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－神戸商議所「企業応援セミナー」－

会社を成長させる事業承継

○開催日：９／１５（金）１４：００～１５：３０

○会　場：神戸市産業振興センター　801 号室

　　　　　　神戸市中央区東川崎町1-8-4

　　　　　　ハーバーランド内

○主内容：①財務編：適正規模の借入、金融機関の見方・付

　　　　　　き合い方、他

　　　　　②経営編：経営者が管理すべき数字、他

　　　　　③株式編：株主ごとの対応方針、他

　　　　　④その他：第二創業事例・親族外承継事例紹介等

○講　師：公認会計士・中小企業診断士　大磯 毅氏

○参加費：無料（定員30 名）

【お問合せ･お申込み】神戸商議所中央支部

 TEL：０７８－３６７－３８３８

第 8 期「東アジア経営塾(S E A @ B I Z ) 」開講中

これからのエクセレントカンパニーを目指す ～神戸から世界・未来へ～

残り 3 回!商即人!

第２回　９／１１( 月) 　　㈱テクノフローワン本社

○内容：①フライトシミュレーション無料体験（18:00 ～）

　　　　　・2016 年、西日本で唯一の「フライトシミュレー

　　　　　　ターセンター」を開設。当日はセスナ機、ボー

　　　　　　イング機のシミュレート体験ができます。

　　　　　・シミュレート定員 5 名（見学は可）

　　　　②エクセレント企業からの講演（19:00 ～）

　　　　　・講師　㈱テクノフローワン　伊藤世一 代表

　　　　　・1949 年神戸市で創業。「塗る」「貼る」をコア技

　　　　　　術に据え、国内外の大手ＩＴ・自動車・家電・

　　　　　　建材・医療・アパレル等の業界と事業を展開。

　　　　③パネルディスカッション、他

○会場：㈱テクノフローワン

　　　　　神戸市長田区神楽町2-3-2（新長田駅徒歩7 分）

○会費：1,000 円（資料代含む）

第３回　１０／１１(水) 1 9 : 0 0 　神戸国際会館 70 1 号室

○内容：①エクセレント企業からの講演

　　　　　・講師　ゼロングループホールディングス㈱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　城山光秀 代表

