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長崎出島支部　平山　祐実

　昨年度に引き続き青年経営者全国交流会はWebで
の開催となりました。時間帯も昨年と同様に日中の開
催のため、青年経営者会では自社の参加が厳しい方で
希望があった方にホテルウイングポートを一人一室予
約して、そこから参加できるようにしました。Wi-fi
の環境もよくスムーズに参加することができました。
　分科会では経営指針書もなく開業して経営していた
林氏が壁にぶつかり、経営指針書の作成・見直しをし
ようとした経緯や作成して経営が変わっていたことな
どが報告されました。つらい過去の体験も飾ることな
く話していただき実際に会社で使用されている経営指
針書も資料としてありました。読ませていただくと、
林氏の素直な人柄や人を思いやる気持ちが伝わる素敵
な経営指針書でした。
　グループディスカッションで経営指針書はその社長
の想い、法人の人格なのだとの感想があり、その通り
だなと思いました。また、社員がいない企業からは経
営指針書はなくてもいいとの意見も初めはありました

が、ディスカッションをしていく中で自分の想いを確
かめる意味も含めてあるほうがいいとの意見で一致し
ました。
　コロナ禍などで厳しい状況が、ここ数年続いていま
すが、一度自分を見失わないように経営指針書の見直
しや、ない会社は作成するのによい時期なのかもしれ
ません。
　全体会では各分科会の発表がありどの分科会もよい
学びができた様子を伺うことができました。
　記念講演は「金融包摂型Fine Techサービスによ
る、新たな社会創造～頑張る人が報われる、貧困な
き社会の実現に向けて～」をテーマにGlobal Mobility 
Service（株）代表取締役社長 中島 徳至氏からお話い
ただきました。
　今のSDGsの考えに沿う社会課題解決型の企業です。

第49回 青年経営者全国交流会 from 岐阜 参加報告
日時：9 月 9 日（木）13：00 〜 19：30　会場：Web 

第５分科会（福岡）

考えるな、動け

〜行動が想いに、想いが実践に〜

輝翔法律事務所　所長 林　直輝  氏



福井  義憲  会員（長崎出島支部）

TORINITYLABO 認定
家族信託コンサルタント　福井  義憲
https://kazokusinntaku.com

認知症（５人に１人）、病気、事故等により認知判断能力を失う危機！
あなたが認知症になったら、あなたの財産はどうなるでしょうか？
あなたが認知判断能力を失うと、家族は次のような法律行為の代理は
できません。
①銀行預金の引出・解約→金融資産は凍結されます
②株主総会での議決権行使→委任も不可。会社の経営に支障が出ます
③貸家の契約変更・処分→不動産に関する契約ができません　等々

認知症の余命年数は７年～10年と推計されています。
奥さん・子供さんは長期にわたり不自由な生活を強いられます。
今、あなたにできることは…

高齢者のあなたが遭遇する危機！
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のかもしれません。来年はコロナ禍が落ち着いて現地
で参加できればよいです。
　一つ、青年経営者全国交流会についてのお知らせで
すが2025年の青年経営者全国交流会の開催について、
長崎も含めた三県が立候補しています。今期の会員の
増員数・率が選定基準の一つになっております。仲間
づくりのご協力をお願いいたします。

中島氏は倒産を経験されていて、倒産して上手くいか
ない時に出向いたフィリピンで今の事業を閃いたそう
です。そこで見た貧困の連鎖に目を向けて「どうにか
してあげたい」との思いに駆られ、今の貧困者向けに
車のローンの融資をする事業を始めたとのことです。
　中島さんの企業への想いもやはり、人を想う気持ち
がありました。お客さんに対しても社員に対しても人
を想う思いやりの気持ちが何事においても一番大事な

動をしているとお話いただきました。今ではソフトバ
ンク等様々な企業と協力し活動を行っています。
　中島氏は以前ゼロスポーツという企業を立ち上げ残
念ながら倒産を経験されました。
その時に様々な経験をされ、自分に足りなかったもの
等を考え、「経営者の姿勢の確立」「ビジョン経営の大
切さ」等を学び、掲げた旗に恥じない人間になりたい
という覚悟をもって、現在の企業を成功させることに
なりました。これもゼロスポーツでの失敗がなければ
できなかったことだとお話しされていました。

「挑戦すれば失敗する」
　大きなミスをさせてもらえるような自分になる、そ
のためには様々な人の協力が必要と言われたことが胸
に刺さりました。SDGsや世界の情勢、IoT技術の活
用など時代の流れを読み解く力が素晴らしい経営者だ
と思いました。

「真面目に働く人が正しく評価される仕組みを創造し
ます」
　最後にビジョンを説明されましたが、またこの考え
も共感しました。とても心に刺さる記念講演でした。
　全国交流会のサブタイトル「理念経営を貫くことが
未来を切り拓く」の通り、すべての分科会や記念講演
が理念経営を絡めた題材のご報告で、一本筋の通った
素晴らしい交流会だったと思います。参加した皆様は
大変学びになったのではなかったでしょうか。

佐世保支部　府川　正樹

　今回はWebにて19の分科会、記念講演という20の
学びの場が用意され、参加者が2,000名を超える全国
交流会でした。
　分科会の報告では、荒川氏の会社は産業廃棄物業で
荒川氏が子供の頃、周りから「ボロ屋」「クズ屋」と呼
ばれていて、イメージが悪かったそうです。荒川氏は
そんな会社が嫌いだったそうですが父親の説得もあり
入社し、同友会にも入会。経営指針を学ぶ中で自社の
事業の定義は「地域資源発掘業」「地域課題解決業」で
あると気づきます。それがきっかけでさらに何のため
に経営しているかを突き詰め「ふるさと循環型リサイ
クル」のビジョンを掲げ10年後を見据えた地域を元
気にする取り組みを進めていらっしゃいます。
　このことが自分にとっての「世紀の大発見！だっ
た」とご報告されました。同友会で学び経営者の視座
が高まると熱く語っておられました。私も同友会活動
の中で学び発見をしていくことが、もっと高い経営者
の視座の獲得につながると確信しました。
　記念講演では、中島氏のGlobal Mobility Serviceは
様々なモビリティを制御する IoTデバイスを車に搭
載し、世界各地でこれまで車が欲しくてもローン審査
に通らなかった方々の豊かな生活を実現するために活

第６分科会（福島）

「ボロ屋」「クズ屋」に未来はあるのか？

〜ビジョンを掲げ幸せの実現を！〜

荒川産業（株）　代表取締役社長 荒川  健吉  氏



　長崎県中小企業家同友会におかれましては、
日頃より中小企業の繁栄、地域経済の発展に
ご尽力賜り、厚くお礼申し上げます。
　2019年12月に中国湖北省武漢市で発生し
た新型コロナウイルス感染症は、今もなお日
本国内において猛威を振るっており、会員の
皆さまにおかれましては、不安な日々を過ご
されていることと思います。
　新型コロナウイルス感染症の一日も早い収
束と皆さまのご健康を心よりお祈り申し上げ
ます。
　当行は2020年3月より「新型コロナウイ
ルス感染症の影響による資金繰り等相談窓
口」を全店に設置し、事業者の皆さまの資金
繰り支援に迅速に対応するとともに、地域毎
に異なる制度資金や補助金のご案内、申込書
の記入方法や手続き支援を行ってまいりまし
た。また、日々の営業活動を通じてお客さま
の声に耳を傾け、お客さまが抱える悩みや相
談に真摯に対応しております。
　また、当行は2020年4月から2023年3月
を実行期間とする中期経営計画「PRESE
NCE存在感 ～長崎になくてはならない銀行
に～」に取り組んでおります。
　本年度につきましては、法人営業室の人員
を増員し、これまで長崎と佐世保だけであっ
た営業拠点を諫早、島原にも拡大して営業体
制の強化を図っており、新たな事業先の開拓

に取り組むとともに、継続的伴走型での支援
に取り組んでおります。
　現在、長崎では、「九州新幹線西九州ルー
トの開業」に伴う沿線地域の開発や「特定複
合観光施設（IR）の整備」、「長崎スタジアム
シティの開業」をはじめとして、県内各地で
様々な大規模プロジェクトやまちづくりの事
業が進展しており、地元の行政や経済界は、
「まち」の佇まいが大きく変化する100年に
一度とも言える新たな長崎創りに取り組まれ
ています。
　当行も長崎に本店を置く地域金融機関とし
て、これらプロジェクトへの協力・支援を行
うとともに、西日本フィナンシャルホール
ディングスと連携して、商談会やセミナー等
の開催を通じて、長崎の事業者の皆さまの経
営支援や情報発信を行いたいと考えておりま
す。
　また、資金繰り支援をはじめ、事業承継、
経営改善、事業再生、事業転換等につきまし
ても、お近くの当行営業店にお気軽にご相談
ください。
　今後におきましても、長崎県内のNo.2銀
行として適正な競争環境を維持し、地域経済、
地域社会の発展に貢献することが当行の重要
な役割であると考えており、役職員一丸と
なって努力してまいりますので、引き続き、
ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

