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　11年務めた会計事務所を諸事情により退職し地元で独立することになった綱川氏。会社員時代では
考えられなかった苦労が待ち受けていました。仕事が無い、人手が無い、独立ではなく転職の選択肢も
あったのに独立した事を後悔した時期もありました。今では6人の愉快な仲間達と楽しく仕事をしています。
経営指針づくりセミナーをきっかけにどう変わったのかお話を聞きました。 (P4へ続く）

2022年9月1日発行（毎月1回1日発行）

9 September

　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
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起業家を応援し、元気な会社をつくり続けます！
1 子育てママが能力を活かし、明るくいきいきと働ける職場を提供します。
2 お客様に敬意をはらい、笑顔・感謝・やさしい言葉で柔軟に対応します。
3 プロ意識と自発性をもち、相手の立場に立って行動します。

【
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第54回 中同協定時総会in沖縄
誇り高き「理念」につどい 新しい時代へチャレンジ！
第25回  女性経営者全国交流会in島根

ちがいを生かして強くなる ご縁の地から育む未来 今こそひとつにチーム日本
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誇り高き「理念」につどい
　　　新しい時代へチャレンジ！

報告者：橋本昌子氏
㈱スパーテル 代表取締役

第15分科会（石川同友会）

　第15分科会では、人を活かす経営を基盤に、『地域に貢献したい』
『女性でも生涯活躍できる職場を目指す』、という橋本さんの強い思
いが、幾度とない困難に挑戦し、現在ある理念を社員と共に掲げる事
が最も重要だと、報告にありました。
　お金や経営経験、人脈等、経営資源が足りない中でも、薬剤師とし
ての経験や知識、橋本さんの経営姿勢がエネルギーとなり、チャレン
ジ精神と同友会での学びの姿勢が脈々と成長していく過程にあった
のだと思います。
　今の社会では人材が多様化しているうえに、人材不足になってき
ています。女性、障害者、高齢者、外国人等、共に地域で生活する人
材を雇用し、人が増える事で、比例するように問題や課題も多様化す
る事もあるでしょう。
　多様な人材を活かそうとすれば、社内の方針も今まで通りとはい
かなくなります。
その為にはベクトルを合わせるための仕組が必要で、そんな組織を
つくるための、社員の想いと直結する企業理念や方向性が必要です。
　会社が成長するにつれ、組織をつくるための人づくりは重要です。
それぞれのポジションや働きがい、多様な人材を活かすために、社員
とも共育ちこそが実践現場で必要ではないでしょうか。
　同友会にある人格の尊重、尊厳の尊重、それを取り入れる事で社
員が成長し、橋本さん自身の力になったと報告にもありました。多様
性とは色んな価値観を大切にすること、全ての人が自分らしさを発揮
できる会社にできれば、SDGsのような持続可能な社会に近づくと
思います。
　人を活かす経営はまさに、多様性を活かす事です。
幸せとは自分の存在意義を認められる事、それは社員が会社に、会
社が地域にと繋がるように私たちの取組が本当に地域に必要とされ
ているかどうか、もう一度振り返り、地域と共に共存し、地域に根差す
事ができ、喜びや感動を事業を通して、追求して届けていくことで、
中小企業の役割を果たしていくことができる、そんな事が永続企業
へと発展し、輝き続けられるのだと思います。

（浦和地区会 朝比奈芳人 記）

すべての人により良い未来を
～多様性はこれからの可能性～

報告者：西渕泰氏氏
㈱EMウェルネスリゾート 代表取締役社長

第17分科会（沖縄同友会・見学）

沖縄ブランドを高める新しい観光
～EM技術から始まったウェルネスの追求～

【見学場所】EMウェルネスリゾート 直営農場
EMウェルネス 暮らしの発酵ライフスタイルリゾート（ホテル）

　微生物の発酵技術（EM技術）を日常のあらゆる面で活用するこ
とで、ウェルネス（心身ともに健康で幸福という概念）なライフスタ
イルが実現できることを、ホテルサービスを通じて発信することを
創業当時から追求されている、㈱EMウェルネスリゾートさんの取
り組みを学ぶ見学分科会でした。
　「ウェルネス」を沖縄ブランドとして浸透させるためにホテルや農
園などの事業を通じ、行政地域と連携し取り組んでいる事、それに
向かうための、会社のリブランディング、社員教育などを西渕氏か
ら報告されました。
　本来は、見学分科会ということで、農場見学が予定されていまし
たが、沖縄特有のスコールが発生し見学場所が冠水。残念ながら
中止となりました。（これも地域性ですね 笑）
　西渕社長は、もともと親会社となる研究技術会社の一社員。そ
の会社で取締役専務にまで昇格し、その後、2013年、ホテル運営
会社の社長になられます。ほぼ経営経験なし、ホテル勤務経験なし
で、何もかもが初めての状態で、わからないことだらけ。そこは割
り切って、できることからやろうと決意し、ホテル経営の舵取りが始
まります。
　2015年頃、価格を下げて、客室稼働率をあげていく営業戦略
に基づいて売上は年々増加するものの、器材が足りない、人が足り
ない、そして、あまり利益がのこらない。高い離職率、人事考課制
度もなければ、経営理念は親会社のもの。そんな状況の中、同友
会の学びから、会社のリブランディングに着手しホテル名を現在の
ものに変更します。
　コロナウイルス発生で、経営が厳しくなることは明白。ですが、ピ
ンチをチャンスと捉え、２ヶ月ホテル閉鎖を決断し、この間、企業づ
くり、社員教育に完全にシフトチェンジします。
　まずは、社員の不満の解消、ルールづくりから始まり、競争優位
戦略やブランドの構築として、全社員でビジョン、理念づくりを行い、
それらを全て見える（図解）化し、全員が何のために働くかを考え、
個人個人のマイクレドの作成にまで至りました。
　経営理念と自社商品（サービス）を一貫させること、社員の能力
を発揮させる環境を整えることで事業ブランドを高めることがで
き、三方良しではなく、「五方良し」こそが経営だと学べた分科会と
なりました。
●五方良し
（日本でいちばん大切にしたい会社の著者、坂本光司先生が提唱）
①社員とその家族 ②社外社員（外注先・仕入先）とその家族 ③現
在顧客と未来顧客 ④地域住民とりわけ障がい者や高齢者等社会
的弱者 ⑤出資者・関係機関　　　 　  （東彩地区会 齊藤壽和 記）

たから

～復帰50年 世界へ響け！ 命どう宝（人間尊重）の経営～
ぬち

　7月7～8日「誇り高き『理念』につどい新しい時代へチャレン
ジ！」をスローガンに、中同協第54回定時総会が沖縄で3年ぶ
りに現地開催されました。47同友会と中同協から約1200名、
埼玉同友会からは42名の会員が参加しました。
　沖縄の本土復帰50年。全国の経営者一人ひとりが平和の
大切さを実感し、自社の経営や地域課題の取り組み等真剣に
学びあいました。一部分科会報告をご紹介します。

