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【ちょっと歳時記】
花屋の店先には円いボンボンのような紅花
が並ぶ頃は二十四節気の「小満」の頃。農家
の蚕小屋では眠っていた蚕が起き出して桑の
葉をモリモリと食べ始めるのも この季節の
ようです。頼りなげだった白い萌黄色の若葉も
いつの間にか緑が深まり、みなぎる生命の営み
を感じる季節です。真っ青な五月晴れの空にぐ
んぐんと向かう若竹の先には、まだ皮を付けた
ままの穂先が弾けるように広がろうとしていま
す。「目に青葉 山ほととぎす 初がつお」…と
いう句を思い出すと…つい、立ち寄ってしまう
のが事務所近くの馴染みの魚屋「鯛助」。店先
を覗くと…銀と黒に光る縞模様の「かつお」が
並ぶ。「だんな～今が旬だよ～」の一声につら
れて一舟買ってしまう。（ 細野 ）
ありましたが、「壁に耳あり障子に眼あり」
ということなのでしょう。

●法令遵守が出来ない企業は

気まぐれな顧客の心を逃さないように次々
経営が危ぶまれる時代になった
と新製品が発売されている現実の陰には、開
発競争で生き残るための涙ぐましいほどのド
ラマがあります。
数年前から、「ＳＯＸ法」「コンプライア
新聞やテレビなどで報道されているような
ンス」「内部統制」「個人情報保護法」「Ｃ
メーカーの新商品情報は別として、夕食後に
ＳＲ（企業の社会的責任）」などの活字を頻
茶の間で妻と寛いでいる際に、取引先と打ち
繁に目にするようになってきましたが、これ
合わせている現在開発中の新製品情報などは
らは大手企業だけが対応しなければならない
「秘密情報」になることをつい忘れ…何気な
という問題ではなくなってきています。
く家族に話したことが大きな問題に広がって
中小企業においても、大手企業と取引関係
しまった悲劇の事例もありました。
にある以上は同様の姿勢をもって経営にあた
社長は、取引先との打ち合わせ佳境に入り
らなければ、これまでの取引関係を継続する
連日のように帰宅時間が遅くなっていたこと
ことすら難しくなるというような社会的環境
への弁解の気持ちと、妻にも仕事のことを理
が出来上がりつつあります。
解していてもらおうと軽い気持ちで話したつ
外注先に業務を委託していたら、その業務
もりだつたのでしたが、それが悲劇の始まり
上やりとりしていたデータの中から数十万件
でした。
の顧客情報が第三者に流出していた事件など
翌日…妻が美容院へ行っていつものように
は記憶に新しいところですが、特に、ＩＴ化
ご指名の先生とのたわいのない会話がはずみ、 により「ＣＤ」や「ＵＳＢスティック」など
昨夜の団欒のときに夫から聞いたばかりの商
大容量の記憶媒体は情報漏洩を容易にしてい
品のことが話題にのぼり、夫の会社の自慢話
ることはいうまでもありません。
のつもりで話したことが実は重要な新製品情
取引先とネットを通して日常業務をやりと
報であったのです。どこからどのようにその
りすることが当たり前となってきたビジネス
話題が伝わってしまったのか分かりませんが
環境に追随するために、中小企業経営者が経
…取引先の情報が、いち早く競業他社の開発
営姿勢を大きく変革していくことが求められ
スタッフの耳に入ってしまったらしく、新製
ているのです。
品の発売を見合わせることになり、外注企業
親会社との取引関係の継続をゴルフや飲食
は取引停止になり経営危機に陥りました。
などの人間関係に頼るような旧態然とした経
営意識では、社会から取り残されるどころか、
時にはそこから波及する問題により社会的な
制裁を受けることさえあり得る時代になって
「美容院で話した話題は…一ヶ月もあれば日
本中の美容院に知れ渡る…」と聞いたことが

●夫婦の会話に要注意
茶の間から漏れる機密事項
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取引先の機密情報を漏らし中小企業が経営危機に陥る
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きています。不正な手段により知り得た企業
情報により夫婦そろってインサイダー行為が
あったとして「証券取引法違反」で逮捕され
たり、契約社員に対する秘密保持の徹底が出
来ていなかったことにより取引停止になり、
売上が激減して経営危機に陥った中小企業も
ありました。

