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同友会の三つの目的／よい会社

よい経営者

よい 経 営 環 境をめざす

2022年が幕を明けました。
昨年は
「障害者問題全国交流会from埼玉」
をオンライン開催し、多くの参加者と学び合いました。
このような中で、各方面からの埼玉同友会に寄せる期待も一段と大きくなってきています。
多くの経営者にとって、コロナ禍の収束が見えない中でのスタートかもしれませんが、大きな変革
期を事業の再構築の好機と捉え、ピンチをチャンスとするべく、会員相互に手を携え、共に前進する
一年としていきましょう。
左から髙橋浩一副代表理事、菊永良枝副代表理事、横山由紀子副代表理事、小松君恵代表理事、大野元裕県知事、太田久年代表理事、
植竹知子副代表理事、奥津雅史副代表理事、齊藤壽和広報情報化委員長
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2022 年新春知事対談

埼玉から新しい時代を切り拓く
〜激動をよき友に、変革期を乗りこえよう！〜
埼玉中小企業家同友会の正副代表理事が、大野
元裕県知事を訪問し「多様性を認め合う職場環境
の構築」
「企業のDX推進」等への県の取り組みにつ
いてお聞きしました。
知事からは「環境変化に強い企業づくりに取り
組み、更なる変化をリードしてほしい」との激励の
言葉をいただきました。
◇新年を迎えてのご挨拶をお願いいたします。
明けましておめでとうございます。埼玉中小企業家同友会
の皆様には健やかに令和４年の新春をお迎えのこととお喜び
申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の流行は、世の中の在り方を一
変させましたが、先人たちが力強く埼玉県を発展させてきた

ます。

ように、埼玉150周年を契機に、より良い埼玉へと新しい一歩

昨年には、埼玉県では東京に次ぐ開催地として東京2020

を記さなければならないという強い決意の下、新年を迎えま

オリンピック・パラリンピックが開催されました。大会のレガ

した。

シーとして、更なるスポーツの振興や国際交流、ひいては共生

一昨年来続く、新型コロナウイルス対策では、県として戦略
と戦術を定め様々な施策を進めてきました。
長きにわたる不要不急の外出自粛や営業自粛要請などへの
皆様の御理解と御協力に対し、改めてお礼を申し上げます。
また、医療関係者をはじめエッセンシャルワーカーの皆様の
命懸けの奮闘に対し、深く敬意を表するとともに、心から感謝
を申し上げます。

社会の実現などを次代へ引き継いでまいります。県主催の
ボッチャ大会は、障害の有無に関わらず参加することができま
す。昨年11月の大会に私も参加しましたが、スポーツとして
純粋に楽しむことができました。このような取組を通して互い
を理解し、共に支え合う気運が高まることを期待しています。
昨年９月に始まった女子プロサッカーリーグのWEリーグは、
スポーツを通じた女性活躍やジェンダー平等にも取り組んで

今後の感染再拡大に備え、引き続き、強い危機感と緊張感
を持ちながら、ポスト・コロナを見据え、感染症と共存できる
強い埼玉県経済を構築してまいります。
本県は今、感染症の拡大を契機とした新しい生活様式や新
たな社会への変革、今後迎える人口減少社会や異次元の高齢
化、更には自然災害の激甚化・頻発化など大きな変化の時期

います。県としてもWEリーグを応援していきます。
また昨年は、埼玉県誕生150周年となりました。この記念
すべき年を契機としてポスト・コロナ元年として、新たな時代
を切り開き、稼げる力を向上させられるよう、
「新しい生活様
式」の下、経済の活性化にも取り組んでまいります。
今年の干支は
「寅（とら）」
です。勇気と冒険心のイメージを

を迎えています。この激動の時代を超克するためには、渋沢

持つ虎にあやかり、皆様とともに
「ワンチーム埼玉」
で、誰もが

栄一、荻野吟子、塙保己一といった本県が誇る三偉人の高い

自分らしく活躍できる
「日本一暮らしやすい埼玉」
を目指して、

志と不屈の精神をみならい、未来を見据えて大きな変革を成

力強く新たなチャレンジをしてまいりましょう。

し遂げていく必要があります。
コレラの時代を超克した渋沢翁の「論語と算盤」の精神は、

◇新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、中小企業は

経済成長と環境や社会の調和を図る正にSDGsの精神を先

大きな打撃を受けています。県として、ウィズ・コロナ、ポス

取りしたものであり、その先見の明と志の高さには敬服の念

ト・コロナについて経済面からの対策をお聞かせください。

に堪えません。
私も、超少子高齢化社会を見据えた埼玉版スーパーシティ

新型コロナウイルス感染症は、本県の社会経済活動に大き

構想、災害に当たっての県の体制を整備する埼玉版FEMA、

な影響を及ぼしました。感染拡大防止策を講じながら、社会経

誰一人取り残さない「埼玉版SDGsの実現」
に向け、渋沢翁の

済活動の活性化に向け取り組む必要があります。

精神を受け継ぎ、自らの信念を貫き、全力で取り組んでまいり
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第一波においては、感染防止対策と引き換えに社会・経済