特　　集

中小企業家同友会全国協議会 第54回 定時総会in沖縄 2022年7月7日～8日
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ちがいを生かして強くなる ご縁の地から育む未来 今こそひとつにチーム日本

　6月16～17日、「ちがいを生かして強くなる ご縁の地か
ら育む未来 今こそひとつにチーム日本」をテーマに第25回
女性経営者全国交流会in島根が島根県で現地開催されまし
た。
　42同友会と中同協から566名の参加があり、埼玉同友
会からは16名の参加がありました。
　7つの分科会に分かれ、興味ある分科会で学びあいまし
た。その一部をご紹介いたします。

第6分科会（広島同友会）

いきいき社員と挑戦！
地域と共に歩む企業づくり
姉妹は良きライバル！
同友会で学び咲き始めた学びの実践！

報告者：

三島昌美氏
㈱広島明治 専務取締役 広島同友会

報告者：岡本昌代氏
㈱明販広島東 専務取締役 広島同友会

　牛乳販売店を経営している父より「やってみないか」と声が掛
かり、岡本昌代氏は1994年起業、その後妹である三島昌美
氏も1997年に起業。二人とも女性部会を経て同友会へ入会
したそうです。
　岡本氏は、先輩の経営指針発表会で社員に対する想いや会
社に対する思いを膨らませましたが、「直ぐにできると思ったら
いけんよっ」と先輩からひと言。しかし全国大会で参加すると大
きな夢を描くことができ、何より目指す先輩たちが身近にいて、
心強かったとのこと。ライオンハート号を運行し地域で健康に
関する講演会を行ったり、人財育成に力をいれて毎月勉強会を
行って社員の自主性を育んでいったり、10年前に比べてマイ
ナスの事を言う人がいなくなったり、全員自分の意見を発言で
きるようになったそうです。そしてお客様の目線で考えられる
ようになったという、とても大きな成果を得られました。
　三島氏は、社内の幹部職員の不祥事という危機により、経営
を本気で考える事ができたとのことでした。スタッフ人材不足
の問題も配達方法を今までの通例ではない考え方で解消。有
休取得率もUPさせ、短時間制度を設け、働きやすさを実現し
ました。気づいたことを即行動に起こし一つずつ結果を出して
いました。
　お客様の声やスタッフの声を聴く姿勢の大切さを改めて感
じました。

（浦和地区会 佐藤亜希子 記）

第7分科会（島根同友会）

「自分らしさって何だろう？」から始まった
島根女性部会
歴代部会長のバトンリレーから学ぶ女性部会や経営者の「器」とは？

報告者：大川真美氏
㈱Cocoro Ribbon 代表取締役
島根同友会 副代表理事

報告者：

野津昭子氏
モルツウェル㈱
専務取締役
島根同友会 理事

報告者：松本尚子氏
㈱オフィスヴァルト 代表取締役
島根同友会

　第7分科会のテーマは、【次世代の女性部会を考える 固定概
念からの脱却、「自分らしさって何だろう？」から始まった島根女
性部会】でした。
　島根同友会女性部会会長、２代目の大川氏、３代目の松本氏、
現4代目の野津氏によるパネルディスカッション型報告です。
10年の活動の歩みや各時代の課題と特性を振り返り、女性部
会活動を通し、自社でも同友会でも、メンバーとの関わりは「機
会を作って期待して鍛える」事を意識し、成長しあう組織風土を
形成できたとの事。インタビュー映像より、島根代表理事から
「女性部会は成果（増強）を連れてくる。今後は内外に向けス
ケールの大きい経営・運動に期待したい！」、行政からは「元気で
勢いがある島根女性部会と、島根の女性活躍推進に向け、今後
も連携していきたい」というお話が。グループ討論テーマは「同
友会や自社で、違いを生かして強くなった経験や、違いを生か
し実践する事」です。“女性部会・同友会・会社の成長を妨げる
固定概念”についても議論を深めました。
　島根女性部会は30代40代の会員を中心に構成され、この
10年で島根同友会の総会員数が２倍に。時代のニーズに合わ
せ、その時々の組織風土に応じた関わりが大いに参考になりま
した。インタビュー映像での発言で会場がざわつく場面もあり
ましたが、受け流すしなやかさも女性部会ならでは。男女関係
なくフラットな埼玉同友会。「戦うのではなく、分離するのでは
なく、お互いの違いを生かした感性で学び合う」事が大切だと
思いました。違いをジャッジせず認めあい同友会で自己を高め、
地域のニーズに応え、新しい仲間づくりにエネルギーを使いた
いと思える分科会でした。　　　（大宮南地区会 宇梶純江 記）

特　　集

第25回 女性経営者全国交流会
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企業理念

るのか？』この部分に本当に苦労したそうです。「受講前は自
分の生活のためだけに働いていたのです。それ以外の理由な
ど考えた事がなかったし、必要ありませんでした。でも自問自
答を繰り返すうちに『働くママを応援したい』『起業間もない方
を支援したい』『社会や地域の役に立ちたい』というような本
質的な部分が少しずつ浮かんできたのです」。
　
信頼し合える関係性が相乗効果を
　指針作成後、１年に1人雇用をしていこうと決めます。会社
は自分だけのものではない、社員や社会のために役立つべき
存在だということに気づき、客観的に会社を見えるようになっ
たことで、雇用に対しての考え方も変化したのだそうです。
　そんな中で、あるパート職のスタッフが社員勤務を希望して
きました。当時は社員の給料を払える売り上げもなく迷いま
したが、彼女と一緒にやっていきたい、その想いだけで売り上
げはつくればよいと決断します。二人で毎日会議をしてコミュ
ニケーションをとり、何でも言える、弱みも見せる事ができる
関係となりました。ようやく希望と目標が見え始め仕事が楽し
くなってきたそうです。その関係はその後入ってくるスタッフ
にも波及し、本当に仲のよいチームができあがりました。皆が
『自分の仕事+α』をしてくれ、同じ方向を向いて仕事ができる
のは指針セミナーの成果だと感じているそうです。

