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トピックス＆インフォメ－ション 

今年の経営計画発表会は掬水亭で開催されました。私はまだ3度目の参加ですが、毎回身の引き締まる思いになります。個人ごと、

グループごと、共に今期の反省と来期の意気込みを共有できる素晴らしい環境だと感じております。 

肌寒い季節となり、夜道を歩いているとなんだか夏が懐かしく感じます。同時に温泉やお正月など冬の楽しさも待ち遠しく思います。

日本は四季が存在し、季節ごとに様々な景色や行事があります。四季のお陰で自然に気分転換ができているかもしれません。継続力

がなく、飽きっぽい性格なので日本の季節をうまく利用して、モチベーションを維持してみようと思います。            （中澤） 

次号(８１号)は2019年1月10日発行予定です！ 

 ７〜９⽉のＭＶＰは下記のとおりになりました。 
詳しい内容はＨＰに【スタッフのおすすめ】として掲載されて

いますのでチェックしてみてください。 

３分間スピーチ月間ＭＶＰ３分間スピーチ月間ＭＶＰ３分間スピーチ月間ＭＶＰ 

 ７月のＭＶＰ賞  
 『普段と違う環境をいかにつくるか』・・・柴﨑 誠 
 

 ８月のＭＶＰ賞  
  『いい加減は“良い加減”』・・・丹下 優子    

 

 ９月のＭＶＰ賞           
   『やる気に行動を支配されるな。 

   行動してやる気を引き出せ。』・・・石原 あい 

   

   『意識改革』・・・土肥 宏行 
 

 

  
 

  

ＳＭＣ税理⼠法⼈ＳＭＣ税理⼠法⼈ＳＭＣ税理⼠法⼈   経営計画発表会経営計画発表会経営計画発表会   年間ＭＶＰ社員年間ＭＶＰ社員年間ＭＶＰ社員   のご報告のご報告のご報告   

ＳＭＣ杯ゴルフコンペのご案内 

 ＳＭＣ杯ゴルフコンペを開催致します。今年も激戦？

が予想されます！豪華景品！？を準備しております！

皆様のご参加をお待ちしております。 

日  程 ： 平成３０年１１月６日（火） 

スタート ：  AM８：３０ 西・東コース 

場  所 ： 狭山ゴルフ・クラブ 
         〒358-0041 入間市下谷ヶ貫492 

 10月5日（金）に中国割烹旅館 掬水亭にて第18期ＳＭＣ税理士法人 経営計画発表会を行いました。
第17期の年間ＭＶＰ社員に選ばれた柴﨑には金一封が贈呈されました。 

平成30年10月5日（金） 中国割烹旅館 掬水亭 ＳＭＣ税理士法人は18年目のスタートを切ることができました。 

これからもよろしくお願い致します。 

年間MVP 柴﨑誠 

※定員残りわずかとなっておりますので、弊社までお問合せ下さい 
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理事長 関 根   威 

「働き方改革」に思うこと 
～働き方改革の本当の目的は、生産性を飛躍的に向上させること！～ 

 『「ゆとり教育」と同様に、今年が10年後の未来に、過去の大きな過ちを悔いる年とならないよ

うに祈りたいと思うことが「働き方改革」です。』というのは、私の尊敬する経営者の言葉です。 

 

【なぜ今働き方改革なのか？】 

現在、日本の労働者一人当たりの稼ぎ高は、全世界の中でだいたい30位と言われていま

す。この順位は、先進国では最下位です。15歳から65歳までの生産年齢人口は、1997年辺りが

ピークで8,700万人、現在は7,500万人ぐらいでしょうか。5年後の2025年には7,048万人（現在から

6％減）、15年後の2035年には6,343万人（現在から15％減）。最近は、「募集しても、うちにはな

かなか優秀な人材が来ない」というフレーズから、「募集しても、まったく来ない」というフレーズに

完全に変わりました。 

ただでさえ一人当たりの稼ぎが低いのに、稼ぐ人がどんどん減っていったら、日本はいずれ世

界から相手にされない国になるから、働き方を抜本的に改革して、一人当たりの稼ぎ（生産性）

を飛躍的に向上させようとするのが働き方改革・・・のはずです。 

 

【働き方改革のKPIは労働生産性】 

こう考えると、働き方改革がそれぞれの企業で成功しているかどうかのKPIは、労働生産性の

向上です。 

戦後70年、復興からがむしゃらにがんばった先人たちの過去の遺産を食いつぶす「怠け者」

の国になってしまった今、私たちに挽回するチャンスとして残されたのが、経営者と社員が一体と

なって「勝ち残り」「生き残り」をかけて、懸命に生産性向上に取り組むこの「働き方改革」なので

す。 

 

【働き方改革の主役は誰か？それぞれの役割は何か？】 

働き方改革の主役は労働生産性向上のカギになる人ですから、「経営者（会社）」と「社

員」であり、それぞれには役割があるように思います。 

経営者としての役割は、「高くても売れる商品やサービスを創ること」の一言につきます。社員

としての役割は、ＡＩ（人工知能）が発達しても、ＡＩに置き換わることができない知識、知恵、技術、

スキルをさらに貪欲に磨いていくことです。この２つの条件が両方満たされないと、働き方改革は

絶対に成功しません。 

経営者が相変わらず時代遅れで、儲からない商品やサービスを社員に売らせておいて、

「今の2倍稼げ」と言ってはいけないし、社員が相変わらずスキルを磨くことなく、成果を上げずに

だらだらと時間だけ働いていてもいけない。 

 

「働き方改革」は、これからも物心両面の幸せを得るための絶対条件です。 

「いま１番美味しいカレーパンはどれだ？」を合言葉に開催された日本カレーパン協会

主催 カレーパングランプリ２０１８。カレーパンの最前線にいるパン屋の存在を讃えつ
つ、未来のカレーパンの更なる発展・進化を促し、明るいカレーパンの未来と、共に歩む

我々日本人の未来を創るため、受賞店の栄誉を讃える授賞式。 

 そこで、株式会社プラスパン リヨンソレイユ様の『牛肉ゴロゴロカレーパン』が東日
本揚げカレーパン部門で見事金賞を受賞されました！ 

  

 是非一度、焼き立ての『牛肉ゴロゴロカレーパン』食べてみたいものです。 

近くに立ち寄った際にはぜひ！ 

株式会社プラスパン「リヨンソレイユ」様 

カレーパンコンテスト 金賞受賞！ 

 

お客様&ＳＭＣニュース︕ 
 

9月28日（金） 相続セミナーのご報告 

株式会社プラスパン リヨンソレイユ 

東京都江戸川区瑞江4-21-8 

都営新宿線瑞江駅より徒歩5分 

 

 9月28日（金）、所沢市民文化センターMUSEにて「相続セミナー」開催しました。 
 相続税の仕組み、相続対策、遺言作成について話をさせて頂きました。セミナー終了後にも沢山の質

問をいただき、相続に対しての関心度の高さがうかがえました。今後も定期的にセミナーを開催して参り

ますので、皆様のご参加お待ちしております。多くのご参加ありがとうございました。 

講師：関根 威 セミナー風景 

「牛肉ゴロゴロカレーパン」 
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