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青森県弘前市の弘前公園と弘前城。春には約2600本の桜が咲き誇る全国屈指の桜の名所として知られ、岩木山と天守と桜など見どころも多い。
規模こそ小さいが、江戸時代に造られた天守としては東北唯一のもので、他にも櫓や城門などが国の重要文化財に指定されている。
（４面に関連記事）

ネットでの金融取引さかん

デジタル遺産に気をつけて
銀行や証券のネット口座、暗号資産など、
デジタルの「資産」が相続によってデジタル「遺産」
に変化したとき、
これまでには起こり得なかった新たな問題が浮上してくる。不動産や現預金といっ
た通常の遺産であれば、現物や通帳、登記などがあるので把握しやすいが、デジタル遺産は相
続人が存在に気づかないケースが多く相続の現場でトラブルが目立つ。―（２面）
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賢者がこよなく愛した旅

弘前市（青森県）

男性の育休が義務化

中小企業への影響は―

の皆様に読者を限定したフリーペーパー
です。
「上質生活と事業承継」を中心に
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オリジナル情報を網羅しています。お気
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経営者の珠玉の言魂

エヌピー通信社のホームページに有益情報が満載！
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ネットでの金融取引さかん

商品の売買が困難に

金の引き出しや金融

名義の口座からのお

家族であっても本人

こともできないし、

ことはなく、処分するタイミン

も相続税の計算では考慮される

まるまでに価値が下がっていて

ルールだ。遺産分割協議がまと

亡くなった日で評価されるのが

相続開始日、つまり被相続人が

相続資産の評価額は原則として

も多額になるため、納税資金に

発覚すると、追納する相続税額

そして高額のデジタル資産が

背負うことにもなりかねない。

いうちに負債の返済義務などを

ぎてしまえば、相続人が知らな

を選択するための猶予期間が過

デジタル遺産 に気をつけて
銀行や証券のネット口座、暗号資産など、デジタルの「資産」が相続によってデジ
タル「遺産」に変化したとき、これまでには起こり得なかった新たな問題が浮上して
くる。不動産や現預金といった通常の遺産であれば、現物や通帳、登記などがあるの
で把握しやすいが、デジタル遺産は相続人が存在に気づかないケースが多く相続の現
場でトラブルが目立つ。遺産分割協議後に新たな遺産が見つかると協議のやり直しが