●「取引基本契約書」の条文は
管理職が声を出して読み直せ

中小企業数は１５０万社（個人事業者数を
含めると４３０万社）といわれています。日
本の全会社数の９９％超にあたります。その
中小企業の４７．９％が下請け関係により仕
事を行っているのです。製品組立加工や金属
加工、電子部品加工、配線加工、出版・印刷
関係の外注、食品加工、建築・土木関係の外
注、ソフトウェア開発などの情報処理、会計
処理、労務外注など、あらゆる分野において
「親会社と下請会社」の関係が成り立ってい
ることは否めません。
親会社との間では「取引基本契約書」や
「取引契約書」が取り交わされ、第一条（目
的）から始まり、最後の条項に、相互に問題
が発生した場合にどこの所轄裁判所で解決す
るかが記述されています。中小企業にとって
はこの契約書を親会社との間で締結すること
によって晴れて○○○○会社の取引口座があ
るという、まさに有難いお守り札なのです。

ところが、経営危機に陥って慌てて相談に
来る社長に、「取引基本契約書」の内容をど
の程度把握しているかを聞いてみると、多く
の社長達がその契約書の内容を確認していな
かったのです。詳しい話を伺ってみると…そ
の会社と取引が始まるとき、一番確認してお
きたかったのが支払い条件（締め日／支払日
／金種）の事だったと云い、それ以外の条項
は殆ど目を通していなかったというのです。
「だって…先生、私たちが目を通して条文
を変えて欲しいと思う箇所があったとしても、
それを云ったところで変えてもらえるわけで
もないし…取引が出来ただけでも良かったと
思うしかないと考えていましたから…」と云
うのです。確かにそうなのかも知れませんが、
どんなことが条文に書かれているのか…経営
者なら理解しているべきです。
社長はもとより他の役員や管理職が集まっ
た席などで、取引基本契約書を全員が声に出
して読み上げるようにすることは、取引との
契約の重みを再認識する良い機会になると考
えられます。

大手企業でさえコンプライアンスへの違背
が表面化し経営危機に陥って倒産したり、買
収されたり、時には責任者が逮捕されるほど
の重大事件になっています。
「取引基本契約書」には【秘密保持】とか
【守秘義務】という条文が必ず明記されてい
ます。取引していることによって知り得た顧
客情報（経営情報、開発情報、商品情報、人
事情報、マーケット情報、個人情報など…）
を第三者に漏洩してはならないということな
のですが、親しい友人や家族などとの何気な
い会話でうっかり口にしたことによって、思
わぬ事件に結びつくことさえあるのです。
知り得た情報は、社長だけでなくその会社
の社員も取引先から受けた仕事に従事するこ
とで秘密事項を知ることになるのですから、
その会社の「就業規定」の中で【秘密保持】
について記述しておくことと、入社時または
在職中に【秘密保持】に関する『誓約書』を
書いてもらうようにしておくことも重要になっ
てきます。
特に、退職する前に会社からこっそり資料
をコピーして持ち出し、退職後に競合会社へ
入社して新しい会社でその資料を利用したり、
独立して興した会社でその資料を活用したり
すれば明らかに…それは犯罪となるのです。
「不正の競業や不正の利益を得るという目
的をもって、在籍していた会社やその取引先
の会社に損害を加えることが分かっているの
に前職中に知った秘密を使用したり第三者に
漏らしたりすることは「不正競争行為」とし
て、損害賠償義務があり、刑罰を科される場
合もあります。
但し、社内において、取引先から預かった
資料をどのように管理しているかも問題になっ
てきます。預かった資料に対する管理者が存
在せず…社内の誰もが縦覧できるような状態
であったりしたのでは、【秘密保持】とはお
おきくかけ離れた話しになります。
取引先から預かった資料は施錠できるロッ
カーに収納し、特定の管理者によってのみ取
り出すことができる…というような組織と設
備が整備されていなければいけません。

茄子に花が咲きました。
「親の意見となすびの花は
千に一つの無駄がない」と
昔の親は威厳があった？
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先日、コイン駐車場に車を入れて戻ってきたら戻って
きたら、ドア２枚とフェンダーがガリガリと傷を付けら
れ、オマケにバックミラーまで欠ける被害に遭ってしまっ
た。やむなく修理のためディーラーに持ち込み、修理中
に乗る車が必要だったのでレンタカーを借りることにし
ました。
フロントで「車種は何にしますか…？」の問いに…
「いま乗っている車種と同じ車にしてください…」と依
頼した。窓口の担当者から
「どこのカードをお持ちですか？」との問い。
「カードは持っていません。現金でお願いします。」と
答えると
「カードをお持ちでない場合は１８００ccの車種までし
かお貸しできません…」
という返事が返ってきました。あたかも…「与信のない
方（カードを持っていない方）には高級車種をお貸しす
ることは出来ません…」というように聞こえた。