新しい士業のカタチをワクワクと夢見る
　「個人事業主の頃は孤独でした。今は会社に行けば仲間が
います。仲間の数だけ発想が増えるし、仲間の数だけ長所が
あります。リモート勤務でもよいと言っても皆、出社して来ま
す。そんな明るい、楽しい職場なのです。個人面談や委員会
活動を始め、5年ビジョンもつくりました。社員はとても大事
な仲間です。社員が働きやすい環境をつくるのが社長の仕事
で、社員には自分の人生を生きてほしいし、どこに行っても通
用する人間になって欲しいと思います。そして社員と共によい
会社をつくっていきたい。今は本気でそう思っています」と想
いが溢れます。
　「士業の仕事はAIによって大幅に減ってしまうと言われてい
ますが、コンサルや独立支援など新しい士業サービスを加速
させます。そして地域を支援するコミュニティをつくりたい」
熱い思いには人を惹きつける魅力があります。つなかわ事務
所には仕事を任せたいと思う魅力に溢れていました。綱川氏
の視線の先には地域を巻き込んだ、新しい士業のカタチが見
えているのだと強く感じました。　　　　　　 （小池優太 記）

corporate philosophy

埼玉の元気を創る　中小企業家

お笑い大好き少女から経営者へ
　今年で開業11年のつなかわ税理士・社労士事務所は社員
2名（1名は栃木でフルリモート）、フルタイムパート4名の計
6名のメンバーが活躍しています。
　所長の綱川氏は学生時代、コンビを組むほどお笑い好きで
した。趣味は登山と着付け、最近はソロキャンプにもはまって
います。好きな言葉は「笑う門には福来る」。とても明るい気
さくな印象の所長です。
　綱川氏の独立、創業当時は仕事もお金も、何の支援もない
状況でした。綱川氏はまずは顧客を獲得するために、交流会
に参加し800枚近くの名刺を配り、人脈をつくりました。個
人事業主向けの開業セミナーを中心に集客を行い徐々にお
客様も増えていきました。しかし、薄利多売のため、会社員時
代以上に忙しくなり『24時間働けますか？』状態になったとい
います。この時期は本当に辛かったそうです。顧客からの膨
大な資料で部屋も狭くなり、移転、採用、事業の見直しを決
断します。

何のために経営しているの？
　そのころ、すでに同友会に入会していた綱川氏は地区会の
先輩に相談します。すると経営指針づくりセミナー（以後指針
セミナー）の受講を勧められました。しかし、周りの士業の方
で経営理念を作成している人はほとんどいないし、経営指針
の必要性も感じた事がなかったため、半信半疑だったそうで
す。けれども事務所移転と社員雇用を機に受講を決意しまし
た。
　いざ指針セミナーが始まると税理士という仕事柄、数字の
所はとんとん拍子に進みます。しかし『何のために経営してい

つなかわ税理士・社労士事務所 （西部地区会)

所沢市東所沢和田２－２３－５ ラ・フォンテーヌ２０２号
TEL ０４-２９４１-２０３９
FAX ０４-２９４１-２０４０

https://tsunakawa-jimusho.com/

スポーツ大会打ち上げにて（奥左側、綱川氏）

取材風景
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　川越地区会の菅沼です。仕事
はWebサイトの制作と行政書士
業務をメインに行っています。ク
ライアント企業のWebサイトの
立ち上げやリニューアルだけでな
く、その企業が抱えている許認可

や法務に関する問題解決などのお手伝いもしております。
今回はそんな私のほっと一息をご紹介します。

子供の頃から趣味は音楽
　私の趣味はギターです。小学生の頃にニューミュージッ
クに興味を持ったのがきっかけで、気に入った曲を弾いて
みたいとの思いから練習を始めました。そして学生の頃に
はバンドを組んで色々な曲の演奏をしていました。今では
想像できないかもしれませんが、実は高校生くらいの頃は
髪を染めて腰まで伸ばしていました。大学受験の時に「こ
んな格好の人もこの学校受験するの？」って近くにいた人
にひそひそ話をされていたのは、今となっては話のネタに
もなる思い出（笑）になっています。

今も変わらず趣味は音楽
　当時とは別のメンバーですが、今も仲間から誘われてア
マチュアのバンドを組んでいます。
　今のバンドでは昭和歌謡の曲のコピーを演奏して楽しん
でいます。また近くに音楽が好きな人が集まる喫茶店があ
るので、バンドとは別にそこでフリーで演奏したりしてい
て、両方合わせると月に2～3回くらい音楽活動をしてい
ます。

br
ea
k 
ti
m
e

ほっと一息

題字：小松茂男

大切なものは音楽と家族です
菅沼 剛
川越地区会　
菅沼剛事務所 代表　
川越市岸町3-41-9
TEL 049-244-6421

菅沼 剛
川越地区会　
菅沼剛事務所 代表　
川越市岸町3-41-9
TEL 049-244-6421

　バンドで演奏の練習をする時はウェスタ川越の施設を
使っています。ウェスタ川越はコンサート施設もあるので、
防音もしっかりしていて音響機材も揃っています。また公
共施設なので格安で利用できるので助かっています。
　最近はコロナの影響で中々思うように音楽活動が出来ま
せんでした。しかし、バンドメンバーもSYNCROOMでの
リモートに慣れてきましたので、リモートでのセッションも
出来るようになりました。なので、メンバーのスケジュール
が中々合わせづらい時でもちょっとした短い時間も音合わ
せが出来て、大分便利になった気がします。

家族との時間を大切に
　私の仕事はクライアントさんに合わせた変則的な業務時
間となっています。しかし子供たちの学校が終わる夕方の
時間にはなるべく仕事を入れないようにして、出来るだけ
家族との時間を多く取るように心がけています。
　子供が2人（小５の長男と小１の長女）いるのですが、健
康の為に体を動かす事が大切だと考えているので、スイミ
ングスクールに通わせています。妻がフルタイムで働いて
いるので、時間に融通が利く私が子供の送迎や夕食を作っ
たりして、夫婦で協力して子育てをしています。
　また、妻の実家が伊豆の下田なので、夏休みや連休があ
る時は毎年家族で下田に旅行に行ったりしています。しか
しながら、最近はコロナの影響で中々行く機会がなかった
ので、近いうちに子供たちとの思い出作りをするために、
色々な所に旅行に行く計画を立てています。
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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。

　「多文化共生企業」という理念を掲げ、ホテルの清掃事業や
移動販売事業などを手掛けられている野原社長。
　長年培われてきた価値観を変えるほどの自己対峙とは、ど
れほどのものか私には想像がつきません。ただ、そのくらい
自分自身と向き合わなければ、経営の軸を作ることはできな
いと教えていただきました。経営者として、何より自分から逃
げないことを胸に刻みたいと思います。
　地位・名誉・年収のためにひたすら働く20～ 30代を経て、
40代で現在の会社を創業されますが、会社と社員はギブ＆テ
イクの関係という考えをずっと持っておられました。
　ところが、経営指針セミナーで「なぜ経営者になったのか？」
という問いの応酬を受け、考えが変わったといいます。人との
関わりに喜びを見出してきた自分を自覚し、スタッフと本気本
音で向き合う覚悟を決められました。
　今では、国際色豊かなスタッフとの文化の違いに悪戦苦闘
しながらも、ビジョンに向かって力強く邁進されております。

