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新春賀詞交換会

2020 年 2 月 4 日（火）、毎年恒例となる「新

の感想として、「ビジネスもスポーツもコツコ

だと思い、継続して 150 周年に向けた事業を

春賀詞交換会」が日比谷松本楼にて開催され

ツやる事の重要性を感じることができた」と

進めていきたい」と言葉を結びました。

ました。今回は会員 87 名に加えて、来賓 26 名、 述べられました。また、「今年は、中小企業に
ゲスト 7 名をお迎えし、総勢 120 名の参加と

おいても、働き方改革法案により、同一賃金

引き続き、品川総務委員長よりご来賓のご
紹介、新入会員の紹介と記念撮影を行った後、

なりました。18 時からの第 1 部講演会では、 同一労働、有給休暇の強制取得、残業問題の

昆理事より、来年度の立教経済人クラブ 40 周

立教大学体育会陸上競技部男子駅伝監督であ

3 つを解決しなければいけない。経済人クラ

年行事に向けた取り組みについてもご案内が

る、上野裕一郎氏 をお迎えして「古豪復活を

ブの勉強会でも取り上げます」と今後の活動

ありました。「40 周年記念式典は 11/20 に開

目指して ―立教箱根駅伝 2024―」と題して約

についても紹介がありました。

催するのでご期待ください。基調講演では、

1 時間にわたりご講演をしていただきました。

続いて、ご来賓を代表して、白石典義立教

立教大学ご出身の株式会社リクルートホール

講演では、上野監督の選手生活から学んだ

学院理事長よりお言葉をいただきました。「昨

ディングス代表取締役の峰岸様にご講演いた

ことやそれを監督業に活かしていること、さ

年は池袋キャンパスが 100 周年だったが、実

だく事が決定しています。また、40 周年記念

れに、就任してまだ 1 年足らずであるが既に

は今年はチャペルが 100 周年の年でもある。 事業の一環として、様々なイベントが行われ

現役世代で自己ベストを次々更新しているな

また、立教学院 150 周年プロジェクトにおい

ます」と発表されると、会場から大きなどよ

ど、成績の伸びが著しい事が紹介されました。 て、寄附金で 50 億円目標のうち 10 億円は達

めきが起こるなど、驚きと共に期待が大きく

また、来年の計画や次の目標として、箱根出

成でき、箱根駅伝プロジェクトにおいては、5

膨らんだ事を感じさせる内容となりました。

場を予定している 2024 年よりも、1 年前倒し

億円の目標から現状では 8 千万円を超えてき

その後、和田成史立教大学校友会会長によ

していきたいなど今後の抱負を述べながら、 ており、引き続きの支援をお願いしたい」と

る乾杯の挨拶へと移りました。和田会長は、

講演の中では OB 各位からの募金への謝意を

プロジェクトへの支援を呼び掛け、「AI、5G

箱根プロジェクトが校友の中での繋がりをも

示し、「立教の理念を崩さずに箱根を目指して

などの技術で教育も変わってきている、学院

たらす大きな意義があること、また、プロジェ

いく」と締めくくられました。
（講演内容詳細

として輝く教育をしていく事を目指していき

クト開始に至る裏話を紹介し、引き続き、プ

は、２頁に掲載）

たい」と今後の決意を語られました。

ロジェクトへの支援を来場者に呼びかけまし

会場では、陸上部 OB で約 50 年前の箱根

続いて、郭洋春立教大学総長よりご挨拶を

駅伝に出場経験のある会員から、力強い応援

いただきました。「2024 年に向けて、各部の

メッセージもあった。また、会場である松本

活躍やめざましく、交響楽団、聖歌隊では、 レーライスなど松本楼の名物料理をはじめ、

楼の先々代が当時の陸上部の監督であったエ

創立 100 周年という NHK 交響楽団よりも古

おいしい食事とお酒を頂きながら、様々な業

ピソードも紹介され、本会の縁と歴史を垣間

い歴史と相撲部でも創部 100 周年の伝統を持

種、年齢の垣根を越えて情報交換が活発に行

見れる瞬間でした。

つ部活である事、また、他の部活では、ボー

われておりました。最後に伊藤守副会長より、

続く 19 時より第 2 部の懇親会がスタートし

た。
乾杯後の懇親会では、ローストビーフ、カ

ト部、水上スキー部、剣道部、馬術部、水泳部、 箱根駅伝プロジェクトへの熱い思いと共に中

ました。品川総務委員長（H8 経・株式会社太

ラクロス部などが個人や団体で優勝し、フィ

締めをいただき、閉会となりました。

平社代表取締役社長）の司会の下、大塚裕司

ンスイミングに至っては、世界選手権で銅メ



会長（S51 営・株式会社大塚商会代表取締役

ダルを獲得、1950 ～ 60 年代の黄金期を彷彿

社長）より、開会のご挨拶をいただきました。 とさせる目覚ましい活躍を遂げている。これ
まず、参加者への感謝の言葉と、一部の講演

も大学と校友が一体となって取り組んだ結果
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新春賀詞交換会講演会

「 古 豪 復 活 を 目 指 し て 」 －立教箱根駅伝 2024 －
2020 年 2 月 4 日（火）
、毎年恒例となる新春賀詞

■大学を背負う男子駅伝監督就任へ

交換会が日比谷松本楼にて開催されました。18 時

30 歳を過ぎ、自分自身のセカンドキャリアに対し

からの第 1 部講演会では、立教大学体育会陸上競

ての不安を覚えていた矢先、立教大学の創立 150

略歴

技部男子駅伝監督である上野裕一郎監督に「古豪

周年記念事業である「立教箱根駅伝 2024」のお話

1985年

長野県佐久市生まれ

復活を目指して－立教箱根駅伝 2024 －」と題して質

をいただき、男子駅伝監督に就任させていただきま

2001年

佐久長聖高等学校入学

疑応答を含め約 1 時間にわたり講演いただきました。

した。
きっかけは誘っていただいた陸上競技部のコー

2004年

上野氏は、陸上の名門である佐久長聖高等学校を

チが同じマンションで一緒に走っていたというご縁か

卒業後、中央大学法学部に入学し、4 年連続で箱

らです。市民ランナーとプロランナーという人と人と

根駅伝に出場、その後エスビー食品株式会社、株

の繋がりから生まれたこのご縁を改めて大切にして

中央大学法学部入学
1年次より箱根駅伝へ出場。1年次1区
（区
間19位）、2年次3区
（区間3位）、3年次3
区
（区間賞）、4年次3区
（区間2位）。4年次
には第19回出雲駅伝で1区区間賞