集

活動の多くが停止しました。県では第一波の後、第二波の到

◇2021年10月に開催いたしました、障害者問題全国交流

来に備え、感染拡大時、つまりウィズ・コロナにおいてもいか

会におきましては、多大なるご協力をいただき、まことにあ

なる経済活動を行うべきかを検討すべく、産官学金労で構成

りがとうございました。同友会では、多様性を認め合う職場

する
「強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議」
を立ち上げ

環境の構築に向けて、経営者が日々学び合っております。

ました。昨年９月には、この戦略会議において、ウィズ・コロナ、

県として、障害者雇用推進に向けての施策をお聞かせくだ

ポスト・コロナの経済・雇用対策として社会実装する取組を取

さい。

りまとめ、国、県、経済・産業界のそれぞれが、自らの役割を明
確にして連携し合い、実施の責任者を定めたうえで実践して
おります。

埼玉中小企業家同友会の皆様には、日頃から障害者雇用企
業による実践報告会や行政・特別支援学校・就労支援施設な

そして、県経済の回復や活性化に向けて早急に着手すべき

どと交流会を開催されるなど、障害者雇用への理解を深める

県の取組について、これまでの資金繰り支援や営業時間短縮

ための活動に積極的に取り組んでおられることに厚くお礼申

要請で影響を受けた事業者への協力金などに加え、本県独自

し上げます。

の先手を打つ次の５つの対策を進めることとしました。

令和２年の本県の民間企業の障害者雇用率は、法定雇用率

１点目は、
「飲食・観光事業者への支援」
です。Go To Eat

を上回る2.30%となり、
９年連続で過去最高となりました。こ

事業を再開し、期間を延長しました。また、お土産店等で利用

れもひとえに関係する皆様の御尽力のたまものと深く感謝申

できる観光クーポンを10万人分増刷し、県外からの宿泊観光

し上げます。

客にも拡大して配布します。加えて、県内と隣接都県等からの

新型コロナウイルス感染症の影響は未だ社会経済情勢に

観光客の旅行代金を割引く、新たな観光応援キャンペーンも

大きく及び、今後の障害者雇用の見通しも不透明な状況と

展開し、観光需要を喚起します。

なっています。

２点目は、
「県産農産物の販売促進」
です。県産米をはじめ

令和３年３月には障害者の法定雇用率は2.2%から2.3%

とした県産農産物の販売促進キャンペーンを実施することで、

に引き上げられ、対象企業も従業員45.5人以上から43.5人

需要を高め、消費拡大を図ります。

以上に広がりました。

３点目は、
「原油高など調達コスト高騰対策支援」
です。資金

法定雇用率の達成を維持していくためには、障害者雇用を

繰り支援のため全ての業種を対象に低利で利用できる制度融

促進するとともに、障害者の離職防止を強化するなど更なる

資の拡充を行うほか、様々な相談にきめ細かく対応いたしま

取組が求められます。

す。

県では、平成19年に全国に先駆けて、県内企業の障害者

４点目は、
「DX推進支援」
です。商店街のキャッシュレスの

雇用を推進するための支援機関を開設しました。平成30年に

導入やデジタル技術を活用した経営革新支援などの取組に係

はその機能を拡充し
「障害者雇用総合サポートセンター」
とし

る費用を補助いたします。

て、雇用開拓から雇用支援、職場定着まで、総合的な支援を

５点目は、
「事業再構築支援」
です。国の「事業再構築補助

行っています。引き続き、同サポートセンターにおいて、企業

金」獲得のため事業再構築支援センターを設置し、取組を支

が障害者を円滑に雇用できるよう支援するとともに、障害の

援するほか、事業者が策定する事業再構築計画について、そ

ある方が安心して働き続けられるよう支援をしっかりと行って

の策定支援をコンサルタント等に依頼する際の費用補助を行

まいります。

います。
これらの取組を国の経済対策と連携させることで、社会経

また、県では、障害者雇用に積極的な事業所を
「埼玉県障害
者雇用優良事業所」
として認証するとともに、他の事業所の模

済活動の活性化に向けた支援にしっかりと取り組んでまいり

範となる事業所を毎年表彰しています。こうした事業所の優

ます。

れた取組を県のホームページなどで広く紹介することを通じ
て、今後障害者雇用に取り組む事業所の参考にしていただく
とともに、本県の障害者雇用の拡大に向けた気運が一層高
まっていくことを期待しています。
経済、人口ともに右肩上がりの成長を続けてきた本県も、
間もなく人口減少に転じます。労働生産性を維持していくた
めには、障害者をはじめ誰もが活躍できる職場環境づくりが
求められます。
今後とも障害者雇用の更なる拡大に向けて、お力添えをい
ただけますようお願い申し上げます。
◇会員中小企業におきましてはDXの推進に努力を重ねてお
ります。県としての推進支援施策があれば、お聞かせくだ
さい。
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会員中小企業の皆様におかれましては、DXの意義を認識

feature articles

し、その推進に取り組まれておられることに対しまして、深く敬
意を表します。
本県では、昨年３月に埼玉県DX推進計画を定め、これに基
づき、具体的な取組や工程を示すロードマップを昨年12月に
策定しました。
新型コロナ感染症が収束しても、コロナ以前の社会と全く
同じに戻ることはないでしょう。40年間ほとんど成長していな
い日本社会が国際社会を勝ち抜いていくためにも、労働生産
性を向上させ、変革をもたらす必要があります。
この意味で、ポスト・コロナ期における、稼げる力の向上の
大きな柱がDXです。社会全体のDXの実現は、産業構造や働
き方・暮らし方などに大きな変革をもたらし、社会に対する
様々な課題を解決するとともに、生活をより安心・安全、便利

行ってまいります。

で、豊かに変える大きな可能性を秘めています。
しかしながら、デジタル化は単なるツールで、経営者に求め

◇埼玉中小企業家同友会は県内の中小企業にあてにされる

られるのはトランスフォーメーションに他なりません。変革を

会として活動してまいりたいと考えています。知事が埼玉

遂げるために事業の課題を整理し、いかなる企業になるべき

同友会に期待される事をお聞かせ下さい。

かの方向性を定めていただくことが必要です。そしてその目
的のためにリモート、オンライン、AIなどのデジタル技術を活
用するのがDXです。
他方で、県内中小企業の中には、ハードルが高いとおっしゃ
る方もおられます。県においては、これまでも意識啓発のため

埼玉中小企業家同友会には、中小企業経営者が頼れる存在
である
「社長の学校」
として、会員の皆様相互の経験や情報の
交換を通じて、本県の経済発展に貢献していただいており、大
変心強く感じています。