相続人である子ど

なる可能性がある。

分割協議が成立したとしても、

やパスワードなどが分からず、

知っていても、ＩＤ

融取引をしていると

「親がネットで金

また商品先物取引やＦＸで大

形で残しておくなど最低限の対

などに書き起こし、目に見える

所有するデジタル遺産をノート

できない相続人が照会制度など

前出の税理士は「遺産を把握

る。

いことも想定しておく必要があ

告加算税を納めなくてはならな

苦慮することになる。申告をや

把握していたとして

グ次第では思わぬ損失が生じて

も、厄介なのは相続

もたちがすべてのデ

スの動きが進んでおり、所有者

必要になるなど、相続手続きがスムーズに行かず、さらには多額の損失や延滞税など
が発生するケースもある。

本人からの聞き取りなしでデジ

り直した場合、延滞税や過少申

備されたことで、デジタル資産

手続きがスムーズに

しまうケースもある。

の相続が増加するものと想定さ

タル遺産を発見するのは容易な

ジタル遺産の存在を

れる。

進むとは限らないこ

後 に 別 の 財 産 が 見 つ か れ ば、

本人がすべての財産を正確に把

子どもらがアクセスできないこ

きな評価損が出たタイミングで

策を講じておくだけでも、相続

とだ。

だ。デジタル「資産」がデジタル

せっかくまとまった遺産分割協

ともある。ネット上の金融資産

相続が発生していると、保証金

人は遺産を把握しやすくなる」

仮に相続財産をまとめて遺産

ことではない。

デジタル資産の最大の特徴は、

「遺産」に変化すると、その存在

議を一からやり直す羽目にな

握できていないことが多々ある。

は、ネット上で名義変更を行う

の不足分を補填するための追加

とアドバイスする。

何といっても目に見えないこと

を示す実物がないため、把握す

デジタルはなおさら把握しにく

しかない。名義変更にはＩＤと

証拠金の支払いが必要になる。

盗難のリスクが減る一方、紙の
記録が手元にないことから資産

無や内容、保険の加入状況とい

った情報を得ることはできるが、

手掛かりがないとやみくもに照

株取引を行っていたのか把握す

続人がどこの金融機関で預金や

く被相続人が認知症を発症して

が重くなることもあり得る話だ。

評価額が暴落し、相続税の負担

相続人が存在に気づかないまま

ないまま、相続するかしないか

たデジタル遺産の存在に気づか

れている可能性もある。こうし

ネット銀行などに借金が残さ

ことのないようにしておきたい。

作成しておくなど、家族が困る

ることになる。資産の一覧表を

た家族が面倒な作業を強いられ

会せざるを得ない。
被相続人が、

相続財産といえば不動産の印象

るのが難しくなっている。金融

しまえば深刻な事態に発展する。

の手がかりが残りにくく、被相

が強いが、現預金と有価証券が

機関はわざわざ郵送での通知を

デジタル資産の存在を聞き出す

例えば、何ら対策することな

に作成しておくべきだ」と話す。

らない。遺産分割協議書を事前

ネット上での有価証券取引で、

資産が損失を被るケースもある。

最悪の場合、知らないうちに

る。

なければならなくなり、残され

伝え漏れがあると、相続人は
半分近くを占め、金融資産の割

しないため、相続人が資産の存

都内の司法書士は「デジタル

続人が追加証拠金を支払わなく

合が大きいことが分かる。今後

在を知らないケースが出てきて

資産に限らず、被相続人である

（前出の税理士）
。

はネットで管理する預金や株式、

しまう」と現状の問題点を挙げ

ことを想定しておかなければな

投資信託、保険などに加え、暗

る。金融業界全体でペーパーレ

自力でデジタル資産を探り当て

号資産やＦＸ、電子マネーなど

てはならないケースもあり得

も浸透し、またデジタル法が整

アクセス出来ずに
トラブルを招く

を利用して被相続人の口座の有

ることが困難になる。

る。

い。生前に子どもには内緒にし

パスワードが必要不可欠だが、

多額の損失が発覚した場合、相

銀行出身の都内の税理士は

ておきたかった資産があるかも

引き継ぐ人がそれを知らないと

国税庁によると、２０２０年

しれない。被相続人である子ど

デジタル遺産を相続できない」

「デジタル資産が増えていくこ

もたちの視点では、相続財産か

分 の 相 続 財 産 の 構 成 比（ 金 額

らデジタル遺産が漏れてしまう

とで、通帳や証券などの紛失や

証券」 ・２％、
「家屋」５・２％、

金・預貯金等」 ・７％、
「有価

34

「その他」 ・５％となっている。

15

33

ベース）は、
「土地」 ・４％、「現

紙が無いから
把握が難しい
11

手掛かりを残す
対策が重要に

多額の損失、延滞税も…

特集1
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保管制度で便利にはなったが

法務局は効力を保証しない
相続トラブルを回避するため自筆証書遺言の仕組みが大きく変化している。２０１
９年１月から自筆証書遺言に添付する預貯金や不動産、負債などの財産目録に限り、