式会社 DeNA とそれぞれの陸上部でご活躍され、

いきたいなと思った次第です。

2008年

エスビー食品株式会社入社

2009年

世界陸上選手権ベルリン大会日本代表
選手として5000mに出場

2013年

株式会社DeNAへ移籍
を務める

2018 年 12 月に立教大学体育会の陸上部駅伝監督

プロランナーとして世界を目指してやっている最

に就任されています。立教大学が箱根駅伝に最後

中、指導者にスムーズに転身できたということは、

に出場したのが 1968 年の第 44 回大会であり、約

私にとって非常にありがたいことです。強いからすぐ

半世紀を経て古豪復活を目指す陸上競技部の男子

指導者になれるという世界ではありません。タイミン

長距離部門。就任後の成果報告や今後の展望につ

グや人とのお付き合いが合致した人がたまたま指導

いて、ユーモアを交えながらご講演いただきました。

者になれるという環境なのです。

参加者には当時陸上競技部で箱根駅伝に出場され

立教大学から話をいただいた時、最初は非常にあ

講師：上野

裕一郎

初代キャプテン

2018年12月 立教大学体育会陸上部駅伝監督就任

しれません。そういう選手たちの前でも、同じように
未来を見据えた話をしています。
「どうせ俺たちは」

た参加者もいらっしゃり、質疑応答も活発に行われ、

りがたい話だと思ったと同時に、指導者をやるとい

という意識を持ってしまうと下の学年に伝染してしま

最後は上野監督にエールを送る形で大きな拍手が巻

うことは、大学を背負うということであり、期待に応

います。下の学年に「俺たちは無理でも、次は頼むよ」

き起こりました。

えながら結果を残さなければならないというプレッ

という意識付けをし、選手達自身が「自分たちの世

シャーを感じました。こうした様々な葛藤はありまし

代でできることをやっていく」という前向きな意識を

たが、自分は常に自身を追い込んでいかなければい

育みたいです。夢を与えながら、立教大学陸上競技

長野県佐久市に生まれ、もともとは軟式野球に打

けない人間であると思っていましたので、挑戦してみ

部長距離部門にいて良かったと思ってもらえるような

ち込んでいた野球少年でしたが、両角監督（現東海

ようとお引き受けすることにしました。様々な方々に

指導をしていきたいと思っています。

大学陸上競技部駅伝監督）に見出され、佐久長聖

感謝しながら、
「立教箱根駅伝 2024」に全力を注ぎ

高校で陸上部に入部しました。両角監督の厳しい指

たいと思っています。

■現役時代、恩師から学んだもの

■ 2024 へのタスキを持って走り出す
池袋キャンパス 100 周年の記念式典の際、様々

導の下、高校三年間はただ死に物狂いで走ることだ
けに向き合ってきた結果、日本一を取れる陸上選手

■選 手達の意識改革

な方から声援を受けながら、郭総長から 2024 への

になることができましたが、両角監督からは「もっと

2018 年 12 月に監督就任して約一年が経過しまし

タスキを受け取りました。学生時代の恩師達からも

上を見なさい」と教わり、中央大学入学後は田幸監

た。勧誘した選手ではなく、私が就任する前から在

背中を押していただき、良いスタートを切ることがで

督（現中国電力陸上競技部監督）指導の下、箱根を

籍している陸上競技部の長距離の選手たちと一年過

きました。2024 の立教創立 150 周年に向け、良い

目指すと共に、世界でも通じる選手になることを目標

ごしてきましたが、意識の変化、行動の変化には目

形で総長にタスキを戻すことができるようにしたいで

に掲げて頑張ってきました。箱根駅伝では非常に難

を見張るものがあります。最初は戸惑う選手もいまし

す。

しいもので、その時期に調子のピークを持ってきて、

たが、腹をくくるのが早かったことに驚きました。
「監

21km という距離をしっかり走りきるという非常に難

督が来てやると言って、大学もやると言うのなら、俺

トレーニングに励んでいます。これは陸上競技部の

しい経験をしました。怪我をしたり、調子が上がら

たちも力をつけて大学に貢献したい」と気持ちを切

福田監督、原田長距離総監督、陸上競技部の選手

ない時期もありましたが、田幸監督の支えもあって

り替えてくれました。監督が言ったことを自分たちが

達が理解を示していただいた形でもあり、陸上部の

満足の行く結果を残すことができました。

吸収できれば強くなれる、と捉えてくれるようになっ

中でも動きやすい環境が整いつつあります。事業に

たのです。これは非常に嬉しいことです。郭総長に

対する賛同者も増え、各方面に感謝しています。

田幸監督は元々エスビー食品陸上部の OB であり、

現在、男子長距離部門はレベルアップを目指し、

瀬古さんの指導を受けた経験もありました。瀬古利

は 2024 年に箱根駅伝へ、と言われていますが、私

3 月には新座に専用寮も完成し、4 月からの新入

彦と言えば、私にとって日本一、世界一のランナーと

はその一年前に一回出場し、勝負をしてみたいとい

生も含め、改めて新しいスタートが切れることになり

いう憧れの存在で、瀬古さんの下でやってみたいと

う気持ちがあります。強化 4 年目の年に箱根駅伝の

ました。これを「新旧の融合」と選手達にも言って

いう気持ちが高まり、大学卒業後、エスビー食品の

スタートラインに立つことができれば総長の見立ての

いますが、この融合こそ今の段階でいちばん重要な

陸上部へ入部し、実業団の選手として活動していく

上を行くのではないかと思っている次第です。そこで

事だと考えています。新旧の力の差をできるだけ埋

ことを決めました。入って間もなく選手としての結果

勝負して仮に辿り着けなかったとしても、勝負したこ

めていくという点と、従来の立教生の良い部分、学

は出せたのですが、2013 年の 3 月末に会社都合で

とに対してマイナスは発生しません。次の年堅実に行

年隔たりなく仲良く切磋琢磨していくという文化や自

同陸上部の廃部が決まり、社会の厳しさに直面しま

くことを考えた場合、前の年にしっかり勝負をしてお

分で考えるという伝統も新入生にしっかりと受け継

した。今まで陸上一筋にやってきましたので、今後

きたいです。今の選手達にそれを告げてもわからな

いでいきたいです。

の不安を感じていたのですが、総恩師である瀬古さ

い部分が多いと思うのですが、敢えて未来の話をす

んのご尽力で無事、チーム全員で DeNA 陸上部へ

るようにしています。

■今 後が楽しみな「新旧の融合」

箱根駅伝に出場するにはまだまだ高い壁がありま

2018 年度は 1 名しか出場できなかった関東イン

このような経緯からも人脈の大切さを身にしみて感じ

す。現状の実力を考えると、一年後、二年後の選手

カレに、2019 年度は 6 名を送り出すことができまし

ています。

達の代で箱根駅伝に出場することはかなわないかも

た。800m、1500m という種目はある程度スピード

移籍し、充実した選手生活を送ることができました。
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があれば出場できるものですが、5000m や 3000m

さらに更新し、昨年 11 月には 5000m の立教記録も

手は練習に参加してもらっていますが、現時点でも

障害といった距離が伸びた種目に選手が出場したと

10 秒ほど更新するなど、今後の活躍に期待ができる

立教で一番早い選手と遜色ない選手が 4-5 名います

いうのは非常に頼もしく思いました。まさに厳しい環

選手です。今年斎藤選手には日本一決定戦の大会に

ので、来年度に向け非常に楽しみです。新入生達に

境に耐えて練習してきた選手達の努力の賜物です。

出場できるようなタイムを出し、全国の舞台で勝負し

負けたくないと今いる選手達がやる気になれば「新

来年観光学部 3 年になる斎藤俊輔は関東インカレ

てほしいと考えています。

旧の融合」が実現できると思います。目標としては
昨年 23 位だった箱根駅伝の予選会でその順位を上

の 1500m 予選で他大の外国人留学生に勝って立教

他の選手達も自己記録を次々と更新し、結果を出

記録を更新し、タイムでは 1 位で決勝に勝ち上がり

しています。選手達自身はしっかり練習をすれば学

げていき、2 年後には当落線上の赤いライン付近、

ました。決勝では体調不良で棄権はしたものの、実

業と両立しながらでも、結果がついてくるという手応

3 年後にはそのラインを通過し、箱根駅伝本線では

力的には関東インカレでも上位に食い込むような選

えを感じているせいか、
「記録会があるからもう少し

10 位以内、シード権獲得まで果たせれば良いと考え

手に成長しました。斎藤選手は指定校推薦等ではな

練習したい」という選手達の会話の中からも意識の

ています。シード権を獲得できれば、余裕を持って

く、一般入試で立教大学に入ってきた学生で、この

改革が進んできており、今後もタイムがもっと伸びて

スケジュールを組むことが可能になりますので、箱根

ニュースは今の選手達の大きなモチベーションの一

くると期待しています。

駅伝と共に三大駅伝と言われている出雲駅伝や全日

つになっています。この後斎藤選手は立教長距離で

今年は先ほど申し上げた斎藤選手に匹敵するレベ

は何十年ぶりという全日本インカレに出場して記録を

ルの選手が 10 名入部してきます。すでに一部の選

2019 年 10 月 11 日（木）19：00 より、
「新
橋亭

新館」にて、本年度第 2 回ウエルカ

本大学駅伝への出場を目指したいです。


かけに、立教の縁を深め友と交流し、今後

間に皆さま完食いたしました。

のイベントにも参加いただけると嬉しく存

料理がひと段落したところで、自己紹介

イトは、新入会員になった方を中心に、新

タイム。まず、既存会員の方に仕事のこと・

入会員同士や既存会員との交流を深める親

プライベートのことお話いただきました。 

睦を目的とした会です。

知らなかった一面など公私の理解を深める
新入会員の方には、自己

名を囲み会員 9 名の計 15 名の参加となり

紹介に加え既存会員の方か

ました。

らの質問に答えていただき
呉

ました。質問の受け答えか

東富様よりご挨拶および本日のお料理等の

ら、様々な面を知ることが

説明をいただいた後、昆凡子様の乾杯のご

できました。

発声と共にスタートしました。大きな 1 つ

そして、集合写真撮影の

のテーブルを囲み、大皿料理を取り分けな

後、倉石昇様に閉会のお言

がらの歓談は、自然と会話が弾み和やかな

葉を頂戴し、閉会となりま

雰囲気のなか活発な交流を図ることができ

した。

ました。新橋亭名物の豪華なお料理の数々

じます。今後も種々イベントございますの
で、ご参加をお待ちいたしております。
―小田切 理紗

H21法―

ことができました。

が、無事開催することができ、新入会員 6

まず、株式会社新橋亭 取締役会長

H12史―

に、驚きの声が上がりながらもあっという

ムナイトが開催されました。ウエルカムナ

台風が近づき小雨降る中となりました

―松原 伸禎

ウエルカムナイトをきっ

第２回 勉強会

講師：株式会社タニタ代表取締役社長

谷田千里氏

「健康をはかる」から「健康をつくる」への進化
2019 年 11 月 13 日に本年度第２回勉強会が
開催されました。
今回は「朝食」ではなく「夜」に懇親会を
含めての勉強会を池袋メトロポリタンホテル
にて行われました。