のセミナーの開催や専門家の派遣、機器等の導入費用の補

昨年も新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、本県で

助、人材育成等の支援を行ってまいりましたが、引き続きデジ

も感染拡大防止のため、長期間にわたる緊急事態措置やまん

タル化によるビジネスモデルの転換支援を進めるほか、農林

延防止等重点措置を実施し、事業者の皆様に対して様々な協

業や観光業をはじめとしたあらゆる産業でオンライン活用に

力の要請を行ってまいりました。皆様の感染防止の取組へ深

よる新たな需要の創出を図っていきます。

く感謝いたします。

さらに、支援の効果をより高めるため、他機関との連携が重
要と考え、国や市町村、埼玉中小企業家同友会をはじめとした

ポスト・コロナのみならず、社会経済活動の大きな変革が求
められています。

経済団体、金融機関、その他の支援機関など機関ごとに分散

埼玉中小企業家同友会の皆様には、新型コロナウイルス感

している支援策を一元的に集約し、中小企業の皆様にも分か

染症が顕在化した初期から、Web会議を積極的に活用して活

りやすく提供できるよう
「埼玉県DX推進支援ネットワーク」
を

動を継続いただくなど、この厳しい環境変化に迅速に対応い

設立し、最初の取組として各機関の様々な支援施策を中小企

ただきました。更なる変化をリードしていただけるようお願い

業の皆様にワンストップで紹介するワンストップのウェブサイ

申し上げます。

トを立ち上げました。

本県経済の回復・発展には、県内の99%以上を占める中小

ここでは、皆様のニーズに合わせ、分かりやすく支援施策を

企業・小規模企業を元気にしていくことが不可欠です。県で

検索できるよう工夫しているほか、支援の申し込みも可能で、

は、埼玉中小企業家同友会にもメンバーとなっていただいて

成功事例なども多数掲載してまいりますので、ぜひ御利用く

いる
「強い経済の構築に向けた埼玉県戦略会議」
をはじめとす

ださい。

る様々な機会を通じて皆様の声に真摯に耳を傾け、ウィズ・コ

DXを進めるために、埼玉県ではいち早くデジタル化、ペー

ロナ、ポスト・コロナの時代に持続可能な成長を続ける、強い

パーレス化に取り組んでおり、例えばモデル部署でのコピー

埼玉県を目指すとともに、待ったなしの未来に向けた変革に

使用料金は、令和元年度比90.8%減となっています。近い将

力強く対応してまいります。

来、県庁の仕事は想像的な仕事、真に対面で行うべき業務に
限定され、利用者にとっては、押印、証紙、印紙がキャッシュレ

埼玉中小企業家同友会の皆様にも、引き続き
「よい会社・よ

スになり、申請のために来庁する手間と時間がなくなり、書類

い経営者・よい経営環境」の実現を目指して環境変化に強い

もオンラインで送付したり、あるいは別の官庁から直接県庁

企業づくりに取り組んでいただき、本県の産業振興、経済発展

に届くことになるでしょう。

のためにより一層御活躍いただくことを期待しております。

前述のロードマップに従い着実にDX支援策を充実させ、県
内の関係機関が一丸となって中小企業の皆様に役立つ支援を
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経営指針づくりセミナー

経営指針発表会報告

同友会では経営者の経営哲学ともいえる経営理念と経営方針、戦略、計画、それらを総称し
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。今年度は昨年に引き続き、新型コロナの影響で全編リモート開催となりました。
【委員長挨拶】

【2021年度経営指針づくりセミナー修了生】
志賀

経営労働委員長

満生

剛

〈㈲ぐっとリフォーム 代表取締役〉

2021年度経営指針セミナーを振り返って
昨年に続き、本年度も経営指針セミナーが全編リモート
で終了致しました。
今年度は昨年のリモートセミナーにおける課題を抽出し、
回数を減らして１回あたりの時間を増やした内容に変更し
ました。
（通常のリアル開催と同じ時間）
今年度のセミナー運営は日高副委員長をリーダーとし
た7名のセミナーチームのメンバーが中心となりカリキュ
ラム作成やグループ編成をやっていただきました。
開催中はコロナ感染者の拡大状況が日々変動する中で、
対面での補講や、合宿中止の見極めを行うなど常に状況を
みながらの判断が続きましたが、日高副委員長のリーダー
シップ、各グループ長を始めとするスタッフのサポート、受
講生の真摯な姿勢、全てが一丸となって素晴らしいセミ
ナーが運営出来たと思います。
事務局の皆様、受講生を地区で支えてくださったお仲間
の皆様、ありがとうございました。引き続き次年度もよろし
くお願い致します。

朗

ピボットおじさんのパソコン教室

表計算
アドバイザー

むさし野

島袋 輝仁

フォトスタジオ ワークショップ

代表

松村 幸子

㈱Ｈ&Ｈ Ｃｏｎｎｅｃｔ
ｉ
ｏｎｓ

代表取締役

石崎 美智

(特非)ヒールアップハウス

代表理事

田中 基裕

コロンビアインターナショナルスクール 事務長

野原 健志

㈱ホスピタリティアルファ

代表取締役

松本 賢二

㈲まつもとドライクリーニング/
内職市場大宮浅間店

代表取締役社長

内山 智美

㈱エーアンドエム不動産

深町 智之

撹拌カイゼン(同)

代表社員

細田 憲一

㈱細田自動車

代表取締役
代表社員

小嶋 理恵子

plus N

代表

平間 奈巳

Riverdale English㈱

代表取締役

小山 裕輔

㈱茜工房

取締役

玉田

㈱ふじ

代表取締役

安田電子工業㈱

代表取締役

恵

川口
西部
大宮東
埼葛
さくら

木屋野 史明 カイアス介護(同)

安田 幸治

東部
大宮東

むさし野
東彩
川越
大宮南
川口
大宮南
東部
北部
(順不同・敬省略)

2022年度の経営指針づくりセ
ミナーについては、スケジュー
ル が 決まり次 第 お 知らせしま
す。

【2021年度経営指針づくりセミナースケジュール】
序章
第1講
第2講
第3講
第4講
第5講
第6講
第7講
第8講
第9講

5/28(金)
6/9(水)
6/26(土)
7/13(火)
8/1(日)
8/22(日)
9/8(水)
10/2(土) 〜 10/3(日)
10/27(水)
11/20(土)

オリエンテーション
導入編①
導入編② 理念編①
理念編②
理念編③ 戦略編①
戦略編②
戦略編③
戦略編④
計画編
発表会

経営指針づくりの目的・意義・内容と到達点の理解、各課題シートの説明
グループ交流、自社の振返り、企業変革プログラムの活用、決算書の概要の理解、
経営分析
経営者の責任、何のために経営をしているのか、自社の社会的使命・経営姿勢・行
動規範とは、10年ビジョン・経営理念の基礎を考える、経営理念の成文化
マーケティング概論、自社の事業領域、顧客の声を聞きあげる仕組みづくり、外部
環境分析、内部環境分析、中期経営計画立案、労務管理、労働法制、労働環境の整
備・改善、人を生かす経営の理解
マネジメント計画・マーケティング計画・利益計画の構築
経営指針の成文化
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修了生からの感想

島袋 輝仁

田中 基裕

フォトスタジオ・ワークショップ
業務代表 フォトグラファー
（東部地区会）

同業者以外の方の考え方に興味を持ち、経営というもの

コロンビアインターナショナル
スクール 事務長
（西部地区会）

２０２４年、コロンビアインターナショナルスクール(CIS)