された。財産目録に限ってワー

･･･

紛失されたりするリスクが常に

く、第三者に改ざんされたり、

机や金庫などで保管するしかな

と安直に考えている人が意外に

筆証書遺言の作成が楽になった

は「保管制度ができたから、自

ながら課題も見えてきた。それ

遺言の最大の欠点だといえる。

がない。これこそが、自筆証書

いったトラブルは枚挙にいとま

られる前に内容を改ざんすると

の相続人が見つけ、他の人に見

切関与してくれない。これを意

「法務局は内容については一

ら否定できないのだ。

てトラブルが生じる可能性は何

保するものではない。後になっ

特定の相続人しか遺言を読めな
いというトラブルも発生しない。
公正証書遺言では、公証人の
立ち会いのもと、弁護士が作成
した遺言書を読み上げてハンコ

たということは、家族が入力作

がスタート。自筆証書遺言を法

が自筆証書遺言を保管する制度

そして一昨年７月には法務局

て１年余が経過して、おぼろげ

しかし保管制度がスタートし

後からの変更も可能だ。

コストはその都度かかるものの、

ストは１通につき３９００円で、

法務局職員は、遺言についての

相談には応じない。遺言書の内

容によって紛争が起きたとして

も、法務局が巻き込まれること

がないようにするため、質問を

受けた場合でも回答をしないと

いった統一的なルールがあるよ

現に、法務省のサイトにも
「遺

うだ」（前出の行政書士）

言書保管所においては、遺言の

内容についての質問・相談には

応じることができません」と記

性および遺言者

その内容の正確

めの制度であり、

書を保管するた

うことだ。遺言

けではないとい

が担保されるわ

言書の法的効力

い。つまり、遺

理解しておきた

するということ

式面だけを審査

務局は遺言の形

いことを認識しておくべきだ。

を、法務局職員は一切確認しな

が書いた遺言書であることなど

するわけではない。本当に本人

れるといっても筆跡鑑定などを

れがない。法務局が保管してく

されるが、自筆証書遺言にはそ

れるため、意思能力の担保がな

意思確認を行ったうえで作成さ

書遺言は、公証人が本人確認と

かどうかが問題となる。公正証

作成時点の自分の意思で書いた

くのケースでは、遺言者本人が

自筆証書遺言で争いになる多

載されている。

の遺言能力を担

れる。しかし法

遺言書は法務局が管理してく

タッチしない原則

ワープロやパソコンによる作成が認められるようになった。そして一昨年７月には自

プロやパソコンでの作成が認め

業を代行してもよいことを意味

務局に預けられるようになった。

外とわかっていない人が多い。

多い」
（前出の行政書士）という

自筆証書遺言は自宅で自分だ

つきまとっていた。だが、保管

けで作れるのが魅力だが、内容

制度が始まったことで、法務局

担保してくれるようになった。

ことだ。

保管制度では、本人が作成した

ブルの原因はいつの世も、遺言

遺言書には、本人が自筆で作

られるようになった。さらに預

を押すことになる。財産の規模
にもよるが、費用は数十万円か
ら、場合によっては１００万円
以上かかる場合もある。
その点、

する。できあがった財産目録や

これまで自筆証書遺言は自宅の

自筆証書遺言の保管にかかるコ

通帳コピーなどの添付書類には

有効性の判断には

筆証書遺言の保管制度がスタートした。同制度は紛失・改ざんリスクを減らせること
から、争族トラブルを減少させる効果が期待されている。だが法務局に提出された遺
言書は法的効力を担保されるわけではなく、手順を間違えると大きなトラブルになる
危険性も孕んでいる。

