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【特集】首長訪問 〈第5回〉
～梅田修一久喜市長に聞く～

次の世代も住み続けたいと思える、まちづくりを目指して

　各地区会の幹事メンバーと広報委員が連携し、市町村の首長を訪問する特集の第5回
は久喜市長のインタビューです。魅力ある街づくりを目指して奮闘される梅田修一久喜市
長に、久喜市中小企業・小規模企業振興基本条例について、また、魅力あるまちづくりへ
の取り組みについてお聞きしました。

写真左より埼葛地区会 関根佐平氏、水野浩美氏、梅田修一久喜市長、
吉成直人氏、白石博己氏（ （
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です。その後、任意団体、デイケア施設、NPO設
立、社会福祉法人設立、多機能型事業所らいぶを
開所し今に至ります。ちなみに、現在のらいぶを
建てた際に関わった方からの紹介で同友会に入会
しました。

■仲間
　らいぶは初めから他の施設で断られるような
（障害の程度が）重度の仲間がいられる場所を作
ろうとしてきました。しかし重度であっても、とて
も才能がある仲間達ばかりだそうです。もちろん、
数字が読めないなどの個性はあるので、一人一人
が働けるような工夫は必要ですが、緻密なビーズ
アクセサリーを作ったりと何時間でも集中して作
業ができることが強みです。
　また、仲間達と旅行、初詣、たたら祭り（川口の
お祭り）出展、市役所等での作った商品販売など、
色々な年間行事もあり、仲間・職員・父兄の交流が
多いそうです。

■地域とのかかわり
　地域との関わりは、大変多いのですが、特に川
口市との２つの協定を紹介します。
【環境美化活動について】
　もともとは、「障害者が地域でお世話になるば
かりでなく、らいぶ周辺の掃除をしようじゃない
か」と始めた美化活動に市の方から協定の申出を
頂き、条例に合意した地域美化推進チーム「らい
ぶ」として地域の美化活動を行っています。
【災害時における合意について】
　川口市との合意により、災害発生時に通常の避
難所での生活が困難な要援護者の方がらいぶに
て避難生活が出来るように協定を結んでいます。

■これから
　実は、生活介護という言葉が、ただお世話をし
てもらうだけのように聞こえるので井出さんは嫌
いだそうです。生活介護の仲間でも、はじめは出
来なくても経験を重ねることで少しずつ出来るこ
とが増え、しっかりと働けるのに経験する場がない
と、ずっと何もできないままになってしまうと井出
さんは言います。
　そして、今後は、らいぶに通う仲間がどうすれば
自立できるのか、一人の人間としてどう暮らして
いくのか、が一番の課題だそうです。

（川口地区会 坂本武蔵 記）

井出 信男
いで  のぶお

社会福祉法人 ごきげんらいぶ 理事長
川口地区会
埼玉県川口市西新井宿1159-1
TEL：048-290-3000
FAX：048-290-3005

　いつも穏やかな笑顔の井出さんは、川口ジャン
クションの近く、川口市西新井宿で多機能型事業
所（生活介護・就労継続支援B型）らいぶと相談支
援事業所を経営しています。同友会では、川口地
区会のみならず、障害者雇用推進委員会において
も活躍されています。

　事業所らいぶは、
築６年、総床面積約
９００㎡（２階建）の大
変綺麗な施設です。
１階にはクリーン室
付きの味噌づくりの
作業所（発酵室・パッ
ケージ作業所）があり、就労継続支援の仕事の１
つとして、麦味噌や米味噌を作っています。他に
は、ビーズアクセサリーなども作成していて、特に
ビーズアクセサリーは川口駅前のそごうで販売さ
れていたこともある高品質なものです。（味噌は
現在も販売中）
　事業所では、利用者のことを「仲間」と呼んでお
り、職員や仲間の家族も一緒に、いつも和やかな
空気が流れています。

■事業を始めるきっかけ
　井出さんは、５人兄弟末っ子で、一人だけ戦後、
舘林の疎開先で生まれ、負けん気が強かったそう
です。大学卒業時、東京都信用金庫協会の面接を
受けた際、面接官と中小企業について議論をしか
けましたが、面接官から必ず来るよう言われ就職
したそうです。その後、友人に何度もお願いされ
て、とある障害者施設を経営する法人の経営再建
に携わるようになります。その時、施設の利用者
を初めて見て、「こんなに明るい子達がいるのか」
と驚いたそうです。しかし、法人の財政は厳しく、
何度も理事と話し合いをしました。その際、５００
点ほどあった商品の損益分岐点を１つずつ作成し
説明を重ねることで理解してもらい、利用者の父
兄と一丸になって財政を立て直しました。
　５年で、経営再建も終わり、次は何をしようかと
考えていたところ、上記施設の父兄の一部の方か
ら別に施設を作って欲しいと頼み込まれました。
何度か断ったものの、引き受けることを決断しま
す。ただ、大きい施設は、職員や利用者、父兄の
交流が少なく関係性が希薄化してしまうので、小
さな施設を作ることを引き受けの条件としたそう
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特　　集 ひ ろ ば

【聞き手】
吉成直人埼葛地区会長、
水野浩美、関根佐平、白石博己
（埼葛地区会）

●梅田市長におかれましては「 3つの柱」を掲げられ、「オールくき
でチェンジ」の精神でスピード感をもって未来につなぐまちづくり
を目指しておられますがその意気込みについてお聞かせくださ
い。また、久喜市合併から10周年を迎えての心境などをお聞かせ
下さい。
　本市の人口は、平成２２年の国勢調査以降、緩やかな減少傾向
が続いており、これからの社会の担い手である子どもたちや、若い
世代の人口減少が続くと、本市が衰退していくのではないかと危
機感を感じています。
　一方、本市は、豊かな自然環境を有するとともに、鉄道の利便性
やアクセスのよい高速道路網に恵まれた都市として、魅力的かつ
発展可能性が高いと実感しています。
　そのような中、私は、将来を見据え、本市の強みを最大限に発揮
し、埼玉県東北部の中心となる都市として発展させていきたいと
考えており、市のさまざまな取組みの良い部分はしっかりと継承し
つつ、もっと良くして改革が必要なものはチェンジさせ、次の世代
を担う子どもたちからお年寄りまで、あらゆる世代が「ずっと久喜
市に住み続けたい」と思えるような、より魅力のあるまちづくりを

目指しています。
　私の公約には、直ちに実行できるものだけでなく、関係者との協
議や調整を要し時間を要するものもありますが、一つひとつの政
策実現に向け、強い意志とスピード感を持って推し進めなければな
らないと考えています。
　本市は、市民が主役のまちづくりを基本理念に掲げ、多くの市民
や団体の皆様が活躍しており、先人が培ってきた地域資源は一層
充実し、人と人、地域と人とのつながりも大きな広がりを見せてい
ると感じています。
　久喜市のさらなる発展に向け、市民の皆様の活力は必要不可欠
でありますことから、これからも市民の皆様の声に耳を傾けるとと
もに知恵を出し合い、共に歩んでいきたいと思っています。　

●政策における9つの基本方針について、整備することで、どのよ
うに久喜市の魅力が倍増するとお考えでしょうか？また住みたいま
ちづくりについてどのようなビジョンをお持ちでしょうか？
　日本全体で人口減少が進行するなか、本市においても例外では
なく、各自治体の創意工夫が求められていると認識しています。
　人口の定住等には、都市環境や交通、教育、福祉、医療など総合
的なまちづくりが必要であり、将来を見据えた視点で、着実な取組
みが重要となると考えています。そのためにも、まちの顔となる「久
喜駅周辺のまちづくり」や圏央道ジャンクションを中心とした基盤
整備など、地の利を生かした施策を展開することにより、企業の進
出や交流人口の拡大が大いに期待されると思っています。
　これからの市街地整備については、それぞれが持つ特性に応じ
た地域の潜在力を引き出す土地利用を図っていく必要があるもの
と考えております。このようなことから、駅前周辺の市街地におけ

【特集】

～梅田修一 久喜市長に聞く～
次の世代も住み続けたいと思える、

まちづくりを目指して

「次の世代がずっと久喜市に住み続けたい
と思えるような、魅力あるまちづくりを目
指したい」と語る梅田修一市長。未来を見
据えたまちづくりへの思いや、施策、取り
組みについて、埼葛地区会メンバーが訪
問してお話をお聞きしました。
市長からは「これまでにない価値を創造し、
その活躍の場を広げていくことを期待して
いる」とのエールをいただきました。

 〈第5回〉

梅
田
修
一 久喜市長

首長訪問

編 集 後 記
　自分が住んでいる埼玉でも、聞いたことはあるけれど行ったこと
がない場所って意外とありますよね。
　私は、同友会事務局に入る前に、他県で観光の仕事もしていたの
で、地域に人が来てくれるのがうれしい！のですが、よくよく考え
てみると、地元でも知らないことや行ったことがない場所がいくつ
もあります。
　友達が来た時にあちこち案内をしながら一緒に埼玉を楽しみた
いと思っていますので、県内各地から集まっている同友会の会員さ
んだからこそ知っている場所やオススメスポット、美味しいものが
ありましたら、ぜひ教えてください!!　　　　（事務局 田嶋清美 記）

 １日（金） 正副代表理事会議
 ５日（火） 川口幹事会、大宮東幹事会、さくら幹事会、東彩幹事会、
  彩北幹事会・学習会、川越幹事会、埼葛幹事会、大宮南幹事会
 ６日（水） むさし野幹事会、西部幹事会、中部幹事会、浦和幹事会
 ７日（木） 戸田・蕨幹事会、北部幹事会、東部幹事会
 ８日（金) 仕事づくり委員会オープン学習会、大宮中央幹事会
11日（月） 障害者雇用推進委員会
13日（水） 共同求人委員会、広報委員会
14日 (木） 経営労働委員会、大宮中央例会
15日（金） 全研実行委員会（総括会議）
16日（土） 経営指針づくりセミナー【経営指針発表会】
18日（月） 第４回会員拡大会議、さくら・中部合同例会、彩北例会
 東彩例会、埼葛例会
19日（火） 川口例会、川越例会
20日（水） 障害者雇用推進委員会、浦和例会、むさし野例会
21日（木） 大宮南例会、東部例会、戸田・蕨例会、西部例会
22日（金） 大宮東例会
24日（日） 埼玉jobway合同企業説明会④、北部例会～25日（月）
25日（月） 政策委員会、青年部例会
26日（火） 大宮ブロック会議、社員教育委員会
27日（水） 第３回委員長会議
28日（木） 第３回地区会長会議、青年部幹事会
29日（金） ファムオープン学習会

同友会日誌　11月１日～30日 会員数 2020年1月9日現在

地区会名 会員数 地区会名 会員数 地区会名

川　　口

戸田・蕨

浦　　和

大 宮 東

大宮中央

北　　部

川　　越

さ く ら

東　　彩

彩　　北

埼　　葛

大 宮 南

西　　部

むさし野

東　　部

中　　部

46

56

83

43

37

89

44

123

134

49

52 計

37

83

90

60

18

1044

会員数

《住所・TEL・FAX 変更》
東部地区会 ㈱電翔 竹内達也会員
  〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町3-33
  越谷東駅前ビル202
  TEL：048-940-0118 FAX：048-940-0119
《住所変更》
大宮南地区会 me life woman 岩見真里子会員
  〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-18
大宮南地区会 ㈱R＆G 吉田忠義会員
  〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町
  1-51-1 三石ビル４F
埼葛地区会 アンカルク㈱ 赤井美津江会員
  〒345-0821 埼玉県南埼玉郡宮代町中央2-2-30
浦和地区会 総合保険事務所 ほけんのヨシムラ　吉村篤会員
  〒339-0067　埼玉県さいたま市岩槻区西町4-4-12

《TEL・FAX 変更》
中部地区会 丸和工業㈱ 矢部利人会員
  TEL：048-543-1108 FAX：048-540-0808
《役職変更》
東部地区会 ㈱第一経営相談所 吉村浩平会員
  取締役へ
東部地区会 ㈱第一経営相談所 薊喜美雄会員
  代表取締役へ
大宮東地区会 ㈱サイボウ 吉岡勇人会員
  専務取締役へ　

会員information新たな辞書の1ページ　新入会員紹介　（12/1～1/1)