　　　　　・1993 年神戸市で設立。遊技ホール・サービス業

　　　　　　等に「スタッフ一括派遣」という人材サービス

　　　　　　業を展開。阪神大震災以降は近畿一円、2000 年

　　　　　　に関東進出、2006 年には業域を全国に拡大。ま

　　　　　　た2011 年からは芳香ビジネスにも参入。

　　　　②パネルディスカッション、他

○会場：神戸国際会館

　　　　　神戸市中央区御幸通8-1-16（三宮駅徒歩5 分）

○会費：1,000 円（資料代含む）

第４回　１１／１５(水) 1 9 : 0 0 　神戸国際会館 70 1 号室

○内容：①特別講演「100 年前の巨大商社・鈴木商店が残し

　　　　　たもの」

　　　　　・講師　神戸新聞社　高見雄樹 経済部記者

　　　　　・2001 年神戸新聞社入社。経済部で商店街や地場

　　　　　　産業、港湾業等の取材積む。2015 年「遙かなる

　　　　　　海路」取材班で150 年前の開港すぐの神戸から

　　　　　　発祥し世界に勇躍した巨商・鈴木商店を取材。

　　　　②パネルディスカッション、他

○会場：神戸国際会館

　　　　　神戸市中央区御幸通8-1-16（三宮駅徒歩5 分）

○会費：1,000 円（資料代含む）

【お問合せ･お申込み】兵庫韓商

　TEL：０７８－６４６－９６１１　E-mail：kim33@kccj.org（金）

－当会議所 専門家委員会主管－

法律・税務・融資・労務等『無料相談窓口』

○９月・10 月の開催日・場所

　・９／　６（水）１６：００　　於：民団尼崎支部

　・１０／４（水）１６：００　　於：兵庫韓商

○内　容：法律問題、税務・経営問題、労務管理問題、入管

　　　　　関連問題、各種許認可問題、年金問題、他

○相談料：無料（国籍不問）

　　　　　事前に申込が必要。

【ご予約・お問合せ】　兵庫韓商 TEL）０７８－６４６－９６１１　

　　　　　　　　　　民団尼崎 TEL）０６－６４８２－０２１５

西日本最大級の産業総合展示会

国際フロンティア産業メッセ 2 0 1 7

○日　時：９／７(木)～８(金)　１０：００～１７：００

○会　場：神戸国際展示場 1 ･ 2 号館（ポートアイランド内）

○主　催：兵庫県、神戸市、新産業創造研究機構、神戸商議

　　　　　所、兵庫工業会、ひょうご化学技術協会、他

○出　展：約 487 社

　　　　　　・環境・エネルギー、健康・医療、ロボット、も

　　　　　　　のづくり、ＩＯＴ・ＩＴ、電気・電子、ライ

　　　　　　　フスタイル、地場産業、産学連携等

○講　演：①スマートコミュニティと水素社会、② 1 0 年後に

　　　　　生き残るための経営戦略、③ものづくりデザイン

　　　　　活用セミナー、④海外展開支援セミナー等

○入場料：無料

【お問合せ】「国際フロンティア産業メッセ 2 0 1 7」事務局

　TEL：０６－６９４６－３３８４　FAX：０６－６９４６－３３８９

【お知らせ】

【訃報】

○ 8 月 1 8 日、当会議所 初代事務局長の崔永聖様（民団兵庫

　本部歴代団長等歴任）がご永眠。享年 9 2 才。

　　　　　～謹んでお悔やみ申し上げます～

【テコンドー ・アジア大会優勝】

○ 8 月 3 ～ 5 日、会員企業「キックアーツテコンドー」（全徹

　寿代表）所属の選手 2 名・春名勇輔君（中学 2 年、アンダー

　12 才）、古川晏樹さん（中学 1 年、アンダー 12 才）が韓　

　国で開催されたテコンドー・アジア大会の組手部門で優勝。

　　　　　～優勝おめでとうございます～
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高龍弘社会保険労務士の中小企業経営者のための労働経済学(7)