各界からの提言
株式会社長崎銀行 代表取締役頭取 開地　龍太郎

プロフィール

・1985年3月
・1985年4月

・2013年6月
・2016年5月

大分大学　経済学部卒
株式会社西日本銀行（現 株式会社西日
本シティ銀行）入行
同　執行役員総務部長　
同　常務執行役員本店営業部長兼
福岡支店長

・2018年4月
・2018年6月

・2018年6月

・2019年6月

同　常務執行役員　融資統括部・融資部担当
株式会社西日本フィナンシャルホールディン
グス　執行役員
株式会社西日本シティ銀行
取締役常務執行役員
株式会社長崎銀行　代表取締役頭取（現任）

・生年月日：1961年8月26日　・出身地：宮崎県宮崎市
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た。たとえば、よく誤解されがちなのが「アンガーマ
ネジメントとは怒らないことである」ということだそ
うですが、そうではなく「必要な時に適切な方法で怒
ることができるようにコントロールすること」で怒る
こと自体を禁ずるものではない、ということだそうで
す。また、お話は一方通行にならないように定期的に
Zoomのブレイクアウトセッション等を活用して短時
間のディスカッション等の時間を設定していただいた
こともあり、通常の例会の報告よりも長時間のお話で
したが、時間があっという間に過ぎたような感覚で非
常に密度の濃い報告でした。出席者の間からも「つい
部下を強く叱ってしまって後悔することがあるので是
非今回の話を参考にして怒りをコントロールできるよ
うにしたい」といった感想がでました。
　報告後の質疑応答でも多数の質問が出て、Webメ
インでの開催でしたが非常に盛り上がった例会となり
ました。今回は予定していたバーベキュー例会が新型
コロナウイルスの感染拡大の影響で中止となったため
急遽変更されたのですが、こういった形で外部の専門
家をお呼びして勉強会をやる形式も定期的に行っても
いいのではないかと思える素晴らしい報告でした。

（文責　北川　亮）

　今回は、外部講師をお呼びして勉強会形式で行いま
した。高橋氏はフリーアナウンサー・司会のほか、ア
ンガーマネジメントコンサルタントとして現在活躍さ
れています。アンガーマネジメントとは「イライラ」
や「怒りの感情」と上手に付き合うための心理トレー
ニングのことで、1970年代にアメリカで生まれたと
されています。2001年のアメリカ同時多発テロが起
こり、感情が不安定になる人が増えたことで一層注目
が集まるようになり、アメリカでは犯罪者の更生プロ
グラムにも採用されているそうです。
　今回の例会では経営者向けに話をしていただきまし
た。お話の内容は出席者にとっても今まで知らなかっ
たことがほとんどで、皆感心しながら聞いていまし

　さて今回のメインター
ゲットは、グループ長「未
経験者」がグループ長をで
きるようになること。私も
経験がありますが、「適当
によかよ」「やってみればで
きるけん」でできる役割で
はないものです。
　そこで今回、グループ長
を入会間もない会員に割り

当て、それをベテランの会員がサポートをするという
形をとりました。ベテランの会員もその役割を再確認
してもらうねらいもあります。
　まず、本多さんが「グループ長の役割を知る」とい
う内容で報告をし、今回は、回を重ねることが重要で

　今回、長崎県のまん延防止等重点措置によって開催
が危ぶまれた中、ギリギリの日程で無事例会が開催で
きました。特に、今回のテーマが経営フォーラムに向
けてのグループ長研修であったことから、実際に対面
してグループディスカッションができたことはとても
意義があったと思われます。

長崎浦上支部 例会報告
日 時 9 月 28 日（火）18：30 ～ 21：00
会 場 プライムステージ・Web
テ ー マ 経営者のためのアンガーマネジメント講座

報 告 者 Social Office　代表者
　高橋　佳子　氏

出席者数
46 名（会員 29 名（うちWeb23 名）、ゲス
ト10名（うちWeb9名）、他支部6名（うち
Web5名）、事務局1名）

長崎出島支部 例会報告
日 時 9 月16 日（木）18：30 ～ 21：00
会 場 メルカつきまち・Web
テ ー マ グループ長の役割を知る

報 告 者 暁建設（株）　代表取締役
　本多　邦暁　会員

出席者数 37名（会員35名（うちWeb11名）、他支部1名、
事務局1名）
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実施できたことはとてもよかったと思います。
　Webで参加する会員には、さらに高度なコミュニ
ケーションスキルが必要となってくると思います。ぜ
ひディスカッション時にはミュートをオフにして、自
由闊達なディスカッションをお願いします。
　ところで、11月には経営フォーラムが開催されま
す。今回のグループ長研修を通して、同友会歴にかか
わらずそのスキルを得たことを活用してもらえると考
えます。もちろん従来の例会についても言えることで
すが、自社に置き換えてみると、このグループ長のス
キルは有用なものであると思います。他社の声に耳を
傾け、意見をまとめること。同僚や部下に指示を出す
のとは、またひと味違ったコミュニケーションスキル
の一つであると実感しました。

（文責　髙橋　秀暢）

あると考えましたので、「グループ長の役割」「発表者
の役割」について2回グループディスカッションをお
こないました。はじめは声のボリュームが小さかった
ものが、徐々に大きくなって盛り上がり、発表の内容
もいい意味でこなれてきました。対面でそして複数回

めには社員とのコミュニケーションと能力を発揮する
ための環境づくり、仕組みづくりを大事にして実行し
ているとのことでした。
　グループディスカッションでは濵松氏のチャレンジ
精神のすごさ、経営者の大事な仕事は仕組みづくりで
あることを認識できたなど多くの気づきを得ることが
できたとの感想がありました。
　ディスカッションテーマ「濵松社長の報告を聞い
て、明日から自社へどう活かしていきたいですか？」
についても社員とのコミュニケーションを行う雰囲気
や機会づくりに取り組みたいなど多くの影響を受ける
学びの時間となりました。
　コロナ禍の閉塞感が漂うなかで改めてチャレンジす
ることの必要性、大切さなど参加者の背中を後押しさ
れるような素晴らしい時間でした。

（文責　大村支部　徳田　義彦）

　2年ぶりの3支部合同例会開催となりました。
　冒頭、濵松氏は若かりし頃より「バカげたことを
やってきた」と話され、いきなり話に引き込まれてし
まいました。「バカげたこと」とは材木屋の当時、雲
仙普賢岳災害後の住宅建設業への進出時に直面してき
たその業界の商慣習、ルール、常識などへ変化を起こ
す挑戦・チャレンジだということがわかりました。
　現在の主事業である住宅建設業の住宅展示場モデル
ハウスでは一つひとつの空間にストーリーを持たせる
ことにこだわり、お客様に感動を与えるストーリーづ
くり、いかにお客様に喜んでもらえるかを常に考えす
ぐに実行、チャレンジするそうです。
　また、濵松氏が考える新しい取り組みを実行するた

とイメージしたものを形にしていくパワフルな行動力
は目を見張るばかりです。
　一見、無謀な計画に思えるようなプロジェクトで
も、勘を大事にしつつ、客層や年代別ターゲットを

　「イメージをつくる・ストーリーをつくる・お客様
をワクワクさせる仕組みをつくる」
　お客様に選ばれるために濵松氏が日々考えているイ
メージづくり。「森をつくる」「カフェをつくる」…次々

３支部（大村・諫早・島原）合同例会報告
日 時 9 月 21日（火）18：30 ～ 21：10

会 場 シーハットおおむら・
HOTEL シーサイド島原・Web

テ ー マ お客様に選ばれるために何を考え
大事にしているか

報 告 者 （株）浜松建設　代表取締役
　濵松　和夫　氏

出席者数

102 名（大村支部 31名（うちWeb25 名）、
諫 早支 部 24 名（ すべて Web）、 島 原 支 部
28 名（うちWeb22 名）、ゲスト7名（うち
Web4名）、他支部10名（すべてWeb）、事
務局2名）
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　また、グループディスカッションテーマの「明日か
ら自社へどう活かしていきたいですか？」について、
スケジュールや日報、工程表などをIT管理し、情報
の共有がスムーズにできるような工夫が進んでいる点
など、「すぐに取り入れたい。」という会員企業もあり、
ITでの情報共有の分野などは、更に情報収集と勉強
をしていかなければいけないという意見がでました。
　頭の中に描いた夢に向かって、思い立ったら即行動
とは中々できるものではないですが、濵松氏のバイタ
リティー溢れる行動力・計画力は企業の成長にとって
必要なこと、企業の成長は即ち社員を守ることにも繋
がると再認識しました。
　先代の材木店からスタートし、下請けから看板が揚
げられる元請けの工務店へ、注文住宅を建てるだけで
はなく「森をつくるプロジェクト」や「カフェ・雑貨
店などお客様が集まる場所をつくる」「イベントをつく
る」など日々進化を続ける濵松氏の経営戦略は、同じ
経営者としてスグに真似できるものではないですが、
実践できることから始めようと思える、前向きになれ
る報告でした。貴重なご報告ありがとうございまし
た。