厚川俊明
㈱ファミーユ厚川
川口地区会

森永雅幸
財務フューチャー
戸田・蕨地区会

薬局運営、在宅医療用品の
販売、処方箋調剤、地域イ
ベントの企画・運営

財務コンサルタント、経営支援 
資金調達、資金繰り改善、銀行格
付改善、その他の中小企業支援

古﨑 千穂
㈱りぼんコンサルティング
むさし野地区会
商品リニューアル専門コンサルタ
ント（中小企業経営者向けの商品
企画コンサルティングサービス他）

嶋田哲裕
FPオフィス L&F
浦和地区会
ファイナンシャルプランニ
ング業

埼玉中小企業家同友会元代表理事・中同協前財務委員会
委員長 山口 勝治（やまぐち かつじ）氏が逝去　

　埼玉同友会元代表理事の山口勝治氏（㈱タイ
ホー代表取締役会長）が2020年1月6日に逝去
されました。享年81歳。
　山口氏は1984年に入会され、1995年から
1999年まで代表理事として埼玉同友会における
運動の牽引役として尽力し、会内においては正副
代表理事の職務分担と理事会の運営ルールを見
事に整備されました。中同協では2002年から

2006年迄務めた財務委員会でその手腕を発揮し、温和な性格で皆を
まとめ上げ今日の財務委員会の発展に寄与されました。
　1992年に出版された『「小さな大企業」のすすめ』はバブル崩壊直
後に新時代の経営のあり方を提唱した書としてマスコミの注目を集め
「小さな大企業」という言葉が時代のキーワードにもなりました。
　多忙な日々の中で描く、趣味の油絵は玄人はだしで週末の田舎暮ら
しや野菜づくりなどゆったりとした自然派志向の魅力的な方でもありま
した。埼玉の「ミスター同友会」のご冥福をお祈りいたします。

【訃　報】
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○太田代表理事挨拶
年末にあたり今年も同友会活動を続けてきて良い会社、良い経営者になった
か、同友会の三つの目的の総合実践はできたか、自問自答を含め考えましょう。
来年もよろしくお願い致します。

　議事（審議事項・協議事項・報告事項・連絡事項）　

協議事項・審議事項
１. 第47回定時総会についての検討（報告者：三角・沼田副代表理事）
第47回定時総会を2020年4月18日（土）に新都心ビジネス交流プラザ4階で
埼葛地区会の設営の下、咋年と同様の内容で第一部は総会、第二部は記
念講演、第三部は懇親会の3部構成で開催する予定。記念講演について
は4名の記念講演候補者の優先交渉順位を決定した。①加藤愛知同友会
会長から順次、事務局が交渉していく事となった。
次に第１回議案検討プロジェクト会議で討議した2019年度活動総括案を沼
田副代表理事が説明した。今後、議案検討プロジェクト及び正副代表理事
会議にて総括案を修正し次月の理事会で再度協議して行く。2020年度方
針については議案プロジェクト会議で骨子を検討中、次月の理事会で次年
度方針案を提示していく予定。

2．承認 2020年度全県経営研究集会について
    （報告者：出野理事（大宮南地区会長））
2020年度全県経営研究集会の設営担当の大宮南地区会の出野会長より
次年度の開催日時と開催会場について報告があり協議の後、審議し承認と
なった。
・開催日時：2020年10月29日（木）13時～、開催場所：大宮ソニックシティ

3．承認 埼玉同友会ホームページリニューアルについて
   （報告者：鈴木広報委員長）
埼玉同友会のホームページ（HP）をスマホ対応等もできるようにして会員拡
大に活用、同友会運動の周知、対外広報の強化を図る等を可能にするた
めHPのリニューアルの提案があった。多大な費用がかかる為、次年度予算
に反映させるべく協議の後、審議となり承認された。
討議内質問１：予算の提示があるが実際の見積もり金額については後日出
てくるのか。→その通りで今回は予算組みの為の概算提示をしたが、制作会
社募集でもこの金額の範囲内で実施する。
討議内質問2：作成の為の概算予算が出ているが年間予算の目途としては
どうか。→2018年度200万、2019年度35万を情報化積み立てとして予算計
上している。この繰り越し分も含め現時点の概算予算では対応可能。

4．埼玉同友会10年ビジョンについて（吉田副代表理事）
11月に香川同友会を訪問し、10年ビジョンの作成方法等のヒアリングをしてき
た。香川の第7次10年ビジョンは完成迄約3年を要したとの事。埼玉も今後ビ
ジョン委員会を立ち上げて2030年を目指して作成をしていく。特に未来に向
かってのビジョンになるので青年部の方にも是非参加して頂きたい。

報告事項
1．全県経営研究集会収支途中報告について（報告者：吉田全研実行委員長）
収入は予算3,300,000円、実績3,105,000円、支出は予算3,300,000円、実績
2,922,295円で残高としては182,705円となった。まだ入金や支出もあるので
仮決算として報告。
2.県への政策提言について（報告者：新井政策委員長）

11月6日に埼玉県に対し、産業政策を中心に次年度の政策の提言、要望を
実施した。今年は例年と比較すると要望提案が少なかった。次年度以降、
地区会、委員会等から出る要望・提言を入れて臨みたい。
3.地区会長会議（報告者：小山副代表理事）
11月28日に第3回の地区会長会議を開催した。議題としては ①全研の各地
区会の総括 ②2019年度各地区会の前期の振り返りを実施 ③次年度地区
会選出理事推薦の依頼等について討議した。
4.委員長会議報告（報告者：三角副代表理事）
11月27日に第3回の委員長会議を開催し、最初に委員長会議のあり方を皆
で確認した。その後2019年度各委員会の前期の振り返りを実施。続いて今
後のオープン学習会等について討議した。
5.2019年度経営指針セミナー報告（報告者：満生委員長）
2019年度のセミナー修了式及び指針発表会を実施した。今年は24名の受
講者の内、23名が発表まで漕ぎ着けた。次年度以降の経営指針セミナーに
ついては事務局の負担軽減等も考慮した結果、平日開催を予定している。
次年度以降も受講生は経営者若しくは事業承継者で今後雇用を検討して
いる方とする。（事業承継者の参加の場合は承継の時期が明確な方のみの
参加とする）
6.役員選考委員会発足について（報告者：米山副代表理事）
①11月地区会長会議、委員長会議にて各推薦依頼を実施。1月17日締め切り
②12月上旬、2月上旬に役員選考会議を開催。（委員：副代表理事、地区
会長、委員長会議推薦理事4名で構成）

③2月21日に役員内定者リストを理事会に報告予定。
7. 議案作成プロジェクト発足について（報告者：沼田副代表理事）
正副代表理事他11名で構成。12月～ 1月で4回開催予定。すでに第1回会
議を開催している。現在骨子を検討中、次回の会議で骨子を元に草案を作
成していく。2月に理事会にて協議して3月に審議を行い総会に上程していく。
8.その他
・彩の国ビジネスアリーナ出展について〈2020年1月29日（水）～30日（木）〉
2019年度に会外広報強化の為、昨年は東彩地区会が出展した彩の国ビジ
ネスアリーナに埼玉同友会として出展する。これにより少しでも埼玉同友会を
周知していきたい。是非応援に来てください。
・入会還元金報告
2019年度の会員拡大策の一環である入会還元金を10月以降12月までに入
会のあった地区会に贈呈した。
川口1名、戸田・蕨1名、むさし野2名、東部5名、さくら1名、川越1名の 全6
地区に入会金を還元した。
・2020年度広報委員選出のお願い　
2020年度各地区会の広報委員の選出依頼があった。3月末日が締め切り
・ＰＲ【第50回中小企業問題全国研究集会in京都】
 2020年2月13日（木）～14日（金）
　参加目標 20名、現在 18名
　あと一歩で参加目標は達成。奮って参加して頂きたい。
・大東文化大学インターンシップについて
共同求人委員会では2020年度に従来の大正大学、拓殖大学の寄付講座
のほかに大東文化大学のインターシップを受け入れることとなった。是非受
け入れを検討できる企業があれば、事務局まで連絡して頂きたい。
・沖縄首里城再建支援について (沖縄同友会)
沖縄同友会では消失した首里城の再興のための支援金を集めることとなり
ました。正副代表理事会議では支援金を検討していますが、会員の方でも
支援をして頂ける方は振込手数料無料口座に支援金のお振り込みをよろし
くお願いします。
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るビジネスチャンスの拡大や、住環境の整備に向け、土地の高度か
つ有効な利用が図れるよう、都市計画をしっかりと見直し、人の賑
わいの創出や、更なる活性化に向けた市街地の整備を進めていき
ます。

●「まちのつくり方改革」の基本方針（※資料参照）の中の項目④
について、具体的な支援または、構想などをお聞かせ下さい。
　項目④に係る具体的な支援につきましては、今年度からの試みと
して、これから創業する方や新たなビジネスプランを持つ中小企業
者等を発掘するとともに、創業間もない方を支援するなど、久喜市
内をビジネス拠点としていただける事業者の創出を目的に、ビジネ
スプランを全国から募集するビジネスコンテスト事業を実施します。
　事業の内容は、募集したビジネスプランについて書類審査、プレ
ゼンテーション審査を行いグランプリ当日に、100名以上を収容
できる施設でビジネスプランの発表・表彰を実施します。応募者は
商工会や地域の経済団体などとの人脈を得る機会にもなり、足を
運んでいただいた来場者の方に対しては創業の普及・啓発を行え
るものと見込んでおります。また、コンテスト応募者で未操業の方
がいる場合は、本人の希望に応じて創業までのフォローアップも行
います。
　また、例年実施している支援策として、市内の空き店舗を活用し
て創業を行った事業者に対して補助金の交付を実施しております。
更に、久喜市商工会との共催事業として、創業を考えている方を対
象とした創業塾を実施しております。こちらにつきましては、昨年度
は美容業・理容業へとジャンルを絞った創業塾も実施し、幅広い方
が足を運びやすくなるような創業支援事業を実施しております。

●外部環境がもたらす機会と脅威について、久喜市にあてはめる
としたら、それぞれ何だとお考えでしょうか。
　機会は、鉄道の利便性やアクセスのよい高速道路網を有する恵
まれた都市環境だと考えています。
　脅威は、一つ目に少子・高齢社会に応じた社会資本の適切な維
持管理、整備、二つ目は、安定的な財源確保と持続可能な行政サー
ビスの維持、継続、三つ目は自治体による企業誘致競争の激化と
考えています。

●中小企業・小規模企業振興基本条例が平成29年に制定されま
した。この条例では中小企業・小規模企業の振興を重点課題と位
置づけていますが、中小企業の立場からみて、どのように関わる
べきか、具体的な関わり方の構想などがあればお聞かせ下さい。
また、施策を推進するにあたり、市長が中小企業へ求めることなど
があれば、お聞かせください。
　市政の重点課題として位置付けている「中小企業・小規模企業
の振興を図ること」は、働きやすい就業環境の整備、賑わいの創出
につながり、地域の活性化に寄与することとなるものと認識してお
ります。
　このため、市は、「創業又は新事業の創出のための施策」や「雇用
の促進」「販路及び受注機会の拡大」「商店街等のまちづくり環境
整備」への支援など、中小企業・小規模企業の振興に関する総合的
な施策を推進しているところでございます。
　これらの施策を実りあるものとするためには、市や市民、事業者、
経済団体等がそれぞれの役割を踏まえ、一体となって推進するこ
とが重要であると考えており、中小企業・小規模企業の皆様には、
本市が実施する中小企業・小規模企業振興施策に積極的に関わり
を持ってもらい、連携・協力を頂きたいと考えております。

　また、中小企業・小規模企業の皆様にお願いしたいことが、三点
ございます。一つは、市内中小企業・小規模企業の経営基盤が強
化され、持続的に発展できる「強い」久喜市とするため、各企業の
皆様には、経営基盤の強化、人材育成及び雇用環境の充実に取り
組んでいただき、従業員が生きがいと働きがいを得ることができ
る職場づくりに努めていただきたいと思います。
　二つ目は、小さな企業であってもこれまでにない価値を創造し、
活躍の場を広げられる「元気な」久喜市とするため、自らの事業活
動の向上、改善に努めていただきたいと思います。
　三点目に、企業にも人にも選ばれる「魅力ある」久喜市となるよ
う、各企業の皆様には、地域社会を構成する一員として暮らしやす
い地域社会の実現にご協力を頂きたいと思います。
　本市といたしましても、中小企業・小規模企業の振興のための各
種施策を着実に実行してまいりたいと考えておりますので、連携を
強化し、一緒に「強くて、元気で、魅力ある久喜市」を築いていきた
いと思います。

