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〜 経済と地域社会の発展月間／米山月間 〜
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我らの生業
会員 55 名（出席率算入人数 45 名）
出席 39 名 出席率 86.67％
前々回補填率 100％（10 月 14 日分）
体験例会 虎ノ門法律経済事務所 名古屋支店

弁護士 善利 友一 様
ビジター 東京銀座 RC

常磐津 文字兵衛さん

副会長あいさつ


副会長 鈴井 一博さん
皆さま、こんばんは。本日は
入谷会長が不在でございますの
で、代行で私、鈴井が進めさせて
いただきます。不慣れではありま
すが宜しくお願い致します。
本日は常磐津文字兵衛様、ご訪
問ありがとうございます。ごゆっ
くりおくつろぎくださいませ。
そして体験例会でお越しの善利友一様、本日はご理
解いただくまで楽しんでいただいて、是非ご入会の
ほうも期待しております。宜しくお願い致します。
私は今、来年度の会社のカレンダーを作っており
まして、日本の祝日について調べてみましたら、
意外と知っているようで知らない事が私自身多かっ
たので、ご報告がてら挨拶に代えさせていただけた
らと思っております。
現在の祝日法というのは昭和23年7月に制定され
まして、国民の祝日に関する法律というのが出来て
おります。これを基に現在なっているわけですが、
時折新しい祝日が出来ております。今現在、祝日は
年間16日です。その中には+αが何年かに1回来るよ
うでございます。16日の中の内訳を少しお話させて
いただきます。ご存じのように1月1日は元日です。
法律的には年の初めを祝うと記されているようで
す。成人の日でございますが、1999年迄は1月15日
と決まっておりました。それ以後、第2月曜日と変
わっております。2月11日は建国記念日、3月21日は
春分の日です。4月は昭和の日が29日ですが、1998
年迄は天皇誕生日でございました。その後、2006年
迄はみどりの日となっていました。それが昭和の日
となるまで3回変わっております。5月3日は憲法記
念日、5月5日はこどもの日です。5月4日は先程の4
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月29日のみどりの日が昭和の日となり、それの振り
替えとなって5月4日がお休みとなりました。そして
7月になりますと海の日ですね。これは第3月曜日と
いう事になっております。それ以前の2002年迄は7
月20日と決まっておりましたが、そのように変更と
なっております。海があれば山があるという事で、
8月は意外と祝日がございませんので、とってつけ
たような感覚がありますが、山の日という事で8月
11日が休みとなっております。これは平成28年度に
制定されております。それから敬老の日は9月の第
3月曜日、秋分の日は9月23日。例えば第3月曜日と
して21日が敬老の日に当たれば、9月22日が平日で
9月23日が秋分の日となりますので、これだと飛び
石になってしまうという事で9月22日は国民の休日
となります。それから体育の日ですね。これはもと
もと東京オリンピックが10月10日に開催されました
ので、その日になりましたが、これも日にちが変わ
りまして第2月曜日となっております。それから文
化の日が11月3日、勤労感謝の日が11月23日、そし
て最後に天皇誕生日が12月23日です。天皇誕生日も
来年は生前退位となっておりまして、日にちはまだ
はっきり確定しておりませんが、皇太子様の誕生日
で祝日が増えるかもしれません。大雑把にかいつま
んで説明させていただきまして、会長代行挨拶とさ
せていただきます。どうもありがとうございました。
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幹事 加藤 英敏さん
1. 次回10月31日（火）は休会です。お間違えの無い
ようにお願い申し上げます。
2. 11月7日（火）の第1例会は秋の家族会の為、例会
変更です。11月14日（火）に11月度の理事会が17
時30分から51階のマーキュリーの間で開催されま
す。少し次回の例会まで時間がありますので、皆
さまお間違えの無いように宜しくお願い致します。

ニコボックス
◆

筧さんの卓話楽しみにしています。
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本日合計

45,000 円

累計

742,000 円

体験 例会 紹介
■紹介者
大平 明子さん
皆さまこんばんは。今日は体験例会に来ていただ
いた善利さんを紹介します。善利さんとは、ある会
の二次会ですぐ近くに座りまして、ずっといろんな
事をお話させていただき、体験例会にお誘いしまし
た。よろしくお願いします。
■虎ノ門法律経済事務所 名古屋支店

