったものづくりをする。こういうものに敏感な会社ほど成長するのでしょうね。
「神奈川イグレンニュース」は多くの皆様方からのご意見や投稿、感想などを頂戴し、情報を共有
する事によって未来へつながる「役立ち情報誌」です。こんなことが新たなビジネスにつながった。
とか、思いもしなかった出会いでこんな事になりました・・・。など原稿を募集中です。
お伺いできる範囲であれば取材にもお伺いします。尚、自薦・他薦は問いませんのでご連絡頂ければと
思います。
神奈川イグレンへの連絡問合せは、 Tel: 045-228-7331

Fax: 045-228－7331（TEL 兼用）

ご意見、感想などあればこちらまでお願いします。 mail masa247307-sowa@dream.bbexcite.jp
神奈川県異業種連携協議会 交流アドバイザーが詰めております、気軽にご連絡ご相談ください（無料）
【月】 ①②③④⑤宮川 豊【火】①②④⑤児玉 英二③愛賢司 【水】①菊地 ②③④⑤杉本 明子
【木】①②指方 順一郎①②③④⑤ 松井 利夫【金】 ①愛賢司②村田和彦③④⑤織方 【土、日、祭日】は休業
〒231-0015

横浜市中区尾上町 5-80 神奈川中小企業センタービル 7 階

インキュベートルーム 703 号

神奈川イグレン事務局
T/F 045-228-7331

URL：http://www.kanagawa-iguren.com Mail：iguren@kanagawa-iguren.com
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