流が多く図られ参加された和やかな雰囲気で

はタニタ食堂をはじめ展開されてきたユニー

行われました。

クな数々の取り組みをご紹介いただきました。



また「働き方改革」の一環としてメディア
などでも注目されているの

講師には立教出身でいらっしゃる株式会社
タニタ代表取締役社長

田千里社長が就任されてから 10 周年。講演で

谷田千里氏。

テーマは「健康をはかる」から「健康をつ
くる」への進化。また参加者特典として谷田

が「社員の個人事業主化」。
本でも紹介されていますが
質疑応答でもこの内容に集
中しました。

社長から本のプレゼントがありました。本の

講演後はお食事をいただ

タイトルは「タニタの働き方革命」
。谷田社長

きながら参加者の皆様によ

自らが 2019 年に執筆された話題の本です。

る懇親会。夜ということも

健康総合企業として 75 周年を迎えられ、谷

あり普段の勉強会よりも交
3

―岡本 章吾

H18経―

立教 経 済人クラブ会 報

第２回

Apr.8/2020 No.79

ビジネスパーソン・セミナー

2019 年 10 月 23 日、今年で 2 回目となる同

による「社長が変われば会社も変わる～創立

志社大学東京校友会との連携企画「ビジネス

114 年企業の事業継承とブランディング」と

パーソン・セミナー」が立教大学池袋キャン

題してご講演をいただきました。（講演内容は

パスにて行われました。参加人数は来賓の立

別コーナーにてご紹介しています）。

教大学郭総長を含め、立教・同志社合計 81 名
と昨年を上回る盛況ぶりでした。
早めに集まった参加者は現役学生がガイド

第２部の懇親会は場所を第一食堂に移し、
石渡社長イチ押しの「生ホッピー」での乾杯
から始まり、当クラブ大塚裕司会長（S51 営）、

を務める立教大学のキャンパスツアーで懐か

児玉正之同志社大学東京校友会会長からご挨

しい母校を巡った後、第１部の講演会、第２

拶のお言葉をいただきました。千葉喜章対外

部の懇親会と二部構成で行われました。

交流委員長（H1 経）の司会で非常に和やかな

第１部の講演会は立教大学の郭総長による

雰囲気で進行し、会場ではお互いの学校紹介

校歌、カレッジソングを披露してエールを交

「150 周年に向けての立教大学の展望」のお話

の映像やウェブサイトが投影される中、石渡

換し、来年度に向けて同志社様とのより一層

しをいただき、その後、石渡美奈氏（H2 日・

社長のご厚意で設置されたホッピーのブース

の親交を約束しつつ、大盛況のうちに閉会い

ホッピービバレッジ株式会社代表取締役社長） は長い行列ができていました。最後は両校の

第２ 回

ビジネスパーソン・セミナー講 演 会 

たしました。

―松原 伸禎

（ 講 師 ： ホ ッ ピ ー ビ バ レ ッ ジ 株 式会社代表取締役社長

H12史―

石渡美奈氏）

事 業 承 継と ブラ ンディング
今日は事業承継とブランディングというこ

くりって何だろうと考えた時に、真似されな

とでテーマを頂戴しました。いただいたテー

いものを作るしかないと思いました。真似さ

マに沿って順を追ってお話をさせていただき

れないもの、それは人が創る企業文化であり、

ます。

取り組むべきことはその企業文化を創り出す

■事業承継について

社員の教育しかない、というのが私のソリュー

まず初めに私が考える事業承継の肝は何か

ションでした。私が大変ありがたいと思った

と申しますと、人財と組織の育成だったと感

のは、父が「あなたにバトン渡すからもう口

じています。私は平成２年に社会人になりま

は出さない」と言ってくれたことを本当に実

したが、当時はまだまだ男女雇用均等法が施

行してくれたことです。私を取締役副社長に

行されて間もない頃であり、女子が総合職で

して自由にさせてくれました。新卒採用への

は一緒に事業承継をしていたのだと。そして

バリバリと働くということは日本の社会では

取り組みや、経営計画書の導入など、経営の

社員を育てるのに夢中になっていたのは私だ

珍しいことでした。私は一人っ子で生まれま

システムを変革して第三の創業への準備をす

と思っていたのですが、それは大きな思い違

して、物心ついたときから「家業」がある、 ることに対して温かく見守ってくれました。 いであり、父も一緒に育ててくれていたとい
つまり跡取りの立場なのだということは小さ