●最後に中小企業家同友会 企業に期待することや、メッセージな
どお願いします。
　本市において、中小企業・小規模企業は久喜市の地域経済を支
え、多様な雇用と賑わいの創出に大きく貢献していただいており、
中小企業家同友会の皆様には、その経営の向上・改善に積極的に
取り組んでいただき、心から敬意を表するとともに厚く御礼申し上
げます。これもひとえに、企業の皆様がそれぞれの創意工夫とた
ゆまぬ努力によって培ってきた技術や製品・商品、サービスの価値
を日々高めることに尽力してきた結果だと考えております。今後
も、これまでにない価値を創造し、その活躍の場を広げていくこと
を期待するとともに、本市もその経営課題の解決や経営基盤の強
化といった持続的な発展を支えるための方策を推進してまいりま
すので、同友会の皆様には今まで以上の連携の強化をお願いいた
します。

※この記事は2019年10月30日に行われた取材に基づいたものです。

久喜市「まちのつくり方改革」の基本方針 ①東京一極集中を是正し、若者の定住促
進、活躍の場を創出 ②土地の高度利用促進、駅前市街地の整備 ③圏央道ジャンク
ションを中心に物流拠点としてのインフラ整備 ④久喜市で新たなビジネスに挑戦す
る起業家支援、女性の創業支援 ⑤市民ランナーの聖地化などスポーツ振興策を推進 
⑥シティセールスを推進し、久喜市の魅力を世界に発信 ⑦全ての子どもたちにチャ
ンスのある教育環境を整備 ⑧農業の６次産業化を図り、観光農園の整備を促進 ⑨シ
ニア世代が更に輝き、活躍する久喜市を創造

【参考資料】

《 2020年度スローガン》「人間尊重の経営」と「強靭な経営体質の企業」で豊かな地域づくりに貢献しよう

◆日時：2019年12月20日（金）18：30～20：30
◆会場：新都心ビジネス交流プラザ4F
◆司会・議長：石原理事 

埼玉中小企業家同友会 ２０１9年度 第4回理事会議事録

◆議事録署名者：沼田副代表理事
◆議事録作成者：清水事務局長

県
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地区会だより

　様々な不況を乗り越えてきた高橋氏。（バブル崩壊、ITバ
ブル、リーマンショック等）現在は社員180名のトップに立
ち、何歳になっても勉強は必要で学ぶことをやめてしまうと
後退しか残されてないと語ります。同友会との出会いは、人
手不足脱却のために共同求人活動に参加したことでした。
　自社へは25歳で入社しましたが「暗い会社」というのが第
一印象だったそうです。社内には何も発しない社員、「どうし
ましょうか？」と自分で考えることをしない社員が多数でした。
そこで製造五訓を作ったところ、社員が自ら考え行動するよ
うになります。五訓の一つに【データで示せ、感覚で発言す
るな】というものがあり、精密部品を作っている三矢精工の
強みになっているなと感じました。
　また、「不況時に雇用に手をつけてはいけないのか？」と中
小企業の経営者が直面する経営判断に一石を投じる投げか
けもあり、『経営を守るのが最重要である』という考えと『雇
用に対する責任の重さ』とを、深く考えさせられる例会でし
た。
　グループ討論も活発に行われ、企業の価値を下げなけれ
ばニーズはある（高い技術力を持ち値下げはしない）、利益
の出せるビジネスモデルを確立させる、会社を理解してくれ
る人材を育てる等、不況時に経営者は何をするべきかについ
てたくさんの意見が出ました。　　　　　 　　（林俊治 記）

【彩北地区会11月例会】

明日から不況になります！
あなたは何をしますか？

報告者：高橋尚樹氏 〈三矢精工㈱ 代表取締役社長 北部地区会〉

　「私の一番の宝は娘です。娘がいるから頑張れるんです。」
いつも笑顔で元気いっぱいの美緒さんの報告に、多くのゲ
スト、他地区の皆さんが参加して合同例会が開催されまし
た。東日本大震災後に自分の命の使い方、使命は何かと自
問自答し、今の世の中を子どもたちに繋いていくのが自分の
使命と定め、経営をスタート。多くの課題に直面し、自分らし
さも笑顔も失ったことがある中で、宝を探しに同友会に入会
し経営指針セミナーを受講。広がる宝の地図にコンパス（ぶ
れない理念・方針）を置き、全てが顧客に向くように経営を進
めてきたそうです。大地から伸びる一本の大きな木に例えて
分かりやすく説明されるところは、さすがは元教師です。
　人が生きる経営をしていたはずが、実は人が生きない、伸

さくら地区会・中部地区会11月合同例会

同友会は経営者にとって宝の山！
 ～宝を見つけに来ませんか～

報告者：鈴木美緒氏 〈㈱ｇｒａｉｎ ｇｒａｉｎ 代表取締役 東部地区会〉

び伸びと働けていない現実があったそうです。全スタッフと
個別面談を実施した結果、ボトルネックとなっている開園当
時からリーダーとしてやってきてくれた社員さんが、１２月末
で退職することになり、自然と最善な解決に至ったそうです。
ぶれない理念・方針があるからこそ、その社員さんがどうし
たら自分らしく生きられるかと真摯に向き合えたそうです。
経営者としての気付きや学び、そしてたくさんの元気を頂け
た例会となりました。　　　　　（中部地区会 鈴木将浩 記） 

　むさし野地区会11月例会は、県の社員教育委員会委員長
で、泰清倉庫㈱ 代表取締役の小山展弘氏にご報告いただき
ました。小山氏は、戸田市で書籍の保管、流通加工などの物
流業を営まれております。報告では、社長を引き継いだ際に、
「人事考課」・「トップダウンからボトムアップへ」・「毎期経営計
画・予算作成」・「現場の見回り」に取り組んだというお話をい
ただきました。
　人事考課では、社員教育委員会の経験と自身の勉学から、
評価シートを作成し活用しているというお話がありました。
評価シートの一部を拝見しましたが、とても良く練られた評
価シートであることがうかがえました。また、社員のモチベー
ションを上げるために懇親会やボウリング大会などを行って
いることや、得意なことをさせて適材適所を心掛けていると
いったお話もありました。最後に、従業員の幸せとは、「目の
前の仕事と隣の人がすべて」という言葉がとても印象的で、
心に残るご報告でした。　　　　　　　　　（石井良和 記）

report

委員会

経営指針作りセミナー
経営指針発表会報告

2019年度

同友会では、経営者の経営哲学とも言える経営理念と経営方針・戦略、経営計画、これらを総称して「経営指針」と呼
び、経営理念の成文化、その確立と実践を運動の重点として推進しています。今年度は11月16日の経営指針発表
会をもって終了しました。

　今年度より経営労働委員会の委員長として、令和元年の最
初のセミナーを無事に終えることが出来ました。
　毎年多くの参加希望者で賑わう埼玉の経営指針作りセミ
ナーは、全国の同友会でも注目を集めるようになっています。
これまでの諸先輩方が取り組んで来られた活動の成果であ
り、いまでは各地区の活動会員様の多くが受講されるように
なりました。
　今年度は1グループ4人だった受講生を3人とし、スタッフ
を3人から4人になるような体制にしました。これまで以上に、
より一人一人とじっくり向き合い、より深く学び合えるような
セミナーを目指しました。
　指針作りセミナーの中で最も重要なミッションである「理念
編」はセミナーの前半に行いますが、この段階では、まだ自分
としっかり向き合えていないまま単なる言葉探しで理念を作っ
てしまう傾向があります。

委員長挨拶
経営労働委員長

満 生　剛
㈲ぐっとリフォーム 代表取締役 中部地区会

　様々な角度、多くの意見を聴きながら自分を見つめ直し、
自分自身の根底にある価値観にたどり着きながら出てきた経
営理念は、変わりゆく厳しい外部環境の中でも振り回されな
い自社の強い想いであり、他社に負けない付加価値の創造に
つながるものだと考えます。
　最後の第9講まで受講生もスタッフも一生懸命に向き合
い、素晴らしい指針書を作りあげることが出来たと思います。
一人一人が小さな光となり、地域で輝く会社となることで光
が広がり地域が輝く。
　これからもそんな思いで指針作りセミナーに取り組んでい
きます。
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地区会だより

各地区会で開催された例会を
ご紹介します。

　浦和地区会の11月例会では、地区会員の羽鳥さんから
「歯と健康」について報告をいただきました。
　高齢者が後悔することの一つに「歯の定期健診を受ければ
よかった」を挙げる方が多いようです。
　栄養の元は口から入り、歯で噛み砕かれ、臓器に運ばれま
す。そして身体の一部になります。定期的な歯のメンテナン
スを怠ると健康を害する結果となり、現役歯科医として症例
に立ち会い続けている立場からの警告は、胸に響くものがあ
りました。
　グループ討論では「健康」について意見交換を行い「社員
さんの健康も考えるのが経営者の役割」との意見も出され
ました。
　失ってから後悔したのでは遅いのが「歯」。普段例会であ
まり取り上げられる機会のないテーマだけに、参加者の皆さ
んそれぞれに「新しい気づき」があったようで、あらためて、
健康に対する意識が高まりました。　　　　  （大森靖之 記）

【浦和地区会11月例会】

口は健康の入り口
 ～ 社員を守る歯科口腔保健 ～
報告者：羽鳥孝氏 〈羽鳥歯科医院 医院長〉

　ただ儲かる枠組みだけでは企業は長続きしない。人が集
まる組織づくりについて学ぼうと、社員教育に苦労をされた
倉沢社長にお話をいただきました。
　人づくりで育て上げた若手が辞め１０年後のビジョンの大

【大宮東地区会11月例会】

激変の時代に生き残る為の強靭な組織づくり！
～社長！ロマンとビジョンはありますか？～

報告者：倉沢延寿氏 〈倉沢建設㈱ 代表取締役社長 川越地区会〉

【むさし野地区会11月例会】

社員満足度向上への挑戦
～共育と思いやりで、やる気をアップ～

報告者：小山展弘氏 〈泰清倉庫㈱ 代表取締役 戸田・蕨地区会〉

事さ、そして理念を社員に伝える、共有する事が大事だとわ
かりそれを実践している倉沢氏。ビジネスモデルの確立で満
足することなく経営者として一生取り組むビジョン、やりがい
や生きがいとなるロマンが経営者だけでなく、スタッフにも
やりがいが生まれる基礎となるお話をいただきました。
　グループ討論では「ロマンとビジョンはありますか？」とい
うなかなか壮大なタイトル。無いという方も「今日、話を聞い
て必要と感じた」と言うほど「ハッ」とする気づきがある内容と
なりました。ビジョンは大きな目標、ロマンは理想。その２つ
を自分で掲げる事で、現在の結果に満足せず人生最後まで
歩み続ける事が出来る。更にそれを叶える為、小さな階段づ
くりが大事であり、社員と共有してはじめて会社で生きると
いう当たり前ですがなかなか行動に移せないような事を改
めて学んだ例会となりました。　　　　　　 （柴田大智 記）

　私が今回のセミナーを受講した目的は、弊社にすでに存在
していた経営理念やビジョンが本当に自分自身で納得ができ
ているのかを確認することでした。実際にセミナーを受けて
最もよかったことは、課題を通じて自分自身と向き合うことが
できたことにあります。自分自身と向き合うことはいつでも簡
単にできそうですが、自分にはなかなかできませんでした。そ
のため、これまでの経営理念やビジョンはものまねで形を作っ
ただけで、自分の真理ではなく、原理原則として社内に浸透さ
せることができないものだったと思います。
　半年間のセミナーを修了して、結果的にはこれまでの経営
理念やビジョンは大きく変わることはありませんでしたが、内
容は自分自身で納得のできるものに大きく変わることができ
ました。それは自分自身とじっくり向き合うことで、なぜこの
仕事をしているのか、自分自身どうなりたいのか、会社をどう
して行きたいかを真剣に考えることができたからだと思いま
す。また、内容の濃い経営指針を作ることができたのも、セミ
ナーのカリキュラムが、経営指針を作るために必要な項目を
体系的に網羅していたからだと思います。
　経営指針は一旦完成しましたが、ここからが本当のスタート
です。社内に浸透させて、社員みんなが同じ方向を向いて初
めて生きるものです。またこの経営指針は、今後毎年社員と
一緒にブラッシュアップさせ、さらに良いものにして行きます。