を学んでみようと同友会に入会して３年目。私は趣味の写真

の敷地に面した場所に、CISとは関係ない新しい学校が開校

を仕事としてしまったので、経営指針づくりセミナーを受講

されることになりました。この最大の危機を乗り越える
（ピン

し始めて、
「何のために事業をしているのか？」
という問いか

チはチャンス）
には、経営理念と１０年ビジョンを成文化し、教

けには全く困り果て、セミナー途中までは
「？？？」の連続で、

職員一丸となる必要があると思い受講することにしました。

特に９月以降は仕事も忙しくなり始め、仕事脳と課題脳を切

二代目として事業を承継する立場でいましたが、受講前の

り替えるのが尋常ではないくらい難しく、まるで高い山を登

自分は従業員の一人という感覚があったように思います。受

り、深い谷を降りる事を繰り返しているようでした。

講当初、父の批判ばかりしていたら、受講グループのスタッ

特に苦手なのは経理面の課題と経営理念検討表の「企業

フ
（すでに経営指針を成文化されている先輩）の方に
「血の

使命」
「経営姿勢」
「行動規範」
「科学性」
「人間性」
「社会性」の

つながりだけで事業承継できる立場（二代目）
にあぐらをか

視点で考えてと言われても意味がわからず、テキストを何度

いている」
と指摘されました。このことをきっかけに父と本音

も読みネットで調べ、その言葉の意味をパソコンに打ち込み

で話し、創業の精神・学校の歴史を父と一緒に振り返ること

プリントアウトして貼り出し、とにかくその意味を身体に浸透

で、
「教職員も生徒と一緒に多様な価値観を身につけて、世

させようと必死でした。

界規模で活躍してもらいたい」
という想いが同じであること

そしてバラバラに転がっていた点と点が、少しずつ繋がっ

を確認することができました。

ていき、必要な言葉と不必要な言葉がやっと整理でき始めま

毎回の講義でのスタッフの方々の豊富な知識と自社で取

したが、それでも長すぎるとご指摘を受け悩んで悩みまくり

り組んでいる実践報告が、自分がその時に学んでいることと

ました。

リンクしていて、
しっかりと課題に取り組むことができました。

並べてはグチャグチャにしてまた並べて、まるで言葉のパ

半年間の指針セミナーは、一日二日の例会とは違い、じっく

ズルを拾い集めるかのごとく。その繰り返しの中で、ある日

りと自社のことだけでなく、自分が何をしたいのか深く考え

ヒントとなるお言葉を頂き、それをきっかけに霧が晴れたか

られる、とても貴重な経験であり濃密な時間でした。

のようにくっきりと大事な言葉が見つかります。スタッフに言
われ続けた
「腑に落ちる言葉」
でした。

また、組織をよくしようと行動していることが、経営者の経
営姿勢であることも学び、セミナーを修了して、やっと自分

まだ財務の部分での問題は山積みで、短期計画の詳細に

も経営者であることを自覚できました。修了後に参加した共

も課題はありますが、
「問題」
と
「課題」の区別もつかなかった

同求人委員会の例会や来年の例会づくりでは、受講前では

自分としては、かなりの進歩だと感じます。
これでやっとスタートラインに立てました。
自信が持てなくて消極的だった部分も、前向きに
「やって

感じられなかった視点で経営者の仕事を理解できるようにな
りました。
父と一緒に仕事ができる時間には限りがありますので、

やろう！」
となっている自分に自分自身がびっくりしていて、今

しっかりと同じ方向を見て、その喜びと幸せを感じていきた

からの自分が楽しみになっています。

いと思います。これからを新たなスタートと捉え、教職員一

最後に応援して頂いたスタッフの皆さんと同期受講生の
皆さん、事務局の皆さんに感謝申し上げます。
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丸となって、未来を担う生徒たちを応援していきたいという
「私の夢であり、私の幸せ」
を実行していきたいと思います。

集

2022年度
埼玉県の中小企業政策に対する

中小企業家の要望・提言

中小企業を取り巻く環境改善に向けての県への政策要望・提
言が、コロナの感染状況を憂慮し、今年度は11月10日にオンラ
インにて行われました。
Ⅰ．新型コロナウィルス感染症への対応について
埼玉中小企業家同友会は、新型コロナウィルス感染の広がり
による経営環境の悪化に対して
「一社もつぶさない」
「雇用を守
る」
という決意のもとに活動を継続しています。埼玉県が経済的
に厳しい分野への支援など種々施策を進めていることに深く感
謝するものです。
しかしながら、中小・零細事業者の不安感は新型コロナの感染
拡大の状況が緊急事態宣言の解除で一息つけるのかという希望
を持ちながらも、先行きの見通しが見えない状況での打開策を
模索している状況です。これらの状況を踏まえて、以下要望いた
します。
1.新型コロナウィルス感染拡大後、国、県、市町村が実施した元
本据え置き、保証料減免などの支援制度は企業の資金繰りを
安定させて、倒産防止や雇用を守る上で一定の成果をあげる
ことが出来ました。大変深く感謝するものです。
しかし、今後、経済活動の自粛を余儀なくされた業種を中心に
元本据え置き期間終了後の借り入れ返済が始まった時に大き
な負担となり、経営が立ち行かない企業が出て来ることが予想
されます。よって、全業種等を対象に返済困難な企業において
は返還期間を猶予する政策を国に要望していただき、また県と
して検討していただくことを要望いたします。
2.社員のコロナ感染時対応については濃厚接触者と指定される
とPCR検査が無料で受けることが出来ます。しかし、職場内に
在籍していた社員においては、検査を行う場合は自己負担ま
たは会社負担となっています。感染拡大予防の観点からも埼
玉県ではコロナ感染社員が発生した場合は社員に無料でPCR
検査を行うことが出来るよう要望いたします。
3.社員が濃厚接触者となった場合、自宅待機時に生ずる休業手
当については雇用調整助成金の対象となります。しかし、売り
上げ要件や休業総日数の要件を満たさず受給対象外となる企
業があります。この場合、休業手当が全額事業主持ち出しとな
り、拠出が経営を逼迫させる要因となり、事業主が休業手当を
出し渋るのが現状です。今後も感染範囲が拡がることを想定
し、救済策のご検討を県に要望いたします。
4.飲食店の営業自粛の影響を受けた酒類卸売業への支援につ
いては国、県、市町村が実施した支援金・助成金等の制度は企
業の資金繰りを安定させて、倒産防止や雇用を守る上で一定
の成果をあげることが出来ました。大変深く感謝するもので
す。