平成 22 年３月 10 日、父から三代目のバトン

うことをあらためて感じることができました。

な頃から意識はありましたが、そんな社会情

を受け継いだその日から社内的には特に何も

私に事業を譲ると決めてから父の矛先は地域

勢の中で大学卒業を迎えた私が、父の跡を継

変わりませんでした。準備期間としての７年

に向かいました。父は赤坂産まれ赤坂育ちな

ぎ社長になるということにはなかなか思い至

間があったおかげで、スムーズに事業承継を

のですが、赤坂という街のために晩年を捧げ

ることができませんでした。しかしその後、 することができたのです。

ました。NPO 法人を立ち上げての赤坂氷川山

紆余曲折はありましたがやっぱり父の仕事を

私のそばには心を共にする社員がいてくれ

車の復興であったり、宮神輿の復活であった

継ぎたいと思った瞬間がありまして、反対す

ました。そしてその社員達は、父が私にバト

り、勝海舟と坂本龍馬の師弟像も赤坂に作り

る父を１年間説得して、平成９年にホッピー

ンを渡すと決めた時からずっと父の薫陶を受

ました。なぜそんなことをする必要があるの

ビバレッジに入社をさせていただきました。 けていました。父の立場でホッピービバレッ

だろうと思っていましたが、父が亡くなって

それから６年が過ぎた秋の日、実はこの日ま

ジとは何であるか、自社製品はどういう製品

から非常に多くの方に言われたのは、会長の

で私は将来の役職について何の約束もなかっ

なのか、どういうプロセスを経て歴史を築い

遺志を継いでこの赤坂の街を盛り上げていき

たのですが、父が「いつかあなたにバトンを

てきたのか、そういったことをあの手この手

ます、というメッセージでした。父はこれか

渡す」と言ってくれたのです。その時に、
「新

でずっと語り伝えてくれていたのです。です

らもこの赤坂という街で私がしっかり商いを

体制を立ち上げる時に心を共にして一緒に未

から私たちは何があってもブレることなく、 やっていけるように、地域にも仲間を多く作っ

来をつくってくれる社員を育てなさい、自分

会長（父）の教えに沿って私と一緒に動くこ

てくれていたということを感じました。父は

が思うように組織を変えていきなさい、あな

とができました。誤解を恐れずに申し上げま

20 年間をかけて事業承継を進めていました。

たに譲ると決めた会社だからもう口は出さな

すと、、会長が亡くなって大変でしょうと皆

私の事業承継は魂がこの肉体を離れる時まで

いよ」
、と言われました。その当時の状況はと

さんが言ってくれるのですが、大変なことな

終わらないでしょうし、いつからかは次なる

申しますと、その頃からもうすでに人口は減

ど何一つありませんでした。なぜならば私と

四代目のために伝えていくことも始めていか

り始め、若者のアルコール離れが叫ばれ、酒

共に父の教えを受けていた社員がいるからで

なければなりません。事業承継というのは生

類業界の市場はシュリンク（縮小）状態でし

す。その時に気付きました。事業承継をした

涯をかけて続くものではないかなと感じてい

た。私達が今後生き残っていくための組織づ

のは私ひとりだけではなく、周りの社員も実

ます。

4
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■ホッピーのブランディング

のか鳴かず飛ばずでございましたが、今では

結果から申し上げますと、現在全国都道府

きっかけは入社当時、量販店のバイヤー様

ホッピーカクテルが当たり前になってきまし

県全てにホッピーは配荷されています。例え

から教えていただいたことです。「ホッピーは

て、そのベースは当時作ったレシピが基になっ

ばある県に居酒屋が１軒しかなかったとして

知っているけれども、お客様の手に取って頂

ています。色々作って頂いたら焼酎ベースじゃ

も全都道府県に配荷はございます。ただ、当

けるものでなければ、いくらロングセラー商

なくても美味しくて、つまりは当時焼酎が得

初全国展開は戦略に入っていませんでした。 品だからってウチに置く棚」はない、と言わ

意ではなかった私のような人にもどんどん勧

跡取り道をあゆみ始めた平成 18 年、日本の

れました。手に取ってもらうためには広報を

められる、ホッピーの可能性は無限大なのだ

ビール・酒類業界には中堅メーカーも多く揃っ

していかなければなりません。当時はまだ旧

と気付くことができたのです。

ていたのですが、大手メーカーはガンガンＭ

態依然とした電波とか紙媒体といった広告が

私たちにとってはホッピーが身近すぎるた

＆Ａを行い業界の地図を塗り替えていた頃で、 主体で、「メーカーとしてホッピーの広告に幾

めに、それが当たり前の意識となって時に

私達は本当に巨人とアリンコのような戦いを

らつぎ込めるの」、と突きつけられました。ホッ

ホッピーの可能性に気づけないことがありま

毎日していました。実はその頃、ある大手メー

ピーに入社する前に３年ほど広告代理店に勤

す。ですからそれからは、ありとあらゆる可

カーの傘下に入らないかというお話もありま

めていたので、大手ビールメーカーがどれだ

能性を信じて、この 20 年間自分たちの言葉で

したが、父とも相談しまして、やはりオーナー

け広告に費やしていたのかも知っていました

ホッピーの良さを伝えるということをやって

企業であり続けたいという思いがあり、その

が、中小メーカーにそれほどの財力はありま

きました。ニッポン放送でラジオ番組のパー

お話はお断りしました。傘下に入らない以上、 せん。しかしこのバイヤーさんの言うことは

ソナリティーをやってみたり、トラックにド

全国展開をして巨人とまともに立ち向かって

確かであり、スーパーの棚はメーカーの大小

派手なラッピングをして配送の合間に繁華街

戦えるはずもないですし、また免許の関係上

で商品が分かれているわけではありませんし、 を走らせてのプロモーションをしたり、別所

どこにでも工場が作れるわけでもありません。 お客様は自分の興味があるものを手に取るわ

哲也さんと ショートフィルムを作ってみた

策を施そうとすれば販売価格に影響します。 けで、中小企業だから広告ができない、とい

り、もちろん WEB や SNS、本を出版したり

父が理想とするホッピーはビールの半値くら

うのは我々の勝手な言い分であり、消費者で

とあらゆる媒体での発信も行っています。あ

いで販売し、ホッピー２、３杯とちょっとし

あるお客様にその魅力が伝わらなければホッ

と最近ではモータースポーツ GT300 のメイン

たおつまみで大体 1000 円くらい、それを毎日

ピーの未来はないのだなと認識しました。

スポンサーもさせて頂いています。ホッピー

楽しんでいただけるようにしたい、という想

90 年代の終わり頃、ホッピーは完全に絶滅

自体はノンアルに近いですけれども、お酒と

いがありました。現実には今のホッピーは高

危惧種でした。アルコールを飲まない若者が

合わせることが多いので「ホッピーといえば

すぎるのですが、それでも庶民の皆さまのた

増加し、マーケットは飽和状態で本当にお先

お酒」というイメージがありますが、そこを

めのホッピーという理想があったので、手広

真っ暗という感じだったのですが、そんな中

あえてモータースポーツとコラボすることで、

く展開するというよりも、むしろ東京ドリン

でどうやって生き残っていくか模索していた

また違う世界を切り拓くことができると思っ

クでありたい、東京に来たら美味しいホッピー

時の話です。実は私はホッピー屋でありなが

ています。クリアファイルをはじめとしたノ

が手軽に飲める、そんな存在でありたいとい

ら、その相方である焼酎が苦手でして、その

ベルティアイテムも一つ一つ想いをこめて作

うのが私達の目指すところでございます。現

おかげでホッピーを存分に楽しめずにいたの

成しています。何がお客様の心に響くかわか

在はおかげさまでどこの都道府県に行っても

です。そんなの面白くないな、もっとホッピー

らないので、どの入口からでも来ていただけ

ホッピーをお取り扱いいただいている状況で

には沢山の可能性があるのではないかと思い

るようにありとあらゆる媒体を駆使して、私

すが、それは狙っていったのではなく、どな

まして、当時お世話になっていたレストラン

たちが大切にしていることを伝えていくこと

たからもに愛されるホッピーを目指して少し

でカクテルの知識のある方にホッピーを他の

がホッピービバレッジのブランディングに繋

ずつ広まっていった結果でございます。

飲み物で割ったら何になるかなと試しに作っ

がっているのだと思います。

て頂いていました。その当時はまだ早すぎた



―神谷 武志

H10産―

Christmas party 2019
2019年12月19日、日比谷公園内の松本

ジックショーを楽しみながら大いに懇談

迎えたところで定刻を少々回り、名残惜

楼にて、
「2019 クリスマスパーティー」が

の後、会員の皆様から多くの協賛をいた

しみながら散会となりました。来年も様々

とり行われました。都心の歴史あるレス

だいたプレゼント抽選会を開催、クライ

なイベントを予定しておりますので、是

トランでの開催、立教経済人クラブに相

マックスでは大塚会長からご進呈いただ

非皆様ふるってご参加いただければ幸い

応しい洗練されたスタイルの空間でした。

いた宿泊券をゲストの松原圭吾君（4 歳） です。

開会にあたり大塚会長のご挨拶、聖書

が見事獲得いたしました。会も最高潮を

朗読と立教大学宮崎チャプレンによる祝
福と感謝の祈りをおささげしたのち、盛
大に洋食立食によるパーティを開催いた
しました。
今回は過去最大級、会員 42 名、ゲス
ト 36 名（うち子供 4 名）の総勢 78 名の
参加ということもあり、プロの大道芸人
エディーさんによるバルーンアートやマ

5



―山口 十蘭

H25社―
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建学の精神 を た づ ね て
逆境を乗り越える力とリベラルアーツの関係
神保町シンクタンク

黒田裕治 （1978 年３月

法学部卒）

「ようやく家に帰れる」
。新型コロナウイルスの

向き合うにも、心理、経済、社会福祉などのさ

集団感染が起きたクルーズ船「ダイヤモンド・プ

まざまな分野の知識が必要になるでしょう。専

リンセス」で 19 日、乗客の下船が始まった。約

門教育だけを受けてきた人が「役に立つ」とは

3700 人を乗せた優雅な船旅は暗転し、乗客らは

限らないのです。むしろ幅広い「教養」を持っ

約 2 週間にわたる不自由な船内生活を強いられ

ている人が必要とされているのが現代なのです。

てきた。〜日本経済新聞 2 月 19 日〜

例えば、グローバル社会の中での国際紛争は、

まだまだ、大きな不安を抱えながら国難を乗り

民族も宗教も違う人たちが「自分の考えは正し

越えなければならない。その時の手法としてリベ

い」と言って争っています。その中で「正解はこ

ラルアーツの意味を再び検証してみる。

れだ」という発想は役に立ちません。日本の中

「リベラル・アーツ（the liberal arts）」は大学

でさえ、生まれや立場の違う人たちは、まったく

の
「教養課程」がその訳語となる。リベラルは
「自

違った意見を持っています。
「正解を見つける」こ

由な」という意味であるから、liberal arts の意

とよりも、ものの考え方・感じ方が違う人たちの

プロフィール
1955 年７月４日 広島県尾道市生まれ
立教高等学校 立教大学を経て
近畿日本ツーリスト株式会社に勤務
2012 年、独立して安曇野シンクタンク
創立に加わり
現 神保町シンクタンクを主宰
トラスポヘルスケア販売株式会社創立