修了生からの感想 ①

松　康太郎
東京ブレイズ㈱ 代表取締役                  
むさし野地区会

　このセミナーを通じて、最も感じた事は自社の歴史です。自
社がこれまで沢山の方々に支えて頂いたと共に、自社が少し
でもお客様のお力になれた事で、今現在商いが出来ていると
改めて感じました。
　自分の歴史を振り返ってみて自身と会社が共に成長して来
たという感じがした。だからこそ私たち経営者は、自己満足な
学びではなく、一歩前に出て学び続け常にチャレンジを行う事
が、様々な視点から物事をとらえ（声なき声を聴き・形なき形
を見える）につながる。
　また振り返る幅を、自身の生い立ちまで深くする事で、先代
社長やこれまで支えてくれた方々へ感謝を形でお返ししたい
と気持ちが強くなった。
　自分がやりたい事とやらなくてはいけない事を明確にする
事が夢を現実にし、さらなる希望が広がると実感した。半年間
という短い期間でありましたが、自分自身を知る素晴らしい学
びに出会えたと改めて感謝をします。またスタッフの皆様や、
様々な準備を支えて頂いた事務局の皆様へ深く御礼申し上
げます。有難う御座いました。

修了生からの感想 ③

金子俊光
㈱戸塚重量 代表取締役
東彩地区会

　今回セミナー受講のきっかけは、自社のスタッフが増えて
来ている中、経営の学びを受けたことが全くなく感覚的な経
営であることに不安を感じたからです。
　かつての職場では、利用者にとっ て何が必要であるかより、
法人の利益優先であり、頑張りに対し認めてもらうことのない
労働環境に居続けることに不安を感じつつも独立しました。
私自身感じた不満感ややりきれなさをスタッフに味合わせな
い為にはどうしたらよいかの想いでの参加でした。
　毎回の学びの中で、最初は企業使命や企業ビジョンなど問
われている内容すらわからなかったのですが、回を重ね系統
立てて進めて頂く中、頭の中で整理ができ、自社の課題が明
確となるとともに具体的に文章に起こすことができるようにな
りました。グループワークの中で指導者の助言をいただくこと
で、経営者としての自分も生まれました。
　今後、作成したものを実践し、振り返りまた実践し継続してい
かねばなりません。経営者のスピードとスタッフのスピードの
違いについてのご指導いただきました。一方的でなく、スタッ
フとコミュニケーションを大切にして行きたいと思いました。

修了生からの感想 ②

西澤香代子
合同会社あすなろ 代表社員
川越地区会

　目標となる先輩方に出会え、時間を共有できた受講生との
出会いも今回セミナーで得たものです。何より大きな変化と
して経営者としての自覚ができました。半年間、本当に良い機
会を頂き有難うございました。

2019年度 経営指針セミナー修了者
 № 地区会  氏　　名 　　  会   社   名  社内役職
 1  浦　和 朝比奈 芳人 株式会社 コマーム 常務取締役
 2 浦　和 高谷 志穂 ブリッツタイム ㈱ 
 3 大宮南 佐藤 正幸 ㈱ オフィスプリント 代表取締役
 4 大宮南 髙橋 浩明 Bop Life 代表
 5 大宮南 岩見 真里子 me life woman 代表
 6 川　口 田口 舞純 My Sweets 
 7 川　口 中根 幹雄 又新金属 ㈱ 副社長
 8 川　口 山本 佳奈子 ㈱ アクシス 代表取締役社長
 9 川　口 中島 伊都子 中島製本 ㈱  代表取締役
10 川　越 西澤 香代子 合同会社 あすなろ   代表社員
11 川　越 橋本 卓 丸友建設工業 ㈱ 総務課
12 埼　葛 歌川 優子 ㈱ フラッグス セールスマネージャー
13 東　部 矢沢 秀周 エーピーエヌ設計 ㈱ 代表取締役
14 東　部 山﨑 清彦 ㈱ 山崎メディアミックス 代表取締役社長
15 東　彩 金子 俊光 ㈱ 戸塚重量 代表取締役
16 東　彩 生田 貴之 ㈱  生田プリーツ 代表取締役
17 東　彩 遠藤 剛 ㈲遠藤製作所 代表取締役
18 東　彩 髙橋 大輔 未来創造オフィス THE COMPASS 代表
19 むさし野 関根 健一 Gee Design 代表
20 むさし野 山口 将秀 ㈱トレパル 代表取締役
21 むさし野 古屋 早雪 スノウコンサルティング 代表
22 むさし野 松 康太郎 東京ブレイズ ㈱ 代表取締役
（23） 川　越 野口 悟 グローバルアイディアル ㈱ 執行役員

→

→
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s2019社員教育活動全国研修・交流会 in 岡山

女性経営者クラブ・ファム オープン学習会

社員と共に、人間らしく生きる～今、中小企業に求められる教育力とは何か～

社員の本音と向き合う『覚悟』ありますか!?
11月29日（金） 新都心ビジネス交流プラザにて

　11月28日～11月29日、岡山市ANAクラウンプラザホテ
ル岡山にて「社員と共に、人間らしく生きる」のスローガンのも
と、全国の中小企業の経営者200人が集い、経営体験の交流
や白熱した討議が行われました。
　初日に「職場はあなたの晴れ舞台～その舞台裏を支える経
営実践と人材育成」というテーマで基調報告が行われました。
報告者の岡山旭東病院土井章弘院長のもと、1990年以来
一貫して経営指針に基づく理念経営を実践してきましたが、
当初は職員からの反対も根強いなど、平坦なものではありま
せんでした。土井院長の経営者の思いと職員一人ひとりの主
体性を引き出す人材育成、全員参加型の指針書づくりについ
て報告がありました。
　2日目には「共に学び、共に育つ企業づくりをめざして」とい
うテーマにて、神戸大学 二宮厚美名誉教授から報告があり、
若者の就業観・労働観が大きく変わりつつある現在、社員が自
身の将来像を描きながら生き生きと働き続けるためには何が
必要なのかを考えることができました。人間の生きがい、働き
がいの源泉については、「将来に向かって豊かな目的、希望を
持つこと」「まわりの人と共感・応答のコミュニケーション関係

　11月29日、女性経営者クラブ・ファムオープン学習会が開
催されました。
　同友会では、経営者視点の学びが多い中、パネリストとして
お迎えしたのは、一線でご活躍されている社員の皆さん。
『同友会に出かける社長をどう思う？』『同友会の学びを即実
践！それを受け入れる社員の皆さんは、どう感じてるの？』など、
思わずドキっとさせられる質問に、本音で、私たちの前で語っ
てくれました。
　現場一人ひとりの声に耳を傾けてほしい、
　頑張りすぎずにもっと社員を頼ってほしい、
　社長の不機嫌の理由がわからないと社員の不満につながる
　んです…。
などなど、耳の痛い、そして考えさせられるパネルディスカッ
ションとなりました。
　その後のグループ討論では、社長として、経営幹部として、
社員として、それぞれの立場から、「良い会社、良い経営者っ
てなんだろう」「すぐに実践したいことってどんなこと？」につい
て、各グループで熱く討論が交わされました。

を築くことが大切であると改めて感じました。
　今回の研修・交流会にて改めて考えたことは、経営者は自
分だけはできていると考えがちですが、自身も社員と共に勉
強し、お互いに評価・信頼できる関係をつくることが大切であ
ると思いました。　　　　　　　 （東部地区会 小島秀孔 記）

コーディネーター：下村信子氏
 〈下村信子社会保険労務士事務所 代表 川越地区会〉
パネリスト：会員企業社員３名

経営者側が聞い
てるつもり、伝え
ているつもりで
も、社員さんは、
「もっと会社の考
えを、社長の考え
を聞かせてほし
い！」「仕事を信じ
て任せてほしい！」
と、切望されている、この差を埋めるコミュニケーションの工
夫は、とても大事だと実感しました。
　何より、社員さんが責任とやりがいをもって働く環境をつく
るためには、「何があってもあなたたちを守る！」という経営者
としての覚悟と、信頼関係を築き上げることが必要です。良い
会社って？良い経営者って？社員さんを巻き込みながら、私た
ちは常に自問自答をしていかなければならないのだなぁ、と思
うのと同時に、社員さんと社長の関係がまるで親子のような、
お互いを思いやる関係でもあると気づかされたのは、ファム
ならではの視点だったのではないでしょうか。気づきと学び多
い学習会になりました。しっかり実践につなげたいと思います。

（東部地区会 藤元天美 記）

企業訪問記
㈲伍輪製作所
代表取締役 親富祖 亮氏 〈川口地区会〉

　㈲伍輪製作所
は、人が生きてい
く上で欠かすこと
のできない水道の
「バルブ」の製造を
行っている会社
で、親富祖さんの
義理の叔父さんが
1964年に設立し
ました。創業より
半世紀に渡り、そ
の技術力は高い評価を得ています。親富祖さんが入社され
たのは14年前、会社を引き継いで今年で7年目となります。
現在いる社員さんは15名で平均年齢は46歳。最年長は66
歳、最年少の21歳の社員さんは新卒採用で、製造の仕事に
興味を持ち船橋の高校から応募してきたそうです。
　親富祖さんは2015年に経営指針づくりセミナーを受講し
て経営指針を作成しました。社長と社員の思いのギャップを
埋めるのは「経営理念」より他にないと、日々経営している中

住所：川口市西川口6-8-30
資本金：6,000,000円
従業員：15名
事業概要：水道用各種バルブの製造

会
社
概
要

で痛感しています。
けれど、今ある理
念は抽象的過ぎる
ので、働く人たち
が自身の行動に移
せるようなものに
見直しをする必要
があると感じてい
るそうです。また、
製造以外の事業を展開し製造の仕事が向かない社員は他事
業で働けるような仕組みを作りたい、勤続7年目には長期休
暇が取れ社員の人生を豊かにする時間を作れるような会社に
したい、との今後の展望も熱く語ってくださいました。
　大学を出て30歳まで特別支援学校の臨時職員をしていた
という親富祖さん。自社での障害者雇用を視野には入れつつ
もまだ具体的に取り組んではいない状況です。しかし、よりよ
い社風のためには障害者雇用がきっかけになるのではと考え
ているとのこと。2021年の障害者問題全国交流会in埼玉開
催に向けて、障害者雇用に踏み出す会員企業が1社でも増え
てくれればうれしい限りです。（事務局 高頭美由紀 記）

事務局・企業訪問・シリーズ「人を生かす働き方改革

人を生かす働き方改革

　ある社員からしばらく海外に（遊びに）行きたいので仕事を
辞めますと言われました。
　仕事はぼちぼちとクラウドソーシングサイトなどで見つけ
ると。それであれば、うちの仕事でも良くない？ ということで、
リモートワーク社員が誕生しました。幸い、弊社は、WEB制
作・開発業務ですので、PCとネットがあればどこでも働けま
す。いわゆる、テレワーク、リモートワークが比較的簡単に実
現できました。
　ただ、最低限のルールは必要です。右記は弊社の具体例
です。

◎毎日８時間定時労働ではなく、週40時間労働。（業務時
間・場所は問わない）

◎週間スケジュールを「Googleカレンダー (GSuite)」に
て事前提出。

◎業務開始、終了は、都度チャットツールの「Chatwork」で
社内グループに発信。

◎週一回の社内会議は、WEB会議ツールの「Zoom」で
　参加。
◎重要事項（ID、PWなど）は、PCに絶対に保存しない。
◎サーバーログイン情報（機密事項）は、パスワード制限か
けた社内管理サイトへログインして取得。

　プロジェクト終了したファイル保存は、社内ファイルサー
バー (NAS)へリモートログイン「TeamViewer」経由で
保存。

◎３ヶ月に１度、WEB会議呑みｗ。（懇親重要）
　（専門用語は、Googleにて検索してください）
　　ただ、どんなルールを作っても、リモートワーク成功の鍵
　　は「労使の信頼関係」ですよ！　　　

