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鋳造品を製造する中川鉄工所（小松市）
では真夏の暑さ対策のためクール・クリー
ンシステムを導入し、働きやすい職場環
境を実現した。写真右上に見えるのが送
風口。詳しくは巻頭特集をご覧ください。

【表紙撮影／黒川博司】

巻 頭 特 集

目指してみませんか？
働きやすい職場づくり
数馬酒造（株）／（株）北日本ジオグラフィ／（株）中川鉄工所



夜中の温度管理
センサーで自動化

　清酒の仕込みは10月から翌年 3
月にかけて、季節雇用する蔵人が
蔵に寝泊まりして、朝早くから夜遅
くまでもろみの面倒を見るのが伝
統的なやり方だ。ただ、これでは
共働き世代や子育て世代の蔵人に
とって負担が重い。そこで数馬酒
造では 2015 年から蔵人を通年雇
用する社員制度を確立し、働きや
すい環境づくりを進めている。
　現在、同社の酒造りを主に担う
のは 20 代、30 代の正社員4 名だ。

仕込み期間中でも始業は他部門の
社員と同じ8 時半で、遅くとも19
時には退勤できるようになってい
る。
　これを可能にしたのが製造工程
の機械化や作業スケジュールの見
直しだ。例えば、以前は蔵人が夜
中に何度も温度を確認し、必要に
応じて上げ下げしていたもろみづく
りの工程には、温度センサーが導
入され、自動的にあらかじめ設定
した温度を維持するよう制御する。
ほかにも、これまで人手頼りだった
蒸米の仕込み作業やラベル貼りな
ども機械化し、現場の省力化につ

なげている。
　仕込み期間中でも月6日の休日
を確保。仕込みのない期間は蔵人
の休日を増やすようにして、年間を
通じた休日数を他部門と同程度と
している。

目指してみませんか？

働きやすい
職場づくり

少子高齢化が進み、労働力不足が
課題になっている昨今、働きやすい
職場環境を実現できるか否かは、技
術開発や販路開拓などと並んで企
業の発展に関わる重要な問題と言え
る。「性別や家庭の事情に関係なく
能力を生かすことができる」「若い人
材が会社に定着して活躍できる」「健
康的で安全に働くことができる」。今
回の特集では、そんな職場を目指し、
意欲的に改善活動に取り組んでいる
県内企業3社の事例を紹介する。

case.1
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省力化で蔵人の心身に余裕
品質と開発意欲が向上

鳳珠郡能登町宇出津ヘ-36
TEL. 0768-62-1200

■ 代  表  者 数馬 嘉一郎
■ 創　　業 1869年
■ 資 本 金 4,800万円
■ 従業員数 13名
■ 事業内容 清酒の製造、販売
● https://chikuha.co.jp

数馬酒造（株）　

酒蔵の伝統的な働き方を見直し、業績アップにつなげ
た数馬嘉一郎社長。

通年雇用制度を確立し
た数馬酒造で酒造りを
担う 4 人の正社員。



部署や世代を超え、
コミュニケーション活発に

　測量を手がける北日本ジオグラ
フィでは約 3 年前から社員主導に
よる委員会活動を通じて、働きが
いと働きやすさを追求している。
　委員会は「職場環境」「広報」「技
術向上」「社会貢献活動」の 4つ
でそれぞれ部署や役職、年齢の異
なる5、6人で構成する。委員会活
動では業務中に接する機会のない
社員ともざっくばらんに話し合うた
め、部署や世代を超えたコミュニ
ケーションが活性化。風通しの良
い職場環境が醸成され、家庭の事
情などで急に休みが必要になった

個人の事情に配慮し、
短時間正社員制度を導入

　醸造体制を変更して以降、酒造
りにも好影響が現れている。「“試
作開発をやらせてほしい”との声が
現場から上がってくるようになり、
心と体に余裕が生まれてきたと感
じた」。そう笑顔を見せるのは数馬
嘉一郎社長だ。その取り組みの一
つがアカモクなどの海藻から採取し
た酵母を使った新商品開発だ。酒