があるかどうか、その内容が本

はもちろん、その存在について

被相続人の死後に、相続人が

物かどうかという２点だ。自分

自筆証書遺言について、法務局

制度の緩和が影響したのか、

家庭裁判所で遺言書の検認手続

で遺言を作っただけで満足して

も自分しか知らないということ

都内の行政書士は「認知症が心

きをする必要がなくなるという

がその原本とデータを半永久的

義務付けられていた。誤字や脱

配な人や、相続の大変さを意識

メリットも挙げられる。また、

なしとなったのだ。

字はもちろん、読めない文字が

した人が、きちんと遺言書を残

る財産目録は「全文手書き」が

あっても無効とされるため、自

したいと考えるケースが増えて

が起こりえる。遺言を巡るトラ

筆で遺言書を書くのは煩わしい

に保管してくれる。

とされてきた。不動産や株式、

成する「自筆証書遺言」と、全国

金通帳のコピーや不動産登記事

とはできない。そもそも遺言書

いては、相続トラブルを防ぐこ

約３００カ所の公証役場で公証

項証明書などを添付して財産目

点で他の相続人にも遺言書の存

相続人のうち１人が閲覧した時

人によって作られる「公正証書

録とすることが可能となり、遺

が見つからない、あるいは特定

いる」と話す。

遺言」
、
そして内容を秘密にした

在についての通知がいくため、

預金などの「財産目録」が長大
になる場合、誤字や脱字といっ

このため２０１９年１月から

たミスも起きやすかった。

まま公証人に遺言の存在を証明

言作成の負担が大幅に減った。

自筆証書遺言の作成方式が緩和

してもらう「秘密証書遺言」の

ワープロやパソコンが認められ

自筆証書遺言は、煩雑な手続

本人が署名捺印するだけで問題

この数年で大きく変化した。

きが不要で気軽に作成できるが、

自宅での保管より
不安は減ったものの
これまで遺言書やそれに添付す

このうち「自筆証書遺言」が

３種類がある。

制度改正で手軽に
作成が可能に―

が遺言の存在と内容の真正性を

自筆証書遺言 はココに注意する！
特集2

青森県

弘前市
「 津軽藩の城下町として栄えた青森県弘前市。
見る人を圧倒する桜、生産量日本一のりんご、
勇壮な弘前ねぷたなどを知る人も多いだろう。

一般的にソメイヨシノの寿命は

明治以降も

ていたし、

そのほかにもある、
隠れた魅力を探ってみよう。」
日本一とも称される圧倒的な

年程度だが、弘前公園には

「学都・弘前」

約

樹齢１００年以上の古木が３０

桜で有名な弘前公園は、弘前藩
（津軽藩）
の城があったところで、

を目指して

木村隆三が弘前に

多くの外国

ゆかりがあったた

０本以上もあり、それがさまざ

め依頼されたのだ

まな枝振りや重層感のある風景

いち早く入ってきた。明治・大

が、前川の母も弘

市の中心部に位置し、全国でも

正期には数々の洋館が建てられ、

珍しくかつての城郭がほぼその

この桜の美しさの秘密が「弘

作家・太宰治の生家斜陽館など

人教師が招聘され、西洋文化が

前方式」
と呼ばれる桜の管理法。

を生み出している。

１７１５年（正徳５年）に京

俗に
「桜切る馬鹿梅切らぬ馬鹿」

後 の こ と。 明 治 に 入 り 廃 藩 と

いるが、数が増えたのはもっと

のが城の桜の始まりといわれて

ザクラを持ち帰って城に植えた

ある時、実家がりんご農家だっ

しないのが常識だった。しかし

菌が入りやすいたため強く剪定

というように、桜は切り口から

一の別邸として建てた藤田記念

日本を代表する財界人・藤田謙

銀行記念館や旧弘前市立図書館、

を手がけた堀江佐吉による青森

るやかなカーブを描く窓枠など

吹き抜けの赤い天井、１階のゆ

いう縁もあったのだろう。玄関

前藩重臣の家系と

個性豊かなパイを食べ比べるこ

イを提供する店が数多くあり、

量日本一の弘前にはアップルパ

なって荒れ果てた城を悲しんだ

腫病予防のため、薬としてコー

とができる。そして発祥が江戸

ヒーが配給されたのが始まりで、

が印象的な木村産業研究所は、

た職員が弱った桜の枝を剪定し

たドイツ人建築家ブルーノ・タ

庭園の洋館などのノスタルジッ

本植えたのが

