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【 神奈川イグレンご案内 】
＜新しい異業種グループ設立のお知らせ＞
イグレンが新しいグループづくりを行います。イグレンニュースをお読み頂いている会員の方の中には
ご自身も参加をしてみたいがどのように関わっていけばよいのか分からないとか、自分の興味ある分野につい
てどこで話しがなされているのか良く分からないという方もおいでなのではないでしょうか？
そこで、イグレンに新規ご加入頂いた皆様にもご参加いただきやすいようにこの度このような企画をいたしま
した。会員同士の交流により、異業種間の業界情報の交換や、企業間連携へのきっかけづくりなどを想定して
おります。詳細に関しましては別紙をご覧くださいませ。皆さんからのご意見などを伺えればと思います。
是非ご参加くださいませ。

日時 ：10 月 22 日（木）
、10 月 23 日（金）のいずれか 18：00～20：30 まで（懇親会付）

＜ 新規イグレン会員募集 ＞
神奈川イグレンではイグレン事務局の体制強化を図ると共に新規会員の募集をおこなっております。
この紙面は多くの皆様方からの投稿やご意見、感想などを組み入れた情報誌です。革新的な技術や、成功事例、
頑張っている方や企業情報などをお届けしています。より多くの情報を提供する為には会員の増加が不可欠で
す。30 年という節目でもありますので是非多くの会員さんを増やして参りたいと思います。
会員増強に向け、読者の皆様方にもご協力頂けると助かります。お知り合いの経営者や個人事業主、ものづく
りや地域の取組みに関心のある主婦の方、起業を考えている方などにお声がけ頂けますと幸いです。
詳しくはイグレンスタッフまでお声がけください。ちなみに、会員募集に関する責任者は宮川さんにお願いし
ております
先月お３人の方が新規メンバーとしてご入会されましたのでご紹介します。
有馬 俊一 様 、岡田 光也 様 真野 学 様
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★

先月号でご案内致しました神奈川イグレン 30 周年を記念して
発刊されたイグレン理論誌についてのご案内です
（イグレン 加藤文男）

【 理論機関誌「イグレン」第２号論文原稿募集 】
９月１日機関誌イグレンの創刊号を作成しました。第２号の論文を募集します。
募集論文の内容は、下記のようにかなり幅広い範囲を想定しています。
ぜひ、日頃の活動内容をご紹介ください。
①
②
③
④
⑤

イグレン活動の報告と紹介
そこから学ぶこと(経験の整理)
異業種交流・連携の理論化
中小企業を取り巻く情勢の紹介と自己の意見
自身の体験の紹介、など

同時に表紙に使用するイグレンの活動に関連する写真を募集します。
写真の応募については、関連する活動内容など論文も同時にお送りください。
第２号発行は、２０１６年２月１日月曜日の予定です。
原稿の締め切りは、２０１６年１月６日水曜日とします。
募集論文に関するご質問は、芝専務理事、又は、編集担当加藤へご連絡ください。尚、創刊号は、
近々イグレンホームページにも掲載予定です。

神奈川イグレンホームページに新しい投稿が公開されました。
＜作成者＞
【タイトル】
【掲載ページ】
【カテゴリー】

加藤 文男
30 初心者のための資材購買情報収集 ３
http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-863/
初心者のための資材購買
【作成日時】
2015 年 09 月 24 日(木) 12 時 26 分

【タイトル】
31 利益を得ることは悪いことではありません
【掲載ページ】 http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-864/
【カテゴリー】 初心者のための資材購買
【作成日時】
2015 年 09 月 25 日(金) 14 時 09 分
＜作成者＞
【タイトル】
【掲載ページ】
【カテゴリー】

菊地 博
中小商工業全国交流会で振興条例制定への取組を紹介
http://www.kanagawa-iguren.com/regulation/regulation-867/
中小企業振興条例制定への取組 【作成日時】
2015 年 10 月 11 日(日) 11 時 31 分