米や水も含
め、すべて
を能登産素
材で造る国
内初の試み

でISICOの「いしかわ中小企業チャ
レンジ支援ファンド事業」の後押し
を受け、開発を進めている。
　数馬社長の「元気に楽しく造る
酒の方が旨いはず」という言葉の
通り、2016 年に酒類総合研究所
の全国新酒鑑評会で初めて金賞を
受賞するなど品質もアップ。急ぎの
注文にも柔軟に対応できるように
なり、その結果、顧客からの評価
も良くなり、売り上げも伸びている。
　働きやすい環境づくりはこれだ
けにとどまらない。育児や介護、
健康状態などの諸事情により、働
く時間に制約のある社員が、勤務
時間や勤務日数をフルタイムで働く
正社員よりも短くして仕事する短時
間正社員制度を導入するなど、社
員から積極的に意見を聞き、可能
な限り改善策を講じる。数馬社長
は「年齢や性別、家庭の状況を問

わず、能力や意欲のあるいろんな
人に働いてもらえる会社にしたい」
と話す。
　こうした経営姿勢に共感して取
引を決めてくれる顧客も増えてい
る。「酒蔵だからしょうがないと諦
めるのではなく、他の業界で当た
り前のことを自社でも実現し、そ
れによって持続可能な酒造りをし
たい」と話す数馬社長。これから
も社員一人一人の思いをきめ細かく
反映し、働きやすい環境づくりに
注力する考えだ。

case.2
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社員主導の委員会活動を通じ
働きがいと働きやすさが向上

金沢市浅野本町2丁目2番5号
TEL. 076-252-3211

■ 代  表  者 磯野 秀和
■ 創　　業 1952年4月
■ 資 本 金 5,000万円
■ 従業員数 33名
■ 事業内容 測量業務全般、GIS（地理情報システム）、

UAV（ドローン）測量、三次元測量
● http://www.kitanihon-geo.co.jp

（株）　北日本ジオグラフィ

以前は人の手で行っていた瓶詰め後のラベル貼りも
現在は機械化されている。

働き方改革によって
生まれた時間は新
商品開発などに生か
される。写真は県内
の学生と共に造った

「Chikuha N」。

ここ数年で新卒採用
した女性社員と磯野
秀和社長（右から2
人目）。



ときも、相談しやすい環境になっ
ている。
　委員会の成果の一端を紹介して
おくと、職場環境委員会では、女
性社員が2 名から6 名に増加した
のに合わせ、従来は男女兼用だっ
たトイレのうち一つを女性専用にし
た。また、社屋内の一部で認めて
いた喫煙を全館禁止とし、屋外に
新たに喫煙スペースを設けた。
　広報委員会ではホームページの
記事を更新したり、社屋内に社内
行事の写真を掲示したりするなど、
社内外への情報発信に努め、技術
向上委員会は社内勉強会の開催や
新たな技術情報の共有などに取り
組んでいる。
　社会貢献委員会では、能登島の
オリーブ畑でのボランティア作業、
近隣の小学校での測量体験学習、

会社周辺の清掃活動な
どを企画、運営。地域
に貢献することが社員
にとって誇りの持てる、
働きがいを感じられる
会社づくりにつながって
いる。

新卒採用に向け
社内を見直し

　同社が委員会活動に取り組み
始めたのは、新卒採用の再開が
目的だった。測量業界は公共事
業の減少によって市場が伸び悩ん
でいることなどから、同社では15
年以上前から新卒採用を控えてい
た。しかし、磯野秀和社長が就任
した 2008 年以降、単に測量する
だけでなく、測量データを農地管

理や施設管理、福祉などに
生かすデータ活用型事業に
注力するなどして業績が向
上。会社の将来を考えれば
若い人材の獲得は不可欠で
あり、そのためにまずは受
け入れ体制を整えようと4
年前に社内でグループディス
カッションを実施し、何をす

べきか意見を交わした。
　これを受け、「歴史と実績がある」
「技術力が優れている」「人間関係
がいい」など、社員が感じる会社
の魅力にさらに磨きをかけようと、
「社会・家族に対して誇れる会社で
あり続ける」という企業理念を定
め、理念を具体化するために4つ
の委員会を設けた。
　採用活動は順調で 2015 年以降
は毎年2 名の新卒者が入社。人間
関係はさらに円滑になり、全員が
定着している。技術力も一層向上
し、国土地理院がホームページで
発表している優良業務表彰を見て、
県外から応募してきた女性もいる。
　磯野社長は「これからもボトム
アップによる意見を大切にしたい」
と話し、社員の声を生かしながら
会社の継続的な発展を目指す。

真夏の室温
40℃から36℃に

　工作機械用のベッド（本体を構
成する土台）など中型・大型の鋳
造品を製造する中川鉄工所では昨
年 6月、砂型の造型工場にクール・

case.3
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鋳物工場に空調設備を導入
室温を下げ、粉じんも排出