現在、緊急事態宣言が全面解除され、あらたな局面を迎えて
います。しかし、営業は全面解除ではなく段階的解除であり、
一定の営業自粛が求められています。営業の自粛が求められ
ている限り、それに応じた支援金・助成金の継続を要望いたし
ます。
Ⅱ．緊急事態宣言解除後の地域経済の回復を目指して
コロナ禍における売上への影響は、飲食業、旅館業、観光業等
に関わらず広く影響を与えています。その地域経済の回復・再生
を目指して、
「中小企業振興基本条例」の具体化による施策の展
開を求めます。さらには
「中小企業憲章」
による
「中小企業は経済
を牽引する力であり、社会の主役である」
という宣言にふさわし
い位置づけを求めます。
1.中小企業のDX推進について
今後、既存事業の回復には事業再構築が必要となることから、
専門家や金融機関、商工会・商工会議所などとの連携による
伴走型支援のための体制を早急に稼働させていただきたく要
望いたします。
中小企業においては大企業のようにDXを担当する技術者等
を雇用することが困難であり、社内のデジタル化をするための
知識・技能を社員に再教育することが不可欠となります。その
ための研修制度の整備・講師派遣費用の補助等の支援を要望
いたします。
2.地消地産型の農業の推進について
地元産品の普及に様々な取り組みを行っていますが、埼玉の
農業にしっかりと視点を向け農業による雇用の創出の取り組
み強化を求めます。
コロナ禍でテレワークなど在宅勤務が定着していく中で、新た
な生活様式を志向する生活者も増え、地元の飲食店や農産
物、加工品などに関心が高まってきています。そこで、農や食
に新たな価値を創出しようとする新規就農者の支援やチェー
ン店との差別化を図り地域を盛り上げようとする飲食店・事業
者を支援することを通じて県内の雇用を創出する
「農と食」の
埼玉県版経済循環モデルの仕組みを庁内横断型で構築し、更
に一層ＰＲ推進することを要望いたします。
3.県の官公需の受注機会の促進について
埼玉県中小企業振興基本条例第５条〔県の責務〕
より県からの
県内企業への官公需における受注機会を推進することで、県
内企業の支援、育成につながるものと考え、以下の要望をい
たします。
県が発注する官公需における県内企業受注について、受注の
確保、促進につながるよう、発注件数や県内受注割合等につ
いての調査を行い、その結果を統計データとして定期的に公
表していただきたい。
4.脱炭素社会に向けた既存住宅における省エネ改修の推進につ
いて
脱炭素社会への推進により、新たな事業分野の創出による中
小企業の活性化や、地域経済の活性化が期待できるため、住
宅関連として県に今後の施策として以下を要望します。
①.断熱改修に関して未習熟な事業者への技術向上の支援
②.既存住宅の改修について相談・依頼できる仕組みの充実・周
知
③.既存住宅への断熱改修の推進
地域経済の活性化と雇用の拡大について、再生エネルギーの
地産・地消が大きな獲得目標と言われています。脱炭素の県
の取り組みの強化と展開を求めます。
Ⅲ. 中小企業の課題解決に向け、地域金融機関との
互恵関係の支援を
健全な地域金融機関の存在は、地域経済を維持発展させる上
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で不可欠ですが中小企業との地域金融双方にとって互恵的な
「共通価値の創造」
を共有化するとともに、中小企業の課題解決
に向けた
「伴走支援型融資」
（事業の理解に基づく融資と本業支
援への取り組み）
が一層期待されています。私たち埼玉中小企
業家同友会では政策委員会を中心に県内各地区において、平時
からの信頼関係を構築し、地域金融機関との相互理解を深める
ための勉強会を行っています。中小企業と金融機関の望ましい
関係を推進するために埼玉県内金融機関と以下の協議を進めよ
うと考えています。
1.中小企業の課題解決に向けた
「伴走支援型融資」の「育てる金
融」
により、経営者保証に依存しない融資を推し進める。
2.「当座貸越」
は、期限や上限などについては金融機関が裁量権
を持っているが、中小企業が適切な情報開示を行うことを前
提に、中小企業が柔軟な資金繰りによってリスクを回避できる
よう一定期間の枠が保障される
「専用当座貸越」の取り組み強
化を推し進める。
3.経済産業省ローカルベンチマーク
（ロカベン）
や、内閣・知的財
産戦略本部「経営デザインシート」の活用を外部発信のツール
として推進するように、当会が従来から取り組んでいる
「経営
指針」成文化（経営理念・１０年ビジョン・経営方針・経営計画）
を、新たな価値創造のための外部発信ツールとしての活用を
したい。
以上の内容での金融機関との協議を進めて行こうと考えてい
ますが、県の担当部署との意見交換の場をいただき、よりよいも
のとして提案していきたいと思います。協議の場をいただくこと
を要望します。
Ⅳ．障害者の雇用推進について
埼玉中小企業家同友会では障害者雇用を
「人を生かす経営の
総合実践」
として位置づけ、法定雇用率に関わらず、経営課題と
して共生社会の実現を目指して積極的に障害者雇用に取り組ん
でおります。障害者雇用を推進するにあたって以下要望します。
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「埼玉中小企業家同友会 2022年度政策要望・提言」
に係る
意見交換会 出席者
（敬称略）

職

名

氏

名

代表理事

小松

君恵

政策委員会副 委員長

新井

俊雄

政策委員会 委員長

政策委員会副 委員長
政策委員会副 委員長
事務局長

事務局 主任

産業労働 部長

米山
沼田
水野
清水

田ノ上

浩美
信彰

哲美

山野

隆子

髙𣘺

利維

産業労働政策 課長

藤田

産業支援課 副課長

道孝

博之

目良

経済対策幹

正樹

板東

産業労働部 副部長

産業労働部雇用労働 局長

県
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令和3年度ジョブコーチ支援の助成制度について
今年度からは、一人のジョブコーチが助成金を受けながら指導
できるのは、 一回 だけになりました。時間をかければ着実に成
長していく障害者スタッフの仕事を覚える時間的猶予を負担す
る制度がないならば、即戦力以外の雇用が出来ません。中小企
業のジョブコーチの助成金制度の見直しを国に働きかけていた
だきたい。

玉

Ⅵ．中小企業経営に重大な影響を与える
「最低賃金引上げ」
について
今年は最低賃金引上げについて大幅な改定となり、中小零細
企業にとっては大変な経営努力をしなければなりません。また、

Ⅶ. その他
学校で学びたくても学べない児童生徒への
遠隔・オンライン教育の活用について
学校で学びたくても学べない児童生徒（病気療養、不登校な
ど）
に対し、遠隔・オンライン教育を活用した学習について出席扱
いとする制度の活用促進や好事例の周知を図るとしています。
「オンライン授業」
について、現行の法令上、出席停止扱いとなる
場合もあると聞いていますが、自治体によっては、特例的に出席
としているところもあるようなので是非とも出席扱いとしていた
だきたい。