㈱ディクタクス

「多様性を認める時代。社員が働きやすい環境を作ることも経営者の責任です」

第2回
シリーズ

代表取締役 齊藤壽和（東彩地区会）

おや   ふ     そ



DO YOU さいたま　2月号　76　DO YOU さいたま　Vol.503

topics

トピックス

se
cr
et
ar
ia
t ・
 T
op
ic
s2019社員教育活動全国研修・交流会 in 岡山

女性経営者クラブ・ファム オープン学習会

社員と共に、人間らしく生きる～今、中小企業に求められる教育力とは何か～

社員の本音と向き合う『覚悟』ありますか!?
11月29日（金） 新都心ビジネス交流プラザにて

　11月28日～11月29日、岡山市ANAクラウンプラザホテ
ル岡山にて「社員と共に、人間らしく生きる」のスローガンのも
と、全国の中小企業の経営者200人が集い、経営体験の交流
や白熱した討議が行われました。
　初日に「職場はあなたの晴れ舞台～その舞台裏を支える経
営実践と人材育成」というテーマで基調報告が行われました。
報告者の岡山旭東病院土井章弘院長のもと、1990年以来
一貫して経営指針に基づく理念経営を実践してきましたが、
当初は職員からの反対も根強いなど、平坦なものではありま
せんでした。土井院長の経営者の思いと職員一人ひとりの主
体性を引き出す人材育成、全員参加型の指針書づくりについ
て報告がありました。
　2日目には「共に学び、共に育つ企業づくりをめざして」とい
うテーマにて、神戸大学 二宮厚美名誉教授から報告があり、
若者の就業観・労働観が大きく変わりつつある現在、社員が自
身の将来像を描きながら生き生きと働き続けるためには何が
必要なのかを考えることができました。人間の生きがい、働き
がいの源泉については、「将来に向かって豊かな目的、希望を
持つこと」「まわりの人と共感・応答のコミュニケーション関係

　11月29日、女性経営者クラブ・ファムオープン学習会が開
催されました。
　同友会では、経営者視点の学びが多い中、パネリストとして
お迎えしたのは、一線でご活躍されている社員の皆さん。
『同友会に出かける社長をどう思う？』『同友会の学びを即実
践！それを受け入れる社員の皆さんは、どう感じてるの？』など、
思わずドキっとさせられる質問に、本音で、私たちの前で語っ
てくれました。
　現場一人ひとりの声に耳を傾けてほしい、
　頑張りすぎずにもっと社員を頼ってほしい、
　社長の不機嫌の理由がわからないと社員の不満につながる
　んです…。
などなど、耳の痛い、そして考えさせられるパネルディスカッ
ションとなりました。
　その後のグループ討論では、社長として、経営幹部として、
社員として、それぞれの立場から、「良い会社、良い経営者っ
てなんだろう」「すぐに実践したいことってどんなこと？」につい
て、各グループで熱く討論が交わされました。

を築くことが大切であると改めて感じました。
　今回の研修・交流会にて改めて考えたことは、経営者は自
分だけはできていると考えがちですが、自身も社員と共に勉
強し、お互いに評価・信頼できる関係をつくることが大切であ
ると思いました。　　　　　　　 （東部地区会 小島秀孔 記）

コーディネーター：下村信子氏
 〈下村信子社会保険労務士事務所 代表 川越地区会〉
パネリスト：会員企業社員３名

経営者側が聞い
てるつもり、伝え
ているつもりで
も、社員さんは、
「もっと会社の考
えを、社長の考え
を聞かせてほし
い！」「仕事を信じ
て任せてほしい！」
と、切望されている、この差を埋めるコミュニケーションの工
夫は、とても大事だと実感しました。
　何より、社員さんが責任とやりがいをもって働く環境をつく
るためには、「何があってもあなたたちを守る！」という経営者
としての覚悟と、信頼関係を築き上げることが必要です。良い
会社って？良い経営者って？社員さんを巻き込みながら、私た
ちは常に自問自答をしていかなければならないのだなぁ、と思
うのと同時に、社員さんと社長の関係がまるで親子のような、
お互いを思いやる関係でもあると気づかされたのは、ファム
ならではの視点だったのではないでしょうか。気づきと学び多
い学習会になりました。しっかり実践につなげたいと思います。

（東部地区会 藤元天美 記）

企業訪問記
㈲伍輪製作所
代表取締役 親富祖 亮氏 〈川口地区会〉

　㈲伍輪製作所
は、人が生きてい
く上で欠かすこと
のできない水道の
「バルブ」の製造を
行っている会社
で、親富祖さんの
義理の叔父さんが
1964年に設立し
ました。創業より
半世紀に渡り、そ
の技術力は高い評価を得ています。親富祖さんが入社され
たのは14年前、会社を引き継いで今年で7年目となります。
現在いる社員さんは15名で平均年齢は46歳。最年長は66
歳、最年少の21歳の社員さんは新卒採用で、製造の仕事に
興味を持ち船橋の高校から応募してきたそうです。
　親富祖さんは2015年に経営指針づくりセミナーを受講し
て経営指針を作成しました。社長と社員の思いのギャップを
埋めるのは「経営理念」より他にないと、日々経営している中

住所：川口市西川口6-8-30
資本金：6,000,000円
従業員：15名
事業概要：水道用各種バルブの製造

会
社
概
要

で痛感しています。
けれど、今ある理
念は抽象的過ぎる
ので、働く人たち
が自身の行動に移
せるようなものに
見直しをする必要
があると感じてい
るそうです。また、
製造以外の事業を展開し製造の仕事が向かない社員は他事
業で働けるような仕組みを作りたい、勤続7年目には長期休
暇が取れ社員の人生を豊かにする時間を作れるような会社に
したい、との今後の展望も熱く語ってくださいました。
　大学を出て30歳まで特別支援学校の臨時職員をしていた
という親富祖さん。自社での障害者雇用を視野には入れつつ
もまだ具体的に取り組んではいない状況です。しかし、よりよ
い社風のためには障害者雇用がきっかけになるのではと考え
ているとのこと。2021年の障害者問題全国交流会in埼玉開
催に向けて、障害者雇用に踏み出す会員企業が1社でも増え
てくれればうれしい限りです。（事務局 高頭美由紀 記）

事務局・企業訪問・シリーズ「人を生かす働き方改革

人を生かす働き方改革

　ある社員からしばらく海外に（遊びに）行きたいので仕事を
辞めますと言われました。
　仕事はぼちぼちとクラウドソーシングサイトなどで見つけ
ると。それであれば、うちの仕事でも良くない？ ということで、
リモートワーク社員が誕生しました。幸い、弊社は、WEB制
作・開発業務ですので、PCとネットがあればどこでも働けま
す。いわゆる、テレワーク、リモートワークが比較的簡単に実
現できました。
　ただ、最低限のルールは必要です。右記は弊社の具体例
です。

◎毎日８時間定時労働ではなく、週40時間労働。（業務時
間・場所は問わない）

◎週間スケジュールを「Googleカレンダー (GSuite)」に
て事前提出。

◎業務開始、終了は、都度チャットツールの「Chatwork」で
社内グループに発信。

◎週一回の社内会議は、WEB会議ツールの「Zoom」で
　参加。
◎重要事項（ID、PWなど）は、PCに絶対に保存しない。
◎サーバーログイン情報（機密事項）は、パスワード制限か
けた社内管理サイトへログインして取得。

　プロジェクト終了したファイル保存は、社内ファイルサー
バー (NAS)へリモートログイン「TeamViewer」経由で
保存。

◎３ヶ月に１度、WEB会議呑みｗ。（懇親重要）
　（専門用語は、Googleにて検索してください）
　　ただ、どんなルールを作っても、リモートワーク成功の鍵
　　は「労使の信頼関係」ですよ！　　　

㈱ディクタクス

「多様性を認める時代。社員が働きやすい環境を作ることも経営者の責任です」

第2回
シリーズ

代表取締役 齊藤壽和（東彩地区会）

おや   ふ     そ
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地区会だより

各地区会で開催された例会を
ご紹介します。

　浦和地区会の11月例会では、地区会員の羽鳥さんから
「歯と健康」について報告をいただきました。
　高齢者が後悔することの一つに「歯の定期健診を受ければ
よかった」を挙げる方が多いようです。
　栄養の元は口から入り、歯で噛み砕かれ、臓器に運ばれま
す。そして身体の一部になります。定期的な歯のメンテナン
スを怠ると健康を害する結果となり、現役歯科医として症例
に立ち会い続けている立場からの警告は、胸に響くものがあ
りました。
　グループ討論では「健康」について意見交換を行い「社員
さんの健康も考えるのが経営者の役割」との意見も出され
ました。
　失ってから後悔したのでは遅いのが「歯」。普段例会であ
まり取り上げられる機会のないテーマだけに、参加者の皆さ
んそれぞれに「新しい気づき」があったようで、あらためて、
健康に対する意識が高まりました。　　　　  （大森靖之 記）

【浦和地区会11月例会】

口は健康の入り口
 ～ 社員を守る歯科口腔保健 ～
報告者：羽鳥孝氏 〈羽鳥歯科医院 医院長〉

　ただ儲かる枠組みだけでは企業は長続きしない。人が集
まる組織づくりについて学ぼうと、社員教育に苦労をされた
倉沢社長にお話をいただきました。
　人づくりで育て上げた若手が辞め１０年後のビジョンの大

【大宮東地区会11月例会】

激変の時代に生き残る為の強靭な組織づくり！
～社長！ロマンとビジョンはありますか？～

報告者：倉沢延寿氏 〈倉沢建設㈱ 代表取締役社長 川越地区会〉

【むさし野地区会11月例会】

社員満足度向上への挑戦
～共育と思いやりで、やる気をアップ～

報告者：小山展弘氏 〈泰清倉庫㈱ 代表取締役 戸田・蕨地区会〉

事さ、そして理念を社員に伝える、共有する事が大事だとわ
かりそれを実践している倉沢氏。ビジネスモデルの確立で満
足することなく経営者として一生取り組むビジョン、やりがい
や生きがいとなるロマンが経営者だけでなく、スタッフにも
やりがいが生まれる基礎となるお話をいただきました。
　グループ討論では「ロマンとビジョンはありますか？」とい
うなかなか壮大なタイトル。無いという方も「今日、話を聞い
て必要と感じた」と言うほど「ハッ」とする気づきがある内容と
なりました。ビジョンは大きな目標、ロマンは理想。その２つ
を自分で掲げる事で、現在の結果に満足せず人生最後まで
歩み続ける事が出来る。更にそれを叶える為、小さな階段づ
くりが大事であり、社員と共有してはじめて会社で生きると
いう当たり前ですがなかなか行動に移せないような事を改
めて学んだ例会となりました。　　　　　　 （柴田大智 記）

　私が今回のセミナーを受講した目的は、弊社にすでに存在
していた経営理念やビジョンが本当に自分自身で納得ができ
ているのかを確認することでした。実際にセミナーを受けて
最もよかったことは、課題を通じて自分自身と向き合うことが
できたことにあります。自分自身と向き合うことはいつでも簡
単にできそうですが、自分にはなかなかできませんでした。そ
のため、これまでの経営理念やビジョンはものまねで形を作っ
ただけで、自分の真理ではなく、原理原則として社内に浸透さ
せることができないものだったと思います。
　半年間のセミナーを修了して、結果的にはこれまでの経営
理念やビジョンは大きく変わることはありませんでしたが、内
容は自分自身で納得のできるものに大きく変わることができ
ました。それは自分自身とじっくり向き合うことで、なぜこの
仕事をしているのか、自分自身どうなりたいのか、会社をどう
して行きたいかを真剣に考えることができたからだと思いま
す。また、内容の濃い経営指針を作ることができたのも、セミ
ナーのカリキュラムが、経営指針を作るために必要な項目を
体系的に網羅していたからだと思います。
　経営指針は一旦完成しましたが、ここからが本当のスタート
です。社内に浸透させて、社員みんなが同じ方向を向いて初
めて生きるものです。またこの経営指針は、今後毎年社員と
一緒にブラッシュアップさせ、さらに良いものにして行きます。