小松市白江町リ-72
TEL. 0761-22-3787

■ 代  表  者 中川 國雄
■ 創　　業 1945年10月
■ 資 本 金 1,000万円
■ 従業員数 33名
■ 事業内容 各種鋳造品の製造、販売
● https://nakagawa-industry.co.jp

（株）　中川鉄工所

社員が中心となって職場環境の改善などについて意見を出し合う
委員会活動の様子。

鋳物工場の宿命とも言える暑さ対策に取り組み、作
業環境を改善した中川國雄社長。

地域貢献活動の一環としてオリーブ畑の整備（左）や近隣の小学校での
測量体験学習（右）に取り組む。



クリーンシステムを導入した。
　このシステムは外気を水で冷やし
て室内に送り込む気化放熱式涼風
装置と空気を対流させるファンを組
み合わせたものだ。
　造型工場は砂型を成型した後、
火を使って乾燥させるため真夏に
は室温が 40℃に達することもあり、
作業者の顔から汗がしたたり落ち
るほど。それがシステム導入後、室
温は 36℃にまで下がった。
　ファンはあくまでも気流を生み出
すための装置で、スポットクーラー
のようにピンポイントで直接作業者

に冷気を当てるわけではない。そ
れでも、作業者の頭上を涼風が循
環し、人体の周囲にある暑い空気
もそれに引っ張られるように流れる
ため、体感温度が下がり、作業し
ていて汗がにじむ程度の暑さにま
で軽減された。
　搬送用の台車が頻繁に出入りす
るため、工場の扉は開け放たれて
いることが多いが、一般的な冷房
設備と違い、それでも効果はほと
んど落ちない。
　また、ファンを回すことで砂型を
作る際に室内に舞う粉じんを排出
することにもつながっている。その
ため、冬場はファンだけを稼働させ、
室内環境をクリーンに維持。屋外
ではネットを設け、排出された粉じ
んが大気中に拡散しないように配
慮している。

暑さ対策のプロを
ISICOが紹介

　こうした取り組みの原動力となっ
ているのは「とにかく働く環境をよ
くしたい」という中川國雄社長の思
いだ。熱した金属を扱う鋳物業界
では、工場が暑いのは仕方ないと
受け止められているが、「いつまで
も社員を我慢させるわけにはいか
ない」とこれまでもさまざまな対策
を施してきた。
　例えば、1,500℃の溶けた鉄を型
に注ぐ熔解・注湯工場は天井が高く、
高所にたくさんの窓を設ける構造に
した。窓を全開にすることで立ち上っ
た熱気を逃がしやすくしたのだ。
　一方で対策が難しかったのが砂
型造型工場である。敷地内でも風
通しのよい場所にある熔解・注湯
工場に比べ、砂型造型工場は二つ
の建物に挟まれるようにして建つ。
窓を開けていても熱がこもりやす

く、夏場は冷たい飲み物や塩飴な
どを配って熱中症対策をしていた。
　何とか手を打ちたいと中川社長
がまず相談した大手業務用エアコン
メーカーからはかなり高額の導入費
用が提示された上、鋳物工場への
導入実績がないため効果も保証で
きないとの回答だった。次に相談し
た ISICOのアドバイザーが紹介し
たのが今回のクール・クリーンシス
テムを納めた名古屋の大冷工業だ。
同社でも鋳物工場で施工した経験
はなかった。しかし、工場の状況
を確認してもらったところ、大手メー
カーの 6分の1ほどのコストで3℃
から7℃は下げられるとの見込みを
示したことから導入を決めた。
　業界団体の会合時などに中川社
長が導入効果について紹介すると
「信じられない」との声が相次いだと
いう。鋳物工場にとってはそれだけ
画期的な取り組みというわけである。
　中川社長は「気持ちよく働ける環
境になった」と胸を張り、今後、生
産性の向上や人材の採用・定着と
いった波及効果にも期待を寄せて
いる。

55

外気を取り込み涼風を送る気化放熱式涼風装置（上）と
工場内の空気を対流させるファン。

1,500℃の溶けた鉄を型に注ぐ熔解・注湯工場。高
所にたくさんの窓を設け、熱気を逃がしている。
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集成材のアーチフレームを活用