（文責　諫早支部　池田　慎）

絞ったり、「暮らしの中の本物の木」「田舎暮らし」「ナ
チュラルスタンダード」と綿密なブランディング戦略
が練られていたりと、さすが！と思わせる経営手腕を
発揮されています。
　グループディスカッションでは、「夢に向かって即
行動」「建設業は建設業から学べない、異業種から学べ
る」「社員とのキャッチボール（コミュニケーション）
が凄い」「お客様のクレームが現場だけでなく社長まで
届く仕組みづくり。クレーム対応勉強会」「笑顔のシー
ンの共有」「社内の定期的な席替え」「触れる・聞く・見
る、会社のことを伝える仕事」など、濵松氏の言葉や
実践していることに共感の感想が集まりました。

・社内でもサプライズや仕掛けをし、笑顔のシーン
を共有する

・クレームはもちろん、良いことも悪いことも報告
のスピードを大切にする

・新しい仕組み導入はしつこく徹底する
・社員とのコミュニケーション充実は回数
・経費を見える化（グラフ化）し共有する

₃．様々なチャレンジ
・どれだけ馬鹿げたと言われても、決まった人生の

尺の中で何回チャレンジできるかが大切
・異業種からしか学べないことが多い。

　
　講演終盤、濵松氏がもちろん良いことばかりあるわ
けではないと話されます。実は即戦力でベテラン級の
社員が辞めていく時期があり「仕組みづくり」がはじ
まったとのこと。

　コロナ禍の開催となった3支部合同例会。
　冒頭、北尾支部長からWeb開催になった経緯を話
され、新しい時代を受け入れてチャレンジしていこう
と挨拶がありました。Web開催にも関わらず、グルー
プディスカッションへの移行もスムーズで、多くの学
びを得、リモート開催の可能性を再認識した例会とな
りました。
　報告では、下記の3点についてお話いただきました。
₁．お客様に選んでいただくために自社の魅力をどう

伝えるのか
・ぶれないコンセプト「森」で他社との差別化を図る
・お客様をストーリーに巻き込み、痺れさせ、感動

させる
・接客してもらいたい人になる

₂．常識にとらわれない職場環境の整備やコミュニ
ケーション術
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ターゲットを設定し、綿密な戦略やストーリにより、
お客様を痺れ感動させ、お客様は浜松建設さんのファ
ンになっていくのだと実感しました。また「仕組みづ
くり」の作業が実は後継者のためでもあると話されま
した。
　現在、宿泊業を開始されレンタルスペース事業も構
想中のようです。次は何をされるのかと考える私自身
も、更に浜松建設さんのファンになりました。

（文責　島原支部　荒木　亮）　冗談交じりに「勘」で仕事をしてきたと話される濵
松氏。今回の講演を聞いていると、事業ごとに明確な

イングコンサーンの実現のために事業承継をしていく
者を企業家と呼び、その事業に惚れ込み、それに一代
を捧げる者を事業家と呼んでよいのかもしれません。
ただし、企業家の人生も事業家の人生も、選ぶのは個
人の自由です。どちらも社会の公器として尊いもので
す。そして、どちらにも事業承継は存在します。事業
家でも、事業の寿命が自分の人生より長ければ、その
事業をM&Aさせたり、所有と経営を分離する手段を
取ったりすることで、自分が生んだ事業の寿命を全う
させることが可能です。
　片桐計量器店では、歴代、家庭内で企業家精神が受
け継がれていました。片桐さんは小学校4年生にして
先代である父から後継者の命を受け、自らも社長と
なった今月まで後継者としての道を開拓していきまし
た。

＜経営指針＞

　幼い片桐少年に後継者の自覚をさせた片桐家は、家
庭の中に企業がありました。片桐計量器店には現在で
も成文化された経営理念は存在しません。しかし、片
桐さん入社以来20年以上一度も赤字を出さず、その
期間にグループ企業2社を設立できた安定成長経営の
背景には、自社企業を大きく包括した道徳心溢れる片
桐家の生き方の伝承がありました。
　しかし、今後は家族以外の社員と共に100年企業を
目指すこととなる片桐さん。片桐家の暗黙知だけでは

　今回は支部経営労働委員会が主催。佐世保支部長の
片桐孝章さんによる事業承継を軸とした報告でした。
片桐さんは、9月1日より創業72年の3代目として代
表取締役に就任されたばかりのタイミングでした。

＜事業承継＞

　現在の中小企業を取り巻く諸問題の中で、事業承継
は大きなトピックとなっています。近年は、中小企業
の廃業数が増加傾向にあります。日本政策金融公庫が
2016年2月に行なった、中小企業事業者380万者を対
象とした調査では、その半分が廃業予定（うち7割が
個人事業主、3割が法人）であり、「事業承継が決まっ
ている」と回答した事業者は12.4％に過ぎませんでし
た。
　企業は「ゴーイングコンサーン」と言われ、寿命の
概念がありません。一方で、その企業にポートフォリ
オされる事業には当然寿命があります。よって、ゴー

佐世保支部 例会報告
日 時 9 月17 日（金）19：00 ～ 21：00
会 場 Web

テ ー マ 創業 72 年、３代目！
～社長になってのこれから～

報 告 者 （有）片桐計量器店　代表取締役
　片桐　孝章　会員

出席者数 45名（会員36名、他支部8名、事務局1名）
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す。12月はぜひ佐世保支部例会へ！そして、事業承
継を考える会員さんは、片桐さんとともにぜひ経営指
針策定セミナーへ！
　報告の締めくくりに、片桐さんは4代目への承継計
画も発表。先代が動かない限り、後継者が生まれるこ
とはありません。片桐計量器店、ファミリービジネス
の盛運は続きます。

（文責　橋口　久）

経営が困難な時代となりました。暗黙知を形式知と
し、その形式知をまた家族以外の社員と共に暗黙知と
する取り組みが必要です。
　そこで、佐世保支部長でもある今年度、3代目は、
片桐計量器店として創業初となる経営指針の成文化に
取り組む決心を固めました。11月に開催される支部
経営指針策定セミナーを受講し、12月の忘年例会に
て、会員を前にした第1回経営計画発表会を開催しま

補助金入金。決算後5年間報告
②　ものづくり補助金と同様に利益が出ていると補助

金返金もある
③　補助金額3,000万円以上になると金融機関の確認

書が必要なので早めに話し合っておく
④　会社で決算書内容が「債務超過」の場合、採択さ

れにくいが説明次第でもある
⑤　通常枠で採択されないときは、緊急事態宣言特別

枠（小規模向け）で検討（通りやすい）

　会員の多くの質問の中で「士業の方に依頼した際に
は、手数料がいくらになるのか」もありました。吉田
さんの場合、採択金額の10％とのことでした。

（文責　松永　いづみ）

　久しぶりに多くの会員が参加した例会でした。まず
は、この補助金の資料がわかりやすく報告者の吉田会
員の説明もわかりやすかったです。事業再構築補助金
予算　1兆1千億円（第2次までに2,000億円）、事業
再構築補助金の第1 ～ 2回の内容と第3回目からの変
更内容の説明をされました。
　いくつかここに記載します。第3回公募の大きな3
つの変更点（「最低賃金枠・大規模賃金引上枠の創設」

「通常枠の補助上限額の見直し」「売上高減少要件の見
直し」）は下記のとおりです。（応募期限　2021年9月
21日）

（注意点や質問への回答）
①　採択後の補助金の流れは見積りし、書類を提出し、

最低賃金引き上げの負担が大きくなる、従業員数の多い事業者への配慮として、従業員数が51人以上の場合は補助上限が最
大8,000万円まで引き上げられます。これにより、中小企業、中堅企業ともに通常枠の補助金額は以下のようになります。