（斉藤竜大 記）

【大宮東地区会 ６月例会】

2021経営指針セミナー卒業生実践報告！
悩んで考え抜いた経営指針【大宮東地区例会】ｗｅｂ開催
報告者：野原健志氏〈㈱ホスピタリティアルファ 代表取締役〉

　6月の例会は2021年度から大
宮中央地区会をけん引している和
泉地区会長の報告で、総会後の初
めての例会として地区会長の今年
度の地区会活動に対しての思いを
話していただきました。
　2期目の会長として昨年度以上
に明確な思いを込めた活動計画で
した。『現状維持は衰退の始まり！！』
というスローガンは昨年同様で継

続ですが、加えて今年度は「未来に繋がること」について本格

　６月20日大宮南地区会の今年度第1回の例会が開かれま
した。報告者はご自分でセールスライティングを勉強され、自
社のPRのやり方を変えました。その結果、短期間に問い合わ
せが増えたそうです。どのようにホームページを変えたのか、
このことについてご報告して頂きました。次に㈱りぼんコンサ
ルティング 代表取締役 古﨑千穂氏がプロの見地からセール
スライティングについて解説されました。
　お二人の話から実践面と理論面の両方を勉強できました。
グループ討論では、これまでの自社のPR活動と今後のPR活
動について討論して頂きました。セールスライティングは求人
活動でも有効か、という質問に講師は「十分に有効だと思いま
す。」と回答しました。
　今回の例会には他地区会からも多くの参加者がいらっしゃ
いました。このテーマへの関心の高さがわかります。「続編を
企画した方がいいのでは」といった声が早くも上がっています。

（粟田 聡 記）

【大宮中央地区会 6月例会】

新しい仲間を増やし、『未来に繋がることを』
～現状維持は、衰退の始まり～
報告者：和泉紀子氏〈P・R・Oコンサルタンツ労務管理事務所〉

【大宮南地区会 6月例会】

無料で売上・集客を何倍にも増やす
「セールスライティング」で

あなたの事業にブレイクスルーを！
報告者：北村政義氏〈㈲キタムラコーポレーション 代表取締役〉
 古﨑千穂氏〈㈱りぼんコンサルティング 代表取締役〉

的に取り組む計画となっていました。具体的には、大宮中央地
区会の5年先を見据えたビジョンの成文化を図るため、地区
ビジョン委員会を立ち上げて計画的に取り組むと言う事でし
た。
　その後のグループ討論では同友会活動への思いや自社の
発展への期待について各々の思いを語り合いました。当日は、
感染状況を考えてオンライン開催となりました。『現状打破し、
新しい仲間を増やし、未来に繋がることを必ずやろう！！』と言う
会長の報告は2022年度の始まりにふさわしく参加者は皆、
元気をいただけた例会となりました。

（鈴木光義 記）
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　６月は各委員長による方針を共有する場となりました。経営
労務委員会・社員共育委員会・広報委員会・地域づくり委員
会・会社づくり委員会の５委員会があり、委員長が今期の活動
スローガン・活動目標・活動方針・実行計画を発表し、方針内
容を具体的に共有する場となりました。委員長の地区会の特
色を反映した方針の発表を受けて、参加者は改めて委員会活
動の重要性を再認識する機会となりました。グループ討論で
は、委員会活動を通して学びたいこと、相談したいことをグ
ループごとに討論。委員会活動の活動方針や今後取り組んで
いきたいこと、自社の課題に対して適した委員会はどこなの
かなど活発な討論の場となりました。委員会活動に積極的に
参加することで、得られる気づき、学びを経て実践してくこと
の重要性を再認識しました。今期40期を迎えた東部地区会。
活動スローガン「地区活動を活性化させ、共に前へ！」を地区
会会員に対して共有できた例会となりました。

（上西和紀 記）

　7月例会はキングアンバサダーホテル熊谷でのリアル開催
で、出席者はPCR検査や抗原検査を義務付け、当日の検温や
消毒など十分な対策の中で実施しました。
　ゲスト10名を含む、43名が参加しました。
　太田久年代表理事から、同友会とは何を学ぶ会なのか、本
質的な内容についてご報告いただきました。同友会の理念や
三つの目的について、使われている言葉ひとつひとつの意味
もご説明いただき、またご自身や自社の実例を交えながら「不

【東部地区会 6月例会】

これぞ東部地区！ 魅力ある委員会を探せ！！
～東部地区ならではの同友会活動を知ろう～
パネラー：盛下　元氏 〈㈱リレース 代表取締役〉
 西野　隆氏 〈文進堂印刷㈱ 取締役〉
 石井芳枝氏 〈㈱十八屋 取締役〉
 吉田理子氏 〈企業組合i-casket 代表理事〉
 三浦智和氏 〈㈱TOM 代表取締役〉
コーディネーター：平林弘行氏〈㈱サンユーさいたま 代表取締役〉

【さくら地区会 7月例会】

同友会の理念「人を生かす経営」を
深く学び合おう！

報告者：太田久年氏
　〈㈱ホウユウ 代表取締役 埼玉中小企業家同友会 代表理事〉

離一体」の実践方法なども紹介いただきました。
　グループ討論では「あなたの会社での『変わらないもの（不
易）、変わっていくもの（流行）とは？」をテーマに話し合いまし
た。参加者全員が、自社にとって普遍的なものは何か、一方で
経営環境の変化に合わせて変えていくべきものは何かを考
え、様々な意見を出し合いました。
　ベテラン会員、会歴が浅い会員、ゲストの皆様に同友会の
本質を認識いただける例会になりました。

（遠藤裕行 記）

　6月8日、志木のベル
セゾンで恒例の川越地
区・むさし野地区・西部
地区３地区合同例会が
開催されました。
　ゲスト１５名を迎えて
３地区内外からリアル会
場とオンラインを含め１
００名を超える盛会にな
りました。
　報告者である兵庫県
中小企業家同友会 神戸
中央支部の㈱いれ歯や
さん 代表取締役  熊谷
佳之氏の魂の報告は参

加された経営者の皆さんの熱い創業時、承継時の想いを思
い出させてくれたのではないでしょうか。
大切なのは自社の経営に情熱を持ち続けられるかどうか。そ
して自社の未来に夢を持てるかどうかです。
　この先も多くの困難が待ち構える非常に難しい時代を前
に、たくさんの勇気をもらえたのではないでしょうか。
また、本例会の実行委員会の半年間の取り組みと成長も素晴
らしいものがありました。
　後半は各々が役割を理解して自走する組織へ成長し、最後
まで数字にこだわった動員活動に取り組み見事に目標をやり
切った体験は今後の財産になりました。

（小澤隆行 記）

【川越・むさし野・西部３地区会合同 6月例会】

かっこつけたらあかん！
残高20円から起死回生の経営戦略
報告者：熊谷佳之氏〈㈱いれ歯やさん 代表取締役 兵庫同友会〉
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report

・小松代表理事挨拶

I.　議事（審議事項・協議事項・報告承認事項・連絡事項）

協議・審議事項
１．入退会報告（報告者：事務局） 承認
　事務局より前回理事会以降の入会：23名、退会：20名の報告があった。入退会者に
ついては協議・審議し、理事会で承認された。