リスク・カウンセラー奮闘記 ・

●クレジットカードがないと
生きていけない人々を生む社会があった…

クレジットカードを利用して買い物をしたりキャッ
シングをしたり、その債務残高が５００万円を超え…
７００万円、１０００万円にもなっている人もある。
バブルの時代の地位や収入を背景とした実績があるか
らなのでしょう。このように…世間では低迷経済が回
復してきていると云われている中で、未だにバブル経
済後遺症から抜け切れていない「バブル経済の落とし
子」が苦しんでいます。

●クレジットカードの所持枚数を誇るなんて…

先日、お客様の住宅ローンの借入申し込みの手続き
に立ち会う機会がありました。
申込用紙には、勤務先、勤務年数、年収、現在の借
入先と借入金残高を書く欄の横に「所持しているカー
ド」という欄がありました。いくつもの見慣れたクレ
ジットカード会社の名前が印刷してありました。Ｖ社、
３６ m社、Ｄ社のゴールドカード、銀行系のカード、信販
会社のカードなどと…本人が所持しているカードに○
を付けるようになっていました。与信度の確認のため
です。
窓口の担当者が説明していました。
現金の顧客よりカードを利用する顧客の方が与信度が高
「クレジットカードにはそれぞれ与信枠がありますから、
いということなのか…？？？世間の多くの人々はこうして
それぞれのカードが１００万円の与信枠があると５枚のカー
カードの便利さを感じ、虚栄心がうずきだし…カードの世
ドを持っていれば５００万円の借入があるものとしてチェッ
界にはまり込んでしまうのか…と、金融機関、金融社会が
クされるのですよ…。」既に住宅ローンの借入があって、
さまざまな暮らしを強引にコントロールしている状況を垣
その残高が２０００万円だったとするとカードの与信枠と
間見ることとなりました。
併せて２５００万円の合計債務があると理解しておかなけ
ればならないというのです。
経済的に破綻状態になりながらもクレジットカードを手
与信枠があるということは、いつでもその枠の範囲で借
放せない人は実に多い。生活に疲れ切り、心神耗弱状態で
り入れできるわけで…僅かな期間で債務が発生することも
債務超過の相談に来る人はいまでも多い。
あり得るからなのでしょう。
さて、それでは…現状の苦しみをどのように解決しよう
か…と、時間をかけたカウンセリングの後、持参してきた
「借金も財産のうち…」などと公然と言われていた時期
資料を整理してスクリーニングにはいります。
もありましたが、債務は少ないにこしたことはありません。
整理した資料を一緒に確認しながら…
ですから…クレジットカードを何枚も所持している人が
「経済破綻の元凶はクレジットカードにあることは理解で
「自分はこんなにも与信度が高いのだ…」と誇らしげに語
きますよね…。クレジットカードと縁を切ることを考えた
るのは結構なのですが、そういう人の中に、自分が持って
ことはありますか？…」と切り出してみる。
いるクレジットカードの合計与信枠を上回るだ
「先生、今の私の暮らしは…クレジットカードがあるから
けの現金を持たない人がいたとすれば…その人
何とか生活が出来ているんです！このカードがなくなった
は債務超過になる人種の予備軍ともいえる、と
ら……。カードを持ったまま何とか生活が楽になるように
ても危険なゾーンに少し足を踏み入れていると
解決できないでしょうか…」と、私に食いつくような勢い
いうことにもなるのです。
で目を剥いて訴えてきます。
「○○での買い物も、○○の交通費も、高速道路のＥＴＣ
カードも、インターネットも接続できなくなるし…」と…、
クレジットカード中心の生活を断ち切るなんてとんでもな
いと真剣に云うのです。
しかし、現実はというと…クレジットカードの決済をす
るために新たにクレジットカードを作り、カード会社のキャッ
シングサービスで借入をしていているのです。クレジット
カードのキャッシングで債務が膨れあがっている人には、
サラ金からは借り入れしていない場合もあります。
働いても…働いても…、クレジットの決済をするために
働いていて、そのことが原因で「心神耗弱」となっていた
のでは…。

◆＝◆＝リスクカウンセラー・四方八方巷談＝◆＝◆

googleで"リスクカウンセラー"と検索してください。
http://risk-counselor.seesaa.net/
ＱＲコードから読み込んでください。
帯電話から「ブログ」を読めるようになります。
◇発行者
◇責任者
◇連絡先

ボンボン玉のような「ベニバナ」や、わずかな風に敏感に揺れ
る「ニワフジ」の花は、早足に過ぎてゆく春の空気を目に優し
く楽しませてくれます。
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