味を「自由な芸術」と訳してしまうと「教養課程」 中で、いかにほかの人たちの立場を理解し、他
人の主張を聞き、自分の主張も述べ、調停し、

とどう結びつくのかわからなくなる。
じつは、アートの語源であるラテン語のアルス
には「学問」という意味もあり、リベラルには「自

共存していけるのかが問われているのです。
（キ
リスト教では

他者理解という考えであり、さら

由人にふさわしい」という意味が込められていた。 には相互理解となり、異文化へのリスペクトや認
つまり、
「立派な市民となるにふさわしい学問の

め合う度量を大きくする行動ができる人を育てる

会は一見自由に見えます。しかし多くの人たちが

基礎」というのがリベラル・アーツの本来の意味

こと）そこでは「ひとつの正解」よりも「多様性

生きづらさ、不自由さを感じているのはなぜで

であった。〜山下太郎のラテン語入門（学校法

の理解」がとても大切になります。身近な例を挙

しょうか。いま私たちが直面しているのは、評価

人北白川学園理事長）ブログより〜

げると、海外の文学を読めば、その国の国民性

をたいへん気にして、
「正解」を求めていないと

がわかります。人々の心理や人間関係のあり方を

不安だという意識です。ですから多くの人たちが

リベラルアーツ教育とは日本語に直すと「教
養 教 育」 となりますが、 内 容は大きく違いま

知っていたほうがいいはずです。そうやって「物 「評価されること」にがんじがらめになっていま

す。教養という言葉には悪い意味はありません

事にはいろいろな見方があるのだ」ということを

が、これまで大学における「教養教育」という

学んでいることが、私たちの人生を切りひらくと 「評価される正解」にがんじがらめになっている

言葉には「専門教育」の前に学習する一段低い

きにとても大切になるのです。母校のリベラルアー

教育といった意味がつきまとっていました。で

ツ教育は創設以来脈々と受け継がれています。 しいものを創り出す創造性を欠く人になってしま

すからリベラルアーツ教育と言うときには、昔

1874（ 明治 7） 年、 米国聖公 会の宣教 師チャ

います。それでは自分も楽しくないし、社会に貢

の「教養教育」とは違うのだと言いたいことの

ニング・ムーア・ウィリアムズ主教によって 設

献することもできません。多様な見方ができると

ようです。最近まで多くの大学は「役に立つ人

立された「 立 教 学 校 」。 東 京・築 地に聖 書と

は、
「他の人の言っていることを鵜呑みにしない」

材」を育てようということで、なるたけ早く専門

英 学を 教 える、 わず か 数 人の 生 徒 で 始まっ

ということでもあります。どんな偉い人が言った

教育を行い、その専門のスペシャリストを育て

たこの 小さな 学 校 が 立 教 大 学 の 前 身 で す。 ことでも、必ずしも正しくないかもしれない。あ

ようという傾向がありました。しかしそうなると

ウィリアムズ主教は、当時の“実利主義”や知

る時代のある場所では正しくても、ほかのところ

自分の専門のことは詳しいけれど、それ以外の

識、技術を物質的な繁栄と立身出世の道具とす

では通用しないかもしれない。だからそれをすぐ

ことはあまり知らないという人たちが生みだされ

る日本の風潮をよそに、ここを「キリスト教に基

に信じてしまうのではなく、自分の頭で考え、自

てしまいます。言葉は悪いですが日本の大学は

づく真の人間教育を行う場」と位置づけました。 分のハートで感じ、自主的に判断し行動すること

「専門バカ」の量産の片棒を担いできたのです。 現象にとらわれず、常にその本質に迫ろうとする

す。しかしそれが本当に自由な生き方でしょうか。
人は実はとても不自由で、そして結局のところ新

が求められています。もちろんそうやって自分で

大学入試科目数が少なくなっていて、受験生は

自由の精神、そして、個性を重視した人間教育。 判断するためには、たくさんのことを知っておか

はどうしても入試に出る科目を集中して勉強する

これこそが立教のキリスト教に基づく精神といえ

なければなりません。
（東京工業大学リベラルアー

と思います。理工系では「数学と物理と化学に

ます。
これは、
正課教育
（授業）
に限らず、
礼拝、
キャ

ツ研究教育院長 上田 紀行教授のブログ参照）

は詳しいけれど、それ以外の分野はほとんど知

ンプ、講演会、セミナーなど全ての立教生に対し

1874 年の創立以来、
「語学力」と「リベラルアー

らない」といった学生や、文系でも「法律や経

て提供されるさまざまなプログラムを通して実践

ツ教育」を重視し、世界全体が激しく変動する

済は知っているけど、科学技術も文学も知らな

されています。
（立教大学ホームページ

時 代に社会を支える国際人を育ててきました。

い」といった学生が増えてしまいます。でもそう

自由人として生きるための学問

やって一つの分野のことしか知らない人が社会

参照）。

リベラルアーツという言葉は元々ギリシャ・ロー

立教大学は、世界標準になりつつあるリーダー
シップ教育に日本の大学のなかでいち早く取り組

に出ていった場合、その人は社会のいろいろな

マ時代の「自由７科」
（文法、修辞、弁証、算術、 み、
「いつでも、世界のどこでも、誰とでも」自

問題に対処することができるでしょうか？

現代

幾何、天文、音楽）に起源を持っています。そ

分の力を発揮し、理想の未来づくりに貢献でき

社会の問題はさまざまな要因が絡まり合っている

の時代に自由人として生きるための学問がリベラ

るリーダーシップ力を育むプログラムを展開して

し、例えば原発の問題を対処するにも理科系と

ルアーツの起源でした。
「リベラル・アーツ」、つ

います。全学部生を対象に、自分の興味・関心

文系の両方の知識が必要です。高齢化の問題に

まり人間を自由にする技ということです。現代社

に沿って学部横断的に学ぶ制度や、学部を超え
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を高める教育」
、それを学ぶことで一般よりも高

プが取れる）を送り出す役割が求められている。

物事を考える力を身につける仕組みがあります。 度な教養が身につくものを目的としていた。現代

ダイヤモンドプリンセスの初期処置を執り行う組

世界基準の教育システムを通じて段階的に学業

の環境に合わせてみると「arts からの自由」すな

織にリベラルアーツを実践する人はいたのだろう

をサポートし、立教大学は次代のグローバルリー

わち、人間が創造したもの（歴史や経済や文学等） か？

ダーを育てていきます。
（立教大学

ホームペー

に縛られないで「考え」を飛翔させ、最善の枠

はしてないだろうか？

自由人になるための学問と

組みを作ること、すなわち専門性を持った人々が

うか？

してリベラルアーツという考え方があることを説明

相互にリスペクトし自身の論理でしか考えないこ

災害が迫っている。今、リベラルアーツの知恵で

してきた。この考えは、その時代の奴隷が自由

とを排除して、その時の問題解決に全知全能を

全知全能を集めてこの危機を乗り切って参りま

人となるための自由民と非自由民（奴隷）に分け

発揮すること、もしくは問題解決のための合意形

しょう！

られていた古代ギリシアでの「自由民として教養

成を推し進められることができる人
（リーダーシッ

ジ参照）さて、冒頭

立教経済人クラブ
2019 年 12 月 8 日、立教経済人クラブゴル
フ会が開催されました。前日のたいへん寒

己の考えと違う提案をした人を排除したり
独断で進めていないだろ

新型コロナウィルス禍は待った無しの大

第 76 回ゴルフ会

の１メートル弱がカップに蹴られ 2 メート

鍵山幸彦さん、飯塚智洋さんにご挨拶をいた

ルオーバーということもありました (ToT)

だきました。また、３位の白石直樹さんから準

く冷たい雨とはうってかわり、快晴で最高

そんな難しいグリーンを制したのは 48:52

優勝の斉藤治さん、優勝の鈴木知恵さんにも

のゴルフ日和りとなりました。今回は千葉

でまわりました、鈴木知恵さんでした。和

一言いただき、和やかな雰囲気で、最後に記

県にあります、茂原カントリークラブです。 田成史最高顧問より優勝トロフィーと副賞

念撮影の後解散となりました。

2019 年、安部首相とトランプ大統領がプレ

としまして二万円分！のグルメギフト券が

イしたコースです。

授与されました。準優勝は 39：43 ！でまわ

参加をお待ちしております。

完全プライベートコースで 1 日に十数組

りました斉藤治さんでした。これは立派な



しか受けないそうです。スタートも 9 分毎

スコアです！！和田成史最高顧問より準優

なのでゆったりとしています。コースはフ

勝トロフィーと一万円分の

ラットで広々としていますが、青木功プロ

グルメギフト券が授与され

アドバイスという事でバンカーや池が効果

ました。今回も食べ物、ス

的に配置されており、戦略性を高めていま

イーツ、焼酎、ワイン等々

す。ショートホールもひとつは短め、もう

とても楽しい賞品が集まり

ひ と つ は 長 め と バ ラ ン ス が 良 い で す。 そ

ま し た！ 上 位 か ら 順 番 に

してなんといってもグリーンの速さが凄

ゲットしていくのですが、

い！下りにつけてしまうともうたいへんで

それぞれに魅力的で迷う方

す！！グリーンから出てしまったり、よく

もいらっしゃいました。

ても数メートルオーバーでした (^_^;)

下り

次回は来年、７月の予定です。皆様のご
―長倉 一裕

S59法―

歓談のなか今回初参加の

書 籍 紹 介 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
ダイヤモンド社から「元メガバンク・外資系プ
ライベートバンカーが教える お金を増やすなら

増刷決定！

多数ランキングにて 1 位獲得中！

2019 年 12 月

6日

紀伊國屋書店
1 位！

2 日～ 8 日

紀伊国屋書店大手町ビル店 週刊ランキング 単行本
部門・ビジネス部門 1 位！

内容で触れた金融商品の騙されてしまうポイント

7 日～ 14 日

三省堂書店東京駅一番街店 ビジネス書部門 1 位！

を、世の中の人に解説した本を出版してください」

9日

honto 金融機関・銀行ランキング 1 位！

15 日～ 21 日

三省堂書店名古屋高島屋店 ビジネス書 週刊ランキ
ング 1 位！

15 日～ 21 日

MARUZEN ＆ジュンク堂書店梅田店 ビジネス書週
刊ランキング 1 位！

この 1 本から始めなさい」という本を出版させて
いただきました。
立教セカンドステージ大学で資産運用の講師を
務めさせていただいている中、受講生から「講義

という要望を受け、筆を執りました。


―安東 隆司

H1社―

あなたはご存知ですか？

和書ビジネス書デイリーランキング

窓口では語られない事実
❖「おすすめ」
を買ったのに、
お金が減ったのは、
なぜ ?
❖投資信託、ラップ口座、外貨建て保険、高利回り
債券……うまい話はワナだらけ !
❖「コスト」がわかれば、もうダマされない !
❖元メガバンク・外資系プライベートバンカーがやさし
く解説 !
❖世界の富裕層が購入している「海外 ETF」に注目 !

レビュー多数獲得中！

＜一部コメント抜粋＞

「投資に対して食わず嫌いな人や定年間近で投資をやったことのない
人などなど投資初心者におすすめの 1 冊」
「手遅れになる前に低コストで老後の為の地盤造りを始めたい」
「大手証券会社で任せっきりで運用していた資産が、少し赤字になっ
ていました。その理由にもやもやしていた時、本書はその答えを教え
てくれた。
」
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【書籍情報】
ダイヤモンド社「元メガバンク・外
資系プライベートバンカーが教え
る お金を増やすならこの 1 本から
始めなさい」 価格：1,650 円 ( 税込 )
ISBN：978-4-478-10776-8
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「働き方改革」～すぐ使える！中小企業における対策と事例～