～労働契約法・無期転換ルールの施行～

●公的助成金・給付金の支給申請

●各種書類の作成・代理代行

●人事労務の管理・改善・アドバイス

●年金問題などのご相談、他

社労士事務所 アジール

 〒 657-0052 神戸市灘区神前町 2-5-18

　TEL)０７８－８６２－３３４７　FAX)０７８－８６２－３３４９

　E-mail）asylky@yahoo.co.jp

《業務内容》

【お気軽にご相談下さい】

コ ヨン ホン

社会保険労務士　高 龍 弘

　企業業務を全面的にバックアップします！

【兵庫韓商 専門家委員会 委員長】

【兵庫県社労士会 神戸東支部 副支部長】

コ･ヨンホン

■近説遠来

　今から2500 年ほど前の中国・春秋戦国時代。当時、中国で

は「春秋の五覇」と呼ばれる大国が覇権争いをしており、相

次ぐ戦争でどの国も人口減少による兵力と食糧不足に悩まさ

れていました。そのため君主たちは「どうすれば国力が増し、

覇権を握ることが出来るか」をテーマに国づくりに励んでい

ました。武器の性能を高めたり、周囲の国々を支配し、手っ

取り早く領土と人材を得たり･･･。しかし中には長期的な視点

で国づくりを行う君主もいました。その一人が楚の国の昭王

です。昭王の部下に葉公（しょうこう）という優秀な武人が

おり、彼が儒学の祖である孔子を招いたのです。楚も春秋の

習いで周辺隣国を滅ぼし、戦略的な観点から民を強制移住さ

せていましたが、葉公はその一つである負函（ふかん）とい

う街の長官でした。孔子と謁見した際、葉公は「長官は龍が

好きで調度品に必ず文様を入れるほどなのに、本物の龍を見

たら気絶したんだとさ、という根も葉もない話が民の間に流

れている」と笑いながら話しました。「とかく民と仲良くやる

のは難しい。そこで一つ、貴殿から政治の要諦をお聞かせ願

えないか」と問うたのです。孔子は、「近き者説（よろこ）び、

遠き者来たる。近い者が喜び懐き、その噂を聞いて遠くの者

が自然にやって来る。そんな政治が出来たら一番良いのでは

ないでしょうか（近説遠来）」と答えたのです。これは孔子が

負函の街をくまなく歩き、葉公が良く治めているという賛辞

を込めて語った言葉だと言われています。

■現在は「春秋戦国時代」と同じ人手不足!?

　2017年 6月の有効求人倍率は1.51倍となり、正社員も1.01

倍となりました。就職を求める人口はこの4～ 6月期は193 万

人で昨年同期比15 万人減、求人はすでに逼迫状態であり、春

秋戦国時代と同じく人手不足状態です。そのため、大手企業

は賃金を上げたり、あるいは女性労働者を確保するために保

育施設を造ったりと、人材確保のため躍起になっています。

しかし中小企業はなかなかそのような動きについていけませ

ん。主に中小零細の労働者約35 万名が加盟する「ものづくり

産業労働組合」の今年の春闘結果は、大手を上回る賃上げで

した。「大手に引き抜かれたら困る」と必死で防戦している姿

が伺えます。あたかも大国が小国を滅ぼし、民を強制移住さ

せた春秋戦国時代の様相です。

　中小が当面の政策として賃金を上げ、これ以上人手不足に

ならないように努力すること自体は否定できませんが、葉公

のように長期的な観点で取り組み、「近説遠来」の精神で従業

員を定着させるのも経営者として必要ではないでしょうか。

■雇用の安定～非正規無期転換制度の施行

　2013 年に労働契約法が改正され、有期労働契約を5 年行っ

た場合、労働者が希望すれば無期契約社員に転換しなければ

ならないとされました。現在の有期雇用契約者は約1500 万人

ですが、その「5 年」が 2018 年 4 月に迫り、ベテランの主婦

パートを多く抱えるスーパーや若者が多く勤務するIT 関連企

業などはその対応に追われています。「また労働者有利の法律

か！」との声が聞こえてきそうですが、法は経済や社会を反

映しています。2008 年のリーマン・ショック直後ほどではあ

りませんが、今でも人気の職業は安定収入を得る公務員です。

現代人の殆どが賃金で生活している今、賃金と裏返しの物価

の安定が安心生活の大前提です。それらの安定のためには政

治や国際関係の安定が欠かせませんが、収入が不安定な雇用

では、小さな子どもを抱える主婦や結婚を望む若者らは将来

を展望できないのです。　

　2017 年 4 ～6 月期のGDP の伸びは年換算4.0％で、国内消費

が伸びました。冷蔵庫などの白物家電や自動車などが売れま

したが、8 月 15 日の読売新聞では、2014 年の消費税増税前の

駆け込み需要で、その買い替え時期が重なったものと伝えて

います。現に賃金は前年ほど上がっておらず、日常品は買い

控えされマイナスです。

　正直な話、「正社員」「パート」「無期、有期」と言っても、

固定給か時給、ボーナスや退職金の有無、社会保険の加入な

どを「会社の都合」で振り分けているだけで、職場では同じ

仕事をしています。パートの方が正社員よりも仕事ができる

という逆転現象など、珍しくもありません。無期転換により、

労働者から「この待遇の差は一体何なのか」という疑問が一

気に噴出し、それこそ「職場の秩序と安定」が損なわれる可

能性が高いのです。

　楚の葉公は、移住を強いられた人々の民心の掌握に努め、

生活が安定するような政治を心がけました。労働者と仲良く

やるのはとかく難しい。今回の改正法施行を機に、葉公から

学んで長期的な観点で取り組まねばと思います。