　キーストーンプランニングが販売する「アーチベース」は
2018年度に２棟建築し、今後も3棟の着工を控えており、
施工件数の増加とともに徐々に認知度を高めている。特
徴の一つは、自在にアレンジできる大空間だ。骨格となる
アーチフレームは、1.2メートル間隔で土地の大きさに合
わせて自由に建てられ、その間に張った板とともに構造
体の役割を果たしている。つまり屋根を支える柱を設置
する必要がなく、制約なく空間を活用できる。
　壁で仕切ったり、取り払ったりするのも容易で、子どもが
小さい時は部屋を分け、巣立ってからはワンフロアとして
使うなど、ライフスタイルの変化に柔軟に対応した住まい

自在にアレンジできる大空間を実現
遊び心あふれる“ベース”で躍進を

（株）キーストーンプランニング
http://keystone-planning.co.jp

金沢市泉野町1-19-12
TEL.076-243-0013

■ 代  表  者 松下 佳司
■ 創　　業 1983年4月
■ 資本金　 1000万円
■ 従業員数 3名
■ 事業内容 商業施設や住宅の企画設計・監理、
 薪ストーブ暖房設備の設計・施工、
 奥能登珪藻土切出コンロの販売など

正面から見るとアーチ形状で奥行きがあり、全体を覆うスタイリッシュな
ガルバリウム鋼板が目を引く外観。中に入ると、無

む く
垢材をベースとした木

の温もりに包まれる大空間が広がる−。そんなユニークな建築「アーチ
ベース」が、店舗や一般住宅として注目が高まっている。手がけるのは、金
沢市のキーストーンプランニングで、活性化ファンドの採択を受けた2015
年度から販売を本格化し、着実に施工実績を積み重ねている。

アーチ構造そのものが垂直方向の荷重に強く、さら
にフレームにはより強度を高める集成材を用いる。

「居住空間をもっと自
由に」との思いで生ま
れたアーチベース。

外観デザインを一般住宅
に近づけたホームベース。
基本的な構造はアーチ
ベースと同じで、高い耐
震性・耐久性を誇る。



方が可能だ。車いすでも楽々移動できる段差のないバ
リアフリー住宅へのリフォームにも適している。加えて、
標準仕様では構造体をあえて隠さず、化粧材として生か
している点も特徴だ。柔らかな木の質感に包まれた内
装は癒やし効果が高く、調湿や防音といった機能面で
も優れている。
　同社では、強度や耐久性にも自信を見せる。アーチ形
状は構造学上だけでなく、実際の大きな地震でも安全
性が実証されている。さらに、同社ではアーチフレーム
に県産材のマツを使った集成材を用いている。「集成
材は強度が高く、大型の公共施設でも活用が進んでい
ます」と話すのは松下佳司社長。外壁に用いるガルバ
リウム鋼板も雪や風雨に強い素材であり、建物の耐久
性をより高めている。

一般住宅に近づけた新ベースを開発

　ただ、デザイン性の高さや自由にカスタマイズできる
など、多くのメリットがある一方、アーチベースは、特徴
ある外観から景観条例などの規制がかかる市街地で
は、なかなか建築できないという難点もある。この問題
点を解決するため、同社が2016年に新たに開発したの
が「ホームベース」だ。
　ホームベースは、アーチフレームの構造体はそのまま
に、外側に垂直な壁面部と切り妻形式の屋根部分をデ
ザインしている。外から見ると一般住宅に近い形状と
なっているが、屋内は従来通り、アーチフレームが見え
る大空間設計となっている。ホームベースも少しずつ引
き合いが増えているそうで、同社では、住宅地にも溶け
込む外観デザインをアピールし、より幅広いエリアでの
販売を強化していく考えだ。

第1号は2002年に建設

　ところで先進的なデザインからは意外に思うかもし
れないが、同社がアーチベースの第1号を手がけたのは
19年前にまでさかのぼる。きっかけは、松下社長が友
人の長野県の建築会社から構法に関するノウハウを教
えてもらったことだった。「集成材をアーチ形状にする
のは当時技術的に難しく、課題は少なくありませんでし
た。それでも、この構造体にガルバリウムを張り付けれ
ば、私の好きだったジュラルミン製のトレーラーハウスの
ような建物ができると思ったんです」。こう笑う松下社
長は、2002年に請け負った県内施設の設計で、初め

てアーチベースのアイデアを採用した。
　当時、一歩先行くデザインやコンセプトは関係者の耳
目を集め、住宅関連の全国誌でも紹介された。掲載後
は40件以上の問い合わせがあったが、九州や関東、離
島など遠方からの依頼が多く、残念ながら新規受注に
はつながらなかった。反響の大きさから手応えは感じ
ていたものの、同社ではその後、10年以上にわたって
アーチベースを活用した設計は福井県内で請け負った
美容室1店舗だけにとどまった。
　そんな中、アーチベースの販売に本格的に舵を切っ
たのは、2015年に採択されたI S ICOの活性化ファ
ンドがきっかけだ。助成金を活用して、県内外の展示会
に出展したり、構造を分かりやすく伝えるための模型を
製作したりするなど積極的な広報に力を注ぐ中で受注
が増えていった。