【タイトル】
川崎市中小企業を守り発展させ(成長させる)基本条例案
【掲載ページ】 http://www.kanagawa-iguren.com/regulation/regulation-868/
【カテゴリー】 中小企業振興条例制定への取組 【作成日時】
2015 年 10 月 12 日(月) 12 時 44 分
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「新事業・新技術支援フォーラム」(略称：戦略会議)のリポート
イグレン事務局 松井利夫
しばらく中断していたが約１年ぶりに第 35 回フォーラムを平成 27 年 9 月 17 日に開催した。
初めに、荒川さんから「ＰＬＣ」(Power Line Communication)開発のその後について説明を受けた。
「ＰＣＬ」は７年前から開発を始めたが、ニーズに合わせたコストパフォーマンスが難しい。
今は低速ＰＬＣ利用の安心安全ホームネットワークシステムにシフトした開発を行っている。ＰＬＣ商品は
高齢者や耳、目の不自由な方、更に遠隔地に住む方の身内に必要とされる安心安全のための危険通報通信
システムである。
「ＰＬＣ」は既存電灯配線を使用するので、配線工事や大掛かりな内装工事が必要なく、
工事期間の短縮などでコストを削減できる。ＰＬＵＧ＆ＰＬＡＹ方式はコンセントに差すことで作動するため
設置や移動が簡単便利である。
＜主な機能は・・・＞
➀ 危険通報器は各部屋すべての通報器へ火災や異常発生場所、緊急呼び出し音声や光で通報する。
② 非常時以外は、緊急呼び出しベル(発生場所通知)やインターフォン会話機能(次世代)として使える。
③ 遠隔地に住む高齢者の安否・異常確認通報(次世代)が可能である。
＜システムの特徴は・・・＞
① 火災警報器と連動し発生場所を光やアナウンスで通知する。②フラッシュライト点滅や火災場所を点滅
サインで表示する。③不在中は登録電話やスマホ、携帯電話へも通報する。④低速ＰＬＣは高速と違い通信障
害(機器)に影響されにくく、通信距離も長いために家電製品制御に適したシステムである、などの説明があっ
た。

①

②
③
④
⑤
⑥
⑦

次に、栗田さんから、
「ＴＲｉＡＳプロジェクト」として取り組んでいる内容の説明があった。
ハイブリッド直流給電セキュリティシステム・省電力化：現在、パソコンや LED 照明など、直流にて稼働
する機器が多い。蓄電池を利用し、なるべく交流系統電源を使わないハイブリット直流給電システムを考
案している。
高空風力発電(開発支援)：オランダではグライダーを利用した 600Ｍの高さの風力発電が行われている。
日本でも開発チームがあり、開発支援要請を受けた。
燃料添加剤：食料廃油を利用した、発電機の開発と海外利用を考案している。
高温熱技術(ゴジラインパクト)：横須賀市の産業空洞化を打開するため、
熱エネルギー開発を推奨している。
ドローンプロジェクト(ロボット分野、ＩＯＴ)：産業面では発展する可能性がある。リードをつけて行方
不明にならず、バッテリ切れがなく長時間飛行するドローンを開発したい。
ウエアブルコックピット(ニーズ確保、ＩＯＴ)：必要な情報だけを眼前に選別表示するシステムであり、
あらゆる仕事で応用の可能性がある。
ＴＲｉＡＳプラス開催：年六回の予定で情報交換会を開催したい。
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【 イグレン会員グループ・プロジェクト状況 】
＜ 第１６６回・日韓ビジネス協議会 ＞
高橋 導徳
10 月になり少し気温が下がり始め、紅葉の季節になりました。皆様に於きましては益々ご清栄の段
心よりお喜び申し上げます。さて１０月は下記の通りの開催となります。
会費：１，０００円 ＊１１月度は１１月２５日（水）に開催の予定。
１．日時：2015 年 10 月 28(水) 午後 3 時 30 分～5 時 15 分 協議会 その後 6 時 15 分まで交流会
２．場所：神奈川中小企業センタービル ６階 特別研修室
かながわ異業種交流センター（神奈川県異業種連携協議会）TEL:045－228-7331
３．次第 〇企業紹介：日本ミグン 365 五反田店の紹介
業種：健康促進事業 代表 宋 志玄氏 （２０分程度）
〇『日韓の道徳教育事情』 KOREATODAY
記者
末廣 信氏 （２０分程度）
〇韓国貿易協会及び駐日韓国企業連合会の最近の活動など
（社団法人）韓国貿易協会 支部長 金 殷榮氏 （２０分程度）
〇メイン講師：常陸興業（株）取締役 増田明一氏
（４５分程度）
タイトル：
「海外民間ネットワーク」について
要旨：韓国では中小企業が海外販路開拓に取り組む際に、補助金による支援だけでなく、
中小企業振興公団などが指定する海外進出の専門家を有する民間企業を「海外民間ネット
ワーク」と称し、海外に全くルートが無い中小企業も「海外民間ネットワーク」を活用し
て海外販路開拓を成功できるように支援している。

