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社会保険労務士法人名南経営とは

名南経営は昭和41年に税理士法人からスター
トしました。創業者の佐藤澄男は、中小企業へ
のワンストップサービスの実現を目指し、昭和43
年（社労士法施行の年）に社会保険労務士と
行政書士の事業を開始しました。その後、法人
化を行い、いまの社会保険労務士法人名南経
営へと至っています。

現在は30名近いスタッフを抱える中部地方でも
最大級の社労士法人として、社会保険手続き
や給与計算という基本業務はもとより、労働トラ
ブル対応、人事諸制度構築、組織風土改善
支援など、「ヒトと組織の専門家」として、人事労
務管理の面から企業の発展を支援しています。



所訓

【所訓】

私達は自利利他の精神に
基づき、お客様の明日への
発展のために今日一日を
価値あるものとします。

【改善の前提】

1. 自分が変われば相手も変わる
2. 常に原因は自分にないかと反省すること
3. 常に相手に良い影響を与えること
4. 常に相手に思いやりを持つこと
5. 常に相手に迷惑をかけないようにすること
6. 常に相手との信頼関係を確立すること
7. 常に相手に自分の意思を伝えること
8. 常に相手へ感謝すること
9. 常に甘えの精神を捨てること
10.常にけじめをつけること



主なサービス内容

当社の人事労務サービスは、その内容により社会保険労務士法人名南経営と、併設法人
である株式会社名南経営コンサルティングの２つの法人で分担して提供しています。もっとも組
織的には、両法人の社員が１つのフロアで一緒に仕事をしていますので、日常的には１つの
「名南労務」として業務を行っています。

なお、顧客層は従業員数名の小規模企業から1万人超の東証一部上場企業まで様々。
コンサル業務の顧客は全国各地に亘っています。

社会保険労務士法人名南経営 株式会社名南経営コンサルティング

• 給与計算代行支援
• 労務監査
• 就業規則等改定支援
• 人事労務相談顧問 等

• 人事制度コンサルティング
• 組織風土活性化支援
• 海外人事労務支援
• 株式上場人事労務支援
• 人事労務業務改善支援
• 各種研修講師およびセミナー開催
• 労務ドットコム運営
• 日本人事労務コンサルタントグループ
事務局運営 等

手続き業務から３号業務まで



代表社員 大津章敬
1971年生まれ。名古屋市出身。

大学３年生のときに社会保険労務士資格を取
得し、新卒で名南経営に入社。入社以来、一
貫して人事労務コンサルティング業務に従事し、
2010年、小山邦彦と共に社会保険労務士法
人を設立。2016年10月に代表に就任。

「中小企業の人事評価・賃金制度 つくり方・見
直し方」「生産性が高い残業ゼロ職場のつくり
方」(日本実業出版社)など15冊の著書を持ち、
年間70本程度のセミナー講師を全国で務める。
社会保険労務士としての情報と知恵を活かし、
従業員と企業の双方が「この会社で良かった」
と思える環境の実現を進めている。

社外業務としては、南山大学ビジネス研究科ビ
ジネス専攻（専門職大学院）講師や全国社会
保険労務士会連合会 広報委員会委員なども
務める。



ＪＰタワー名古屋
中村区名駅1-1-1。名古屋駅直結の事務所は利便性抜群

名南経営は昭和41年に税理士、昭和43年に社労士の事業を開始し
ましたが、その創業の地は名古屋の南にある熱田神宮のすぐそばでし
た。その後、2016年2月より現在のＪＰタワー名古屋に引越しました。

引越しをした背景には、熱田地区の事務所の老朽化やキャパ不足も
ありましたが、現実には以下の３つの理由があります。
①税理士、社労士、弁護士など400名を超える様々な専門家をワンフ
ロアに集めることにより、シナジーを高め、お客様にハイレベルなワンス
トップサービスを提供すること。
②再開発が進み、多くの企業が終結する名古屋駅に本拠を置くことに
より、よりレスポンスのよいサービスを提供すること。
③名古屋駅直結のオフィスからは東京や大阪など広範囲のお客様に
対するアクセスもよく、またお客様が気軽に弊社までお越しいただける
ようになること。

実際に移転してみるとその効果は絶大で、多くのお客様がご来社いた
だけるようになり、コミュニケーションの増加を背景に、より良い提案の機
会が増えています。また新幹線まで信号なし徒歩6分という場所にある
ため、京都のお客様までドアトゥドアで1時間で訪問でき、移動の効率
化が進みました。当社のスタッフにとっては、通勤時間の軽減にもなり、
ワークライフバランスの実現にも繋がっています。