「薪
まき

の体験館」を構想中

　活性化ファンドの助成金で、不良材となる「ブルース
テイン材」の活用も探っている。ブルーステイン材とは、
マツなどに付着する青変菌の影響で青みがかった木材
のことで、強度など品質に問題はないものの、見栄えが
悪いとの理由で廃棄されるケースが少なくない。そこ
で、同社では敬遠されがちな変色も木材の個性として
着目し、建材として利用したいと考えており、その第一歩
としてテーブルやイスなど家具の製作キットを開発。ビ
スを打ち込むだけで簡単に組み立てることができ、一
般向けに販売をスタートしている。
　また、同社では店舗や住宅の設計事業と並行し、薪
ストーブも取り扱っており、松下社長は薪の使い方を学
べる宿泊型の体験館の構想を描いている。「災害でガ
スや電気の供給が止まっても、がれきなどで出た木材
に火が付けられれば暖も取れますし、調理もできます。
防災・減災につながる“薪育”を広げていきたいんです」
と松下社長。もちろん、体験館の施設となるのはアーチ
ベースを想定している。同社が長年にわたって温めてき
た自慢の“基地”から新たな夢が膨らんでいる。

ブルーステイン材を使った家具キットを開
発。木材の有効活用など、環境にやさしい
取り組みにも力を入れている。

活性化ファンドを活用し、2016 年に展示
会「しんきんビジネスフェア」に出展。
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各種支援制度の利用者に聞く

ISICOでは、企業の成長をサポートするため
さまざまな支援制度を用意しています。

制度を利用して事業の拡大に成功した企業の取り組みを紹介します。

　森本金網製作所が製造する金網
は、自動車のガソリンやエンジンオイ
ルをろ過するフィルター、半導体の回
路のパターンを基板に印刷する際に
不可欠なスクリーンメッシュなどとし
て使用される。
　電子部品などで使用する半導体は
年 、々小型化が進み、その分、より細

い金属線でより小さな編み目を作る
ことが要求される上、生産にも時間が
かかり、完成までに半年もの間、織機
を独占する製品も少なくない。
　注文は次 と々舞い込んでいる。現
在、向こう1年間で900平方メートル
分の金網の製造を受注しており、所
有する織機26台は常にフル稼働に近
い状況だ。そこで、生産力アップに向
けて2018年にISICOの設備貸与制
度を活用して、金網織機4台と整経機

など計8台を導入し、3月には次世代
ファンドの助成金で筬

おさ

通し機を導入
する予定だ。
　中でも筬通し機は全自動で、縦糸
を筬に通す手作業が不要となり、ス
ピードアップが実現する。森本陽介
社長は「これまで3～4日かかってい
た作業が8時間に短縮されるので大
幅に作業効率が上がる」と新たな戦
力に期待する。今年3月から試運転
をはじめ、本格稼働は7月を目指し
ている。

　同社が高度化するニーズに対応で

リーマンショックを機に  
難度の高い技術を磨く

全自動システムの導入で
作業効率が大幅アップ

同じ金網織機でも独自の改良
を加えることで、ハイスペック
な製品を生み出している。

極 細 線 に よ る 金 網 製 造 が 好 調

織機を導入し、増産体制を整備

（有） 森本金網製作所
鹿島郡中能登町高畠ウ部154
TEL.0767-77-1448

■ 代 表 者  森本 陽介
■ 創　　業  1973年10月
■ 資 本 金 300万円
■ 従業員数 8名
■ 事業内容 ステンレスやレアメタルを使った
 金網の製造加工