ウ ト も、「 辺 境 の 地 に コ ル ビ ュ

この頃飲まれた方法を再現した
本の桜が咲き誇るようになった。

ザクラなど約

旧藩士が、桜を

根元に肥料を入れたところ、翌

の弟子であり日本近代建築の巨

ジエ風の白亜の建物がある」と

「藩士の珈琲」が名物になって

時代にまでさかのぼる弘前の
年に若芽が出て木がよみがえっ

匠 と 呼 ば れ た 前 川 國 男 だ。「 建

驚いたという。処女作から晩年

コーヒー。幕府の命令で蝦夷地

きっかけとなり、１０００本、

たという。それ以降、りんごの

築の理論を最後の一歩まで推し

の作品まで、年代を追って前川

現存する日本最古のモダニズム
また１０００本とソメイヨシノ

栽培法を参考に工夫を重ねた

進める力は、口でもない手でも

の建築が８つも残る弘前。明治・

の紅葉、冬の雪景色など季節ご

建築といわれている。１９３５
が寄贈されていく。大正、昭和

「 弘 前 方 式 」 が 進 化・ 定 着 し、

ない、やはり建築家それ自身の

大正期の洋館とともに、建築物

との魅力も豊かな弘前で、思わ

弘前の建築といえば、忘れて

と桜の寄贈は続き、今ではソメ

多くの人がその技術を学びに弘

生活力または生活意識そのもの」

巡りを楽しむのもおすすめだ。

年（昭和

イヨシノ、シダレザクラ、ヤエ

前を訪れている。

とのちに述べた前川が、パリ留

街巡りのお供にはアップルパ

10

20

50

ならないのがル・コルビュジエ

種類、２６００

に新しいものを積極

学から帰国後、最初に手がけた

イとコーヒーを。りんごの生産

ぬ魅力を発見してみたい。

春の桜、夏の弘前ねぷた、秋

いる。

的に取り入れる気質

のが弘前市の木村産業研究所

上／津軽の伝統技術、こぎん刺しがあ
しらわれた小物
下／名物のりんごを使用したアップル
パイを食べ比べるのも楽しい

前例にとらわれず

は昔からのもので、

だった。留学中に親交を結んだ

クな建物が多く現存している。

下／毎年8月1日～ 8月7日に開催される勇壮な弘前ねぷた

の警備にあたっていた藩士の浮

上／ルネサンス風意匠を取り入れた旧弘前市立図書館は明治39年築

年）
に弘前に立ち寄っ

都嵐山から藩士が

本のカスミ

まま公園となっている。

60

藩政時代には中央か

写真協力：弘前市、公益社団法人青森県観光連盟、公益社団法人弘前観光コンベンション協会

25

ら職人を津軽に招い

上／水面を流れる桜の花びらが織りなす弘前公
園の花筏
下／近代建築の巨匠、前川國男が手がけた木村
産業研究所。玄関ホールの赤い天井がモダン
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賢者がこよなく愛した旅

弘前公園の本丸エリアからは桜と岩木山、天守が一つになった絶景が楽しめる。天守は石垣修復工事のため今の場所に曳家されており、この風景が見られるのは期間限定となる

07 【広告】
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09

今年４月から改正法施行

が、人員の確保に不安を抱える

者側へ配慮した措置とみられる

とができるようになった。事業

『ブラック企業』とみなされて

けで福利厚生面が整っていない

今後は男性の休業実績が低いだ

大手人材紹介会社の採用サイ

しまい、求職者が応募の段階で

トでは、求人票に育児休業の対

中小事業者からは「救済措置と

に数日出社してもらったところ

象者数や育休取得者数が男女別

敬遠する可能性もある」と指摘

で穴埋めできるとは思えない。

で記載され、求職者へ資料とし

する。

契約社員を雇うにしても金銭的

しては不十分」との指摘が目立

に厳しい」と対応に苦慮してい

つ。
前出の石川県の経営者は「週

男性の 育休 実質義務化へ
男性従業員が育児休業しやすくするための環境の整備が４月から全ての事業所で
義務化される。代替人員の確保が難しい中小事業者からは、不安の声が上がる。育
休の実績は求人票にも記載されることから、休業実施率が低ければ採用に悪影響を
及ぼす可能性も否定できない。改正育児・介護休業法の与える影響を調べてみた。