・従業員数20人以下：100万円～4,000万円　従業員数21～50人：100万円～6,000万円
・従業員数51人以上：100万円～8,000万円

通常枠　補助額　100万円～従業員数に応じて8,000万円
　　　　補助率　2/3（6,000万円超は1/2）
卒業枠 *補助額　6,000万円超～1億円　補助率　2/3
*卒業枠：400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかに
より、資本金又は従業員を増やし、中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する事業者向けの特別枠。
※中小企業の範囲は、中小企業基本法と同様。

通常枠　補助額　100万円～従業員数に応じて8,000万円
　　　　補助率　1/2（4,000万円超は1/3）
グローバルV字回復枠 **　補助額　8,000万円超～1億円　補助率　1/2
** グローバルV字回復枠：100社限定。大きな成長を目指す中堅企業向けの特別枠

中
小
企
業

中
堅
企
業

北松浦支部 例会報告
日 時 9 月15 日（水）19：00 ～ 20：45
会 場 松浦シティホテル・Web
テ ー マ 事業再構築補助金について

報 告 者 木場田社会保険事務所　所長
　吉田　大　会員

出席者数 17名（会員13名（うちWeb1名） 、ゲスト1
名 、他支部2名、事務局1名）
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と丁寧に行っていかなければいけない。特に会員への
フォローについてはその重要性について多くの意見が
あがっていたように思います。
　報告後には「第27回経営フォーラムin出島」の案
内が安井実行委員長のもと盛大に行われました。出席
を決意した会員も多かったのではないでしょうか。
　「五島、俺行ってもよかばい」
　6月に五島支部で報告者をなかなか立てきれない状
況を鑑みての山口さんのお言葉でした。大きな身体の
中にそれ以上の大きな心を持ち、その心には強い芯が
ある偉大な人でした。
　例会当日はWebにて他支部から多くの参加があり、
貴重な意見を頂戴しました。報告者山口さん、座長を
務めていただきました田中さんをはじめ、多くの協力
をいただきました。ありがとうございました。

（文責　谷川　喜一）

　今回は報告者に県仲間づくり委員会副委員長の山口
さん、座長に県仲間づくり委員長の田中さんをお招き
し、ご報告いただきました。
　山口さんは現在の会社に就くまでに多くの職種を経
験され、2014年5月に本会へ入会。支部内での役員を
複数回務め、現在は県仲間づくり副委員長として活躍
されております。過去には最優秀スポンサー賞や例会
最多出席賞を受賞されています。
　「報告テーマの答えはズバリ！意味しかない！」と
の力強いお言葉。各々の支部を自社と考えると、仲間
づくり委員会は「営業部」のようなものであり、営業
部が奮わなければ激励するのが当然であり、会員数の
増はただ単に会が潤うだけではなく、会員同士のつな
がりにより仲間を助け、自身にも様々な還元が見込ま
れるとのことでした。勧誘の具体的なテクニックにつ
いても時間を割きご教授いただきました。
　山口さんは「会員増強」は会員を増やすだけでは当
然だめで、「強」の重要性についても触れられました。

「強」とは「①会員を減らさないこと（会員へのフォ
ローを大切にすること）」「②我々の企業を発展させる
ことであり、それを成すためには会員の要望・相談に
応えられる会にしなければいけない。自分のできる範
囲で会員企業発展の応援に注力が必要である」とのこ
とでした。
　グループディスカッションでは「会員増強」につい
て多くの意見があがっていました。勧誘は諦めずに相
手方が入会するまで声掛け続けなければいけない。個
人戦ではなく、支部、県が一丸となって、団体戦で取
り組まなければいけない。現会員へのフォローをもっ

五島支部 例会報告
日 時 9 月18 日（土）18：30 ～ 21：00
会 場 観光ビルはたなか・Web

テ ー マ なんで、コロナ禍なのに仲間づくり頑張るの？
それって意味あんの？

報 告 者 （株）環境エコクリーン　代表取締役
　山口　大輔　会員（諫早支部）

出席者数 28名（会員8名（うちWeb1名）、ゲスト1名、
他支部18名（うちWeb15名）、事務局1名）
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グを付けた会を開催している」など、女性が経営課題
を明確にし、同じ問題に共感して話し合える場にして
いく工夫をされていました。
　第24回女性経営者全国交流会の学びでは、三つの
視点（傾聴・共感・提案）を掘り下げました。会話中
での12のロードブロックのロールプレイがあり、自
分はどうしているかを気付かされます。話し手は聞い
てもらうことによりモヤモヤの整理がつき、聞き手は
安心感を与えながら発言することにより、問題の整理
と解決に結びつくことを学びました。また、労使関係
における問題の処理は対等なコミュニケーションをと
る必要性を説かれてました。
　Webでの開催でしたが、全国の女性会員との交流
は、他県の取り組みや地域性を知る良い機会をいただ
いたと思います。ダイバーシティ委員会活動に生か
し、自身の成長に繋げていきたいと存じます。

長崎浦上支部　梶原　由美

　冒頭、中同協第53回定時総会後の幹事会で久賀き
よ江氏が女性部担当幹事（代表）に選任されたことが
報告されました。参加者は93名でした。「部会は全国
に38都道府県あり、山梨・滋賀が準備会を立ち上げ
ている状況で、この時代に踏む込んだ経営をしていく
ために女性の存在力が必要である」と挨拶をいただき
ました。各地から提出されたフェイスシートの集計
では、「全国の女性会員比率、各同友会の女性理事比
率、中同協の女性幹事比率がともに12％を超えており、
女性の活躍の場が増えて、流れが変わってきている」
と今後の伸び率も期待されます。
　フェイスシートをもとにした交流・グループディス
カッションでは「現在の課題に取り組んでいること」
について、「女性部会の常連さんが限られているので
どうすればもっと参加してもらうことができるか？」
が議題にあがりました。他県では、「まずは声掛けが
一番であること。SNSを利用して入会してもらうが、
情報に目を通してもらうために、活躍している女性
経営者にインタビュー等をして内容を工夫している」

「『うきうきランチ会』と気軽に参加しやすいネーミン

日時：9 月 7 日（火）13：00 ～ 17：00　会場：Web

　今年は予算の関係上補助率が約30％となり、具体
的には、「①3,000円分の商品券を2,000円で購入でき
るものとなっている」「②購入の際に、購入手数料とし
て購入金額の2％を購入者に別途ご負担いただく」「③
前回問い合わせが多かった領収書の金額は、実際に使
用した価格ではなく、ばりよか券の販売価格で対応
する。（例：ばりよか券2,000円一口購入し、補助合わ
せて3,000円の商品券として使用した場合、領収書金
額は一口購入分2,000円とする）」「④同友会の会員の皆
さんに公平にご購入いただくために、購入口数の制限

（一人あたり20口）を設ける」等々の説明を、安井実
行委員長はじめ運営隊の皆さんが、この事業に初参加
の会員さんにも非常に分かりやすく説明されていまし
た。
　また、説明会の最後に「本事業で出店や購入のこと
など、不明な点がありましたら、いつでも私共運営隊
にご相談下さい」と安井さんからあり、今年も安心し
てこの「ばりよか券補助事業」を利用できると確信で
きた例会（説明会）になったと思います。

（文責　長崎浦上支部　西岡　潤二）

　今回は「ばりよか券」事業説明会を行いました。こ
の「ばりよか券」事業は前年度大変ご好評いただいた
もので、是非今年度もという多数のご声援をいただ
き、実施する運びとなりました。今回は販売期間を
2021年9月下旬から2022年1月31日までとし、利用
期限も同様とすることになりました。

第１回 中同協 女性部連絡会 参加報告

青年経営者会 例会報告
日 時 9 月 8 日（水）20：00 ～ 21：00
会 場 Web
内 容 2021年度「ばりよか券」事業説明会
出席者数 13 名（会員 12 名、事務局 1 名）
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氏の会社では時間当たりの利益を上げる取り組みを主
眼にされていました。その根底にあるのはコミュニ
ケーションをしっかりとることによって社員さんが感
じるやりがいを高めてあげることであるとの報告があ
りました。結果的に社員の方々は満足感を得ながら仕
事をしてくれており業績にも反映されるのだとおっ
しゃっていました。ただ、福留さんの会社では社員の
満足感が高止まりしていることに対しても問題意識を
もち、自己の満足感から他人に対する満足や幸福を与
えることにより更なる「やりがい」を感じる活動を行
なっているとのことでした。
　経営者と労働者が理念に対する「共感」を持ち、さ
らに社員とお客様が日々の活動の中で「共感」を得な
がら他人に対する幸福感を与える。その共感から濃度
が濃い「やりがい」を感じているのだということを学
びました。「労使が対等に共に育つ」という想いをお
互い明確に感じられる関係を構築していくことが人を
生かす経営におけるポイントではないかと感じまし
た。