森本金網製作所では、リーマンショックに端を発する世界的な不況で苦境に立た
されたのを機に、他社では加工困難な極細の金属線で金網を作り上げる技術を
磨き、中には同社しか織ることのできない素材もあるほどだ。同社の生み出す
金網は、電子部品など日常生活で使われるハイテク機器の生産を支えており、増産
需要に応えるため、ISICOの支援を受けて織機を導入するなど、生産体制の強化
に余念がない。
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きる秘密は、ISICOの活性化ファン
ドのサポートを得て2008年度に取り
組んだ技術開発にある。
　その頃、同社はある自動車メーカー
に売り上げの50％を依存していたが、
リーマンショックとそれに続く世界的
不況により、その発注がゼロになって
しまった。そこで、森本社長は仕事が
なくなったのを逆手に取り、将来を見
越して余った時間を技術のレベルアッ
プに充てることにした。
　当時、同社で扱っていた金属線は、
髪の毛とほぼ同じ太さの100ミクロン
と50ミクロンだけだった。専門メーカー
としてより難度の高い注文を獲得する
には、対応できる金属線を細くするし
かないと考えた森本社長が目指した
のは、耐久性が高く、機能性に優れた
35ミクロンの金属線を加工できる技
術の確立だった。

　金網は縦横の金属線にかける張力
によって仕上がりが変わる。金属線
が切れるか切れないかくらいの張力
をかければ、金属線の表面は滑らか

になる。ただ、細ければ細いほど切れ
やすいため、絶妙な張力を機械で安
定して維持するのが難しく、さまざま
な独自の工夫によって35ミクロンの金
属線を織れるようになるまでには5年
間を要した。
　さらに、2012年度からは、再び
ISICOの活性化ファンドを利用し、
太陽電池用電極印刷資材の金網の
開発を目的に16ミクロンという国内で
も最も細いクラスの極細線による金
網製造に挑戦した。現在はさらに技
術に磨きをかけ、13ミクロンの金属
線でも加工が可能だ。
　10ミクロン台の金網は、外注すると
高くつくため、大手メーカーでは内製
化を進めている。とはいえ、万一、社
内の生産ラインが止まった時のリスク
を回避するため、生産技術を持つ森
本金網製作所と業務提携を結ぶ企業
もあり、同社の技術力の高さがうかが
える。

　細い金属線の加工にとどまらず、
幅広い技術を有する点も同社の強み
だ。例えば、100ミクロンの金属線
を使った金網は一般的に単価が低い

が、エンドユーザーの要望に合わせ
て金網の硬さや柔らかさを調整でき
るので、高い単価での取引が可能と
なっている。
　また、磁性を持ったステンレス鋼
を織ることができるのは国内では同
社だけである。この材料は、張力
が釣り合うベストなポイントの幅が狭
く、そこに合わせるには長年の経験
がものを言う。普段から金属線に触
れ、データを数値化し、技術に見合っ
た設備投資をすることが、困難な加
工を可能にするのだ。
　スクリーンメッシュを製造している
企業が減少していることから、同社
では年 、々16 ～ 35ミクロンの金属
線の仕事が増え、現在は 50ミクロン
以下の売り上げが同社の 70％を占め
るまでになった。今後も金網の需要
を積極的に取り込もうと考え、10 年
後をめどに織機を50 台に増やす計
画だ。
　同社ではホームページを持たず、
一切営業をしていない。それでも国
内有数の技術力を誇っていることか
ら、口コミだけで売り上げは徐々に
伸びており、森本社長は「従業員一
人当たりの年間加工高を3 年間で
25％アップし、着実に成長の階段を
上っていきたい」と話している。

「技術力を高めて品質を向上するとともに、高度な技術
に対応できる人材を育成していかなければ発展はない」
と語る森本陽介社長。

製品は巻いて納品される。顧客の要望に応じて裁断することもある。

切れる寸前の張力を探求
13ミクロンまで加工可能

困難な素材でも加工可能
口コミで売り上げ伸びる
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後継者問題に悩む中小企業・小規模企業のニーズに応えるため、ISICOで
は円滑な事業承継をサポートしています。12月19日には県地場産業振興
センターで土井公認会計士事務所の土井敏哉氏を講師に招き、「バトンを渡
すタイミング～手遅れにならないために～」と題した事業承継セミナーと個別相
談会を開催しました。ここではその講演要旨を紹介します。

課題を明確にするため、
まず事業承継計画表の作成を
理想は事業の発展と
経営権の100％引き継ぎ

　事業承継は一般的に下図のよう
な流れで進みます。中でも大切なの
は早めに課題を見つけて解決する
ことです。そこで今回のセミナーで
はこの中でも特に親族に事業承継
する際の課題に焦点を当てて説明
します。
　事業承継における課題は大きく
二つに分けられます。一つは「理想
と現実のギャップ」にあります。私
は事業承継後にますます事業が
発展すること、後継者が経営権を
100％引き継ぐことが理想的な事業
承継だと考えています。
　事業の発展を達成するためには、
後継者の育成、後継者のブレーンと
なる人材の育成・発掘、熟練従業員
の技術を受け継ぐ人材の育成、経
理や総務といった間接部門を引き
継ぐ人材の育成などが課題になるで
しょう。
　また、経営面で重要なのが、後
継者が経営上の意思決定をできる
体制づくりです。そのためには後継
者が経営権を100％引き継ぐこと