2.彩北地区会の早川氏の理事就任につて（報告者：奥津副代表理事） 承認
　彩北地区会より新たに1名の理事の推薦があり理事会で承認した。

3. 準会員・（仮称）名誉会員制度について
　（報告者：太田代表理事・米山副代表理事・清水事務局長） 継続協議
　太田代表理事より埼玉同友会正副会議として永年検討を重ねてきた準会員制度につ
いてその上程の趣旨説明があった。その後質疑応答を実施した。

質問１．制度については賛成だが名誉会員に中小企業家しんぶんを配布しないのは会
費の額を抑えるためか。名誉会員はそうはいっても新聞を欲しているのではないか（薊
理事）
 ※会費についてはその通りです。新聞については要検討といたします。
意見１. 以前も計画していたが裾野を広げるためにもこの制度は良いのではないか（新
井理事）
質問2. 会費減免のために費用を下げざるを得ないのならばペーパーレス化したらどう
か。（山本理事）
 ※ペーパーレス化は貴重なご意見だと思っています。賛成ですが現在の中小企業家
新聞は中同協発行ですのでこれよりの働きかけになります。
質問3. 準会員、名誉会員は会員数として1名のカウントですか（五十嵐理事）
 ※その通りです。
質問4. 準会員については賛成です。名誉会員については数を維持したいためではなく、
敬意を表しての制度になるようにするために永年会員に意見を聞いたらどうか。（日高
理事）
 ※名誉会員については会に留まっていただきたく、代表理事も発言していましたが一
定の年令を機に退会する方でも本音は残りたい方も多いように聞いております。そこで
会費減免等の制度設計になっております。
意見2. 例会には出なくても年令が上がっても留まっていたい方もいると思うのでこの制度
は良いのではないか。また老壮青の構成からしても会として良いのではないか（新井
理事）
質問5. 同友会は何人会員増やすかではなく、何社増やすかではないか。また、運営費
を増やすことが根底にあるのではないか（江崎理事）
 ※会としても何人増やすかではなく何社増やすことが重要だと思っています。先んじ
て制度化している東京同友会では制度導入後、会員の方の会員として承継が大変ス
ムーズに行われているそうです。結果として会社数が減っていないとの事です。また、
準会員の方はほぼ会員と同等の資格で経費は発生しますので運営費を増やすことが
目的ではありません。
質問6. 10年以上在籍の方が会費を理由に変わりたいとの申し出が多くなるのではない
か。両制度ともに会費を徴収しなければ良いのではないか（中根理事）
 ※永年の感謝と引き続き活動して頂くことを念頭にご本人の意思により資格を有する
こととなります。会員資格を有するので会費は発生いたします。
 ※準会員制度対象の幹部候補については当初正副会議でも議論がありました。しか
し、時代を担うという点で今回の制度に盛り込みました。（太田代表理事）

ここで奥津議長より協議から審議にとの提案があり、進めて良いかの承認を求めたが過
半数は越えたものの意思表示がなかった理事も多いことから今後の継続審議、また、臨
時理事会開催も検討される事となった。

質問7. この制度についての争点が明確でないと地区会で検討することができない。
 （菅野理事）
 ※争点、反対意見を聞くこととします。
意見3. 準会員は賛成だが名誉会員については対象者に周知できないのではないか。ま
た、申し出が多い場合が見込まれる。（和泉理事）
意見4. 今回の提案が急に出てきたので地区会としては検討できない。また規約に関わ
ることなのでこの理事会で協議から審議にするのは性急すぎる。（政理事）
 ※６月の地区会長会議で退会防止策検討時に協議したので内容の把握はしている
と思われます。会議を受けて今理事会での上程となりました。
 ※名誉会員対象者には周知を図るが原則、本人の意思を尊重する。（自主）
意見5. 地区会で検討と言っても争点がはっきりしないので理事会の議事録をもって検討
をしたい。
 （薊理事）
質問8. 今まで何故この提案がなかったのか、過去に理事会で検討したことはないのか。
 （山本理事）
 ※過去に正副代表理事会では検討したが理事会への上程はなかった。
（新井理事：元代表理事）

今後について議事録を各地区会に報告、各地区幹事会で検討して臨時理事会にて協
議して行く事となった。

4.一般社団法人化について（報告者：米山副代表理事・清水事務局長） 承認
　2021年度12月理事会にて検討することとなった埼玉同友会の法人化についてはその
後、メリットやデメリットを把握して正副会議等で拙速を避けながら協議してきた事が報告
され、事務局より現在迄の進捗状況並びに法人化についての説明があった。続いて、
正副会議より各地区会でも検討をする事により更に法人化について準備を進めていく事
について提案があり、承認された。

報告事項
1.第54回定時総会in沖縄報告（報告者：菊永副代表理事）
　７月7、8日に開催された中同協第54回定時総会では全17分科会が開催され、全国か
ら1254名の参加、埼玉からは42名の参加をみた。二日目の全体会では2023年の定時総
会in埼玉実行委員長の小松（和）さんと宇梶さんが沖縄同友会より定時総会のたすきを
受け継いだ。次年度の定時総会を成功させるため、多くの実行委員が参加したがその
経験をぜひ次年度に活かし、大成功させていきたい。

2.組織強化支援室報告（報告者：植竹副代表理事・伊藤組織強化支援室幹事長）
　組織強化支援室ニュースのｖｏｌ２号を発行、１面では支援室としては南ブロックリー
ダーに池田氏（戸田・蕨地区会）、全体の退会防止担当に関根氏（むさし野地区会）が
就任した件を報告。次に先月よりの入会者９名、退会者は１２名も併せて報告。その後、
会員拡大の他県の動向は昨年から軒並み会勢がＶ字回復している事と埼玉の現状が
未だ厳しい事が報告された。
2面ではメンバー紹介と会員拡大八策を報告。次に伊藤幹事長より９月迄に皆が結果を
出そうとの発言があった。
【会員拡大八策】：実施状況
① 組織体制の確立：池田氏就任、関根氏就任
② 理事プラスワン運動の進捗状況：理事あてに状況アンケートを実施したが返信が少
なかった。

③ 入会者へのプレゼントキャンペーン実施 （人を生かす経営の冊子を進呈）
④ 地区会会勢の強化実施：丑久保相談役の報告を聞いた。
⑤ 青年部・ファムの協力：ファムでは７月例会で植竹副代表理事が室長として報告する。
⑥ 各地区会の例会企画「私が同友会に入会している理由」の企画・実施状況の確認を
した。（さくら地区会・北部地区会実施予定）