弁護士 善利 友一さん
名古屋市で弁護士をしております善利友一と申し
ます。先月、初めて大平さんにお会いし、ずっとRC
での合唱や英会話、ゴルフの事などをお話しになっ
ていて、すごく魅力的だと思いました。私のような
者が参加できるとは思っていなかったのですが、
お誘いいただきありがとうございました。本日は宜
しくお願い致します。

同 好 会 報 告
■ゴルフ部会
幹事 木村
猛さん
皆さま、こんばんは。ゴルフ部会の木村でござい
ます。本日の出席袋に宮崎遠征ゴルフの集合場所と
時間、そしてゴルフバッグを送られるトム･ワトソン
ゴルフコースの所在地を入れさせていただきました。
今月の31日から3日間、宮崎で楽しい日々を過ごし
ましょう。

アンチエイジングエクササイズ
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筧
惠理さん
皆さま、こんばんは。本日は宜
しくお願い致します。
まず私共の会社なのですが、現
在は9名で行っております。女性
ばかりです。5名が社員、4名が
パートさんで、1人70歳の顧問が
おります。この顧問はリクルート
が紹介事業を立ち上げた時に名古
屋支店を立ち上げたという、かなり古くから人材紹

介に携わっている人なのですが、私達を教育してく
ださるという事で来ていただいております。
会社の名前が『Beスタッフィング』と言います
が、これが全然電話で通じません。スタッキング
や挙げ句の果てにはビーフスタッキングという感
じで言われています。弊社の親会社が「東新住建」
BLUE BOXという稲沢にある建設不動産の会社でし
て、東新住建というのが大元の会社なのです。6～
7年前リーマンショックの後に民事再生を起こしま
して、奇跡の復活を遂げたという事で、今は平常に
なっています。実は東新住建で女子レスリングの土
性沙羅選手と登坂絵莉選手、伊藤彩香選手の3人が
社員として活躍しており、本日も世界選手権の祝勝
会にかり出されました。
弊社の事業内容ですが、今は派遣の認可は持って
いるのですが、ほとんど派遣はやらなくなりまし
て、人材紹介･採用支援･教育･EAP（従業員支援プ
ログラム）などです。企業と人が生きるステージを
創造し、成長支援するという目的で、人材ビジネス
業界とはヒューマンリソース、HRビジネスと呼ば
れているのですが、人の採用、研修、それからEAP
というのが従業員支援プログラム、ストレスチェッ
クの事務代行、適性検査、ワークライフバランス、
女性の活躍などを事業内容としております。
弊社の事をお話する前に、最近の現状を少しお伝
えできればと思います。この折れ線グラフなのです
が、バブル期からの愛知県の有効求人倍率の推移を
示したものです。有効求人倍率というのは、1人の
求職者に対して企業の募集が何社あるかを示してい
ます。バブル期は2.5以上、バブル崩壊の後は地下
鉄サリン事件、アメリカの同時多発テロ事件の後、
一旦景気が上向いて来たのですが、またリーマン
ショック、東日本大震災等という感じです。丁度私
もリーマンショックの前あたりに製造派遣や事務派
遣をやっていたのですが、派遣が300名程いたと思
いますが、リーマンショックの半年後にほぼ全滅で
した。その時、豊田合成さんとかも月に30,000,000円
位の売り上げがあったのですが、本当に数ヶ月で0円
になり、結構大変な目に遭いました。
バブル期が2.5以上の有効求人倍率だったのです
が、なんと今は名古屋などでもバブル期並、若しく
はバブル期以上という倍率になっております。完璧
な人手不足という状況になっています。業種によっ
ても違いますが、何処に行っても人が足りないと聞
きます。その人手不足の中、これは入社して3年目
の人達の就業者の離職率なのですが、大体3割は離
職する、尚且つ新卒に至っては3～4割、5割もある
という事で、若い方達がすぐに辞めてしまうという
現状があります。退職の理由は何なのかと、これは
リクナビネクストという会社が調べたものなのです
が、第1位が上司･経営者の仕事の仕方が気に入らな
かった、第2位が労働時間･環境が不満、第3位が同僚
･先輩･後輩と上手くいかなかった。1位と3位を足す
と36%が人間関係で辞めているという結果になりま
す。ちなみに職場のストレスの第1位も人間関係の問
題という事が言われています。
現在、国を挙げて働き方改革や残業撲滅など叫ん
でおりますが、日本の実態を調査したデータを見ま
すと、これも本当に驚くべき事に週49時間以上の就
労者比率というのは、先進国G7の中で日本がダント
ツにトップです。かなり就業時間が長いという結果