2020 年 2 月 14 日（ 金）16：00 より、 大 塚 商

頂きました。働き方に対する意識は現場のスタッ

会本社ビル 2 階会議室にて勉強会が開催されま

フの置かれた状況によって異なりますが、各講師

した。今回のテーマは、
「働き方改革」～すぐ使

の方には具体的な事例を出していただき、取り組

える！中小企業における対策と事例～と題し、行

みや問題解決のヒントなど、様々な角度でお話し

政において「働き方改革」を進めている内閣人事

いただき、大変参考になる講演となりました。ま

局参事官補佐の永田真一様、株式会社大塚商会

た、講演の後は講師の方々を交えて懇親会を行

の丸山義夫様、株式会社オービックビジネスコン

い、参加者からは多くの質問や意見が飛び交う

サルタントの永山雅一様より最新の事例を講演

場となりました。

内閣人事局参事官補佐

―松原 伸禎

H12史―

永田真一氏

●「オフィス改革」のねらい

【第 1 弾（H27.1）】

行政機関の業務効率化を推進するため、総

紙の使用量の少ない業務を担当している電

務省行政管理局でも、働き方改革の一環とし

子政府部門の群島のレイアウトを変更しまし

て、紙文書中心の働き方から脱却し、生産性

た。案件を抱え込ませずに他の職員との会話

を上げるために「オフィス改革」を実行して

を促すために、変形のチーム制や打合せ用の

きました。
「オフィス改革」を始める目的とし

大型モニターを導入し、あえて不規則な机配

ては、2 つの問題意識が考えられます。組織・

置にしました。

く、その逆も起こり得るとされています。
「働き方」を変えて、仕事の質や生産性を

社会にとっての人材の確保（労働参加の拡大） 【第 2 弾（H28.3）】
と生産性の向上と、個人にとってのワークラ
イフバランスの実現という点です。
テレワークなどの ICT を活用し、柔軟な働

次に、総括・企画調整部門においても、一

向上させるためには、オフィスを変えるだけ

般行政事務にもなじみやすいレイアウトでオ

でなく、併せて、職員のマインドを変える必

フィス改革を進めました。

要があります。そのために、経営理念の浸透、

き方をすることにより、働く時間や場所に制

外部からのお客様が迷わないよう、管理職の

積極的なインターナルコミュニケーション・

約（契約、介護、障害等）がある人の能力も

机は原則固定したうえで管理職毎に「シマ」を

情報共有促進施策、権限移譲 I（ある程度現場

活用でき、
「移動時間」を節減することができ

構成し、
「シマ」内はフリーアドレスにしました。 に権限を委ねる）等のマネジメントの継続的
改善も必要になります。

ます。このため、
テレワークなどの ICT 活用は、 【第 3 弾（H29.4）】
個人のワークライフバランスには大きく貢献
するといえます。しかし、このような働き方
が仕事の質や生産性が本当に向上するのかと
いう点については未知数と言えます。

このため、総務省では、若手職員による総

最後に法令部門についてもレイアウト変更

務省の働き方改革チームの提言を踏まえて全

しました。
法令部門については過去文献をよく見るた

省的に幹部・管理職が作成した行政管理局長

め、所管法令（4 法）毎に「シマ」を構成し、
「シマ」 の「働き方宣言」というものを局内中に張り
内はフリーアドレスとすることで、法令部門

出している。ここには、トップからのメッセー

けの半強制的な時短）の推進では、次のよう

の業務にもなじむレイアウトに変更しました。

ジとして、業務の廃止・改善や働き方改革へ

な点から、仕事の生産性の向上、若手職員の

管理職は、いずれかの「シマ」で執務をする

の取組が具体的に記述されており、必要業務

育成などが不十分になるおそれがあります。

こととなっており、例えば、各府省に対し行

に集中して取り組み、不要な業務を廃止・改

政不服審査請求が行われ、法解釈上に疑義が

善する人を評価しますということが書かれて

職 員の働く場所や時間の自由度が高まる

提示された場合、所管の総務省で早急な対応

います。

中で、
（目の前にいない部下の）マネジメ

が必要となるといったときには、管理職は、

こうすることによって、若手職員発、ある

ントがおろそかになるおそれ

正確な情報把握と指揮を行い、迅速かつ的確

いは管理職が部下の状況を把握したうえで、

な処理に注力するためその問題を担当してい

業務の廃止・改善や人材育成の取組を自発的

上 司に／上司がすぐ「答え」を求めて十

る職員が座っている「シマ」で執務をするこ

にできるような雰囲気を作っています。

分な検討・調整をせずに幹部に上げるな

とになります。

●数字で見る効果

ど、職員が考える／調整する経験が足り

＜マネジメントを変える＞

むしろ、形式的な「働き方改革」（掛け声だ

①ガバナンス・コンプライアンス

②人材育成

なくなるおそれ
③現場に根ざした政策立案
職 員とのコミュニケーションが不十分な
まま効果のない政策を立案しまうおそれ

このような取り組みによって、総務省では、

オフィスの「形」を変えても「働き方」が変

次のような効果が生じ、仕事がしやすいオフィ

わるとは限りませんし、
「働き方」を変えても、 スを作ることができました。皆さまもこのよ
仕事の質や生産性が向上するとも限りません。
実際、民間企業を対象とする研究では、フリー

そこで、
「オフィス改革」は、単に職員が柔

アドレス化によって、直ちにコミュニケーショ

軟に働けるようにするだけでなく、若手や現

ンの活性化、生産性の向上が実現するのではな

うな取り組みにご関心がありましたら、是非、
総務省にお越しください。


―菅原 清暁

H12心―

場が自由闊達に議論し、自発的に企画立案で
きるような環境を整える必要があると考えら
れます。

✓

残業時間

約 20％削減

✓

什器の仕様統一による調達コスト

机（課長補佐以下）
約 70％減
椅子（課長）		
約 50％減
椅子（課長補佐以下） 約 40％減

✓

ペーパーレス化

約 53％削減

職場満足度・仕事のしやすさ

約 9 割の職員が「満足」「仕事しやすくなった」と
回答

●行政管理局の「オフィス改革」の取組
＜オフィスを変える＞
行政管理局では、仕事のやり方にあったワー
クスペースを作るために、次の 3 段階に分け

✓

てオフィスを変更しました。
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株式会社大塚商会

広告宣伝部
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丸山義夫氏

●中小企業にとって４月が大きなポイント

●大塚商会が実践するソリューション

2018 年 6 月 29 日に働き方改革関連法が成

大塚商会では、IT ツールをまず自社に先行

立し、2019 年 4 月から施行されています。働

導入して生産性を高める実証を行ってまいり

き方改革のポイントは、大枠次の 3 つにまと

ました。2009 年と 2019 年の従業員一人当た

められます。

りの営業利益を比較すると、216.3 万円（2009

①

残業時間の上限規制

年）から 765 万円（2019 年）に増加しました。

原則、月 40 時間／繁忙期でも月 100 時

その理由は、現在の働き方改革に通じます。

間未満

そこで、従業員に多様な働き方の選択肢を用

報の活用推進を図るため、基幹系システムと

有給休暇取得の義務化

意しながら会社全体の生産性を高めて行くこ

情報系システムの連携を図るツールです。

年間 5 日間の有給休暇取得の義務化

とができる、大塚商会の IT ツールをご紹介し

同一労働同一賃金

ます。

る「ワークフロー」や社内情報資産の一元管

正 社員、パート／アルバイトを問わず

①勤怠管理システムの活用

理・活用を促進する「ドキュメント管理」等

②
③

生産性を向上しつつ内部統制基盤を確立す

勤怠管理システム「勤次郎」は、多様化す

を、基幹業務と一体運用することができるた

働き方改革関連法は、会社の規模に応じて

る雇用・勤務・賃金形態に幅広くスピーディー

め、業務担当者だけでなく、全社員の効率化

段階的に適用されていますが、2020 年 4 月か

に対応し、複雑で煩雑な勤怠情報を自動計算

と業務精度の向上を図ることができます。

ら、中小企業においても残業時間の上限規制

する就業（勤怠）管理システムです。勤怠管

④モバイルの内線化

が適用されることとなりました。2020 年 4 月

理をシステム化することにより、「働き方改革

モバイルの内線化とは、携帯電話・スマー

以降は、中小企業においても、原則として、 関連法への対応」もスムーズに進めることが

トフォンを社内の内線電話と同じように利用

残業時間がつき 45 時間、年間 360 時間を超え

できる仕組みです。モバイル内線化によって、

法文化

ることはできません。また、繁忙期などの特
別な事情がある場合でも、単月 100 時間（休
日労働含む）
、複数月で平均 80 時間（休日労
働含む）
、年 720 時間未満を超えることは禁止
されます。
このため、
会社経営者は、2020 年 4 月までに、
労働者の労働時間を適正に把握し、残業時間
の上限規制を超過することのないように管理

できます。
✓勤 怠データの一元管理により、リアル
タイムな状況把握を実現
✓適 正な人員配置で労務コストの低減が

外出や離席を気にすることなく、何時でも相
手に直接連絡できるので取次の手間が軽減で
き、迅速な社内コミュニケーションが可能と
なります。また、通信キャリアの FMC を利