異業種交流会シフト２１

【http://shift21.jimdo.com/】

有村 知里
＜2015 年 11 月定例会＞
■日 時
■場 所
■講 演

2015 年 11 月 10 日（火） 18:30~20：20
かながわ県民センター ３階 ３０３会議室
「企業におけるマイナンバーの留意点」
有限会社アダチマネジメントコンサルティング 足立秀夫様 （会員）

■参加費
定例会：初回は無料 ２・３回目は 1,000 円、４回目以降は 4,000 円
懇親会：初回参加の方 1,000 円、2 回目以降の方実費（3,000 円程度）
■異業種交流会シフト 21 とは
シフト２１は平成８年から活動している異業種交流会です。多様な業種の経営者や起業家などが集
い、外部講師による講演・会員のプレゼンなどを行い、各自の研鑽を図りながら、ビジネスに繋げ
る交流を目的としています。
■お問合せ・お申込みは事務局・有村まで。(shift21info@gmail.com)
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【ＮＰＯ法人 Ｃ＆Ｓ経営支援協会】
ＮＰＯ理事長 松井利夫

「中小企業会計啓発・普及セミナー」開催（予告）のお知らせ
「イグレンニュース」9 月号で予告しました標記のセミナー開催について再度お知らせいたします。
「中小企業会計啓発・普及セミナー」は、中小企業庁が平成１７年５月に策定した「中小企業の会計の
質の向上に向けた推進計画」の一環として実施しているものです。
「会計が経営にとって、どのような働きをしているか」が意外と知られておりません。会計を理解し
活用することは、先が見えにくい経営環境の中で、どの方向に経営を舵取りするかの羅針盤の働きを
果たすものです。
会計をより一層ご理解いただくのが本セミナーの目的ですので、出来るだけやさしく説明いたします。
是非、この機会に「中小企業会計」に更なるご関心を持たれ、ご理解頂いてご活用くださいますよう
お願い申し上げます。セミナーの内容等については、別紙をご覧ください

【内
容】
【日
時】
【会
場】
【講
師】
【受 講 料】
【定
員】
【申込方法】
【申込締切】

記
「中小企業会計啓発・普及セミナー」
平成２７年１１月１６日（月）１８：３０～２１：００
神奈川中小企業センタービル ６階 特別研修室
中小企業診断士
小 林
巽 氏
無 料
２０名
ＦＡＸまたは E-MAIL でお申し込みください
平成２７年１１月６日(金)

【問合せ・申込み先】 ＮＰＯ法人 Ｃ＆Ｓ経営支援協会
【NPO 事務所】松井利夫 TEL/FAX：045-845-1566
E-mail：toshio_matsui@mve.biglobe.ne.jp