ＪＰタワー名古屋



オフィスからの景色
空気がきれいな日には長野の御嶽山もきれいに見えます

社労士法人のオフィスはＪＰ
タワー名古屋の33階にありま
す。北西の角部屋ですので、
正面には隣のルーセントタ
ワーの最上部が、左を見れ
ば鈴鹿山脈、右を見れば名
古屋城、そしてその先には長
野の御嶽山までがきれいに
見える環境にあります。毎朝
の朝礼では、脳の活性化を
進めるための簡単なストレッチ
を行っていますが、そのときに
見える朝日に輝く名古屋の
町並みは本当に美しいです。

社労士法人の執務室から北側の景色



ワンコインランチが食べられるカフェテリア

名古屋駅だとランチ戦争になるのではないか
と思われる方もいらっしゃるのではないかと思い
ますが、ＪＰタワー名古屋には入居者のみが
利用できるカフェテリアがあり、ワンコイン前後
で健康に配慮したランチを取ることができます。

また入居者専用のラウンジもあることから、仕
事終わりにはそこでコーヒーでも飲みながら、
仲間同士でゆっくり語り合うこともできます。低
層階には商業施設であるKITTE名古屋もありま
すので、もちろんそこで食事をしたり、お酒を飲
んでコミュニケーションを図ることもできます。

より働きやすい環境の実現～様々な福利厚生

カフェテリアでの健康に配慮したランチ



リゾートホテルやスポーツクラブなど

安心して仕事に打ち込むには、福利厚生も重要であると考えています。

まずは一定の人数を集めれば誰でも立ち上げることが
できるクラブ活動。野球、フットサル、アウトドア、観劇
など様々なクラブがあり、様々な法人・年代の社員
が参加し、交流を深めています。社員旅行はかつて
は毎年行っていましたが、創業者の佐藤澄男が亡く
なった年に中止されて以来、数年行われていません
でした。しかし、2017年はグループ50周年ということも
あり、台湾への社員旅行を行いました。

資産形成としては、選択型の確定拠出年金制度や
自己年金支援制度が設けられています。また、エク
シブ箱根・京都などのリゾートホテル会員利用もでき
ますし、お隣のＪＲゲートタワーのフィットネスクラブの
法人会員にもなっていますので、通常よりも安い会費
で利用することもできます。

より働きやすい環境の実現～様々な福利厚生



人材育成・研修制度
一流の社会保険労務士を育成

外部講師を招いて開催した社内研修の様子

当社の商品は「ヒト」しかありません。お客様の立場で考えることができ、常に寄り添いなが
ら、課題を解決し、会社と社員の双方にとって「いい会社」を作っていくことができる人材が
いなければ始まりません。そこで当社では人材育成のための様々な教育研修制度を設け
ています。

OFF-JTとしては、毎月の会議の前後で行う定例社内研修会に加え、顧客対応力を向上さ
せるべく、答えがない問題についてのアプローチを学ぶ小山塾などを定期開催しています。
また弊社で運営している日本人事労務コンサルタントグループでは全国各地で年間100
本ほどのセミナーを運営していますが、そちらにも
運営を兼ねて、参加することができます。ここでは
超一流の講師陣と直接やり取りすることができ、
プロとして大きな刺激を受けることもできます。
※その他詳細は次ページ

OJTとしては、先輩社員による丁寧な指導は当然
として、大津章敬や服部英治など社労士会など
でも講師を務める先輩社員の顧問先やコンサル
先に同行し、そのノウハウを学ぶことができます。



人材育成・研修制度
2017年からは人材育成の取り組みを更に強化

2017年は改めて人材育成の仕組みを見直そうということで、以下の各種教育制度の整備を進めています。
①階層別教育
OFF-JTは以下のコースを設定し、各人のレベルにあった教育を通じて、効果的な人材育成を進めていきます。

(1)全体教育
法改正など全体で理解しておかなければならない基本情報を共有します。

(2)アドバンスコース
急増している中堅～上場クラスの企業の人事労務相談に対応するために必要な専門知識や関連知識を
習得します。
(3)エントリーコース
年度更新などのイベント前の基礎研修や就業規則・協定
類整備の基礎などを習得します。
②キャリアパスの明確化
③初任者教育
新入社員に対する教育は、組織の生産性向上だけでなく、
本人の職業人生においても極めて重要なものです。そこで
新入社員には以下のような対応を重点的に実施します。
(1)初任者チェックリストの作成と定期チェック
(2)新人ペア制の採用
(3)キャリア面談