可能
✓事 前のアラームチェックにより、コン
プライアンス強化
✓データ分析で、経営の意思決定力向上

用すれば、携帯電話と事務所の固定電話間で
通話を無料にすることもできます。
⑤チャットボットの活用
チャットボットとは、チャット形式で質問

②文書の電子化ツールの活用
「リコークラウド OCR For 請求書」は、リ

にロボットが自動回答してくれる仕組みと言

コー独自の帳票解析技術と画像処理技術を掲

います。「たよれーる AI チャットボット」は、

載した AI（人工知能）が請求書に記載された

インターネット上でリアルタイムにコミュニ

労働時間の上限規制を遵守するためには、 請求日、請求元会社名、請求金額などの情報

ケーションをとることができる AI（人工知

する体制を整えておく必要があります。
●働 き方改革は生産性の向上を図るよいきっ
かけ
従業員一人一人の生産性を向上させる必要が

を自動認識し、一括データ化を実現すること

能）を活用したツールで、会話で使うよう

あります。つまり、働き方改革は、会社の生

ができるツールです。

な自然な表現を解釈し、適切な回答が可能な

産性を向上させるよいきっかけといえます。

複 合 機 で 請 求 書 を 画 像 PDF 化 し、Cloud

IBM

Watson の自然言語処理機能を活用し

そして、生産性の向上は、IT を活用すること

OCR に読み込ませるだけで、あとは AI が請

た大塚商会オリジナルのチャットボットシス

により実現することができます。

求書に書かれた必要情報を自動的にデータ化

テムです。

従業員の労働時間管理については、厚生労

AI が「よくある問い合わせ」に自動対応す

します。
非効率だった請求書にまつわる経理業務を

るため、情報検索時間や問い合わせ対応時間

使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』 AI に任せることにより、社員はより生産性の

の削減が実現できます。販売管理システムな

働省による『労働時間の適正な把握のために

高い仕事へ集中してもらうことができるよう

どに接続することにより、様々な業務をアシ

す。このガイドラインにおいても、パソコン

になります。

ストすることができ、従業員の生産性を高め

等による時間管理が記載されており、IT 活用

③基幹系と情報系の融合

ることができます。

（平成 29 年 1 月 20 日策定）が策定されていま

が前提とされています。

「SMILE

V」は、業務の一層の効率化と情



―菅原 清暁

H12心―

『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』（抜粋）
４ 労
 働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
⑴使用者は、労働者の労働時間毎の仕業・就業時刻を確認し、適正に記録すること
⑵原則的な方法
ア 使
 用者が、自ら現認することにより確認すること
イ タ
 イムカード、IC カード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。
----------------------------------------------------------- 中略 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------⑶自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に著しい乖離がある場合には実
態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること
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●企業の働き方改革の現状
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永山雅一氏

ます。このため、固定業務は、変動業務と比

働き改革の手法として、テレワーク（在宅

べて時間削減の実現性が高いのです。固定業

勤務）
、生産性強化、オフィスレス・ノマドワー

務の時間を削減することにより、成果を維持

キング、ダイバーシティ経営、モバイルワー

したまま生産性向上を図ることができ、増え

クなど、様々なトレンドキーワードが飛び交っ

た時間を「変動業務」に充てることにより、

ています。しかし、世の中にある働き方改革

されなる生産性の向上も見込めます。つまり、 ケート結果によると、45％以上のお客様が 1

の手法は、中堅・中小企業にとっては実現性

固定業務の時間削減が生産背を向上させるカ

年以内に基幹業務のクラウド化を検討してい

が低く、なかなか踏み出せていないのが現状

ギと言えるのです。

ました。また、業務にクラウドを活用するメ

だと思います。

●クラウドシステムによる生産性向上

リットを質問したところ、クラウド導入のメ
リットの上位は、「業務生産性の向上」「従業

その理由としては、世の中にある働き方改

ここ最近、働き方改革（長時間労働対策に

革の手法は、大手向けの抜本的な制度改革で

よる労働時間の減少）と人材不足（人材不足

員の働き方に有効」でした。

あり中堅・中小企業にとっては取り組みにく

による生産性の低下）を背景に、生産性向上



いこと、取り組んでも労働時間が本当に削減

の有効な手段として、クラウドシステムの導

できるのか確証がないこと、などが挙げられ

入が選ばれています。基幹業務システムのク

ます。

ラウド運用が急速に進み、2020 年にはクラウ

そこで、中堅・中小企業にとって実現性が

ドがオンプレミス（※１）を追い抜き、2022

高く、具体的に効果が出る働き方改革の手法

年にはクラウドが 9 割を占めると予想されて

が求められているのではないでしょうか。

います。（※１

●実現性が高い効果の出る手法の考え方

の情報システムを使用者が管理する設備内に

まず、働き方改革を実現するためには、目の
前にある業務の時間を減らすことで総労働時間

―菅原 清暁

H12心―

サーバーやソフトウェアなど

設置し、運用すること。）
奉行クラウドフォーラム 2019 におけるアン

を削減し、従業員の生産性を
向上させる必要があります。
資料の入力、集計、作成と
いった固定業務は、すべての
企業に存在する業務です。ま
た、減らしても成果を維持す
ることができ、定例的で繰り
返し性があり、非効率な原因
を特定しやすい業務とも言え

column

働き方改革の
本質とは何か？

デルは既に崩壊し、これからは時間当たり

値です。健康経営が昨今クローズアップさ

の成果が求められるプロフェッショナルの

れておりますが、適材＝仕事や職務との適

時代です。残業を圧縮してコストを削減す

合度、適所＝上司やチームメンバーとの人

ることと同時に、ワークライフバランスを

間関係の適合度が成果に反映されます。適

軸に、仕事とプライベートとを両立させる

度なストレス状態であれば、生産性は最大

ことで質の向上を目指す方向性です。

化しますが、過度のストレス状態であると

多様性（Diversity）は様々な文化を持つ

ネガティブな状態に陥り、成果を出しにく

つい先日、働き方改革をテーマとした当

メンバーでチームを構成し、大きな成果や

クラブの勉強会に参加しました。大塚商会

イノベーションを生み出すことがゴールで

様、オービックビジネスコンサルタント様

す。国籍、性別、世代、専門領域等々、属

様々な性格特性の検査があります。伸ばす

の成功事例－働き方改革を IT ソリューショ

性を目安にコラボレーションを図ることが

べ き は ス キ ル で あ る、 活 か す べ き も の は

ンで推進する、業務効率を劇的に向上させ

一般的ですが、本質は人間理解、パーソナ

パーソナリティです。つまり、良いところ

る－というものでした。

リティのメカニズムを知ることがダイバー

にフォーカスするという、“美点凝視”の文

シティに繋がると思います。

化を醸成することが多様性のみならず生産

小職は働き方改革の鍵となるキーワード
は「生産性」と「多様性」に集約されると
考えています。

パーソナリティは思考行動パターンであ

くなってしまいます。
人間を理解するフレームワークとして、

性に繋がります。性格特性をデータ化する

り、当たり前の行動習慣を文化と呼びます。 手法の中から納得性があり、信頼できるツー

生産性（Productivity）はインプット（コ

同質的な集団からはイノベーションが起こ

ルを社内の共通言語として位置づけ、運用

スト）分のアウトプット（売上）で求めら

りにくく、異質な集団から化学反応が生ま

していくことはマインドセットを変革する

れます。1980 年代までの成長期の日本企業

れ、シナジーやイノベーションが起こるの

上でも有効な一手と言えるでしょう。

は滅私奉公、会社への忠誠心という名の下、 です。
労働量で成果をカバーしてきました。
サラリーマンという高度成長期の人材モ

「適材・適所」に置かれた状態が「人財」
です。そのバロメータになるのがストレス
10
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日本茶ライフハック～日本茶でビジネスや人生のクオリティを高める！～