県共同求人委員長　野方　康平

　キーワードとして印象に残ったのが、「浸透ではな
く共感」という言葉でした。
　福留氏の会社では、経営計画書をつくり経営計画発
表会を開催し、働きやすい職場をつくって新卒を毎年
採用するということを当然のように実践していまし
た。そこには経営者の想いを伝えるということは当た
り前に想像がつく取り組みであるとは思いますが、そ
れよりも社員の想いをしっかり聴くということを実践
しているからこそ企業が成長しているのだということ
を感じました。
　社長の心の根底には常に同友会があり、対等な労使
関係を構築し企業理念に対して労使がお互いの意見を
ぶつけ合える関係をつくり、労使が同じ想いを持って
会社の成長発展に尽力する仕組みをつくりあげていま
した。
　昨今の働き方改革の中で、生産性を上げることに対
する一般的な取り組みは、労働投入時間をいかに下げ
られるかということに着目されています。ただ、福留

　セクショナリズムを取っ払うことでの生産性の向上
にも触れられていましたが、これは同友会運営におい
ても全く同様のことが言えると思います。毎年合同委
員会が開催されることからわかるように、共育と共同
求人は非常に密接ですし、人を生かす経営の4委員会
間でも、更に相互理解を深めていくことの必要性を改
めて感じました。
　最後に、共育とは様々なスキルが必要であることや、
形が明確でないことにより、取り組むにはハードルを
感じるセクションだと認識しています。更に、学習指
導要領が10年ごとに改定されているように社会環境
の変化に伴って、対象となる社員さんの考え方や、成
長の方向性も変化していき、その対応は必須です。そ
の中で経営者は、人間として守るべきものをどう伝え
ていくか、逆に変化していくべき部分は、これまでの
成功体験を捨て、頭を柔軟にしてどれだけ変化できる
かが重要であると感じました。
　今回は以上のようなことを学ばせていただく良い
きっかけとなりました。

県共育委員会副委員長　時　寛

　（株）現場サポートでの共育の考え方は「社員さん
の人生設計におけるリスクヘッジ」であり、「最大の
福利厚生」とするものでした。その言葉通り、社員さ
んに寄り添った完成度の高いフレームワークと圧倒的
なコミュニケーションの質と量がバランス良く両輪と
なって回っているという、社員さんの成長にコミット
する環境づくりは圧巻の一言でした。
　共育ちの土台は労使見解にある対等な労使関係から
なり、そのような考え方は形として随所に表れていま
した。経営理念は、「わたしたちの理念」、指針の浸
透は「指針の共感」と独自の言葉に変え、それを見
ても福留さんの共育ちに対する考え方、覚悟を感じ
ました。育つ仕組みが社員さんの納得、共感を得た
うえで社員さんの主体性を持って成立していること
で、社内風土となっていき、その中で経営者は、フレー
ムワークの確立や密なコミュニケーションによって
この環境を維持発展させていくことが責務であると
理解しました。

日時：9 月 15・16 日（水・木）　会場：Web

問題提起：「経営者の責任とは」　梶谷  俊介 氏（中同協社員教育委員長）

実践報告：「人を生かす経営の総合実践で魅力ある企業づくり」

　　　　　福留  進一 氏　（株）現場サポート　代表取締役（鹿児島同友会副代表理事）

第７回 中同協 共同求人・社員教育合同委員会 参加報告
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部の勉強会で会員の経営デザインシートの中間報告会
に参加させていただきました。普段話す機会がある支
部役員さんの発表でしたが、あらためて内容をお聞き
するとまだまだ知らなかったことが多々あり、しっか
りと本質を知ることの重要さを痛感したばかりでした
ので企業訪問はできずとも、普段の会話の中でアンテ
ナを張り、些細なキーワードを拾いながら会員さんを
より深く知っていこうと思います。
　2日目は単独の共同求人委員会開催となり、全国の
正副委員長の審議、中小企業サミットなどの協議事項
の後、全国の取り組みを共有しました。長崎の共同求
人委員会は発足してまだ日が浅いですが、大学との取
り組みや他の機関との連携はしっかり行えていると思
います。しかし各地同友会同様、この運動に参加する
会員がまだまだ少ないことが課題の一つです。新卒採
用がすぐできない会員企業でも大学や行政とのイベン
トに積極的に関わっていただくよう、情報発信と企画
立案をしっかり行っていきたいと思います。コロナ禍
を受け、採用の市場は大きく変わってきましたが、時
代や情勢に左右されない採用活動をめざし、人を生か
す経営4委員会だけでなく他の委員会も巻き込みなが
ら運動を継続していくことで若者が定着する長崎、若
者を受け入れることができるような選ばれる企業づく
りが推し進むと思います。若者や地域からあてにされ
る同友会、そして会員企業からあてにされる事務局づ
くり。また今日から精進します。

事務局次長　峰　圭太

　完全Webでの開催となった合同委員会に参加させ
ていただきました。1日目の冒頭、梶谷中同協社員教
育委員長より労使見解を中心とした問題提起をいただ
きました。社員との関係は対等であるべきであること、
これこそ経営者の責任であり、社員との信頼のカギは
経営理念であるということを強く提起していただきま
した。
　この提起を受け実践報告は鹿児島同友会の福留会
員。「働きやすさ＋やりがい＝働きがい」という価値
を見出し、あらゆることで実践されている事例報告で
した。何のため、誰のための経営理念なのか、そして
仕組みづくりなのかを明確にし、経営指針を浸透させ
るのではなく社員と共感するものという考え方はまさ
しく全社一丸経営の様子をうかがうことができまし
た。そして徹底的に取り組み “変わる”ことへのチャ
レンジ精神から経営者の責任を強く感じることもでき
ました。　
　グループディスカッションではまずは自社の現状認
識をしっかりと行い、何が課題なのかを可視化するこ
と。ただし、目の前の課題にばかり目を向けるのでは
なく10年先のビジョンや理想をしっかりと社員と共
有することでぶれない経営を目指していこうとまとま
りました。事務局として、やはりまずは会員を知るこ
とから始めなければならないと思います。先日大村支

るものとしました。良い状態にあるにも関わらず、現
状に満足せず、さらに先の目標に向かって改革を進め
る福留氏の取り組みには驚くばかりでした。また共育
は社員のリスクヘッジと言われ、もし自社が潰れてし
まってもどこに行っても困らないようにと社員の人生
に責任を持つといった覚悟を感じました。
　2日目は委員会ごとに分かれ開催されました。社員
教育委員会では1日目に引き続き、福留氏の補足報告
がありました。そこでは共育の環境づくりとして、社
員がチャレンジできる環境、ジョブローテーション、
評価制度、共育制度など様々な取り組み・仕組みを聞
き圧倒されました。
　取り組むことも多く、社員の方も大変なのではと思
いましたが、「経営指針の共感」ができているからこ
そ、主体的に社員さんが取り組むことができるていい
るのだと思います。
　1日目・2日目ともにグループディスカッションが
ありましたが、2日間に共通することとして“対等”
な労使の関係を築く大切さが語られたことでした。ま
た2日目のディスカッションのなかで、各地の共育委
員会として、研修だけの運営になっていないか？何の

事務局主任　田口　友廣

　第7回目となる共同求人・社員教育合同委員会が
Webで開催されました。1日目が2委員会の合同で、
冒頭に中同協　社員教育委員長の梶谷氏より問題提起
がありました。そのなかで「キーポイントは正しい労
使関係を樹立することであり、“対等”な労使の関係
づくりが大切である」と話され、また「理念が信頼を
つくる鍵となし、採用活動は理念を共有できるパート
ナーを探す活動」という言葉が印象的でした。
　その後、（株）現場サポート　福留　進一氏（鹿児
島同友会）の事例報告がありました。
　福留氏は離職者が多い状況を変えるために人を生か
す経営の実践・社内の仕組みづくりに取り組みます。
その中でも経営指針は、社員に浸透ではなく共感して
もらうように取り組み、社内満足度のアンケート結果
もかなり高い結果が出るようになりました。しかし高
止まりしている状況であり、このままでは10年ビジョ
ンが達成できないと危機感を持った福留氏は、さらに
共感を得るために、もともとあった経営理念を捨て、
社員とともに経営理念を作り直し、さらなる共感を得
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歴史を紐解きながらすすめていきたいと思います。
　今回は貴重な学びの機会をいただき、ありがとうご
ざいました。

ための共育委員会かと話に及び、改めて初心に戻るこ
とができました。これから長崎の共育委員会でも従前
の新入社員に向けた研修をすすめながら、それが同友
会理念に沿ったものか、労使見解に立ち返り・共育の