東京・練馬区の機械製造会社

は不安の声も聞かれる。

の 社 長 は、
「社員に子どもがで

には、相談窓口を設置したり、
研修を実施したりしたうえで、

育休取得で不足する人手は派遣

育休対象者に休業するかどうか

今回の改正法では、あらかじ

て提供されている。
ては手放しで喜べないのが実情。

る。

一人の休業分をみんなで負担す

社員の雇い入れで補う予定のた

なる事業者への支援が十分では

とはいえ、育休制度の土台と

示した。

不可能との認識を

ることは実質的に

スタッフを見つけ

め、一人あたり最大

万円が給

付される「両立支援助成金（育

児 休 業 等 支 援 コ ー ス ）」 の 充 当

を 見 込 む と い う。 た だ、「 一 定

以上の期間は休業させなければ

ならないなど要件が厳しく、満

足な助成を受けられないかもし

れない」として、改正育休法の

充実だけでなく、そのほかの助

成制度のさらなる拡充を訴えて

るのは ％程度にすぎない。

前出の中小企業診断士は「政

府は海外を参考に見直しを進め

るというが、問題は育休を取ら

せたくても取らせることができ

ない中小事業者の人手不足の実

態だ。これを解消しない以上、

進展は望めない」という。

帝国データバンクが８月に発

表したレポートによれば、改正

法での育休義務化について中小

年にユニセフ（国連児童基

金）がまとめた子育て支援レ

事業者の

・５％が「特になに

ポートによると、日本は父親に

るまでに至らなかったとしても、

もっとも、実際に罰則が科され

名 の 公 表 は 罰 金 よ り も 痛 い。

内の中小企業診断士は「事業者

則について労務関係に詳しい都

また、育児・介護休業法の罰

度はあっても実際に休業してい

の国」とされている。だが、制

と同等の給付を受けられる唯一

カ月以上にわたって父親が給与

が先進国中でもっとも長く、「６

認められている育児休業の期間

の整備は避けられそうにない。

れる。義務化によって育休環境

には罰則を伴う改正法が施行さ

分かった。だが、それでも４月

対策を先送りにしていることが

もしない」
「わからない」として

いる。

12

きるのはうれしいが、会社とし

い。これらの措置に従わなかっ

め労使協定で合意した範囲内で

た穴を１００％埋

また、石川県で

られないと語る。

ないなかで、罰則を伴う制度だ

問題の根底には
慢性的な人手不足

の意向を確認しなければならな

た場合には、事業者名の公表や

るか、または短期で新規雇用す

あれば休業中でも就業させるこ

めることはできな

するといまだ男女間の格差は大

金物卸業を営む男

児休暇を取得しやすくなるよう

けが突き進むことに、現場から

19

静岡県の食料品メーカーは、

万円以下の過料などの罰則が

るかだが、いずれにしても抜け
近年、男性の育休取得率は増

科されることがある。

加傾向にあり、２０２０年度に

い」
とし、
育休によ

・

％に達して

は過去最高の

きい。世界的に育休制度が整っ

性は、「一定の力を

る売上減少は避け

対策や女性の社会進出を目的と

ている国ほど女性の就業継続率

持った技術者など

・６％と比較

して１９９２年に施行された法

や出生率が高い傾向にあること

いるが、女性の

律。現行法では、原則として子

から、政府は少子化対策の面か

が抜けるとなると
業務の引き継ぎは

年

％へ引き上げる方針を

に雇用環境を整備することが事

困難」とし、代替

業者に義務付けられた。具体的

示している。

までに

らも、男性の育休取得率を

％
（半

育児・介護休業法は、少子化

65

60

20

どもが１歳になるまで夫婦の両

％）にあたる育児

方が育児休業し、
給与の
年経過後は

休業給付金を受け取ることがで

25

67

今回の改正では、従業員が育

きるとされている。

30

52

12

81

雇用環境の整備
罰則付きで義務に
50

人材採用でネック
になる可能性も

利用実績低いと〝ブラック〟
に？

特集３
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経営者なら把握しておきたい

きるのは、①労務提供上の支障

については注意が必

での勤務を具体的な社名を挙げ

る。さらに、競合する同業他社

社の利益が侵害される場合、④

増え、国もそれを後

を検討する就業者が

はどうであれ、副業

万事解決するわけではない。就

もちろん、規定を設けることで

制限を設けることも有効だろう。

て禁じるなど、副業先に関する

自社の名誉や信用を損なう行為

業規則を変更する際には従業員

会社としての方針

要だと指摘する。

や信頼関係を破壊する行為があ

押ししている以上、

か否かにかかわらず、

残業時間を大幅に超えてしまう

は、過労死ラインとされていた