修了生からの感想 ①

松　康太郎
東京ブレイズ㈱ 代表取締役                  
むさし野地区会

　このセミナーを通じて、最も感じた事は自社の歴史です。自
社がこれまで沢山の方々に支えて頂いたと共に、自社が少し
でもお客様のお力になれた事で、今現在商いが出来ていると
改めて感じました。
　自分の歴史を振り返ってみて自身と会社が共に成長して来
たという感じがした。だからこそ私たち経営者は、自己満足な
学びではなく、一歩前に出て学び続け常にチャレンジを行う事
が、様々な視点から物事をとらえ（声なき声を聴き・形なき形
を見える）につながる。
　また振り返る幅を、自身の生い立ちまで深くする事で、先代
社長やこれまで支えてくれた方々へ感謝を形でお返ししたい
と気持ちが強くなった。
　自分がやりたい事とやらなくてはいけない事を明確にする
事が夢を現実にし、さらなる希望が広がると実感した。半年間
という短い期間でありましたが、自分自身を知る素晴らしい学
びに出会えたと改めて感謝をします。またスタッフの皆様や、
様々な準備を支えて頂いた事務局の皆様へ深く御礼申し上
げます。有難う御座いました。

修了生からの感想 ③

金子俊光
㈱戸塚重量 代表取締役
東彩地区会

　今回セミナー受講のきっかけは、自社のスタッフが増えて
来ている中、経営の学びを受けたことが全くなく感覚的な経
営であることに不安を感じたからです。
　かつての職場では、利用者にとっ て何が必要であるかより、
法人の利益優先であり、頑張りに対し認めてもらうことのない
労働環境に居続けることに不安を感じつつも独立しました。
私自身感じた不満感ややりきれなさをスタッフに味合わせな
い為にはどうしたらよいかの想いでの参加でした。
　毎回の学びの中で、最初は企業使命や企業ビジョンなど問
われている内容すらわからなかったのですが、回を重ね系統
立てて進めて頂く中、頭の中で整理ができ、自社の課題が明
確となるとともに具体的に文章に起こすことができるようにな
りました。グループワークの中で指導者の助言をいただくこと
で、経営者としての自分も生まれました。
　今後、作成したものを実践し、振り返りまた実践し継続してい
かねばなりません。経営者のスピードとスタッフのスピードの
違いについてのご指導いただきました。一方的でなく、スタッ
フとコミュニケーションを大切にして行きたいと思いました。

修了生からの感想 ②

西澤香代子
合同会社あすなろ 代表社員
川越地区会

　目標となる先輩方に出会え、時間を共有できた受講生との
出会いも今回セミナーで得たものです。何より大きな変化と
して経営者としての自覚ができました。半年間、本当に良い機
会を頂き有難うございました。

2019年度 経営指針セミナー修了者
 № 地区会  氏　　名 　　  会   社   名  社内役職
 1  浦　和 朝比奈 芳人 株式会社 コマーム 常務取締役
 2 浦　和 高谷 志穂 ブリッツタイム ㈱ 
 3 大宮南 佐藤 正幸 ㈱ オフィスプリント 代表取締役
 4 大宮南 髙橋 浩明 Bop Life 代表
 5 大宮南 岩見 真里子 me life woman 代表
 6 川　口 田口 舞純 My Sweets 
 7 川　口 中根 幹雄 又新金属 ㈱ 副社長
 8 川　口 山本 佳奈子 ㈱ アクシス 代表取締役社長
 9 川　口 中島 伊都子 中島製本 ㈱  代表取締役
10 川　越 西澤 香代子 合同会社 あすなろ   代表社員
11 川　越 橋本 卓 丸友建設工業 ㈱ 総務課
12 埼　葛 歌川 優子 ㈱ フラッグス セールスマネージャー
13 東　部 矢沢 秀周 エーピーエヌ設計 ㈱ 代表取締役
14 東　部 山﨑 清彦 ㈱ 山崎メディアミックス 代表取締役社長
15 東　彩 金子 俊光 ㈱ 戸塚重量 代表取締役
16 東　彩 生田 貴之 ㈱  生田プリーツ 代表取締役
17 東　彩 遠藤 剛 ㈲遠藤製作所 代表取締役
18 東　彩 髙橋 大輔 未来創造オフィス THE COMPASS 代表
19 むさし野 関根 健一 Gee Design 代表
20 むさし野 山口 将秀 ㈱トレパル 代表取締役
21 むさし野 古屋 早雪 スノウコンサルティング 代表
22 むさし野 松 康太郎 東京ブレイズ ㈱ 代表取締役
（23） 川　越 野口 悟 グローバルアイディアル ㈱ 執行役員

→

→
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　様々な不況を乗り越えてきた高橋氏。（バブル崩壊、ITバ
ブル、リーマンショック等）現在は社員180名のトップに立
ち、何歳になっても勉強は必要で学ぶことをやめてしまうと
後退しか残されてないと語ります。同友会との出会いは、人
手不足脱却のために共同求人活動に参加したことでした。
　自社へは25歳で入社しましたが「暗い会社」というのが第
一印象だったそうです。社内には何も発しない社員、「どうし
ましょうか？」と自分で考えることをしない社員が多数でした。
そこで製造五訓を作ったところ、社員が自ら考え行動するよ
うになります。五訓の一つに【データで示せ、感覚で発言す
るな】というものがあり、精密部品を作っている三矢精工の
強みになっているなと感じました。
　また、「不況時に雇用に手をつけてはいけないのか？」と中
小企業の経営者が直面する経営判断に一石を投じる投げか
けもあり、『経営を守るのが最重要である』という考えと『雇
用に対する責任の重さ』とを、深く考えさせられる例会でし
た。
　グループ討論も活発に行われ、企業の価値を下げなけれ
ばニーズはある（高い技術力を持ち値下げはしない）、利益
の出せるビジネスモデルを確立させる、会社を理解してくれ
る人材を育てる等、不況時に経営者は何をするべきかについ
てたくさんの意見が出ました。　　　　　 　　（林俊治 記）

【彩北地区会11月例会】

明日から不況になります！
あなたは何をしますか？

報告者：高橋尚樹氏 〈三矢精工㈱ 代表取締役社長 北部地区会〉

　「私の一番の宝は娘です。娘がいるから頑張れるんです。」
いつも笑顔で元気いっぱいの美緒さんの報告に、多くのゲ
スト、他地区の皆さんが参加して合同例会が開催されまし
た。東日本大震災後に自分の命の使い方、使命は何かと自
問自答し、今の世の中を子どもたちに繋いていくのが自分の
使命と定め、経営をスタート。多くの課題に直面し、自分らし
さも笑顔も失ったことがある中で、宝を探しに同友会に入会
し経営指針セミナーを受講。広がる宝の地図にコンパス（ぶ
れない理念・方針）を置き、全てが顧客に向くように経営を進
めてきたそうです。大地から伸びる一本の大きな木に例えて
分かりやすく説明されるところは、さすがは元教師です。
　人が生きる経営をしていたはずが、実は人が生きない、伸

さくら地区会・中部地区会11月合同例会

同友会は経営者にとって宝の山！
 ～宝を見つけに来ませんか～

報告者：鈴木美緒氏 〈㈱ｇｒａｉｎ ｇｒａｉｎ 代表取締役 東部地区会〉

び伸びと働けていない現実があったそうです。全スタッフと
個別面談を実施した結果、ボトルネックとなっている開園当
時からリーダーとしてやってきてくれた社員さんが、１２月末
で退職することになり、自然と最善な解決に至ったそうです。
ぶれない理念・方針があるからこそ、その社員さんがどうし
たら自分らしく生きられるかと真摯に向き合えたそうです。
経営者としての気付きや学び、そしてたくさんの元気を頂け
た例会となりました。　　　　　（中部地区会 鈴木将浩 記） 

　むさし野地区会11月例会は、県の社員教育委員会委員長
で、泰清倉庫㈱ 代表取締役の小山展弘氏にご報告いただき
ました。小山氏は、戸田市で書籍の保管、流通加工などの物
流業を営まれております。報告では、社長を引き継いだ際に、
「人事考課」・「トップダウンからボトムアップへ」・「毎期経営計
画・予算作成」・「現場の見回り」に取り組んだというお話をい
ただきました。
　人事考課では、社員教育委員会の経験と自身の勉学から、
評価シートを作成し活用しているというお話がありました。
評価シートの一部を拝見しましたが、とても良く練られた評
価シートであることがうかがえました。また、社員のモチベー
ションを上げるために懇親会やボウリング大会などを行って
いることや、得意なことをさせて適材適所を心掛けていると
いったお話もありました。最後に、従業員の幸せとは、「目の
前の仕事と隣の人がすべて」という言葉がとても印象的で、
心に残るご報告でした。　　　　　　　　　（石井良和 記）

report

委員会

経営指針作りセミナー
経営指針発表会報告

2019年度

同友会では、経営者の経営哲学とも言える経営理念と経営方針・戦略、経営計画、これらを総称して「経営指針」と呼
び、経営理念の成文化、その確立と実践を運動の重点として推進しています。今年度は11月16日の経営指針発表
会をもって終了しました。

　今年度より経営労働委員会の委員長として、令和元年の最
初のセミナーを無事に終えることが出来ました。
　毎年多くの参加希望者で賑わう埼玉の経営指針作りセミ
ナーは、全国の同友会でも注目を集めるようになっています。
これまでの諸先輩方が取り組んで来られた活動の成果であ
り、いまでは各地区の活動会員様の多くが受講されるように
なりました。
　今年度は1グループ4人だった受講生を3人とし、スタッフ
を3人から4人になるような体制にしました。これまで以上に、
より一人一人とじっくり向き合い、より深く学び合えるような
セミナーを目指しました。
　指針作りセミナーの中で最も重要なミッションである「理念
編」はセミナーの前半に行いますが、この段階では、まだ自分
としっかり向き合えていないまま単なる言葉探しで理念を作っ
てしまう傾向があります。

委員長挨拶
経営労働委員長

満 生　剛
㈲ぐっとリフォーム 代表取締役 中部地区会

　様々な角度、多くの意見を聴きながら自分を見つめ直し、
自分自身の根底にある価値観にたどり着きながら出てきた経
営理念は、変わりゆく厳しい外部環境の中でも振り回されな
い自社の強い想いであり、他社に負けない付加価値の創造に
つながるものだと考えます。
　最後の第9講まで受講生もスタッフも一生懸命に向き合
い、素晴らしい指針書を作りあげることが出来たと思います。
一人一人が小さな光となり、地域で輝く会社となることで光
が広がり地域が輝く。
　これからもそんな思いで指針作りセミナーに取り組んでい
きます。
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○太田代表理事挨拶
年末にあたり今年も同友会活動を続けてきて良い会社、良い経営者になった
か、同友会の三つの目的の総合実践はできたか、自問自答を含め考えましょう。
来年もよろしくお願い致します。

　議事（審議事項・協議事項・報告事項・連絡事項）　

協議事項・審議事項
１. 第47回定時総会についての検討（報告者：三角・沼田副代表理事）
第47回定時総会を2020年4月18日（土）に新都心ビジネス交流プラザ4階で
埼葛地区会の設営の下、咋年と同様の内容で第一部は総会、第二部は記
念講演、第三部は懇親会の3部構成で開催する予定。記念講演について
は4名の記念講演候補者の優先交渉順位を決定した。①加藤愛知同友会
会長から順次、事務局が交渉していく事となった。
次に第１回議案検討プロジェクト会議で討議した2019年度活動総括案を沼
田副代表理事が説明した。今後、議案検討プロジェクト及び正副代表理事
会議にて総括案を修正し次月の理事会で再度協議して行く。2020年度方
針については議案プロジェクト会議で骨子を検討中、次月の理事会で次年
度方針案を提示していく予定。

2．承認 2020年度全県経営研究集会について
    （報告者：出野理事（大宮南地区会長））
2020年度全県経営研究集会の設営担当の大宮南地区会の出野会長より
次年度の開催日時と開催会場について報告があり協議の後、審議し承認と
なった。
・開催日時：2020年10月29日（木）13時～、開催場所：大宮ソニックシティ

3．承認 埼玉同友会ホームページリニューアルについて
   （報告者：鈴木広報委員長）
埼玉同友会のホームページ（HP）をスマホ対応等もできるようにして会員拡
大に活用、同友会運動の周知、対外広報の強化を図る等を可能にするた
めHPのリニューアルの提案があった。多大な費用がかかる為、次年度予算
に反映させるべく協議の後、審議となり承認された。
討議内質問１：予算の提示があるが実際の見積もり金額については後日出
てくるのか。→その通りで今回は予算組みの為の概算提示をしたが、制作会
社募集でもこの金額の範囲内で実施する。
討議内質問2：作成の為の概算予算が出ているが年間予算の目途としては
どうか。→2018年度200万、2019年度35万を情報化積み立てとして予算計
上している。この繰り越し分も含め現時点の概算予算では対応可能。