＜第 6７ 回三浦半島経済人サロン、９月１１日再開 ＞
神奈川イグレン会員、平野和夫
運営責任者、元八幡敬和常務理事の急逝により活動がしばらく休止していましたが、９月 11 日神奈川新聞横
須賀支社ビルで再開し、十数人の参加者が半年振りに再会を喜びあいました。
「衣笠山の桜を守る会」の天沼正光会長が「横須賀市観光立市に寄せて」のテーマで、横須賀市内の衣笠山・
衣笠山公園の凋落と桜をめぐる様々な問題を話しました。
天沼さんが 40 年前に、公園入り口近くに引っ越してきた当初は、公園もきれいで、桜まつりには大勢の市民・
観光客が訪れ賑わっていたそうです。それが現在では公園は荒れており、桜を見に来る人も少なくなってきた
と、凋落を嘆いていました。
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桜の樹齢が 70 年～80 年と限界に来ていること、手入れ不足、病虫害、老木の空洞化、駐車場問題など様々な
理由が挙げられますが、地域住民の方は十数年前から県道から公園入り口にいたる坂道の桜並木の手入れを始
めた、と説明しました。
2007 年（平成 19 年）ボランティアによる衣笠山桜守会を結成、出来る範囲内で桜並木の整備、公園整備に関
する情報収集・提供などを地道に活動してきました。しかし、会員の老齢化・減少、予算不足、足りない専門
家など難問が山積し、思うように整備が進行しないのが現状と、天沼さんは話しました。
天沼さんは「三浦一族ゆかりの地と桜の観光地を目指して、市民憩いの場となる公園の桜再生を実現したい。
民間と行政が一体となって進めることが重要」と結びました。

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 19 】
秋の長雨も一段落ついたところ、さわやかな秋晴れとともに寒さが徐々に忍び込んでくるような気がする今
日この頃。食欲の秋、スポーツの秋。もう一つ学びの秋でもあります。年末調整も近づいてまいりましたとこ
ろで、今回は少し多めに二つのトピックスを取り上げてみました。

【Ⅰ．マイナンバー制の導入について】
今年の年末調整では、従業員に平成 27 年度分の「保険料控除申告書」とともに平成 28 年度分の「扶養控除
等（異動）申告書」を渡して記載してもらうことになりますが、今年から、
「扶養控除等（異動）申告書」に
マイナンバーの記載が必要になります。記載にあたっては以下の点に注意してください。
① 利用目的を明示する
企業が従業員のマイナンバーを記載するので、その利用目的が「源泉徴収票作成事務の為」である
ことを社員へのメールや掲示板などで告知しておく必要があります。
② 従業員と扶養家族の本人確認
マイナンバーの取得にあたって、従業員とその扶養家族の本人確認が必要です。扶養家族の本人確認
は従業員自身に行ってもらう必要があります。
以下のような手順になります。
１）
２）

従業員が、扶養家族のマイナンバーを「通知カード」によって確認し、
「扶養控除等（異動）申
告書」に記載します。
企業の担当者が従業員の本人確認をおこないます。
「扶養控除等（異動）申告書」の提出時に担
当者が従業員本人の「通知カード」によって本人のマイナンバーに間違いがない事を確認しま
す。

一般に従業員の本人確認は入社時に行われるものですからこれで確認が終わります
（目で本人確認をおこなえるので、身分証明証などは不要）
。
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【ＩＩ．年末調整・
「保険料控除申告書」によくある記載ミス】
年末調整の際、保険料控除申告書の「生命保険料控除」の記入の間違いはよくあります。ポイントを確認して
おきましょう。
① 送られた「控除証明書」等を紛失しない様注意を促しましょう。
保険料控除を受けるには、保険会社から送られてきた「保険料控除証明書」が必須ですが、ハガキ一
枚くらいなので紛失しないように従業員に注意を促しておいた方が無難です。もし紛失した場合には
保険会社等に再発行を依頼しなくてはなりません。
② 生命保険の種類と、新旧区分が正しいか確認しましょう。
生命保険料控除には「一般の生命保険料」
「介護医療保険料」
「個人年金保険料」の 3 種類があります。
これらの区別は通常「控除証明書」に記載されています。記入間違いがないようにしましょう。また
新旧区分も同様です。控除証明書の内容をよく確認しましょう。
③ 保険金等の受取人の氏名と続柄の記載を確認しましょう。
保険の契約者の氏名だけでなく、受取人の氏名・契約者との続柄などももれなく記載する必要があり
ます。また保険の契約をしたのが本人ではない場合でも、本人が保険金を負担しているケースがあり
ますが、この場合も本人の保険料控除の対象になります。
④ 「保険料等の金額」欄には一年間に支払った金額の総額を記載し、正確に控除額が計算されているか
確認しましょう。
保険料控除申告書に記載する金額は、本年中に支払った保険料等の金額の総額から、分配を受けた剰
余金等を差し引いた金額になります。計算式には控除の最高額などがあり、複雑ですので間違いがな
いように計算してもらう必要があります。
秋晴れがつづくとついつい衣替えのタイミングものがしてしまいそうになりますね。お風邪など
召しませぬよう疲れがでませんようお過ごしください。