このような小規模の勉強会も開催



過重労働を防止する諸ルール
社労士として「働き方改革」を先導

近年、働き方改革や過重労働対策が多くの企業で進められています。当社では企業のそうした働き方改革のコンサルティ

ングを行っていますが、それを先導する社労士が過重労働をしているようでは話になりません。そこで当社では36協定遵守は

当然として、過重労働対策として以下のような対策を行っています。

①午後9時以降の就業は禁止

万が一、就業する必要がある場合には、マネージャー決裁の上で、リーダー以上が同席し、その業務を支援するというルー

ルを導入しています。そのような仕組みにしていることもあり、過去1年間で午後9時を超えたのは1回（その日も9時半過ぎには

終了）しかありません。ちなみに午前7時以前の出社も禁止（始業時刻前の早出出勤の場合は事前申請・マネージャー決

裁で管理）していますので、事実上10時間以上の勤務間インターバルを導入しているのと同じ状況になっています。

②土曜日出勤はマネージャー決裁、日曜日出勤は原則禁止

社労士として多くの企業の労務管理を見ていますが、長時間労働の原因は日々の残業

よりも休日出勤にあると感じています。そこで当社では日曜日出勤は原則禁止とし、土曜

日に出勤する場合にもマネージャーの事前決裁を受ける仕組みを導入しています。

このような環境ですので、プロフェッショナルとして様々な勉強を行い、自分の価値を高めて

いく、そして同時に家族や友人、地域との大切な時間を確保することができます。いい仕事

を行うためにはメリハリのある生活が不可欠だと考えています。

創業の地、熱田にあった旧本館



佐藤和之(31歳・社会保険労務士)

大学卒業後、新卒で名南経営に入社しました。入社した
頃は社労士の基本業務である人事労務手続きや給与
計算業務等が中心でしたが、いまでは上場企業から中
堅企業の人事労務相談顧問を多く担当しながら、海外
人事労務サービス支援（例：駐在員規程等の整備）や
企業のＭ＆Ａ・事業再編の労務面の支援、各種セミ
ナー講師等を手掛けています。個性的な先輩達に助け
てもらいながら、自分のやりたいことがいろいろと実現でき
ることは当社の強みではないかと思います。

遠方への出張もあり、
現地でおいしいものを
食べ過ぎて体格がよく
なってしまうことが最近
の悩みです(笑)。

先輩の声を聞いてみよう



健康経営優良法人2017に選出

当社では、健全な事業運営のためには、メンバー
の健康が不可欠であると考えています。2016年はそ
のキックオフとして、ウェルネスの講師を招聘しての
講座を1年間開催し、それ以降、朝礼時のストレッチ
や部門運動会、ウォーキングイベントなどを開催して
います。

その取り組みが認められ、経済産業省の健康経営
優良法人2017認定法人として選定されています。

人、そしてその健康こそ事業の根幹

2016年に行った部門運動会の模様



女性活躍の取り組み

名南コンサルティングネットワークは、全体でも男
女比はほぼ半々となっていますが、社労士法人
は中でも女性比率が高く、約20名の女性が活
躍しています。

その取り組みは各方面で評価を受けており、名
古屋市の女性の活躍推進企業認定、そして愛
知県のあいち女性輝きカンパニー認証を受けて
います。

名南労務は多くの女性が支えています



書籍出版の取り組み

大津章敬、服部英治を中心に多くの書
籍を出版しており、その総数は30冊近くに
なります。ここまでの書籍を出版している
社労士事務所は中部圏では例がなく、
全国的に見てもトップクラスでしょう。また
2017年5月には約10名のメンバーで共著
した書籍も出版しました。著書を持つとい
う夢にもっとも近い社労士事務所です。

社労士業界トップクラスの出版実績



専門誌等執筆の取り組み

書籍の出版に止まらず、経営系の雑誌、人事労
務系の専門誌、新聞などで、多くのメンバーが連
載記事や特集記事の執筆を行っています。

書籍の出版の前には、こうした雑誌等での執筆の
機会があるでしょう。なお、執筆の際には先輩がア
ドバイス、添削をしてくれるので安心です。

多くのメンバーが執筆しています

http://livedoor.blogimg.jp/roumucom/imgs/c/a/ca18a975.jpg


応募要項
多くのエントリーをお待ちしています

社会保険労務士法人名南経営の現状をお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか？当社では、
社労士、そして人事労務コンサルタントとして活躍できる環境を用意して、みなさんのエントリーを
お待ちしています。エントリー方法は以下のとおりです。
提出書類
1. 履歴書（直近３ヵ月以内の写真を貼付。電子メールアドレスを記載のこと）
2. 職務経歴書（パソコンにて作成すること。形式自由）
3. 志望理由書（１０００字以内。Ａ４用紙１枚に横書き、「です」「ます」調。