が大切です。株式会社であれば後
継者が株式を100％取得すること、
個人事業主であれば後継者が店舗
や土地などの事業用資産をすべて
取得することが理想的です。

株式の贈与
多額の税金がネックに

　事業承継におけるもう一つの課
題は「理想と現実のギャップを埋め
る際に生じるさまざまな障害」です。
　例えば、後継者が株式を100％取
得するには買い取るための資金が
必要になります。自社の株式の総
額は貸借対照表の純資産の合計金
額とほぼ同じですから、一度確認し
てみてください。会社が所有する土
地や投資有価証券、保険積立金に
大きな含み益があれば、株価もその
分膨らむので注意が必要です。
　株式の移転について少し詳しく
説明しておきます。株式を移転する
には贈与、譲渡、相続といった方法
があります。贈与する場合、ネックに
なるのは贈与税です。仮に株式の総
額が5,000万円であれば、その約
41％に当たる約2,050万円の贈与

税がかかりますから、現実的とは言
えないでしょう。どうしても贈与した
い場合は、1人当たり年間110万円
までの贈与であれば非課税になる
制度を利用して、毎年少しずつ長期
間かけて贈与する「歴年贈与」とい
う方法を検討してください。
　株式を譲渡する場合は後継者に
買取資金が必要になる上、渡した
側は所得税を払わなければいけま
せん。また、相続する場合には相
続税がかかります。相続税は贈与
税に比べれば安いとはいえ、遺言
などがなければ他の家族との遺産
分割協議が必要になります。
　株式の移転は会社の業績が良く
て純資産が大きいほど、問題も大
きくなります。必ず顧問税理士に相
談するようにしてください。

早めに減らしたい
役員借入金

　役員借入金がある場合も障害に
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なります。例えば、社長による1億
円の役員借入金があり、大きな債
務超過を抱え、純資産がマイナス
の会社があったとします。役員借入
金は社長個人から見れば会社への
貸付金ですから、財産と言えます。
純資産がいくらマイナスでも社長が
持っている自社株の評価額は０円
で、マイナスになるわけではないた
め、社長の財産を家族が相続しよ
うとすると相続税が大きくなるリス
クがあるというわけです。
　もしも役員借入金がある場合は
会計事務所に相談して早めに減らす
ようにしてください。もちろん、業績
が良ければ、利益の中から返してい
けばよいのですが、それが難しい場
合も多々あります。そんなときによく
使われるのは債権放棄という方法で
す。ただ、この際、会社には債務免除
益が発生し、法人税がかかりますか
ら安易に選べる方法とは言えません。
　以前は借入金をそのまま資本金
に振り替える方法もありました。し
かし、法改正によって現在では法
人税がかかるようになっています。
一筋縄ではいかない問題ですので、
もし役員借入金があるならば早急
に対処してほしいと思います。
　他の家族から納得を得ることも
障害の一つです。理想は後継者が
株式や事業用資産を100％引き継
ぐことです。とはいえ、「後継者だ
けが会社をもらってずるい」あるい
は「他に資産がないなら、せめて株
式がほしい」と分割して相続せざる

を得ないケースも多 あ々ります。
　また、「会社に対する貸付金は、
家族みんなで分けるべき」という意
見が出ることもあります。経営する
ために欠かせない役員借入金でも、
家族から返済を求められれば、法
律上、返さざるを得ませんので注
意が必要です。

社長と後継者の
年齢記入から始めよう

　このように事業承継にはさまざ
まな課題が付きものです。こうした
課題を明確にするためにぜひ作成し
てほしいのが事業承継計画表です。
計画表といっても難しく考える必要
はありません。まずは現社長と後
継者の年齢、引き継ぐ時期を記入
するだけで構いません。これだけで
もほとんどの経営者には今後取り組
むべき課題が見えてくると思います。
後は思いつくままに課題を書き込