性との兼ね合いもあるので難しい」「全社的な取り組み
は遅れている」などがありました。
　まとめとして、労使見解に基づく考え方は取り組ん
できましたが人権という観点から考えてはいませんで
した。グローバルな時代、人権問題を全社的に考え対
応の方向性を明確にしていく必要があると学びまし
た。

県経営労働委員会副委員長　平野　大介

　記念講演では、ビジネスの観点から、人権まで踏み
込んだ考え方と働き方、また経営者の向き合い方など
国際的な潮流を報告いただきました。労使関係の新た
なスタンダードを学ばせていただきました。質疑応答
では「人権について掘り下げることがなかった」「生産

　事例報告では、介護事業所を看護師だった竹村氏が
立ち上げ、悩んだときに経営指針と出会い、経営理念
を何度も何度も悩んでつくり、実践していきますが

「それでもできない自分がいる」と気付きます。経営
理念が根付く土壌「社風」を社員とお互いを理解でき
る時間を重ね続けた結果、いろんな働き方ができる就
業規則を考えたり、社員も自分もどう生きたいか、働
きたいかをまとめた「10年ビジョン」ができました。
労働環境が女性、主婦、母親、要介護などの諸要件で
制約が多い中、この仕事を続けるためにみんなで支え
合い、いつまでも一緒に働きたいという強固な風土が
醸成されつつあるとの報告でした。
　20名もいない職場で、介護されるだけの老人から
近所の保育園の子供たちや、他の老人の役に立てる生
き方ができる「働くデイサービス」を運営したり、豊
かで明るく楽しい人間らしさが溢れた空間がつくられ
ていて、素晴らしいと感じました。
　今、経営労働委員会は『①同友会らしい事業の再構
築を推進する』『②「労使見解」に基づく「経営指針」
成文化運動を行う』、『③「経営指針」と「就業規則」
で新時代の運動をする』を掲げています。そのために
も会社の生産性を高め、きらりと光る技術・サービス
を持ち地域から必要とされる中小企業となることを目
指し、活動していくと改めて決意しました。

県経営労働委員長　宇土　敏郎

　今回の交流会はWebでの開催となり、全国から200
名を超える会員が参加しました。
　まずは記念講演がありました。講演の内容で考えさ
せられたのが、国際的視点で「人を生かす経営」「労使
見解」を考えることが必要になってくるのかと思いま
した。確かに、中国の人権問題で、企業活動における
サプライチェーンに人権問題がないかを問われる時代
となっています。「フェアトレード」を知り、自分達
のみの利益を優先し、相手に不利な条件で取引しない
ようにしようから、今回の「ビジネスと人権」で「全
ての人が人として生き生きと生きられる社会」を目指
すべきとの指摘は、考えさせられました。
　次の報告では、7月に新たに発刊された『中小輝業
への道～就業規則と「働く環境づくり」で成長する』
の発刊の狙い、概要、活用の仕方の提起がありました。
趣旨の説明で、経営指針は「会社の未来」を会社と社
員が共につくる、働く環境づくりは「社員の未来」を
会社と社員が共につくることであり、『人を生かす経
営』の観点から、社内の信頼関係の起点とするための

「就業規則」について、この書籍は説明してあるとの
ことでした。今後は経営労働委員会が経営者塾等を通
じて発信していきます。

日時：9 月 21 日（火）13：00 ～ 17：30　会場：Web

記念講演：「ビジネスと人権」とこれからの企業経営  ～「人を生かす経営」を国際的視野から深める～

講師：日本貿易振興機構アジア経済研究所　新領域研究センター法・制度研究グループ長　山田  美和 氏

報告：中小輝業への道  ～就業規則と「働く環境づくり」で成長する

報告者：中同協経営労働副委員長　藤浦  隆英 氏（東京同友会）

事例報告：社員に寄り添う働く環境づくりは「共に生きる道」

報告者：ていくあい（有）　代表取締役　竹村  ひとみ 氏（奈良同友会）

第 7 回 経営労働問題全国交流会 参加報告



橋口　久  会員（佐世保支部）

興味はあるけれど何から始めていいのかわからない中国ビジネス。
プライアントと大連橋口が架け橋となり、皆様の中国ビジネスを徹底支援します。

大連橋口貿易有限公司  遼寧省大連市西崗区風光街33号 鞍鋼大厦17階
執行董事　橋口　久（プライアント株式会社  代表取締役社長）

お問い合わせは橋口へ
 LINEでお気軽に !

長崎と中国の双方で貴社の
中国ビジネスを支援します !

・市場調査　・輸出・輸入先の開拓、現地フォロー
・ビジネスマッチング　・通訳派遣、工場見学のアテンド
・第三者検品　・商標登録など登記代行

業務
内容
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　まとめとして、社員と共に夢を共有し理想を形にし
ていき、新しい価値を提案していくことが大切なこと
だと学びました。
　最後に総括として、今回の交流会では、コロナを念
頭に置いてどのような事業展開をしていくか、更なる
飛躍に繋げるかを考えさせられました。
　また、経営労働委員会の増強をどのような道筋で達
成していくのか、意識を確認する機会にもなりました。
　長崎同友会の活動が全国的なスタンダードになるべ
く委員会は高い意識と理想を共有していく必要がある
と確認しました。

　次の報告では、『中小輝業への道～就業規則と「働
く環境づくり」で成長する』の発刊の目的と活用につ
いて、中同協経営労働副委員長 藤浦 隆英氏より提言
をいただきました。
　また、事例報告では竹村氏から報告いただき、てい
くあいの取り組みと社員、利用者の方々への姿勢を全
社的に取り組んでいる意識の高さと、人を置き去りに
しない人間性溢れる組織であると感じました。
　グループディスカッションでは、「社員とのコミュ
ニケーションをとり情報共有をしていきたい」「システ
ムツールで日報を管理している」といった意見があり
ました。

をつくろう」「よい経営者になろう」「よい経営環境をつ
くろう」をもち、自社が目標を達成するために、日々
奮闘されている皆様にとって、「Ｎぴか」がその解決
策の一つになればという思いからこのテーマにしまし
た。
　Nぴかとは「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実

　長崎出島支部の「人を生かす経営そして選ばれる企
業づくり経営者塾」は、4委員会（経営労働、共育、
ダイバーシティ、共同求人）が中心となり、昨年度か
ら実施しています。今回の第6回目も無事終えること
ができました。
　同友会理念の中の「三つの目的」である「よい会社

日時：9 月 10 日（金）18：30 ～ 20：30　会場：Web

テーマ：「N ぴか」って知っていますか？選ばれる企業づくりの一案 “N ぴか”を学ぼう！！

　　　　長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度

報告者：よこた中央労働コンサルタント事務所　所長　横田  哲 会員

出席者数：26 名（会員 22 名、ゲスト 3 名、事務局 1 名）

長崎出島支部 第６回 経営者塾 開催報告
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い」などの意見がありました。
　今回は、長崎県雇用労働政策課労政福祉班から2名
の方にもゲストとして参加いただきました。県では

「就活中の大学生にNぴかを知ってもらう活動」をし
ているとのことです。また、榮さん（長崎出島支部：
社会保険労務士）からは、Nぴかの項目に関連する助
成金資料を作成し配布していただきました。今回は深
堀りできませんでしたが、Nぴか認証とともに活用で
きる助成金について、今後の経営者塾で学びを深め

「人を生かす経営そして選ばれる企業づくりの実践」
に繋げていきたいと思います。

（文責　津田　豊美）

【アンケート結果　回答数18名】

・今後Nぴかを取得したい　66％
・就業規則を見直したい　　18％
・星を増やしていきたい　　 5％
・項目的に無理がある　　　11％
・その他（Nぴか取得企業の実践報告を聞きたい）

践企業認証制度」の略称です。年齢・性別に関係なく、
誰もが働きやすい環境づくりに積極的に取り組む県内
企業を県が優良企業として認証する制度です。「仕事
と育児・家庭の両立」「働き方改革」「女性の活躍推進・
男女共同参画」の 3分野50項目の得点が50%以上で、
得点に応じて「一つ星」から「五つ星」を取得する5
段階の認証制度となっています。
　横田さんの解説は、「認証されると県からホワイト
企業であることのお墨付きをもらい、県のHPや県内
就職応戦サイトで周知してくれる。50点満点のうち
25点とれば認証してもらえる。法定通りの就業規則
であれば、取りに行ける。審査項目の内容は、企業と
して当然のこと」と鋭く胸に刺さる言葉から始まりま
した。Nぴかの認証を受けるための対策講座、言わば
入試対策ゼミのような。就業規則に定めておくことで
点数が取れる項目、運用実績で点数が取れる項目など
に分類して各項目を分かりやすく解説され、最後に