埼

Ⅴ.「働くシニア応援プロジェクト」の推進について
全国一のスピードで後期高齢者が増加する埼玉県の最大の課
題として、働く意欲がある元気シニアの活躍の場を拡大するため
に以下要望いたします。
1.働きたい高齢者と雇用したい中小企業とのマッチング機能を
もっと高めて頂きたい。シルバー人材センターの魅力を高め
るとして、職域を拡大する研修等も実施されていますが、研修
修了者の就業先を積極的に広く中小企業に繋がるような配慮
を要望いたします。
2.シニア活躍推進事業の生涯現役実践助成金の助成対象につ
いては現在、助成金を受けられる対象企業の該当条件に常用
雇用者が10名以上になっていますが、中小企業においても更
なる活用ができるよう、該当人数を引き下げることを検討して
いただくことを要望いたします。

「年収130 万円の社会保険の壁」等で女性の就労時間抑制が懸
念されることも予測されます。解決の方向性を明確にするよう国
に働きかけていただきたく要望いたします。
1.最低賃金の地域格差は地域から労働力の流失を促し地域企業
の疲弊を招きます。最低賃金引上げに当たっては地域格差を
是正する制度の創設を国に働きかけていただきたい。
2.下請け二法や中小企業振興基本条例にあるように、最低賃金
引き上げに対しての企業間の単価交渉等について相談窓口や
交渉窓口を県や各地市町村に幅広く設置するように要望いた
します。

埼玉中小企業家同友会

1.障害者法定雇用率が変わり、大企業、中小企業ともに、障害者
雇用について関心が寄せられてきている中、県内特別支援学
校からの卒業生の一般企業への就職率は依然として低い状態
が続いています。そこで一般企業への障害者就職斡旋のプロ、
就労支援員、ジョブコーチ等の専門家を学校に常駐させ、進路
指導担当教員や担任、保護者と連携をとることができるような
制度を要望いたします。
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2021年度 全研
実行委員会舞台裏より熱い想いをこめて！
2/15（火）開催

年にたった１度しかない経営学習の宝箱はまもなく開かれ
ようとしています。実行委員会では、何度も何度も熱い討論
のもと舞台裏で煮詰めてまいりました。皆さまに実行委員よ
り熱い想いをお届けします。

年に１度の経営の学びの場を
自社の進化に活用しよう！
詳しくは埼玉同友会ホームページを
ご覧下さい♪

)))))))))))))))))))))))))

菊永 良枝氏(むさし野地区会）
㈲サウンド オフィス・コア
代表取締役
〜全研向けオリジナル
SONGを制作して〜
全県実行委員会での取り組み、各委員会の分科会作りは毎
年真剣そのものです。
「新たな学びや仲間を得て経営者として前進していけるのが全
県経営研究集会なんだよ！」
という実行委員の思いを曲にして
みようと
「伝えたいこと」
を作ってみました。じわっと伝われば
いいなと思います。もう1曲は、経営者の本音を語り合えるこ
の会の元気で前向きなイメージで
「いつだってあつまっていこ
う」
を作ってみました。思わず1歩前に進める気持ちになれた
ら本望です。

PRチームリーダー

鴇田

樹氏(西部地区会）

ときたサービス㈲
代表取締役
〜全研PR動画作成に当たり〜

全研実行委員長

高橋 浩一氏(大宮中央地区会）
髙橋通信 ㈱
代表取締役
〜新世界 変わらぬ想いで
進化しよう！〜
SDGs、人口減少、働き方改革、
Ｉ
Ｔ革命、
ＤＸなど、まだ先だ
と思っていた新世界がコロナの影響で急速に目前に迫ってき
ました。私達は状況に合わせて柔軟に進化していかなければ
なりません。今年こそはリアル開催したいとの思いを持ちな
がら、昨年に引き続きオンライン開催となりました。オンライ
ン開催ではありますが、ご参加頂いた皆様には、
「変わらぬ想
い」の再認識をして頂き、来たる新世界に向け、いち早く一歩
を踏み出しましょう。会員皆様をはじめ、多数のゲストの方々
のご参加を心よりお待ちしております。

PR動画サポート担当

山﨑 清彦氏(東部地区会）
㈱山崎メディアミックス
代表取締役社長
〜全研PRの映像サポートに
関しまして〜
今回のPR動画の制作で一番気を付けたことは、
「専門家へ
の依存体制を作らないようにする」
ということでした。全研の
PRという限定的なものであっても同友会の理念である
「自
主」
「民主」
「連帯」
に沿って進めていくべきだという想いがあっ
たからです。今回、私は基本的な映像、音声の素材を実行委
員で作れるように映像に関する
「あり方」
と
「やり方」
をお伝えし
ました。チーム一丸となって一所懸命作ったPR動画をどうぞ
ご覧ください。

小川 洋一氏(東部地区会）
DREAM FUTURE
代表
〜初めて見た全研実行委員会の

PRチーム皆様のご意見や
熱い舞台裏〜
行動力を目の当たりにして学ばせて頂く事ばかりでした。
今回初めて、全研実行委員として参加させて頂きました。予定、
特に全研の為に曲を作成して頂いた菊永様、動画の取りまと 記念講演、予算、参加費、会場と一連の決め事が委員会内で熱く
めをして頂いた山﨑様の制作にかける情熱を語る時に見せた
何度も何度も討議されてきました。私が一番感じた事は、他人事
笑顔はとても印象的でした。
ではなく
「自分達で作り上げていく」
という同友会の「自主」の熱い
このチームで改めて同友会って経営者ってこうあるべきだと、 精神です。この想いに沢山の経営の知恵と方策が詰まっているよ
気付かされました。こんな人たちが集まり作り上げる全研が学 うに思います。是非皆さま、全研に参加して自社を進化させましょ
びにならないはずありません。PC関係に疎い私でしたが、こ う！
のチームでご一緒できて嬉しかったです。全研本番も皆様で
盛り上げて行きましょう。
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feature articles