み、支援機関に相談してください。
　相談する際、ISICOのような支援
機関にはなるべく早い段階から関
わってもらうとよいでしょう。第三
者に入ってもらう方が後継者との対
話がスムーズに進みます。また、事
業承継を数多く扱っているので、さ
まざまなノウハウを持ち、的確なア
ドバイスが得られます。
　株式や事業資産の移転について
は金融機関に相談しましょう。金
融機関を巻き込むことには後継者
に資金調達のノウハウを伝授する目
的も含まれます。株価や税金の相
談については会計事務所に相談し、
弁護士が必要なときは ISICOの専
門家派遣制度や無料相談会の利用
をおすすめします。
　課題を解決する鍵となるのは対
話です。後継者はもちろん、役員・
従業員、取引先、家族、専門家と
十分に対話しながら、事業承継を
進めてください。

事 業 承 継 セミナ ー のご 案 内

成功事例・失敗事例から見る
同族企業による事業承継の進め方
事業をしていれば、必ず次の世代に引き継ぐ時期がやってきます。

「どうすればうまく承継できるのか」、「誰に相談すればよいかわからない」
本セミナーがそんな皆様の悩みにお応えします。
●  日時／2019 年 2 月15日（金）14：00 〜 17：00
●  場所／石川県地場産業振興センター本館 2 階 第2研修室
●  講師／ビジネス・イノベーション・サービス（株）
  取締役社長　大石 吉成 氏

（公財）石川県産業創出支援機構 経営支援部経営支援課
TEL.076-267-1244 

■ お問い合わせ
　 お申し込み 

経営者ら約30人が参加した事業承継セミナー。

セミナー終了後
に開かれた個別
相談会。



　石川県内の中小企業等が活性化ファ
ンドの助成を受けて、これまで世に送り
出してきた新たな「じわもん」を一堂に
集めた『じわもんセレクト』Vol.3 を発
行しました。掲載商品は、ISICO ホーム
ページで公開するほか、インスタグラム

「じわもんセレクト」でも随時発信してお
りますので、ぜひご覧ください。
URL   https://www.isico.or.jp/site/jiwamon

　ISICO は 1 月 18 日、金沢市内にある飲食店で、「いしかわスタートアップ大交流
会〜つながる！広がる！スタートアップの輪」と題したイベントを開催し、県内外で

活躍されている起業家や学生、支援機関
の担当者など約 100 名が参加しました。
交流会では、ビジネスプランコンテストの
認定企業 3 社によるトークセッションや起
業家等が事業内容を紹介するアピールタイ
ムなどを設けたほか、参加者が積極的に名
刺交換を行い、大変盛り上がりました。

　ISICO では創業間もないベンチャー
企業向けに、低料金で利用可能なイン
キュベート施設「いしかわクリエイトラ
ボ」を能美市に設置しています。今回、
5平方メートルの小規模ブースを増設し
ました。メリットは安価な入居費用（中
小企業・個人は月額 2,400 円／㎡（税
別））で 24 時間 365 日利用できること
です。また、無料駐車場があるほか、
異業種間の情報交換の機会が得られるなど、新たな商品開発やビジネスチャン
スにつながることも期待できます。経営・技術情報の提供や ISICO の専門家派
遣事業の活用など、支援スキームを活用し、総力を挙げて応援します。

約100名が参加した交流会。

能美市に立地する「いしかわクリエイトラボ」。

食品・観光分野の新商品を掲載した『じわもんセレ
クト』Vol.3。

イシコ・トピックス

［発行月］ 平成31年2月（年6回発行） 
［編集協力］ライターハウス／金沢市問屋町1-75
［印刷所］ ㈱ 橋本確文堂／金沢市増泉4-10-10

FAX

石川県内の起業家や支援機関等が一堂に会する機会を創出
「いしかわスタートアップ大交流会」開催

いしかわクリエイトラボ入居者募集中！
 5平方メートルの貸しオフィスを増設

活性化ファンドを活用して開発された商品を紹介
じわもんセレクト vol.3 食品・観光②を発行

ISICO サイエンスパークオフィス
TEL.0761-51-0122　 https://www.isico.or.jp/isp 

■ お問い合わせ・お申し込み 

■ お問い合わせ 
（公財）石川県産業創出支援機構

　　　地場産業振興センター
　　　TEL.076-268-2010

いしかわの建具展
【入場無料】

2月16日（土）〜3月2日（土）

石川県地場産業振興センター
本館１階

じばさんギャラリーのご案内

　石川県内の建具職人による襖
ふすま

や屏
びょうぶ

風、ドア、デザイン障子、衝
ついたて

立
など、伝統を受け継いだものから、
現代の生活スタイルにマッチした
ものなど、幅広く展示しております。
　お近くにお越しの際は、ぜひお
立ち寄りください。
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