⑦ 埼玉同友会リーフレット作成、名刺作成
⑧ 理事会議題発表：入退会の報告、承認及び高い防止策の検討

3.長期ビジョン進捗状況について（報告者：吉田副代表理事）
　長期ビジョン作成スケジュールに基づき、７月末で成文化が終了。８月に冊子のデザイ
ン・印刷業者を公募して９月に選定。その後10月理事会で協議・審議し本格印刷実施
予定。11月以降の次年度の議案書作成に活かしていく様にしている。

4.全研実行委員会報告（報告者：髙橋副代表理事）
　現在の進捗状況について以下の報告があった。
① キャラバン、プレ報告、グループ長研修等実施予定
② 全研リーフレット完成、紙ベースも印刷済
③ 記念講演：テーマを多少変更、お土産コーナー設置予定
④ 分科会：共同求人・社員教育合同分科会の講師決定、他の分科会は予定通り準備
進む

⑤ 参加費：参加費3000円、懇親会参加費7000円（懇親会の参加人数上限160名）
⑥ 参加目標：400名、ゲストは各地区会5名
⑦ 後援：埼玉県、新座市を予定

5.中同協 定時総会in埼玉について（報告者：宇梶・小松（和）実行委員長）
　中同協定時総会にて二人でたすきを受け継いできた事と現在の進捗状況について報
告があった。
① 組織部会が歓送迎部会とオプショナルツアー部会に分離した。
② 実行委員の募集：すでに実行委員に名乗りを上げた方もいる中でまだ本格的に活動
していない部門もあるが、これよりは本格化するのでぜひ我こそはと思う方は実行委
員参加の意思表明をしていただきたい。

③ リーフレット他の制作会社の募集を開始する。
④ すでにキャラバンに出向いた地区会もあるが、今後は県内各地区会に順次、キャラバ
ンで廻っていく

6. 政策委員会報告（報告者：米山副代表理事）
① ７月の中小企業魅力発信月間のキックオフ行事と連動して「地域経済応援サミット」を
3年ぶりに新都心ビジネス交流プラザで7月13日に開催した。今回は知事、中小企業
庁課長、久喜市課長、山本共同求人委員長と、報告者が行政にとっても経営者にとっ
ても良かったのか、参加者は過去最高の65名をみた。またアンケートによると内容も素
晴らしいシンポジウムとの声が多かった。

② 景況調査（2022年7月～ 9月）の協力依頼
 毎年依頼している景況調査は集計締め切りを可能な限り遅くして9月27日としている。
ぜひ地区会、委員会で皆に記入を促進して頂きたい。

③ 政策提言（毎年11月頃、県への要望、提言実施）
 20年来実施している政策提言を提案する方法を変更して広く意見を求めていくので
協力をお願いしたい。

《 2022年度スローガン》 今こそ本質を見極め「人を生かす経営」の総合実践を
～企業づくり・地域づくり・仲間づくりで力の湧く同友会活動を～

◆日時： 2022年7月15日（金）18：30～20：30
◆会場：対面＆WEB会議(Zoom)
◆司会・議長：奥津副代表理事

埼玉中小企業家同友会 ２０２2年度第2回 理事会議事録

◆議事録署名者：髙橋副代表理事
◆議事録作成者：清水事務局長

県
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　川口市は、東京都と隣接する平成に入ってから人口が増加
し続けている６０万人の中核市で、本当に住みやすい街大賞を
2020年から２年連続で１位を獲得しました。平成28年度の
統計で、事業所数は約2万。埼玉県内の構成率ではさいたま
市につづき２位となっています。製造業と卸売・小売業で全体
の４０％程となっている、ものづくりの街です。
　イベントや観光では、毎年秋に市内循環、地域経済の活性
化を目的として多くの市内事業者が出店をする「川口市市産
品フェア」が開催され同友会企業もイベントを盛り上げていま
す。また、首都高初のハイウェイオアシス「イイナパーク川口」
が今年４月にオープン。休日には、自然や屋内パークなどを目
当てに県内外から多くの親子連れが訪れ賑わっています。
　川口地区会は、埼玉中小企業家同友会の中でも一番歴史が
古く、現在の会員数は令和４年６月３０日現在で65名、女性比
率は30.8％で県内トップ、男性だけでなく女性の活躍も目覚
しい地区会です。近年では、行政との連携にも力を入れてい
て、地域の発展が企業の発展との考えをベースに、同友会の
枠を超えた企業間連携を図りながらその実現を目指す「市内
事業者連携交流」を川口市役所とともに実施しています。
　川口地区会は、県内唯一の1行政1同友会としてあるべき
姿を模索しながら、切磋琢磨できる仲間を1社でも多くつくり、
行政機関との信頼関係や連携の実績を積んでいくことで、他
地区会へも広がっていくことを目指し、地域とともに歩み地域
とともに発展していくフロントランナーとなれるよう、積極的
な活動を進めていきます。

（山本佳奈子 記）

川口地区会／戸田・蕨地区会

　戸田・蕨地区会は埼玉中小企業家同友会のなかでも早い時
期からある地区会です。両市で23㎢程の小さな地域に約
215,000人が住んでいて人口密度が全国的にも高い地域で
す。人口はまだ増加傾向にあります。いわゆる都内通勤者の
ベットタウンですので平均年齢も蕨市が44.1歳、戸田市は
40.1歳で若い住民が多いです。
　地域の産業としては交通の要衝としての地の利を生かした
産業、特に戸田市では物流や倉庫業、それに伴う製本や印刷、
紙業などが昔から盛んです。また、食料品や機械関連産業も
多いですが、両市とも現在農林水産業はほぼ0％です。
　地区内の同友会企業組織率は現在全体で1.27％程です
が、そのほとんどは戸田市の会社で構成されています。
　当地区会は行政や地域の経済他団体等とのつながりは比較
的盛んな地域であると思います。ほとんどの地区会員が地域
の企業や住民、あるいは商圏のある企業で構成されており、
他の団体と掛け持ちで役員を引き受けている方が多くいま
す。地区総会には毎回、戸田市・蕨市の市長、それぞれの商工
会長、商工会頭にも出席を依頼し、参加していただいていま
す。
なお、現在の戸田市商工会長はかつての同友会地区会長が務
めています。
　戸田市長にも数年前に「DOYOUさいたま」誌上にてインタ
ビュー記事を掲載させていただきました。その際には市長が
現在地区会を構成するメインメンバーと年齢が近く、かねてか
らの知り合いということもあり、ざっくばらんなやり取りが出来
ました。また、昨年度は市役所の財政企画部の職員の方にま
ちづくりの指針である総合振興計画を知る例会を開催しまし
た。
　戸田市では平成23年に中小企業振興条例を制定していま
す。この条例制定については当時の同友会地区会員も関わっ
ており、現在でも「中小企業振興
会議」のメンバーには現在の地区
会員もメンバーとして入っていま
す。
　また、戸田市では「戸田市工業
見える化ブック」という冊子を毎
年作成しています。これには同友
会の地区会メンバー企業も多く
掲載されており、地域の方に地元
の産業や事業者を知っていただ
くきっかけづくりに貢献していま
す。