特

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。
corres pondence

【大宮中央地区会11月例会】

『自分の会社って直すところが意外にあったね』
〜社内改革をすると決めた覚悟！〜

われ会員同士のリアルな交流も行われました。その意味で
も価値のある11月例会となりました。
（髙橋浩明 記）

報告者：勝野貴信氏〈(㈱敬愛保険 取締役部長〉

１１月度の例会は2008年に入
会されると直ぐに経営指針セミ
ナーを受講し自社の今後を考え
て経営指針の成文化に取り組ま
れた会員歴14年の勝野氏の報告
でした。父親が起業した保険代理
店を継承した兄弟の社長の元で
変化の厳しい保険業界で同族会
社ならではの長所短所を持つ自
社の将来を見据えて社内改革に
腕を振るわれている取り組みを拝

聴しました。
同氏は警察官として勤務したのちに、当時、父親が社長と
して経営していた会社に入社されました。責任ある立場にな
るにつれて、自社の直面している問題や今後に生じる可能性
のある課題などに対し分析し取り組まれた実行力では強い
意識と粘り強い探求心を感じました。
グループ討論は
「社内改革についてた、直面している自社
の課題は何ですか？」
というテーマで各々が
「現状の業界・社
会・自社の影響での課題や対策」等の意見を述べ、グループ
長の巧みな進行で活発に意見が飛び交い皆で情報を共有で
きました。
（鈴木光義 記）

【大宮南地区会11月例会】

時代の変化を読んで、チャンスを掴む！
〜自社に合ったイノベーションを進めるために〜
報告者：林隆史氏
〈
（一社）
東京中小企業家同友会 事務局長〉

報告者の東京同友会事務局長、
中同協関東甲信越ブロック次長、
林隆史氏からの膨大な情報の中
から今回のポイントは３点でした。
外部環境の変化。会員企業の
実践例。この先の活路をどう見据
えるか？です。
その中で経営指針＋BCPが最
強の組み合わせであり、コロナ禍
から立ち上がる唯一の手段だと感
じました。中でも会員企業との連
携（コラボレーション）
が活発に行われていることに同友会の
素晴らしさを再認識できました。
グループ討論では変化と新しい試みについて活発な意見
が各グループで飛出し大変有意義な意見交換ができました。
開催方法も久々にリアルとZOOMのハイブリット方式で行
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【東彩地区会11月例会】

地域づくりがおもしろい！女性パワーで
地域を活性化する経営者の奇跡
報告者：福井千波氏
〈㈱コマドデザイン 代表取締役〉

東彩地区11月例会は
『実際に
地域で活躍している経営者から地
域との関わり方、巻き込み方を学
び、地域に必要とされる企業とは
何かを考える』
を狙いとして企画
されました。
福井氏は川口市に引っ越してき
てまず
『ショボい』
と感じたそうで
す。
「そんな川口を楽しくしたい！
子どもが自慢できる街にしたい！」
そう思い立ち上がります。自身の
デザインの才能を活かして街の情報誌を発行するなど地元
の仲間と川口市の魅力を掘り起こし発信していきます。川口
市はモチロン、経済産業省までも巻き込み地域の問題を解
決するなど、仕事だけではない街づくりをしています。仕事
が好きで地域が好きな福井氏は情報発信力をフルに活かし
様々なビジネス賞を受賞しました。その背景には何年も前か
ら地域のために継続してきた努力がありました。仕事と子育
てを両立しながら地域づくりに貢献していく、
『親子が住みや
すい街づくり』
をテーマにパワフルに活動中です。ビジネス
では
『あったらいいな』
をカタチにすれば売れると言います
が、福井氏は自分で思う
『こんな街にしたい！』
を仲間と一緒
に具現化しています。
『あなたは地域が好きですか』
をテーマにグループ討論を
行いました。企業活動と地域は切っても切れない密接な関
係である事を再確認出来た例会となりました。
（赤塚順次 記）
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新たな辞書の1ページ

新入会員紹介 （10/1〜)

川﨑雅俊
(同)まなびの樹
東彩地区会
学習塾、教育機能付き民間学
童保育

佐久間 研人
L&Kメディカルアートクリエイターズ(株)
川越地区会
メディカルイラストレーションの企
画、制作、販売、メディカルイラス
トレーターのマネジメント及びプ
ロモート並びに育成、メディカル
イラストレーションの普及、啓発

丹保 守
㈱タンポ
東彩地区会

会員information
《住所・TEL・FAX変更》
東部地区会

TEL:048-962-9777
FAX:048-962-7776
東部地区会

㈱ライフ白銅 小島秀孔会員
〒104-0044 東京都中央区明石町8-1
聖路加タワー３２階

下水処理場やゴミ焼却場など
の環境プラントにおける、制御
システム設計・電気計装メンテ
ナンス

長瀬元信
ふぐ居酒屋 福の神
東部地区会

㈱三協運輸サービス 益子宗久会員
〒343-0015 埼玉県越谷市花田1-12-3

ステンレス鋼板及び特殊金属
の精密板金加工を主体とした
製作組立

斉藤竜大
㈱ハンズ
大宮東地区会

open space

ひ

TEL:03-5565-8910
FAX:03-5565-8911
《役職変更》
川越地区会

サンエイソフトウェアジャパン㈱
影山晴男会員

ふぐ、焼き鳥、から揚げがメ
インの居酒屋

相談役へ
《TEL・FAX変更》
川口地区会

同友会日誌

One's Life 岡部剛士会員
T E L:048-299-4456

11月１日〜 30日

FAX:廃止

１日
（月） 東彩幹事会、さくら幹事会、彩北幹事会
２日
（火） 川口幹事会、川越幹事会、西部幹事会
大宮南幹事会

５日
（金) 正副代表理事会議
８日
（月） 人を生かす経営勉強会
９日(火） 共同求人委員会、大宮東幹事会
障害者雇用推進委員会、広報情報化委員会
10日
（水）埼葛幹事会、中部幹事会、むさし野幹事会
11日
（木）経営労働委員会
12日
（金）仕事づくり委員会
15日
（月）東彩例会、彩北例会