になっています。ここまでは元々私も分かっていた
のですが、労働生産性を見ますと、G7中最下位とい
う結果になっています。という事は、日本は先進国
中、最も時間をかけて仕事をして、生み出す付加価
値は最も低い、労働生産性が悪いという結果になっ
ています。日本がこういう現状になりますと、負荷
がかなりかかっているという事で、この負荷が睡眠
不足を引き起こし、疲労の蓄積による集中力低下や
ミスの多発、事故の発生の問題が懸念されます。
今、メンタルヘルスという言葉がよく言われてい
ますが、企業ではかなり問題になっています。この
表は協会けんぽの傷病手当金の給付状況となってい
ます。傷病手当金というのは、3日以上の病気や怪
我で休職する方達に給付されるものなのですが、こ
の表を見ると、なんとメンタル不調が原因で休んで
給付されているのが4分の1もあります。年代別に見
ますと、特に20代なのですが50%近くという事で、
若い人達の精神的な弱さが如実に表れています。
こういった社会環境の下、弊社でどういったサー
ビスを企業に提供しているか。まず、人材紹介とい
うものです。通常は募集広告を出したりハローワー
クに出して求人をするのですが、募集広告ですとエ
ンジャパンやリクナビネクストなどの広告代理店に
依頼して原稿を作ってもらって募集をし、それで人
が応募してくれば採用になりますし、ここで何人
か人が現れても結局不採用になったとなると、広告
代理店は「残念ですね、もう1回募集広告を出しま
しょうか?」となります。
私共の人材紹介のビジネスモデルというのは、例
えば経理の人が欲しいとか、企業でも役員の方が
欲しいなどのケースもありますが、そういうお話が
あった場合にヒアリングをさせていただいて、求人
票を作り、私共の方で代わりに募集を致します。該
当者が出てきましたら、企業様側で書類選考、面接
という事を行っていただいて、それで採用して入社
で初めて料金が発生します。不採用だと0円で、この
ビジネスモデルだと私共は人が決まるまでタダ働き
という状態になります。その代わりと言っては何で
すが、企業側はリスクがありませんので、紹介料は
割と高いです。基本的には年収の30%、4,000,000円の
年収の人だと1,200,000円の紹介料をいただく事にな
ります。ただしこれは職種によりまして、今は未経
験でも若い方は取り合いなのでそうはいかないので
すが、比較的に事務職の女性の方達は若干まだ採用
しやすいので、400,000～500,000円と少し安く、パー
トの方だと200,000円というのもあります。ではその
人達が辞めた場合なのですが、これも保証がありま
して、1ヶ月以内に辞めたら80%、3ヶ月以内なら50%
の返金です。入社してから3ヶ月迄はちゃんとした売
り上げになっていないというのが実情となります。
では、どんな職種をやっているのかですが、何で
もやっています。ですが一応、管理系、営業系、未
経験OKが多いです。一方、研修なのですが、今弊
社では新入社員研修から管理職研修、営業、メンタ
ルヘルス、ハラスメント、待遇マネージメントやア
ンガーマネージメント、ファシリテーションなどで
す。どちらかと言うとロジカルシンキング系よりは
管理職がどうあったらその職場が生き生きとした職
場でいられるか。若い方達が結構ネガティブ思考で
自分に自信の無い人がとても多いのですが、もう少