【 その他 ご案内 】

知事と語ろう！地域の明日
【テーマ】 外国人も暮らしやすい地域づくり
【日 時】 2015 年 11 月 12 日（木） 18：30～20：00
開場 18：00
【場 所】 川崎ソリッドスクエアホール （川崎市産業振興会館の隣です）
http://www.kawasaki-net.ne.jp/wp-content/uploads/2015/01/map_keikyuu.jpg
【参加費】 無料
【お問合せ】044－549-7000
詳細は「対話の広場川崎」を検索してください。
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日程

場所

連絡先

神奈川新産学公交流

西湘サロン

海老名サロン

三浦半島経済人サロン

第 69 回 サロン横浜

第 59 回

第 31 回

第 68 回

11 月 18 日（水）

11 月 16 日（月）

11 月 20 日（金）

11 月 19 日（木）

18:00～19:30

18：00～20：00

15：00～

18:00～

19:40～交流会

開場は 17:30～

神奈川県中小企業セン

日本生命小田原ビル

神奈川県産業技術セン

神奈川新聞社

ター6 階 特別研修室

4 階会議室

ター２F 講義室

支社 5 階会議室

小田原市本町 1-4-5

海老名市下今泉 705-1

横須賀市小川町 21－9

イグレン（吉池）

愛 賢司

堀込、芝、鶴野、西澤

生命保険の魔法の力

「箱根市構想」～東箱根そ

後日ご連絡

「河川・冠水警報シ ス

＜総集編＞

して箱根市へ～

事例から考える！

ユートピア農園＆ＴＯＭ

宗和 正憲

ＩＯファーム

参加費：1,000 円

代表 古屋富雄氏

（織方、篠原、坂本、

開場は 17：30～
横須賀

杉本）
内 容

テム」
会費：1,000 円

㈱ユニメーションシス
テム 伊藤幸彦氏

参加費:1,000 円

参加費：1,000 円

尾上町サロン・・・毎月 1 回、第一金曜日に開催。次回 11 月 6 日 17：15～19：30 参加費 1000 円
ざっくばらんに語り合う場 会場：中小企業センター703 イグレン事務局
10 月に入り徐々に涼しくなってきましたね。夜になり耳を澄ませば虫たちもあちらこちらでコロコロ鳴いています。
食欲の秋！！皆さんはどのようなものを召し上がりますか？脂の乗った魚もおいしいですよね。僕の場合、この季節に
なると胃の調子を整えるために色々な種類の果物を摂るようにしています。学生時代から胃の具合がなんだか良くない
ものですからこの度、健康診断のついでにピロリ菌の検査をしたところ陽性反応が・・・。ピロリによる萎縮性胃炎と
判定されました。僕の年代の人は 80％以上の確立で住み着いているといいますから症状が現れていない方も含め多くの
皆さんが持っていることになります。ほっておくと癌になる確率が上がると言われていますので皆さん一度どこかで確
認されてみてはどうでしょうか？もっと早く分かっていれば・・・と思う今日この頃です。
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。
伺える範囲であれば取材にも参ります。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】 ①②③宮川 豊④⑤荒 直孝【火】①②④⑤児玉 英二③愛賢司 【水】①菊地②指方③加藤④愛⑤芝
【木】①②③④⑤ 松井 利夫【金】 ①愛賢司②指方 順一郎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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