パソコンにて作成）
送付先
上記の提出書類１～３を以下まで郵送でお送り下さい。書類選考通過者には、
別途電子メールにてご連絡させて頂きます。それでは多くのエントリーをお待ちして
います。
〒４５０－６３３３
名古屋市中村区名駅１丁目１番１号 ＪＰタワー名古屋３３階
社会保険労務士法人名南経営 採用担当者宛



応募資格等
このような人材を求めています

応募資格
１．社会人経験が３年以上あること
２．社会保険労務士の資格の有無は問いませんが、有資格者は歓迎します。
勤務地
ＪＰタワー名古屋（名古屋駅）※現時点では転勤の可能性は極めて低いですが、将来的な可能性を排除するものではありません。
募集人員
若干名
想定する人材像
○素直で勉強熱心な方
○自己ストレスコントロールができる方
○社会人としての常識、良識を備えている方
○コミュニケーション能力がある方
○指示を待つことなく、自ら状況を考えて動くことができる方
○前向きで明るく、健康な方

繁忙期明けの打ち上げで行ったビアガーデン



処遇等
みなさんの能力や貢献をしっかり評価します

給与・賞与
【総合職】年俸372万円以上

※能力・経験により加算
【一般職】月給19万円～30万円
➢ いずれも別途、通勤手当、時間外割増賃金、

フリンジベネフィット手当（勤続2年経過後）、定
期賞与（夏・冬）を支給。

➢ 業績により期末（9月）には決算賞与を支給。
所定労働時間
午前9時～午後6時（休憩1時間）
育児、介護などによる短時間勤務等あり

休日休暇
年間休日120日（所定休日115日＋特定指定給5
日）、夏季・年末年始・年次有給休暇、特別休暇
（慶弔他）、育児休業、介護休業など
※特定の繁忙期を除き、基本的に土日祝日はお休み

福利厚生
昇給年1回（4月）、各種社会保険完備(雇用・労
災・健康・厚生年金)、財形貯蓄、選択型確定拠
出年金、研修（社内・社外・海外）、厚生会、リ
ゾートホテル会員利用（エクシブ琵琶湖他）、社員
旅行(年1回)、クラブ活動（野球・テニス・ゴルフ・ア
ウトドア他）

職場の仲間で行ったキャンプの様子



Ｑ＆Ａ
みなさんの疑問にお答えします

Ｑ１．現在開業をしています。応募できますか？
Ａ１．できます。

Ｑ２．飛び込み営業などの営業はありますか？
Ａ２．当社のクライアントは紹介等によって関与させて頂くこと

がほとんどですので、飛び込み営業はありません。

Ｑ３．年次有給休暇は取得できる環境ですか？
Ａ３．効率よく業務を遂行することにより十分取得はできます。

取得することによって白い目で見られる職場環境では
なく、多くのメンバーは毎年、海外旅行等をしています。

Ｑ４．深夜労働はありますか？
Ａ４．会社ルールにおいて午後９時以降の居残りは禁止を

しておりますのでありません。

Ｑ５．休日出勤はありますか？
Ａ５．基本的にはありません。なお、クライアントの都合等に

よりやむを得ず休日出勤をした場合には振替休暇を
取得して頂きます。

Ｑ６．いますぐに転職することはできませんが、いずれ応募し
たいと考えています。

Ａ６．そのような方のために登録制度を用意しております。

Ｑ７．実務経験がないのですが、応募できるのでしょうか？
Ａ７．応募いただけます。入社後、多くの実務経験を積んで

行っていただければと思います。

Ｑ８．何か自分で企画をすることはできますか？
Ａ８．できます。クライアントのためになる企画であれば大歓

迎です。

Ｑ９．不採用となった場合、その理由は教えて頂けますか？
Ａ９．申し訳ございませんが、理由はお伝えできません。

Ｑ10．どのような経歴の方が部内にいますか？
Ａ10．元システムエンジニア、社会人大学院卒業者、製造

業総務担当者、元社会保険労務士事務所経験者
等がいます。



お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください

採用に関するお問い合わせは以下までお願いします。

社会保険労務士法人名南経営
名古屋市中村区名駅一丁目１番１号 JPタワー名古屋 33階

採用担当 大津章敬

akinoriotsu@meinan.net
052-589-2355

なお、名南経営の雰囲気を知っていただくためには、地
元若手社労士の交流のために弊社が主催している名
古屋社労士探究会に参加いただくのもよいと思います。
繁忙期を除き、概ね毎月、勉強会と懇親会を開催し、
多くの弊社スタッフも参加しています。

名古屋社労士探究会
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