4．埼玉同友会10年ビジョンについて（吉田副代表理事）
11月に香川同友会を訪問し、10年ビジョンの作成方法等のヒアリングをしてき
た。香川の第7次10年ビジョンは完成迄約3年を要したとの事。埼玉も今後ビ
ジョン委員会を立ち上げて2030年を目指して作成をしていく。特に未来に向
かってのビジョンになるので青年部の方にも是非参加して頂きたい。

報告事項
1．全県経営研究集会収支途中報告について（報告者：吉田全研実行委員長）
収入は予算3,300,000円、実績3,105,000円、支出は予算3,300,000円、実績
2,922,295円で残高としては182,705円となった。まだ入金や支出もあるので
仮決算として報告。
2.県への政策提言について（報告者：新井政策委員長）

11月6日に埼玉県に対し、産業政策を中心に次年度の政策の提言、要望を
実施した。今年は例年と比較すると要望提案が少なかった。次年度以降、
地区会、委員会等から出る要望・提言を入れて臨みたい。
3.地区会長会議（報告者：小山副代表理事）
11月28日に第3回の地区会長会議を開催した。議題としては ①全研の各地
区会の総括 ②2019年度各地区会の前期の振り返りを実施 ③次年度地区
会選出理事推薦の依頼等について討議した。
4.委員長会議報告（報告者：三角副代表理事）
11月27日に第3回の委員長会議を開催し、最初に委員長会議のあり方を皆
で確認した。その後2019年度各委員会の前期の振り返りを実施。続いて今
後のオープン学習会等について討議した。
5.2019年度経営指針セミナー報告（報告者：満生委員長）
2019年度のセミナー修了式及び指針発表会を実施した。今年は24名の受
講者の内、23名が発表まで漕ぎ着けた。次年度以降の経営指針セミナーに
ついては事務局の負担軽減等も考慮した結果、平日開催を予定している。
次年度以降も受講生は経営者若しくは事業承継者で今後雇用を検討して
いる方とする。（事業承継者の参加の場合は承継の時期が明確な方のみの
参加とする）
6.役員選考委員会発足について（報告者：米山副代表理事）
①11月地区会長会議、委員長会議にて各推薦依頼を実施。1月17日締め切り
②12月上旬、2月上旬に役員選考会議を開催。（委員：副代表理事、地区
会長、委員長会議推薦理事4名で構成）

③2月21日に役員内定者リストを理事会に報告予定。
7. 議案作成プロジェクト発足について（報告者：沼田副代表理事）
正副代表理事他11名で構成。12月～ 1月で4回開催予定。すでに第1回会
議を開催している。現在骨子を検討中、次回の会議で骨子を元に草案を作
成していく。2月に理事会にて協議して3月に審議を行い総会に上程していく。
8.その他
・彩の国ビジネスアリーナ出展について〈2020年1月29日（水）～30日（木）〉
2019年度に会外広報強化の為、昨年は東彩地区会が出展した彩の国ビジ
ネスアリーナに埼玉同友会として出展する。これにより少しでも埼玉同友会を
周知していきたい。是非応援に来てください。
・入会還元金報告
2019年度の会員拡大策の一環である入会還元金を10月以降12月までに入
会のあった地区会に贈呈した。
川口1名、戸田・蕨1名、むさし野2名、東部5名、さくら1名、川越1名の 全6
地区に入会金を還元した。
・2020年度広報委員選出のお願い　
2020年度各地区会の広報委員の選出依頼があった。3月末日が締め切り
・ＰＲ【第50回中小企業問題全国研究集会in京都】
 2020年2月13日（木）～14日（金）
　参加目標 20名、現在 18名
　あと一歩で参加目標は達成。奮って参加して頂きたい。
・大東文化大学インターンシップについて
共同求人委員会では2020年度に従来の大正大学、拓殖大学の寄付講座
のほかに大東文化大学のインターシップを受け入れることとなった。是非受
け入れを検討できる企業があれば、事務局まで連絡して頂きたい。
・沖縄首里城再建支援について (沖縄同友会)
沖縄同友会では消失した首里城の再興のための支援金を集めることとなり
ました。正副代表理事会議では支援金を検討していますが、会員の方でも
支援をして頂ける方は振込手数料無料口座に支援金のお振り込みをよろし
くお願いします。
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るビジネスチャンスの拡大や、住環境の整備に向け、土地の高度か
つ有効な利用が図れるよう、都市計画をしっかりと見直し、人の賑
わいの創出や、更なる活性化に向けた市街地の整備を進めていき
ます。

●「まちのつくり方改革」の基本方針（※資料参照）の中の項目④
について、具体的な支援または、構想などをお聞かせ下さい。
　項目④に係る具体的な支援につきましては、今年度からの試みと
して、これから創業する方や新たなビジネスプランを持つ中小企業
者等を発掘するとともに、創業間もない方を支援するなど、久喜市
内をビジネス拠点としていただける事業者の創出を目的に、ビジネ
スプランを全国から募集するビジネスコンテスト事業を実施します。
　事業の内容は、募集したビジネスプランについて書類審査、プレ
ゼンテーション審査を行いグランプリ当日に、100名以上を収容
できる施設でビジネスプランの発表・表彰を実施します。応募者は
商工会や地域の経済団体などとの人脈を得る機会にもなり、足を
運んでいただいた来場者の方に対しては創業の普及・啓発を行え
るものと見込んでおります。また、コンテスト応募者で未操業の方
がいる場合は、本人の希望に応じて創業までのフォローアップも行
います。
　また、例年実施している支援策として、市内の空き店舗を活用し
て創業を行った事業者に対して補助金の交付を実施しております。
更に、久喜市商工会との共催事業として、創業を考えている方を対
象とした創業塾を実施しております。こちらにつきましては、昨年度
は美容業・理容業へとジャンルを絞った創業塾も実施し、幅広い方
が足を運びやすくなるような創業支援事業を実施しております。

●外部環境がもたらす機会と脅威について、久喜市にあてはめる
としたら、それぞれ何だとお考えでしょうか。
　機会は、鉄道の利便性やアクセスのよい高速道路網を有する恵
まれた都市環境だと考えています。
　脅威は、一つ目に少子・高齢社会に応じた社会資本の適切な維
持管理、整備、二つ目は、安定的な財源確保と持続可能な行政サー
ビスの維持、継続、三つ目は自治体による企業誘致競争の激化と
考えています。

●中小企業・小規模企業振興基本条例が平成29年に制定されま
した。この条例では中小企業・小規模企業の振興を重点課題と位
置づけていますが、中小企業の立場からみて、どのように関わる
べきか、具体的な関わり方の構想などがあればお聞かせ下さい。
また、施策を推進するにあたり、市長が中小企業へ求めることなど
があれば、お聞かせください。
　市政の重点課題として位置付けている「中小企業・小規模企業
の振興を図ること」は、働きやすい就業環境の整備、賑わいの創出
につながり、地域の活性化に寄与することとなるものと認識してお
ります。
　このため、市は、「創業又は新事業の創出のための施策」や「雇用
の促進」「販路及び受注機会の拡大」「商店街等のまちづくり環境
整備」への支援など、中小企業・小規模企業の振興に関する総合的
な施策を推進しているところでございます。
　これらの施策を実りあるものとするためには、市や市民、事業者、
経済団体等がそれぞれの役割を踏まえ、一体となって推進するこ
とが重要であると考えており、中小企業・小規模企業の皆様には、
本市が実施する中小企業・小規模企業振興施策に積極的に関わり
を持ってもらい、連携・協力を頂きたいと考えております。

　また、中小企業・小規模企業の皆様にお願いしたいことが、三点
ございます。一つは、市内中小企業・小規模企業の経営基盤が強
化され、持続的に発展できる「強い」久喜市とするため、各企業の
皆様には、経営基盤の強化、人材育成及び雇用環境の充実に取り
組んでいただき、従業員が生きがいと働きがいを得ることができ
る職場づくりに努めていただきたいと思います。
　二つ目は、小さな企業であってもこれまでにない価値を創造し、
活躍の場を広げられる「元気な」久喜市とするため、自らの事業活
動の向上、改善に努めていただきたいと思います。
　三点目に、企業にも人にも選ばれる「魅力ある」久喜市となるよ
う、各企業の皆様には、地域社会を構成する一員として暮らしやす
い地域社会の実現にご協力を頂きたいと思います。
　本市といたしましても、中小企業・小規模企業の振興のための各
種施策を着実に実行してまいりたいと考えておりますので、連携を
強化し、一緒に「強くて、元気で、魅力ある久喜市」を築いていきた
いと思います。

●最後に中小企業家同友会 企業に期待することや、メッセージな
どお願いします。
　本市において、中小企業・小規模企業は久喜市の地域経済を支
え、多様な雇用と賑わいの創出に大きく貢献していただいており、
中小企業家同友会の皆様には、その経営の向上・改善に積極的に
取り組んでいただき、心から敬意を表するとともに厚く御礼申し上
げます。これもひとえに、企業の皆様がそれぞれの創意工夫とた
ゆまぬ努力によって培ってきた技術や製品・商品、サービスの価値
を日々高めることに尽力してきた結果だと考えております。今後
も、これまでにない価値を創造し、その活躍の場を広げていくこと
を期待するとともに、本市もその経営課題の解決や経営基盤の強
化といった持続的な発展を支えるための方策を推進してまいりま
すので、同友会の皆様には今まで以上の連携の強化をお願いいた
します。

※この記事は2019年10月30日に行われた取材に基づいたものです。

久喜市「まちのつくり方改革」の基本方針 ①東京一極集中を是正し、若者の定住促
進、活躍の場を創出 ②土地の高度利用促進、駅前市街地の整備 ③圏央道ジャンク
ションを中心に物流拠点としてのインフラ整備 ④久喜市で新たなビジネスに挑戦す
る起業家支援、女性の創業支援 ⑤市民ランナーの聖地化などスポーツ振興策を推進 
⑥シティセールスを推進し、久喜市の魅力を世界に発信 ⑦全ての子どもたちにチャ
ンスのある教育環境を整備 ⑧農業の６次産業化を図り、観光農園の整備を促進 ⑨シ
ニア世代が更に輝き、活躍する久喜市を創造

【参考資料】

《 2020年度スローガン》「人間尊重の経営」と「強靭な経営体質の企業」で豊かな地域づくりに貢献しよう

◆日時：2019年12月20日（金）18：30～20：30
◆会場：新都心ビジネス交流プラザ4F
◆司会・議長：石原理事 

埼玉中小企業家同友会 ２０１9年度 第4回理事会議事録

◆議事録署名者：沼田副代表理事
◆議事録作成者：清水事務局長

県

report
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特　　集 ひ ろ ば

【聞き手】
吉成直人埼葛地区会長、
水野浩美、関根佐平、白石博己
（埼葛地区会）

●梅田市長におかれましては「 3つの柱」を掲げられ、「オールくき
でチェンジ」の精神でスピード感をもって未来につなぐまちづくり
を目指しておられますがその意気込みについてお聞かせくださ
い。また、久喜市合併から10周年を迎えての心境などをお聞かせ
下さい。
　本市の人口は、平成２２年の国勢調査以降、緩やかな減少傾向
が続いており、これからの社会の担い手である子どもたちや、若い
世代の人口減少が続くと、本市が衰退していくのではないかと危
機感を感じています。
　一方、本市は、豊かな自然環境を有するとともに、鉄道の利便性
やアクセスのよい高速道路網に恵まれた都市として、魅力的かつ
発展可能性が高いと実感しています。
　そのような中、私は、将来を見据え、本市の強みを最大限に発揮
し、埼玉県東北部の中心となる都市として発展させていきたいと
考えており、市のさまざまな取組みの良い部分はしっかりと継承し
つつ、もっと良くして改革が必要なものはチェンジさせ、次の世代
を担う子どもたちからお年寄りまで、あらゆる世代が「ずっと久喜
市に住み続けたい」と思えるような、より魅力のあるまちづくりを

目指しています。
　私の公約には、直ちに実行できるものだけでなく、関係者との協
議や調整を要し時間を要するものもありますが、一つひとつの政
策実現に向け、強い意志とスピード感を持って推し進めなければな
らないと考えています。
　本市は、市民が主役のまちづくりを基本理念に掲げ、多くの市民
や団体の皆様が活躍しており、先人が培ってきた地域資源は一層
充実し、人と人、地域と人とのつながりも大きな広がりを見せてい
ると感じています。
　久喜市のさらなる発展に向け、市民の皆様の活力は必要不可欠
でありますことから、これからも市民の皆様の声に耳を傾けるとと
もに知恵を出し合い、共に歩んでいきたいと思っています。　