「Nぴかは、目指すもの（ゴール）でもあり、前提条
件（スタート）でもある！！」というメッセージで締
めくくられました。
　グループディスカッションでは、「15年以上も前に
就業規則をつくったまま放置している。見直すきっか
けになった」「現状、〇が2つしかつかない。社労士さ
んに相談したい」「Nぴかは難しく取れると思っていな
かったが、実際やってみると〇が多かった。申請した

長崎出島支部　泉　健彦
　大切な先達を亡くしてしまった。兄とも恃んできただけに、残念でならない。
　初めて参加した例会で、ドキドキしながら私の履歴書を報告して以来、ご厚誼をいただいてきた。
　とりわけ、山行での想い出は深くつきない。
　北アルプスの山々を始め、北は利尻・礼文岳から九州の山々まで、何座御一緒しただろうか？
　静かなおっとりとした佇まいで、平素は真一
文字に結んだ唇が印象的な方であったが、山で
は違った。
　ここに一枚の写真がある。
　破顔一笑、満足とすこしばかりの疲れをに
じませた一瞬が切り撮られている。
　黒部湖の最深部、平の小屋の分岐で撮った
島田兄、70歳の夏のことである。
　この表情で島田さんを偲んでいただければ、
幸甚である。
　楽しい時間をありがとうございました。

合掌

島田 清三郎さんを偲んで（（株）大和屋：長崎出島支部）
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（上）長崎新聞  9 月 16日
佐世保支部  西頭  翔太郎 会員、横山  昌隆 会員
北松浦支部  前川  浩二 会員

（下）長崎新聞  9 月 17日
長崎出島支部  山田  耕大 会員

（下）長崎新聞  9 月 30日  長崎出島支部  山本  喜裕 会員

（上）長崎新聞  9 月 29日  長崎出島支部  宮崎  太樹 会員

（下）長崎新聞  9 月 28日  佐世保支部  竹部  祐樹 会員

（右）長崎新聞  9 月 4日
佐世保支部  横山  昌隆 会員
北松浦支部  前川  浩二 会員

長崎新聞  8 月 4 日　諫早支部  姜  尚中 会員

会員活躍
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＜入      会＞

＜交      代＞

新入会員の皆さんです <９月入会・交代 > （敬称略）

支 部 名 大村支部
氏 名 林

はやし

　康
や す み

美
企 業 名 シナリー美来営業所
役 職 名 所長

企 業 住 所
〒851-2126
 西彼杵郡長与町吉無田郷
2002-3

T E L 090-3662-1328 F A X

業 種 化粧品・日用品販売・卸業

企 業 PR 人と環境をまもり、100年後も美しい地球を残すために
100%脱石油生活をご紹介いたします。

スポンサー 宇土　敏郎

支 部 名 諫早支部
氏 名 瀬

せ と う

頭　新
し ん じ

治
企 業 名 omusubi
役 職 名 代表者

企 業 住 所 〒854-0025
 諫早市八坂町8-14

T E L 0957-24-1975 F A X

業 種 コンサルティング業

企 業 PR

人と地域と企業をまあるく結び地域を元気にする活動をやっ
てます
▶企業の地域連携のお手伝い
▶企業や地域を元気にするイベント等のお手伝い
▶地域の環境改善のお手伝い
▶海の環境教室の開催
▶地域と行政の連携・協働のお手伝い

スポンサー 松田　充佐子

支 部 名 諫早支部
氏 名 北

き た み か ど

御門　孝
たかひさ

尚
企 業 名 きたみかど会計
役 職 名 代表者

企 業 住 所 〒854-0046 
諫早市原口町806-8-1-B

T E L 0957-56-8734 F A X 0957-56-8774

業 種 税理士業

企 業 PR

福岡の会計事務所に13年勤めておりましたが、帰郷を機に
税理士として独立・開業をしました。新人経営者の一人とし
て自己研鑽に努めたいと思っていますのでよろしくお願いい
たします。

スポンサー 北御門　孝廣

支 部 名 島原支部
氏 名 木

き さ き

佐木　万
ま り こ

里子
企 業 名（有）長崎浄設
役 職 名

企 業 住 所 〒855-0873 
島原市北安徳町丁1189-1

T E L 0957-62-7392 F A X 0957-64-5797

業 種 浄化槽設置・維持管理・給排水設備工事業

企 業 PR 浄化槽や水まわりのことならお任せください！島原半島の皆
さんが快適に暮らせるよう頑張っています。

スポンサー 織田　哲平

支 部 名 佐世保支部
氏 名 中

なかむら

村　高
た か し

志
企 業 名（株）エイコー商事
役 職 名 鈑金塗装部  係長

企 業 住 所 〒858-0904 
佐世保市中里町1873-1

T E L 0956-26-2345 F A X 0956-26-2266

業 種 新車及び中古自動車販売・整備・鈑金塗装・レンタカー・保険業務

企 業 PR お客様第一主義のもと一人ひとりのお客様に寄り添い、最高
のサービスと情報を提供してまいります。

前 会 員 本村　千里

支 部 名 佐世保支部
氏 名 宮

みやはら

原　公
こうへい

平
企 業 名（有）環境サービス
役 職 名 代表取締役

企 業 住 所 〒857-1164 
佐世保市白岳町1541

T E L 0956-33-0884 F A X 0956-32-7245

業 種 廃棄物処理業

企 業 PR

長崎県佐世保市にて一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬、
産業廃棄物の処分を業としております。事業活動を通じて地
域の環境美化の保全及び向上に努め、良き隣人として、全て
の関係者と社会から信頼される企業を目指します。

スポンサー 横山　昌隆
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用の支援を事業の主軸とすることにしました。現在は認
定アドバイザーとして、長崎県下で導入支援No.1の実績
です。導入することで経理作業が効率化され作業負担が
減り、また、2022年1月よりfreeeを使うことで領収書を
捨てることも可能となりますので、より本業に専念でき
る環境づくりができるとの声をいただいているそうです。

【経営理念】

　溝越さんが独立前に勤めていた時、経営理念こそが社
員と経営者が共有する目標と判断基準のベースであると
認識されたそうです。
　アルティメットでは「私たちアルティメットは社員が
社員であることを誇りに思い、お客様がお客様であるこ
とを希望（よろこび）に感じる会社を目指します。」とい
う理念を掲げています。理念の前半には自社の社員がイ
キイキと働けるようにと、後半にはお客様への溝越さん
の想いが冒頭に込められています。

【今後の展望】

　新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークを
始めましたが、様々なIT技術を活用することでコロナ禍
以前と変わらず仕事ができることが分かりました。社員に
とってもワークライフバランスが取れたもので、今後もテ
レワークを続けるとともに、さらに推進させ社員さんがど
こに住んでも仕事ができるようにしたいと将来のビジョン
を語られました。理念にもあるように社員さんがイキイキ
と働くことができるようにという思いからです。
　またお客様に対しては今後金融関係との架け橋にある
べく、ワンストップで相談を受けることができるように
業務の幅を拡げていきたいとお話しいただきました。
　楽しそうに将来の話をされる溝越さんからは、理念に
沿ったわくわくするするようなビジョンが明確にあるこ
とが伝わりました。

　今回はお忙しいところお時間をいただきありがとうご
ざいました。溝越さんの事業がさらに幅が広がり、ます
ます発展をすることをお祈りいたします。

＜会社概要＞

（株）アルティメット
住所：〒854-0022長崎県諫早市幸町41-3
電話番号：0957-46-3900　FAX番号：0957-46-3901
ホームページ：https://ultimate2020.jp/

（文責　事務局主任　田口　友廣）

　今回は長崎浦上支部　溝越　正さん（（株）アルティ

メット）にお話しをお伺いしました。

【（株）アルティメット】

　2018 年 10 月 に Ｔ Ｍ 事 務
ソリューションとして設立、
2020 年 9 月（株）アルティ
メットに社名および組織変
更します。社名の由来は、
お客様に提供したサービス
が「究極（アルティメット）」
であるかと自問するもので、
仕事へ向き合う姿勢を表し
ています。経理事務の効率
化支援を行っており、「経営

よろず相談サービス」「会計freeeとZoomによる経理育成
プラン」「会計freeeを使った経理サポートサービス」「会計
freee操作支援byZoom」「会計freee導入・操作支援（効率
化提案型）」といったサービスを提供しています。

【会計の世界へ】

　諫早市出身の溝越さんは、大学卒業後に営業職に就き
ますが、知人から大学での学びを生かせる会計の仕事が
向いているのではと勧められ、会計の業界に進みます。
はじめは知識がなかったためお客さんからの質問に即答
できず悔しい思いをされたそうですが、勉強熱心な溝越
さんは学校に通うなどしてどんどん知識を身に付けてい
きました。そうして勉強をすればするほど、仕事の幅が
広がっていく会計の仕事に面白さを感じたそうです。