ラブルもリスクとなる。過去に

副業を禁止している企業では、

にとって大きな不利益になる可

での副業」に活用すれば、自社

たノウハウや人脈を「競業他社

る場合

と解されている。

に内容の理解と徹底を求めるこ

―

副業する人は間違い

従業員が副業を開始

副業先での労災発生によるト

することによって発

副業を懲戒事由として就業規則

能性がある。また情報漏洩のリ

検討する理由として最も多かっ

従事しないこと」と

かの処分を下しても、それが不

悪質なケースのほか、副業先に

持ち出して副業に使うといった

副業先での行動が情報漏洩につ

故意ではなくても、従業員の

るためには、従業員に正しく副

事業者が総労働時間を把握す

に届け出るルールを就業規則に

当だと従業員に主張されるリス

定めるなど、事前の対策が必要

面禁止するのは特別な場合を除

業規則で「情報漏洩の可能性が

になるだろう。

する文言を削除したことで副業

ある副業」を禁じるなどの規定

たのが「感染症の影響下におい

外部から第三者にハッキングさ

を厳格に整備しておく必要があ

業の労働時間を申告してもらう

れたりして情報流出することも

必要がある。副業を開始する前
だと判断された場合には１千万

あり得る。

ながるリスクもある。そうした

円以上の支払いを命じられるこ

事故を未然に防ぐためには、就
していても無効となる例もあり

ともある」と、とくに解雇処分

持ち込んだ個人のパソコンから
副業の意義について争われた

得ると判断した。具体的には、

データを盗まれてしまったり、
裁判で、裁判所は副業を労働者

会社が就業規則で副業を禁止で

クは否定できない。企業法務に

・

の権利として認めている。判例

詳しい弁護士は「仮に不当解雇

て収入が減少したから」の

を余儀なくされる労働者が増え

５％で、コロナ禍を背景に副業

41
コロナ禍での収入減という深

ている。

では、
「
（副業を）就業規則で全

けば合理性を欠く」とし、実際

できていないのは危険だ。

当該労働者の総労働時間を把握

とになる。正業・副業ともに、

を総合的に分析して判断するこ

自社と副業先との業務上の負荷

どを発症した場合の労災認定は、

脳疾患や心臓疾患、精神疾患な

また、副業をしている労働者が

償を命じられたケースもあった。

た事業者が、１億円超の損害賠

ことを把握していながら放置し

労災によるトラブルの２つだ。

れる主なリスクは、情報漏洩と

従業員の副業によって考えら

の備えが必須になる。

生し得るトラブルへ

業者は副業を認める

とが重要だ。

労災のリスクも

なく増えていく。事

漏洩する場合、③競業により自

がある場合、②業務上の秘密が

社員の副業 ２大リスク とは…
コロナ禍による収入減を副業でカバーしようとするひとが増えている。営業時
間の短縮や残業の削減などにより、生活を維持するための副業を余儀なくされて
いるわけだ。従業員が職場には内緒で副業にいそしむ可能性も否定できない。副
業対策を講じておかないと、事業者が思わぬ損害を被るリスクもある。事前対策
しておくべき２つのリスクを取り上げる。

刻な問題とは別に、
政府は働き方改革の
一環としてサラリー
マンの副業を推進し
てきた経緯がある。
少子高齢化に伴う労
働力の確保などを目
的としており、２０
１８年１月には厚生
労働省が「副業・兼

イドライン」
を発表。

に定めていることが多い。しか

スクもある。顧客の個人情報を

従業員が「本業の職場」で培っ

そのなかで従来のモ

し判例で原則として副業が認め

業の促進に関するガ

・

たデータによると、
〝本業〟とし

デル就業規則に記載

られている以上、会社がなんら

月に公表し

情報漏洩のほかに
に会社が就業規則で副業を禁止

63

推進への姿勢を鮮明にした。

ての勤務先がある就業者の

８％が副業を「実施中」または

のあった「許可なく

無効と判断される？
他の会社等の業務に

12

と回答している。副業を実施・

内閣府が一昨年

国も積極的に
推進する時代に
「行っていないが関心がある」

就業規則の禁止規定

コロナ禍で事情が激変

特集４
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先人に学ぶ経営者の心意気

まつだ・いさお
明治 ︵１８９６︶
年生ま
れ。
香川県三野郡詫間村（現
在の三豊市詫間町）出身。
香
川県立三豊中学校から慶應
義 塾 大 学 理 財 科（ 現 在 の 経
︵１
済学部）へ進み、大正８
９１９︶年 に 卒 業 す る と 三
越本店に入社。和服に前掛
け姿で連日残業という職場
人が半年で３人にま

だったため、慶大から入社
した
で減ってしまったという。
昭和５
︵１９３０︶
年に異例
のスピード出世で京城支店
次長となると、同店を大阪
支店に匹敵するほどの優秀
店に育て上げた。
昭和 ︵１