 （池田大喜 記）

川口地区会 戸田・蕨地区会

　埼玉同友会は16地区会に分かれて活動しています。
同じ埼玉であっても、他の地区会のことになると、そこの地区会が埼玉のどのエリアに
あり、地域特性は何か、行政や学校や他団体などとの連携は？など、意外と知らない事
もあるのでは？ 
ということで、16地区会のそれぞれが、地域の魅力を掘り出していこうと思います。
今号より順次、設立順にご紹介します。

地区会の魅力捜索
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関東甲信越青年経営者フォーラム IN 新潟
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第8回
「集まれ！笑顔あふれる人の森」 笑顔がたくさんあふれ
共存する森のような社会を創造しよう

　6月4日、1都9県の青年経営者を中心に全国から500
名超の経営者が参加し、ハイブリッドにて熱く開催されま
した。埼玉同友会会員が報告者を務めた第2分科会の概
要をご紹介します。

　自分の成長、自社の成長のため
に、今年度の埼玉青年部長に立候
補し、就任後は精力的に活動中の
中川氏。子供のころは裕福とは言
えない家庭環境で育ちながらも明
るい気持ちで過ごし、その経験か
らお金の稼ぎ方を知ることもでき
たそうです。その後ハローワーク
の募集を見て㈱ディーアイケイに
入社。2018年に経営指針セミ

ナーを受講し、翌2019年社長に就任しました。
　自分の経験から家庭環境で貧乏になるという負の連鎖を
脱却したい、社会で生きにくさを抱えている人でもありのま
ま働ける会社を作りたいと思い、一人ひとりが持つ能力を発
揮できる組織作りを行い社員主体の経営の実現に向けて社

第２分科会

共に育ち地域と企業に幸せの連鎖を
～ありのままの存在を認め合い未来に歩もう～
報告者：中川怜子氏〈㈱ディーアイケイ 代表取締役
                             埼玉同友会・青年部部長〉

内改善に取り組んでいます。人口が減少する中、Ｗｅｂ制作と
いう仕事は多様な人が働ける特異性傾向があると気づいた
そうです。そして永続するためにはきっちり稼いでビジネス
にしていかなければならないと考え、組織改革や職業訓練場
所の開設にチャレンジしている中川氏の幸せな会社づくりの
実践報告になりました。
　グループ討論では、「支え合う為にあなたにとって必要な
変化とは？」というテーマで討論をし「自分が変わるために何
が必要なのか？」「同友会活動を社員や家族にどう理解しても
らうのか？」「変化したことでどう会社に活かされるのか？」等、
熱い討論を繰り広げました。
　家族や社員に同友会の学びを伝え自分が成長すること、
会社をよくする事で信頼や理解が深まっていく。家族、社員、
地域とどう向き合っていくか等、気づきを得た分科会になり
ました。　　　　　　　　　 　(中部地区会  田中幸治 記）

大会テーマ

Road To 埼玉同友会50周年
来年2023年に、埼玉中小企業家同友会は、設立50周年を迎えます。
コロナ禍でも、世界情勢不安でも、原材料高騰でも、最低賃金上げでも負けない！
我々埼玉同友会全員で、この苦境を乗り越え、意味のある50周年を迎えましょう！
これから毎号で、下記についての特集を組んでいきます。会員必見の内容をお楽しみに!!

Go To Next 
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青年部の仲間と！ 写真中央が報告者の中川氏

●中同協定時総会 in 埼玉 2023年7月13日・14日
　「未来へ！
　 人間の尊厳を守り、新たな時代への一歩を踏み出そう」

●会員増強 埼玉同友会会勢 1100名へ 
　「理事プラスワン運動」 一人がひとりを。

●埼玉同友会 10年ビジョン策定
　2023年埼玉同友会定時総会での発表に向けて
　企業づくり、地域づくり、同友会づくりの3部門に分かれて作成中！
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会員数

《住所・FAX変更》
むさし野地区会 明成法務司法書士法人 髙橋遼太会員
  〒352-0001 埼玉県新座市東北2-30-18　
  尾崎ビル６階
  FAX：050-3730-2850
《住所変更》
川口地区会 栗原印刷㈱ 栗原 茂会員
  〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷6-17-9
東部地区会 ㈱Ｓｕｎ’ｓ 植竹清文会員　
  〒343-0857 埼玉県越谷市新越谷1-30-6
東彩地区会　 ワクワクはたらく㈱ 大図美由紀会員
  〒174‐0052 東京都板橋区蓮沼町41-5-403
東部地区会 ㈱ＦＰ Residential 富永敬史会員
  〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合
  2-3-2 Mio新都心
《社名・役職変更》
戸田・蕨地区会 ユナイテッド・インシュアランス 川島浩道会員
  ユナイテッド・インシュアランス㈱ 川口支店 
  川口支店長へ
《役職変更》
東部地区会 山一自販㈱ 沓沢隆行会員
  代表取締役へ
大宮東地区会　　㈱ハンズ 斉藤竜大会員
  代表取締役へ
大宮南地区会　 ユニオントレーディング㈱ 牧野次成会員
  取締役会長へ

会員information新たな辞書の1ページ　新入会員紹介　（6/1～)

 １日（金） 正副代表理事会議、川越いちうら塾
 ４日（月） さくら幹事会・中部幹事会、東彩幹事会、彩北幹事会
 ５日（火） 大宮東幹事会、川口幹事会、川越幹事会
  大宮南幹事会、西部幹事会
 ６日（水) ファム10年ビジョンづくり、人を生かす経営勉強会
  浦和幹事会、東部幹事会、埼葛幹事会
  大宮中央幹事会、戸田・蕨幹事会、北部幹事会
  経営問題解決談義【浦和】
 ８日（金) 仕事づくり委員会
 11日(月） 川口例会、ファム幹事会、彩北例会
 12日（火） 共同求人委員会、障害者雇用推進委員会
 13日（水） 地域経済応援サミット【政策委員会】
  青年部システム経営会議、 広報情報化委員会
 14日（木） 戸田・蕨例会、経営労働委員会
 15日（金） 理事会
 17日（日） 浦和例会
 19日（火） 新入会員オリエンテーション、大宮東例会
  川越例会、西部例会、東彩例会、さくら例会
20日（水） 大宮南例会
21日（木） 北部例会、東部例会
22日（金） むさし野例会、埼葛例会、大宮中央例会、中部例会
23日（土） 経営指針づくりセミナー第３講【理念編②】
24日（日） 経営指針づくりセミナー第４講【理念編③戦略編①】
25日（月） 政策委員会、ファム例会、2022年度地区幹事・
  理事研修会、青年部幹事会&コンパクト例会
  むさし野正副連絡会　
26日（火） 長期ビジョン会議、社員教育委員会
27日（水） 全研実行委員会
28日（木） 仕事づくり委員会