しその考え方や捉え方を変えれば、みんなが立ち向
かえるといった事を中心に研修をしております。
会社を立ち上げてようやく5年目で、研修に関し
てはある程度お客様を積み上げてこられたかなとい
う気がします。弊社で最も使っていただいているの
が、社員数が100～300名位が多いと思います。たま
に2,000名くらいの企業もあります。
あとはメンタルヘルスサポートと言いまして、や
はりメンタル不調一歩手前の社員を抱えているとい
う企業もあり、そのまま精神科に行ってしまうと病
気にさせられてしまうので、こういうカウンセリン
グで少しほぐしてもらうみたいな事を我が社の産業
カウンセラーが企業様に赴いてカウンセリングをす
るという事も行っております。長時間労働とメンタ
ルヘルスというのが今すごく問われておりまして、
残業時間が80時間以上となりますと過労死ラインと
言われておりまして、こういった事が引き起こされ
るので、このような内容の研修もしております。
という事で、一度皆さまにやっていただきたいの
ですが、職場チェックという事で、ご自身の会社を
思い浮かべていただいて、出来るだけ客観的に見て
この表の中に該当する項目があるかどうかチェック
をしていただいてもよろしいでしょうか。実はこの
項目は、「ギスギス職場や辞めたくなる職場の特徴
とは?」というアンケートの上位項目に当たるもの
です。厳しいですが、1つでもチェックがあると社
員のやる気に大きくマイナスの影響を及ぼす項目な
ものですから、1つでもチェックがあればちょっと
そこを意識していただくといいかなと思います。
では次に移ります。上司の声がけ･聞き方のタブー
というタイトルなのですが、こちらも皆さま個人の
事としてこの言葉を言っている言っていないとい
う事で、よくあるが2、たまにあるが1、ないが0で
チェックしてみてください。早合点して「ああ、そ
れね。」。即座に否定する、「何を言っているのだ、
それは違うだろう。」。話の腰を折る、部下が何か
を言ってきても「ところでさぁ」。すぐ指示をする、
「すぐに○○しろ!」。話をせかす、「結局何が言
いたいの?」など。この項目全てが0でなければ駄目
という事はないのですが、相手のやる気をそいだり
指示待ち人間を作ってしまうアプローチであったり
しますので、ここに対応する事は気を付けたいです
ね。こう言った事を管理職研修などでもちょこちょ
こ入れながら、自己診断していただいております。
管理職研修の内容の1つなのですが、このやりた
い気持ちを高めるという事で、やはり上司が本気力
を持っていないと部下は信頼して付いてこないので
はないかという事で、「あなたは自分の仕事に対し
て本気で取り組んでいますか?」、「部下と仕事に
ついて本音で語っていますか?」という事を問題提
起している中で、その例として伝えているのがこの
ラダー効果です。これは石を積む職人の話で、旅人
が歩いていると石を積んでいる職人に会いました。
「あなたは何をしているのですか?」と尋ねると職人
Aは「石を積んでいます。」と答え、職人Bは「壁
を」、職人Cは「教会を作っています。」、職人D
は「人の心を癒やす空間を作っている。」と答えた
という事です。全員同じ仕事をしているのですが、
答えが違うというのが目的意識の違いで、そもそも
上司に使命感や大きな目的がなくて部下のモチベー

ションを上げる事が出来るのか、というような事を
皆さまにもう一度問いかける。サンクス効果、自分
の仕事が誰のどんな役に立っているのかという、貢
献の実感を持たせるという事を管理職が部下に対し
てきちんとやっていますかという投げかけをしてお
ります。こういったものが管理職、これは継続研修
なのですが、結構これは使っていただいていて、3
時間のプログラムを1回だけではなく、1年間で1ヶ月
2ヶ月おきに6回やってしまおうと。研修の中で憶え
たやり方に対して課題を出しまして、実際に部下に
対してこれだけの事をやってくださいとどうしても
部下に向き合わないと出来ないというような課題を
持たせています。これを繰り返しやる事で自分が管
理職としてどうだったのかをもう一度問いかけてい
ただくというものです。
先日、私はちょっとショックな話を聞いたのです
が、大手で働いている40代半ばの知り合いの女性
が、彼女は一般職として入ってもう20年位働いてい
て、部署異動をしたのですが、そこの部署が100人位
いてなんと15名がメンタル不調となっている、女性達
は誰かを蹴落とそうと悪口ばかり言っているというよ
うな。そんな大企業でそんな低レベルな事をやって
いるのかと驚いたのですが、事実そういう事が起き
ていて、それは上司に相談したのかと聞いたら、上司
は「俺は女の世界は分からないからね。」と答えたそ
うです。その方はメンタル不調一歩手前にはなった
けれども何とかもったと言っていましたが、どこの企
業でもそんな事が起こるのだと思いました。
最後になりましたが、今後の目標として企業の人
材に関する課題を解決し、人づくり戦略を提供でき
る会社を目指したいと思っています。2020年なんて
すぐじゃないかと思いますが、専門性の高い人材コ
ンサルタント、これは人材紹介もキャリアコンサル
タントの資格を持って、研修は産業カウンセラーや
色んな資格があるのですが、やはり1人1人の社員が
専門性を高くしないと、我が社のような会社は生き
残れないと思いますので、少しでも専門性の高い会
社にしていきたいと思います。ご清聴ありがとうご
ざいました。

第 1241 回例会（11 月 14 日）のご案内
ロータリー月間 委員会卓話
地区ロータリー財団委員会 委員長 中村 公彦さん