くらた・ちから

明治 ︵１８８６︶
年生ま

れ。
福岡県宗像郡神興村（現

在の福津市）出身。
福岡県立

小倉工業学校を経て仙台高

等 工 業 学 校（ 東 北 大 学 工 学

に学ぶ。
卒業後の
部の前身）

明治 ︵１９１２︶年、久原

鉱業所日立製作所に入社。

日立鉱山から産出される銅

を用いて電線の自主製造に

年間にわ

成功。日立の電線事業を確
立させ、以後約

たって工場長として製造の

現場に立ち続けた。電線の

工場長を振り出しに笠戸工

場長など製造畑の要職を歴

任し、昭和 ︵１９４１︶
年

取締役就任。
昭和 ︵１９４

７︶
年、
ＧＨＱによって公職

追 放 さ れ た 小 平 浪 平（ 日 立

製 作 所 初 代 社 長 ）の 後 任 と

して二代目社長に就任した。

昭和 ︵１９５６︶
年に電線

事業部門を分離独立させて

日立電線を設立するなど、

日立グループの再編・強化

に経営手腕を発揮。昭和

術振興財団の初代会長に就

︵１９６０︶年、日本科学技

任し、
在職中の昭和 ︵１９

６４︶年 に は 財 団 が 運 営 母

体となったテレビ局
「東京

チャンネル
（現在のテレ

︵１９６１︶
年、日立製作

を開局した。昭和
ビ東京）」

所会長に就任。同年、渋沢

敬三らの財界人とともに東

洋大学へ資金援助。これに

よって川越キャンパス内に

工学部が創設された。昭和

︵１９６９︶
年には退職金

を投じて財団法人国産技術

振 興 会（ 現 在 の 倉 田 記 念 日

うの・おさむ

大正６
︵１９１７︶年生まれ。京

都市出身。小学校４年生時までに

母と父を相次いで亡くし、銀行員

だった父の遺産の貸家で生計を立

てる継母に育てられた。京都三中

では成績上位だったが受験直前に

肺炎カタルを患い、１年浪人して

旧制第三高等学校に入学。卒業後

は官僚になることを目指して東京

帝国大学を志望。ドイツ語予備校

での１年間の浪人を経て東京帝大

︵１９４２︶
年、戦時措置により

法学部政治学科に入学した。昭和

帝大を繰り上げ卒業すると海軍経

理学校へ入学。翌 ︵１９４３︶年

年３月に結婚し、

には海軍主計中尉として内地配属

となった。
昭和

生家の
「野村」
から婚家の「宇野」へ

改姓。名古屋で終戦を迎え同年

入社するが、昭和 ︵１９４９︶年

月に復員した。戦後は大建産業に

11

９３８︶年 に は 大 阪 支 店 次
長となり、同 ︵１９４０︶
年には昇進して仙台支店長
に就任した。
昭和 ︵１９４
２︶
年、
古巣の京城支店に支
店長として赴任。
昭和 ︵１
９４５︶
年、
敗戦の報に触れ
るとただちに閉鎖準備に着
手。店員とその家族、合計
約３００人の生命を守り全
員を無事に帰国へと導いた。
昭和 ︵１９４６︶
年取締役
本部長に就任、
同 ︵１９４
９︶年 に は 常 務 に 昇 任 し 戦
後の三越再建に手腕を発揮
した。
昭和 ︵１９６３︶
年、
社長に就任すると積極的な
増改築に取り組み売場を増
床。新規出店による多店舗
展開、そして三越イメージ
の大衆化を推進した。昭和
︵１９７１︶
年には小売業
で日本初となる売上高１０
００億円を達成し、三越近
代化の功労者とされた。昭
和 ︵１９７２︶
年、社長の
に譲り会
座を岡田茂（故人）

20

29

長に退くと、同年６月に

立 科 学 技 術 財 団 ）を 設 立 す

るなど、国内産業の技術発

展にも尽力した。同年、

18

た昭和 ︵１９６６︶年、会社が東

調に出世して織物部長となってい

分割されると呉羽紡績へ移籍。順

に過度経済力集中排除法で同社が

24

洋紡績と合併すると加工品輸出部

の副部長となり、以後は商品開発

部長、化成品事業部長などの主要

ポストを歴任。社内初となる本格

的な非繊維事業を手掛け、ポリプ

ロピレンフィルムなどを事業化し

た。昭和 ︵１９７２︶年取締役就

任。常務、専務、副社長を経て昭

和 ︵１９７８︶
年、社長に就任し

た。昭和 ︵１９８３︶年には会長

に退き、以降は関西経済連合会会

長や第３次臨時行政改革推進審議

会会長代理などの公職を歴任した。

アメリカの実業家・詩人、サミュ

（ドイツ出身のユダ
エル・ウルマン

ヤ 人 で ア メ リ カ に 移 住 ）の 詩
『青

春』
を座右の銘としており、
ウルマ

ンに関する書籍を作山宗久
（千代

している。この言葉はその詩を翻

田 化 工 建 設 審 議 役 ）と 共 著 で 出 版

歳で死去。

訳した一節。
平成 ︵２０００︶
年、

12

倉田 主税
日立製作所

19

歳で死去。
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53
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45

31

17

24

35

83

東洋紡績（現・東洋紡）

宇野 収

12

36

38

古今東西、格言や故事は数々あれど、企業経営に日夜汗を流すオーナー社
長にとって、経営の最前線で華々しく活躍した先人の声は、まさに金言と
言える輝きを持つ。本紙姉妹紙の月刊『社長のミカタ』で大好評を博して
いるコーナー「賢者の言魂」から選りすぐりの名言を集めてみた。

賢者の言魂

13
21

歳で死去。

76

44

46

47

三越

松田 伊三雄

珠玉の名言集

のれんは磨いて、
初めて値打ちが出る。

人には〝天下一品の使命〟といって、
その人でなければ持ち合わせていない
特性あるいは才能がある。

年を重ねただけで人は老いない。
理想を失うとき初めて老いる。
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