同友会日誌　7月１日～31日

編 集 後 記

会員数 2022年7月28日現在

地区会名 会員数 地区会名 会員数 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

69

45

67

39

33

73

41

89

125

48

45 計

33

91

88

64

17

967

酒巻公一朗
ENJIN㈱
川越地区会
アラサー就職支援、薬剤師、医
師、歯科医、看護師、就転職支
援、新卒採用コンサルティング

瀧川武央
㈱イロドリ
川口地区会
不動産売買、エクステリア
ガーデニング、家具の制作
及び販売。

小林愛未
㈱蔦屋
川口地区会
貸しビル業、賃貸マンショ
ン、カルチャースクール講師

篠原雄太郎
行政書士YTRディア
法務事務所
川越地区会
障害者施設（就労分野メイ
ン）の開設サポート(新規開
設、事業展開サポート）

廣瀬進治
㈱日環サービス
川口地区会
ビルメンテナンス、公共サー
ビス委託業務、緑地管理な
ど

山岸雅行
㈲エムズ・テクニカル・サービス
法務事務所
川口地区会
業務用厨房機器の搬入設置、
空調設備工事及び冷凍冷蔵設
備工事の設計施工、産業廃棄
物収集運搬、内装・リフォーム

泉崎直樹
DEVICE PARTNERS㈱
川越地区会
電子部品半導体販売、電子
機器開発・製造・販売

◆訃報  謹んでご冥福をお祈り申し上げます
さくら地 区 会　林 洋一会員のご母堂がご逝去されました。
むさし野地区会　井上匡央会員のご尊父がご逝去されました。

　早いもので、もう秋も近づいてきました。秋といえばイベントが
多い時期でもありますが、わたしの地元でもある川口市では、毎年
たくさんの人で賑わっている市役所主催のイベント【川口市市産品
フェア】が今年も１０月に開催されます。市内にあるさまざまな事
業者が出店していて、「こんな会社もあったのか！こんな商品や
サービスがあるんだ♪」と刺激をもらっています。夏の疲れの気分
転換も兼ねて少し涼しくなってきたらお散歩がてら、イベントへ足
を運んでみるのも楽しいですね。そして、広報情報化委員に参加さ
せていただき５カ月が経ちました。周りの方に助けていただきなが
ら楽しく学び活動しています。引き続き頑張ります！

（川口地区会 山室奈美 記）
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委 員 長 制作担当
枦込博久
印刷・製本
加藤早苗
事 務 局
古川佳子

埼玉同友会
広報情報化委員

副委員長
東　彩 齊藤壽和

川　越 小田　明

埼　葛 松本賢二

中　部 矢澤敦臣

川　口 福井千波

 山本佳奈子

 山室 奈美

戸田・蕨 池田大喜

浦　和 三友哲哉

 大森靖之

大宮東 柴田大智

大宮中央 鈴木光義

 高橋満広

大宮南 加藤早苗

 北村政義

西　部 小池優太

 水野美和

むさし野 古﨑千穂

東　部 島袋輝仁

 小川洋一

中　部 矢澤敦臣

 中山晴喜

埼　葛 松本賢二

北　部 東禎章

さくら 遠藤裕行

 水野純子

 山田美紀子

川　越 小田明

東　彩 齊藤壽和

埼　北 江田雅之

（順不同・敬称略）

委 員

人手作業の総合サポート企業を目指す

■父の会社に入社
　安田幸治さんは1976年本庄市生まれの46
歳。ゴルフとご家族4人で出かける国内旅行が
趣味だそうです。
　現在社長を務める安田電子工業は1973年に
安田さんの父親が本庄市に創業した会社です。
大学卒業後、外食チェーン店に3年間働きました
が、父親から会社の仕事量が増えるから戻って
手伝うようにと言われました。小さいころからい
つかは父の会社を継ぎたいと考えていた安田さ
んは2001年、２５歳の時に安田電子工業に入
社します。

■仕事量が不安定
　その当時、新規に受注した仕事は24時間体
制で機械を回さないといけない仕事でした。
　入社するやいなや安田さんは、両親と従業員
が働く会社の切り盛りを全て任されることになり
ます。
　24時間稼働の仕事を4～5年続けながら他の
仕事も徐々に増やしていき、従業員数が50人程
度の規模に成長。が、これからと言う時に急に仕
事がパタッと無くなりました。一つの会社からの
仕事を主にやっていたのですが、その会社から
の受注が無くなったのが原因です。
　そもそも父の代から会社は「仕事はやってあ
げている」の考え方でした。父の会社に戻ってき
た数年間は仕事量もあり、忙しい状態でしたし、
また若かったので取引先に横柄な態度を取る事
もあったそうです。そういった態度も取引先から
見透かされたのでしょう。仕事を回してもらえな

安田 幸治
やすだ　こうじ

安田電子工業㈱
北部地区会
児玉郡上里町神保原町2045-7
TEL：0495-33-1211
FAX：0495-33-3226

くなり、一時は仕事が全く無くなりました。仕方
なく従業員を休ませざるを得ない状態になって
しまったそうです。
　しかし30歳になったばかりのこの時期に、仕
事が激減したおかげで、会社にとってお客様がい
かに大事かと言う事を気づかされたと言います。
それまでの一社依存を改善すべく飛び込み営業
し、紹介された会社とも取引を開始しました。今
までの取引先とは全く異なる業種からの仕事も
受けられるように社内の生産体制を整えて行っ
たことが今日まで会社が生き残っていられる要
因になっています。2013年には社長に就任し
ました。

■同友会との出会い
　コロナになってから再び仕事が激減して悩ん
でいたところ、北部地区会の小林秀行会長から、
同友会には経営理念と経営計画を作れる経営指
針づくりセミナー（以後指針セミナー）がある事
を聞き入会を決意します。
当初は同友会に入れば経営指針書を作ってもら
えると思っていました。それまで会社に無かった
経営理念や経営指針を作る過程で苦労しました
が、2021年に経営理念と指針を完成させまし
た。
　人を生かす経営や労使見解などは同友会に入
るまで一切考えた事はありませんでした。しかし
これを実践しないと会社が成長できないことが
指針セミナーに参加して良くわかったそうです。
会社の経営理念は「仕事を通じて当社に関わる
すべての人の幸せに貢献します」としました。今
まで会社の経営は全てトップダウンでしたが、指
針セミナー受講後は仕事を人に任せられるよう
になってきたそうです。

■今後の目標
　「今までの仕事は業務請負いだけでしたが、今
後は取引先への人材派遣や現地での請負い業
務などもやって行きたいです。目標は『人手作業
の総合サポート企業を目指す』です。これからも
世の中にある人の手でないと出来ない加工品や
梱包、仕上げの仕事を通じてこの仕事に関わる
みなさんの幸せに貢献していきたいです」とビ
ジョンを語ってくれました。　　　  （東 禎章 記）