今号「DOYOUさいたま１月号」
は、１月中旬頃の発送と
なっております。
２月号は通常の１日発行です。

&&&&&&&&

戸田・蕨幹事会、北部幹事会、経営問題解決談義

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
DOYOUさいたま１月号発送日のお知らせ

&&&&&&&&

４日
（木） 浦和幹事会、東部幹事会、大宮中央幹事会

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

会員数
地区会名

2021年12月2日現在

会員数

地区会名

会員数

地区会名

会員数

口

59

大 宮 南

77

北

部

30

戸田・蕨

47

西

部

39

さ く ら

86

18日
（木）大宮中央例会、東部例会、戸田・蕨例会、大宮南例会

浦

和

78

むさし野

96

川

越

88

19日
（金）全研実行委員会

大 宮 東

39

東

部

128

東

彩

57

大宮中央

33

中

部

46

彩

北

17

埼

葛

49

16日
（火）大宮東例会、川越例会、川口例会
17日
（水）浦和例会、埼葛例会、むさし野例会

20日
（土）経営指針づくりセミナー【9講 発表会】
21日
（日）中部、北部、さくら合同例会
22日
（月）政策委員会、青年部例会、むさし野正副連絡会
24日
（水）埼玉同友会長期ビジョン検討会、青年部幹事会
地区会長会議
26日
（金）委員長会議③
29日
（月）大宮ブロック会議
オープン学習会（共同求人委員会）
30日
（火）社員教育委員会、西部例会

川

編

集

後

計

969

記

11/20（土）経営指針発表会が行われ、16名の受講生の方が修了
されました。
6ケ月全9回にわたるzoomでの開催でしたが、皆さん、自社そし
て自分自身に真摯に向き合い見事に経営羅針盤を作り上げました。
太田代表理事の挨拶から始まり、緊張感の中、涙あり笑いありでま
さかの受講生のサプライズにスタッフ一同大泣きし、感動に包まれ
ました。小松代表理事からも「社会的使命に燃え、熱い想いを伝え
ていきましょう、そして共に学びあい成長していきましょう」と
エールがあり、素晴らしい1日となりました。懇親会ではリラック
スしながら今までの苦楽を称えあう楽しい時間となりました。
（西部地区会 綱川めぐみ）
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同友会は学びの場、人と人とのつながりの場
大きな影響を受けました。
「同友会に勉強に来てい
る、仕事をもらうだけの場ではない」
という、先輩
の言葉が、今も忘れられません。同友会の仲間の
為に、手弁当で働く先輩の姿が、目に焼き付いてい
ます。加藤さん自身も同友会先輩の助言で、銀行
から融資を引き出すことができ、会社を立て直すこ
とができました。

加藤

■病弱だった子供時代、やんちゃだった青年時代
加藤さんは1960年１月に三重県四日市市に生
まれました。３人兄弟の真ん中、姉と弟がいます。
父親は病に臥せっていることが多かったため、母親
が生活を支える生活だったそうです。四日市市は、
そのころ公害がひどく、加藤さんも喘息に苦しめら
れ、夜はほとんど眠れず、昼間の教室が睡眠をとる
場所でした。
やがて、高校から電気通信工学院に進んだ加藤
さん。
「健康を取り戻し、バイトの毎日と友人たちと
楽しい時間を過ごしました。人気の車を乗り回し、
麻雀・けんかも強かったかな？」
と、今の穏やかな加
藤さんから想像できない一面も。その後、自衛隊
入隊し退職後、ある商社の営業職に就きました。持
ち前の人当たりの良さと、まじめな仕事ぶりから営
業成績は断トツで、二十歳そこそこの青年にとって
は、びっくりするような給料をもらっていたそうで
す。

茂

かとう しげる
㈲コアプランニング
東部地区会
埼玉県越谷市大泊723-4
TEL：048-971-8911
https://www.coreplanning.jp

自衛隊に入隊していました

■同友会との出会い
順調なサラリーマン人生を送っていたのも束の
間、25歳の時、越谷に引っ越すことになり、転職を
余儀なくされました。ところが転職先がチラシ・パ
ンフレット等扱う、商業印刷の会社だったことで、そ
の後の加藤さんの人生が思わぬ方向へと舵を切っ
たのでした。会社の事業を一部引き継ぐ形で、32
歳の時に独立。コアプランニング誕生となったの
です。
順調な滑り出しでしたが、やがて試練がやってき
ます。大口の取引先が倒産し、莫大な損失を被りま
した。加藤さんを心配した別の取引先から、同友会
を勧められたのは、この頃です。
入会したのは1998年。同友会では、先輩から
委 員 長
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■コロナを乗り越え、攻める経営を
コロナ禍は加藤さんにとっても大きな試練でし
た。
「売り上げは大きく落ち込みました。今まで通
りの商売を続けていたのでは、回復できません。
そこで新しい切り口を必死で考えました。２０１５年
に受けた経営指針セミナーで、自社の経営を見直
したことが、大きな力になりましたね。一緒に働く
家族の意見も大変参考になりました」。
新しい取り組みの一つが
「出張ITサポート」。地
域の高齢者・初心者を対象に、チラシを配布し、こ
こから、新規顧客が増えていきました。他にも思い
つく限りの手を打ち、コロナで半減した売り上げ
は、2021年11月現在９割近くまで回復していま
す。取引先を見回すと、コロナ禍でも成績を上げ
ているのは、守りではなく攻めている企業だと強く
感じているそうです。
地区の例会や総会はもちろん、全県経営研究集
会や県を挙げてのイベントには、必ずと言っていい
ほど加藤さんの姿があります。加藤さんにとって、
仲 間 の 為に手 弁 当
で働く先輩の姿が、
同友会活動の原点
にあるようです。
家 族 の 為 に も、
「健 康 に 気 を 付 け、
ますます元気に走り
まわって い た い」
と
笑顔で話す加藤さ
ん。加藤さんのこれ
からの活躍が楽しみ
です。
（宇野碧留 記）

髙橋浩明

小林吉文
三友哲哉

■広報委員会(現広報情報化委員会)との
長い付き合い
埼玉同友会の広報委員会には、2000年６月か
ら2015年６月 ま で 在 籍 し まし た。2006年、
2007年は委員長を務めました。
「その頃は委員
会を開いても2、3名しか集まらないときもあり
『DOYOUさいたま』
を毎月刊行することだけで精
一杯でした。それだけに、今の活発な広報情報化
委員会を見ていると、嬉しくなります」
と語ります。
そんな加藤さんに同友会に入ってよかったこと、
それは
「人とのつながり」
ができたことだそうです。
「人が大好きなので、いろいろな人に出会うのも大
きな楽しみです。県広報委員として活動すること
で、他の地区会の人とも知り合い、つながりもます
ます大きく広がっていきました」。

■ 2022年1月1日発行（毎月1回1日発行）
■ 発行元／埼玉中小企業家同友会〒338-0001さいたま市中央区上落合2-3-2新都心ビジネス交流プラザ10F ■ TEL 048（747）5550 FAX 048（747）5560
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制作担当
枦込博久

印刷・製本
加藤早苗

事 務 局
古川佳子
（順不同・敬称略）
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