プロフィール●満木葉子（みつきようこ）
98 年文学部心理学科卒業。

第 2 回：ウイルスにも日本茶！

株式会社ねこぱんち代表取締役 / 一般社
団法人日本茶アンバサダー協会代表理事
☆日本茶応援サイト

今号が発行になるころには収束していると

思いますが、ここは日本茶をぜ

いいのですが、新型コロナウイルスの脅威へ

ひ！中国の皆さんも日本茶を

の不安に胸がざわつく春です。

ぜひ！！！

マスクも完ぺきではないなんて聞くと何に

『ENJOY! 日本茶』
www.nihoncha.org/

なぜ“日本茶”かというと、

どう気を付けたものやらお手上げですが、中

中国茶は高温で炒る製法が一般的なのでビタ

抹茶もいいですが、のどや口を潤しておく

国でマスクに次いで購入者が殺到しているの

ミン C が破壊されてしまうのです。日本では

ことがウイルス感染対策になることから煎茶

はビタミン C のサプリメントなんだそうです。 短時間蒸して作るのでビタミン C が残ります。 に分がありますね。
ビタミン C は抗ウイルス効果がありインフ

日本茶でもほうじ茶は高温で焙煎するので

日本人に不足しがちなビタミン D をとると

ルエンザなど感染症の予防に有効とされてい

減ってしまいますし、ビタミン C は酸化に弱

いいという説もあります。ビタミン D が豊富

ます。インフルエンザの予防法と新型コロナ

いので紅茶では消失、烏龍茶などの半発酵茶

な煮干しをお茶うけに煎茶を親しい人と楽し

ウイルスの予防法は同じということなので、 では少なくなっています。

くいただけば、免疫力が活性化しまくりです

しっかりとっておきたいですね。

ですから飲むべきは日本の煎茶なのです！

ね。不安で人と人とが分断されそうなこんな

さらにお茶にはインフルエンザウイルスの

時こそ職場の皆さんでそんな時間を設けるの

ビタミン C が含まれる食品というと、ミカ
ンなどの柑橘類を思い浮かべる方が多いかと

もいいのではないでしょうか。

増殖を抑えるカテキンも含まれています。

立教経済人クラブ 40 周年に向けて
2020 年度は立教経済人クラブが創立

姿をお披露目する機会としたいです。

記：11 月 20 日（金）に予定されてい

40 周年を迎える節目の年となります。4

また、次の 10 年を見据えて、若い世

る記念式典やその他、イベントについて

月以降、様々な企画をご案内させていた

代へタスキを渡していく意味合いもある

決まっていることがあれば教えてくだ

だく予定ですが、昨年 5 月の総会で 40

だろうと思います。現在、会の運営に携

さい。

周年実行委員長に就任した昆凡子理事

わっている運営委員会には、当時経済人

（S54 仏）にその意気込みをお聞きしま

クラブの発足に関わったボードメンバー

昆：40 周年に向けて委員会を作り、先ほ

がおらず、発足当時の事を知らない世代

ど申し上げたようなコンセプトで様々な

のメンバーばかりです。立教の良いとこ

企画を検討しているところです。11 月

ろを受け継ぎながら、若い世代へメッ

20 日の記念式典では講師として株式会社

セージを発信し、アピールをする機会と

リクルートホールディングスの峯岸真澄

記：本日はよろしくお願いいたします。

したいです。

社長（S62 経）に講演を依頼し、ご快諾

早速ですが、立教経済人クラブが今年創

 そして、重要なのは立教の経済人が集

をいただいています。その他、懇親会の

立 40 周年を迎えるにあたり、40 周年

まり、一緒に活動することで生まれる「楽

部では立教大学の応援団やチアリーディ

実行委員長として、どのようなコンセプ

しさ」というものを感じていただきたい、

ング部、ビッグバンドも登場する予定で

トで事業計画を考えているかをお聞かせ

ということです。11 月 20 日に開催予定

す。また、豪華賞品が当たる抽選会も企

した。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ください。

の記念式典はも

画中です。

ちろん、
「参加し

その他、４月からの定例の活動をはじ

昆：立教経済人クラブは会員である諸先

て良かったなと

めとした様々なイベントを 40 周年事業

輩方の努力と、学校側のサポートのお陰

思える」ような

として鋭意企画中ですので、是非ご期待

で発展を遂げてまいりました。立教経済

満足度の高い会

ください！

人クラブが 40 年という長い期間活動が

にすべく、40 周

続いたのは、まずは、諸先輩方が経済界

年の記念事業を

記：ビッグなゲストが登壇する企画が続

の中でご活躍をされ、クラブの発展にご

通してクラブの

きますね。来年度の経済人クラブが今か

尽力いただいたからであり、また、大学・

拡大、活性化の

ら楽しみです。昆理事ありがとうござい

校友会をはじめとした関係諸団体の皆様

きっかけとした

ました！

のご支援のおかげだと思います。これま

いと思います。



での活動、ご支援に対して感謝と、これ
から更に発展をしていく経済人クラブの
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新しく会員になられた方々

（敬称略）

門 誠司

S62経

エーオンジャパン㈱
理事
〒100-0014 千代田区永田町 2-10-3
TEL：03-4589-4133
E-Mail：seiji.kado@aon.com
保険代理業

白石 俊平

H13経

早川 昇尚

H14

薮田 俊隆

H9営

㈱テックフィード
代表取締役
〒101-0021 千代田区外神田 5-2-7
外神田下村ビル 4 階
TEL：080-9668-6467
E - M a i l：s h u m p e i . s h i r a i s h i @
techfeed.co.jp
IT サービス業
立教新座高

㈱サッポロ実業
専務取締役
〒170-0013 豊島区東池袋 3-4-1
TEL：03-3982-3852
FAX：03-3989-4909
E - Mail：nhayakawa @ sapp o r o - j.
co.jp
総合フードサービス業

㈱みずほフィナンシャルグループ
次期システムプロジェクト統括 PT 副 PT 長
〒100-8176 千代田区大手町 1-5-5
TEL：03-6628-9237
FAX：03-6800-4663
E - M a i l： t o s h i t a k a . y a b u t a @
mizuhofg.co.jp
金融

河口 勇太

H3法

竹原 眞美

S61営

㈱みずほフィナンシャルグループ
㈱みずほプライベートウェルネスマネジ
メント アドバイザリー第 2 部 部長
〒100-0011 千代田区内幸町 1-1-5
TEL：03-3596-8449
FAX：03-3396-7666
総合コンサルティング業

H18

岸 謙一郎

S58産

長堀 和正

S59産

古橋 昌也

H16産

山村 鉄平

H9経

㈱武蔵野銀行
取締役頭取
〒330-0854 さ い た ま 市 大 宮 区 桜
木町 1-10-8
TEL：048-641-6111
FAX：048-646-0051
金融

立教新座高

虎ノ門カレッジ法律事務所
弁護士
〒105-0001 港区虎ノ門 1-1-23
虎ノ門東宝ビル 3 階
TEL：03-3597-5755
FAX：03-3597-5770
E - M a i l：h a n z a w a @ t o r a n o m o n courage.com
仕業

山下 孝治

S55社

㈱テレビ新潟放送網
取締役 営業本部東京支社長
〒105-0004 港区新橋 2-19-10
新橋マリンビル 9F
TEL：03-3573-0688
FAX：03-3573-0682
E-Mail：kishiken@teny.co.jp
放送局（NTV 系）

竹原税務会計事務所
税理士
〒169-0074 新宿区北新宿 2-15-4
TEL：03-3363-3655
FAX：03-3363-3657
E-Mail：takeharakaikei@aqua.plala.
or.jp
税理士事務所

半澤 斉

伊藤 英明

㈲オフィスコーティアン
〒167-0034 杉並区桃井 1-22-12
TEL：03-3301-5466
FAX：03-3301-5466
E-Mail：hideaki.ito@coutian.co.jp
放送番組等の企画制作及び出版物の企
画制作

Wealth Capital Partners ㈱
代表取締役
〒107-0052 港区赤坂 2-23-1
アークヒルズフロントタワー 703 号室
TEL：03-4520-8640
FAX：03-6332-9998
E-Mail：m-furuhashi@weps.co.jp
投資金融業

S49営

㈱名古屋観光ホテル / ㈱ナゴヤキャッスル
代表取締役社長
〒460-8608 名古屋市中区錦 1-1930
TEL：052-231-7711
FAX：052-231-7718
ホテル業

アイペット損害保険㈱
代表取締役 社長執行役員
〒106-0032 港区六本木 1-8-7
TEL：03-5574-8610
FAX：03-5574-8431
E-Mail：t_yamamura@ipet-ins.com
ペット保険

尾関 勇

H1産

㈱アンゼン・パックス
代表取締役
〒106-0044 港区東麻布 2-15-2
TEL：03-3585-0051
FAX：03-3585-9155
E-Mail：isamu.ozeki@anzenpax.jp
パッケージ製造・販売

見目 智也

H27経

那谷 直哉

H5観

森 健太郎

H8産

横山 浩一

S60産

Whoever ㈱
代表取締役社長
〒220-0072 横浜市西区浅間町
3-171-37 パークハイム 603
TEL：080-5063-3077
E - M a i l： t o m o y a _ k e m m o k u @
whoever.co.jp
SNS 運用代行事業

エーオンジャパン㈱
企業営業第 2 部 担当課長
〒100-0014 千代田区永田町 2-10-3
キャピトルタワー 11F
TEL：03-4589-4160
FAX：03-4589-4462
E-Mail：naoya.natani@aon.com
保険代理業

ビクソー㈱
〒150-6018 渋谷区恵比寿 4-20-3
恵比寿ガーデンプレイス 18 階
TEL：03-5789-5295
FAX：03-5789-5291
E-Mail：tvix@vixoin.com
金融業（ヘッジファンド）

㈲横山表具店
代表取締役
〒940-0083 長岡市宮原 2-4-22
TEL：0258-33-2356
FAX：0258-86-7250
E-Mail：info@yokoyamhyoguten.
co.jp
絵画修復業（掛軸、屏風、額、等）

第２回 理事会
2019 年 11 月 7 日、2019 年度第２回理事会が新
橋の新橋亭（取締役会長：呉東富氏

S41 営）に

て開催されました。
18 時より、大塚会長にご挨拶をいただいた後、
井口事務局長の進行のもと、理事会を開始。今年

度実施された各委員会活動の進捗状況および、中

により新橋亭のおいしい料理に舌鼓をうちまし

間会計と、来年の 40 周年について昆理事より報

た。諸先輩方の近況、各委員長からの近況報告を

告が行われ、ご出席いただいた顧問、理事の皆様

行い、定刻 21 時に散会となりました。引き続き

からご意見並びにご助言を賜りました。

各委員会の活動にご支援とご指導をお願いいたし

その後懇親会へと移り今回も呉先輩のお計らい

ます。

―松原 伸禎
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Facebookで、立教経済人クラブのグループに参加しよう！
セミナーや新製品の告知、交流の場としてドシドシ投稿してください。

運営委員会に参加しませんか？

立教経済人クラブウェブサイト

経済人クラブの運営を手助けしてくれる有志を求めております。毎月 1 回
の運営委員会に参加して頂き（本業優先で結構）、自分の役割を片手間に
こなして頂くだけです。特別な資格、スキルは一切要りません。本業に影
響が出るようなこともありません。必要なのは、経済人クラブの仲間と交
流したいと思う気持ちだけかな！？ 打合せ終了後の飲み会が楽しみかも？

https://www.r-keizaijin.net

立教経済人クラブでの、過去の行事や活動は、ウェブサイトでご覧頂けます。
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