●政策における9つの基本方針について、整備することで、どのよ
うに久喜市の魅力が倍増するとお考えでしょうか？また住みたいま
ちづくりについてどのようなビジョンをお持ちでしょうか？
　日本全体で人口減少が進行するなか、本市においても例外では
なく、各自治体の創意工夫が求められていると認識しています。
　人口の定住等には、都市環境や交通、教育、福祉、医療など総合
的なまちづくりが必要であり、将来を見据えた視点で、着実な取組
みが重要となると考えています。そのためにも、まちの顔となる「久
喜駅周辺のまちづくり」や圏央道ジャンクションを中心とした基盤
整備など、地の利を生かした施策を展開することにより、企業の進
出や交流人口の拡大が大いに期待されると思っています。
　これからの市街地整備については、それぞれが持つ特性に応じ
た地域の潜在力を引き出す土地利用を図っていく必要があるもの
と考えております。このようなことから、駅前周辺の市街地におけ

【特集】

～梅田修一 久喜市長に聞く～
次の世代も住み続けたいと思える、

まちづくりを目指して

「次の世代がずっと久喜市に住み続けたい
と思えるような、魅力あるまちづくりを目
指したい」と語る梅田修一市長。未来を見
据えたまちづくりへの思いや、施策、取り
組みについて、埼葛地区会メンバーが訪
問してお話をお聞きしました。
市長からは「これまでにない価値を創造し、
その活躍の場を広げていくことを期待して
いる」とのエールをいただきました。

 〈第5回〉

梅
田
修
一 久喜市長

首長訪問

編 集 後 記
　自分が住んでいる埼玉でも、聞いたことはあるけれど行ったこと
がない場所って意外とありますよね。
　私は、同友会事務局に入る前に、他県で観光の仕事もしていたの
で、地域に人が来てくれるのがうれしい！のですが、よくよく考え
てみると、地元でも知らないことや行ったことがない場所がいくつ
もあります。
　友達が来た時にあちこち案内をしながら一緒に埼玉を楽しみた
いと思っていますので、県内各地から集まっている同友会の会員さ
んだからこそ知っている場所やオススメスポット、美味しいものが
ありましたら、ぜひ教えてください!!　　　　（事務局 田嶋清美 記）

 １日（金） 正副代表理事会議
 ５日（火） 川口幹事会、大宮東幹事会、さくら幹事会、東彩幹事会、
  彩北幹事会・学習会、川越幹事会、埼葛幹事会、大宮南幹事会
 ６日（水） むさし野幹事会、西部幹事会、中部幹事会、浦和幹事会
 ７日（木） 戸田・蕨幹事会、北部幹事会、東部幹事会
 ８日（金) 仕事づくり委員会オープン学習会、大宮中央幹事会
11日（月） 障害者雇用推進委員会
13日（水） 共同求人委員会、広報委員会
14日 (木） 経営労働委員会、大宮中央例会
15日（金） 全研実行委員会（総括会議）
16日（土） 経営指針づくりセミナー【経営指針発表会】
18日（月） 第４回会員拡大会議、さくら・中部合同例会、彩北例会
 東彩例会、埼葛例会
19日（火） 川口例会、川越例会
20日（水） 障害者雇用推進委員会、浦和例会、むさし野例会
21日（木） 大宮南例会、東部例会、戸田・蕨例会、西部例会
22日（金） 大宮東例会
24日（日） 埼玉jobway合同企業説明会④、北部例会～25日（月）
25日（月） 政策委員会、青年部例会
26日（火） 大宮ブロック会議、社員教育委員会
27日（水） 第３回委員長会議
28日（木） 第３回地区会長会議、青年部幹事会
29日（金） ファムオープン学習会

同友会日誌　11月１日～30日 会員数 2020年1月9日現在

地区会名 会員数 地区会名 会員数 地区会名

川　　口

戸田・蕨

浦　　和

大 宮 東

大宮中央

北　　部

川　　越

さ く ら

東　　彩

彩　　北

埼　　葛

大 宮 南

西　　部

むさし野

東　　部

中　　部

46

56

83

43

37

89

44

123

134

49

52 計

37

83

90

60

18

1044

会員数

《住所・TEL・FAX 変更》
東部地区会 ㈱電翔 竹内達也会員
  〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町3-33
  越谷東駅前ビル202
  TEL：048-940-0118 FAX：048-940-0119
《住所変更》
大宮南地区会 me life woman 岩見真里子会員
  〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-18
大宮南地区会 ㈱R＆G 吉田忠義会員
  〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町
  1-51-1 三石ビル４F
埼葛地区会 アンカルク㈱ 赤井美津江会員
  〒345-0821 埼玉県南埼玉郡宮代町中央2-2-30
浦和地区会 総合保険事務所 ほけんのヨシムラ　吉村篤会員
  〒339-0067　埼玉県さいたま市岩槻区西町4-4-12

《TEL・FAX 変更》
中部地区会 丸和工業㈱ 矢部利人会員
  TEL：048-543-1108 FAX：048-540-0808
《役職変更》
東部地区会 ㈱第一経営相談所 吉村浩平会員
  取締役へ
東部地区会 ㈱第一経営相談所 薊喜美雄会員
  代表取締役へ
大宮東地区会 ㈱サイボウ 吉岡勇人会員
  専務取締役へ　

会員information新たな辞書の1ページ　新入会員紹介　（12/1～1/1)

厚川俊明
㈱ファミーユ厚川
川口地区会

森永雅幸
財務フューチャー
戸田・蕨地区会

薬局運営、在宅医療用品の
販売、処方箋調剤、地域イ
ベントの企画・運営

財務コンサルタント、経営支援 
資金調達、資金繰り改善、銀行格
付改善、その他の中小企業支援

古﨑 千穂
㈱りぼんコンサルティング
むさし野地区会
商品リニューアル専門コンサルタ
ント（中小企業経営者向けの商品
企画コンサルティングサービス他）

嶋田哲裕
FPオフィス L&F
浦和地区会
ファイナンシャルプランニ
ング業

埼玉中小企業家同友会元代表理事・中同協前財務委員会
委員長 山口 勝治（やまぐち かつじ）氏が逝去　

　埼玉同友会元代表理事の山口勝治氏（㈱タイ
ホー代表取締役会長）が2020年1月6日に逝去
されました。享年81歳。
　山口氏は1984年に入会され、1995年から
1999年まで代表理事として埼玉同友会における
運動の牽引役として尽力し、会内においては正副
代表理事の職務分担と理事会の運営ルールを見
事に整備されました。中同協では2002年から

2006年迄務めた財務委員会でその手腕を発揮し、温和な性格で皆を
まとめ上げ今日の財務委員会の発展に寄与されました。
　1992年に出版された『「小さな大企業」のすすめ』はバブル崩壊直
後に新時代の経営のあり方を提唱した書としてマスコミの注目を集め
「小さな大企業」という言葉が時代のキーワードにもなりました。
　多忙な日々の中で描く、趣味の油絵は玄人はだしで週末の田舎暮ら
しや野菜づくりなどゆったりとした自然派志向の魅力的な方でもありま
した。埼玉の「ミスター同友会」のご冥福をお祈りいたします。

【訃　報】
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【特集】首長訪問 〈第5回〉
～梅田修一久喜市長に聞く～

次の世代も住み続けたいと思える、まちづくりを目指して

　各地区会の幹事メンバーと広報委員が連携し、市町村の首長を訪問する特集の第5回
は久喜市長のインタビューです。魅力ある街づくりを目指して奮闘される梅田修一久喜市
長に、久喜市中小企業・小規模企業振興基本条例について、また、魅力あるまちづくりへ
の取り組みについてお聞きしました。

写真左より埼葛地区会 関根佐平氏、水野浩美氏、梅田修一久喜市長、
吉成直人氏、白石博己氏（ （
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です。その後、任意団体、デイケア施設、NPO設
立、社会福祉法人設立、多機能型事業所らいぶを
開所し今に至ります。ちなみに、現在のらいぶを
建てた際に関わった方からの紹介で同友会に入会
しました。

■仲間
　らいぶは初めから他の施設で断られるような
（障害の程度が）重度の仲間がいられる場所を作
ろうとしてきました。しかし重度であっても、とて
も才能がある仲間達ばかりだそうです。もちろん、
数字が読めないなどの個性はあるので、一人一人
が働けるような工夫は必要ですが、緻密なビーズ
アクセサリーを作ったりと何時間でも集中して作
業ができることが強みです。
　また、仲間達と旅行、初詣、たたら祭り（川口の
お祭り）出展、市役所等での作った商品販売など、
色々な年間行事もあり、仲間・職員・父兄の交流が
多いそうです。

■地域とのかかわり
　地域との関わりは、大変多いのですが、特に川
口市との２つの協定を紹介します。
【環境美化活動について】
　もともとは、「障害者が地域でお世話になるば
かりでなく、らいぶ周辺の掃除をしようじゃない
か」と始めた美化活動に市の方から協定の申出を
頂き、条例に合意した地域美化推進チーム「らい
ぶ」として地域の美化活動を行っています。
【災害時における合意について】
　川口市との合意により、災害発生時に通常の避
難所での生活が困難な要援護者の方がらいぶに
て避難生活が出来るように協定を結んでいます。

■これから
　実は、生活介護という言葉が、ただお世話をし
てもらうだけのように聞こえるので井出さんは嫌
いだそうです。生活介護の仲間でも、はじめは出
来なくても経験を重ねることで少しずつ出来るこ
とが増え、しっかりと働けるのに経験する場がない
と、ずっと何もできないままになってしまうと井出
さんは言います。
　そして、今後は、らいぶに通う仲間がどうすれば
自立できるのか、一人の人間としてどう暮らして
いくのか、が一番の課題だそうです。

（川口地区会 坂本武蔵 記）

井出 信男
いで  のぶお

社会福祉法人 ごきげんらいぶ 理事長
川口地区会
埼玉県川口市西新井宿1159-1
TEL：048-290-3000
FAX：048-290-3005

　いつも穏やかな笑顔の井出さんは、川口ジャン
クションの近く、川口市西新井宿で多機能型事業
所（生活介護・就労継続支援B型）らいぶと相談支
援事業所を経営しています。同友会では、川口地
区会のみならず、障害者雇用推進委員会において
も活躍されています。

　事業所らいぶは、
築６年、総床面積約
９００㎡（２階建）の大
変綺麗な施設です。
１階にはクリーン室
付きの味噌づくりの
作業所（発酵室・パッ
ケージ作業所）があり、就労継続支援の仕事の１
つとして、麦味噌や米味噌を作っています。他に
は、ビーズアクセサリーなども作成していて、特に
ビーズアクセサリーは川口駅前のそごうで販売さ
れていたこともある高品質なものです。（味噌は
現在も販売中）
　事業所では、利用者のことを「仲間」と呼んでお
り、職員や仲間の家族も一緒に、いつも和やかな
空気が流れています。

■事業を始めるきっかけ
　井出さんは、５人兄弟末っ子で、一人だけ戦後、
舘林の疎開先で生まれ、負けん気が強かったそう
です。大学卒業時、東京都信用金庫協会の面接を
受けた際、面接官と中小企業について議論をしか
けましたが、面接官から必ず来るよう言われ就職
したそうです。その後、友人に何度もお願いされ
て、とある障害者施設を経営する法人の経営再建
に携わるようになります。その時、施設の利用者
を初めて見て、「こんなに明るい子達がいるのか」
と驚いたそうです。しかし、法人の財政は厳しく、
何度も理事と話し合いをしました。その際、５００
点ほどあった商品の損益分岐点を１つずつ作成し
説明を重ねることで理解してもらい、利用者の父
兄と一丸になって財政を立て直しました。
　５年で、経営再建も終わり、次は何をしようかと
考えていたところ、上記施設の父兄の一部の方か
ら別に施設を作って欲しいと頼み込まれました。
何度か断ったものの、引き受けることを決断しま
す。ただ、大きい施設は、職員や利用者、父兄の
交流が少なく関係性が希薄化してしまうので、小
さな施設を作ることを引き受けの条件としたそう