【同友会との出会い】

　同友会に入会したのは3年前です。
　入会後は士業の会員との連携や、企業変革支援プログ
ラムを活用して戦略を立てるなど同友会のネットワーク
やツールを積極的に活用されています。
　現在は経営労働委員会が主催する経営指針実践セミ
ナーに参加し、自身の企業変革支援プログラムへの取り
組み方が正しかったのかと確認しながら、ブラッシュアッ
プをされています。

【仕事への思い】

　独立前に、「なぜレジで1回打っているのに、会計のた
めに改めてデータを打ち直さないといけないのだろう」
という疑問がありました。それから10年ほど経った頃、
クラウド会計freeeに出会いました。ネットバンキングと
の連携、AIによる自動の仕訳やデータ取込みにより数字
の2度打ちを抑えることができ、溝越さんが疑問に思って
いたことを解決するサービスでした。溝越さんが目指す
事務の効率化に合致するものでもあり、freeeの導入や活

事務局企業訪問 事務局企業訪問 事務局企業訪問 事務局企業訪問 
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１０月理事会  報告
10月5日（火）　つくば倶楽部11名・Web16名
出席27名（理事20名、理事代理1名、役員選考委員長兼創立50周年記念
事業準備委員長、経営フォーラム実行委員長、事務局4名）、欠席4名

開会あいさつ  （抜粋）－本多例会委員長

コロナも収束に向かいつつある中、リアルでの会合も増えてくると思
いますが第6波、第7波に備えて最低限のルールを守りながら例会も開
催していきたいと思います。

仲間づくりについて

１）入会・休会・退会の承認について－山口専務理事
→入会2名、休会4名、退会4名を承認

２）9月の仲間づくりの進捗状況・具体的活動状況について
・田中仲間づくり委員長　総括

735名への復帰、さらには900名に向け先日開催した委員会でも11月
の経営フォーラムに多数のゲストをお誘いし、どのようにフォローし
ていくか、第2回県下一斉仲間づくりの日（11月17日）における各支
部の企画を共有しました。同友会のよさを語る場としてバーベキュー
やゴルフなどの企画もあります。その中でなぜ仲間づくりが必要なの
か、をあらためて委員会でも確認しました。同友会のため、と思いが
ちですが増強は自社のためです。自社の成長のため、いい会社を増やし、
雇用を増やし、地域に貢献することが大切です。そしてこのためには
各支部で仲間づくり委員会を開催していただきたいと思います。支部
役員会で共有できるフォーマットも作成しています。支部の委員会お
よび役員会で情報を共有いただきたいと思います。

・中村代表理事－
経営フォーラムに向けて多数のゲストをお迎えし、しっかりとアフター
フォローを行いましょう。10月6日開催のダイバーシティ委員会例会
も多数のゲストをお招きしています。委員会の例会や勉強会など機会
はたくさんありますのでゲストにお声掛けし、入会に結び付けていた
だきたいと思います。また経営フォーラムは700名で開催できればと先
月もお話しました。1人でも多くの会員で経営フォーラムを迎えたいと
思います。毎日が仲間づくり。よろしくお願いします。

協議・承認事項

１）例会・懇親会等の開催にあたっての提案について－山口専務理事
・検温、手指の消毒を徹底願います。
・参加人数を全会場　収容人数の1/2までとします。
・現地、Zoom併用のハイブリッド形式で極力Zoomを使用し開催願い

ます。（Zoomのみ等、開催方法については、主催者判断とします。）
・グループディスカッションは、マスク着用で距離を取り、開催可と

します。
・Zoom参加の方にも配慮して一体感を持ち、感染対策をしっかりと取

組み、例会等を開催願います。
・懇親会はガイドラインに沿って開催可とします。
・バーベキューについては、ガイドラインに則り、常識的な範囲内で

の開催をお願いします。
　（但し、新型コロナウイルス感染状況で変更することがあります。）

・三役会変更案－①収容人数の1/2→2/3
　　　　　　　　②開催に関して「極力Zoomを使用し」を削除

　→上記三役会案を承認（長崎県の感染段階は10月6日よりステージ1に
引き下げ）

２）第27回　経営フォーラムについて－安井実行委員長・菅原支部長

既決事項

○開催日－11月11日（木）13時～分科会   ○会場－出島メッセ長崎
○開催方法－ハイブリッド
○参加目標－400名／会場　200名・Web　200名
○テーマ－「未来創成」　～出島から革新と進化を未来へ⤴⤴⤴～
○記念講演　講師－（株）吉村　橋本久美子氏（東京同友会）
○分科会の大テーマと報告者等

第1－ 地域と共に歩む企業づくり

・「新幹線とこれからの長崎経済」～各市の政策と中小企業の役割～
・報告者　田上長崎市長／園田大村市長／大久保諫早市長
・コーディネーター　長崎大学経済学部　准教授　山口純哉氏

第2－ 経営者の姿勢

・報告者　（株）イベント21　中野愛一郎氏（奈良同友会）
・座長　山口善也会員

第3－ 経営指針

・報告者　村山隆之会員（佐世保支部）・座長　原田良太会員

第4－ 人を生かす経営

・報告者　野方康平会員（諫早支部）／池野晋一会員（北松浦支部）
・コーディネーター　宇土敏郎会員（大村支部）
○懇親会－コンベンションホール（ヒルトンからのケータリング）
○Zoom運営担当－長崎出島支部4名。長崎浦上支部に2名、大村・

諫早　各支部に1名ずつ応援を依頼
○フォーラムノート名刺広告協賛－1枠2,000円（最大4枠まで）
　150口
○予算案－登録費　会場出席11,000円（来賓・ゲストは10,000円）、
　Web出席　6,000円
○タイムスケジュール－①通常開催時　②感染蔓延時（懇親会をな

くすか時間を短縮）の2パターン
○懇親会のあり方を10月末までに判断
○SNSの活用について－運営は長崎出島支部経営フォーラム実行委

員会各部会長を中心に行う。

３）創立50周年記念事業準備委員会からの提案について－金井委員長
・大谷由里子氏への記念講演を依頼
・15時からセレモニーを開催、DVD上映、記念講演を経て18時から懇

親会、20時終了予定
→上記を承認。記念誌の作成等については、委員会で検討し、次回理

事会で再度提案いただく

４）来期代表理事の推薦承認について－金井役員選考委員長
・本理事会前に役員選考委員会を開催

役員選考委員会において満場一致で現代表理事の中村こずえ会員を
来期の代表理事に推薦することを提案

→承認。来期の定時総会に上程する

報告・連絡事項

１）9月　県本部・支部・委員会等の活動状況について
≪県委員会等の活動について≫

例会

＜委員会開催日＞9月13日（月）19：00 ～ 20：40
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
⑴　各支部の例会について
⑵　仲間づくり委員会との2委員会会議について

仲間
づくり

＜委員会開催日＞9月27日（月）19：00 ～ 20：00
＜開催場所＞諫早市中央公民館・Web
＜報告事項＞
中同協組織強化全国交流会報告、各支部現状報告、11月の県下
一斉仲間づくりの日に向けた企画報告を行いました。
各支部例会や経営フォーラムへのゲスト、休会者への参加促進
とその後のフォローを行います。

経営
労働

＜委員会開催日＞9月29日（水）19：00 ～　＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・経営指針実践セミナーの開催
　県主催：9/18　　第4回開催　13名＋社員4名／ 21名申込
　島原主催：9/28　第4回開催　9名＋ゲスト1名／ 11名申込
・経営者塾の開催
　県委員会主催　経営指針実践セミナー（小規模事業者向け）
　来年1月より開催

共育

＜委員会開催日＞9月１日（水）13：30 ～ 15：00
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
8月28日（土）　2021年度　第2回　新入社員フォローアップ研
修　振り返り
2021年度　第3回　新入社員フォローアップ研修について
ビッグデータセミナー進捗、人を生かす経営4委員会について
来期の合同入社式、新入社員フォローアップ研修、社員共育大
学について協議を行う
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ダイバー
シティ

＜委員会開催日＞9月1日（水）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
₁．第15回 例会について（10/6開催）
₂．各支部活動報告
₃．その他・意見交換
・特別支援学校の実習生受け入れに関するアンケートについて

共同
求人

＜委員会開催日＞9月24日（金）　18：15 ～ 18：45
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・各大学との取り組みについて
・2021年度NAGASAKIしごとみらい博実行委員会について
・政策委員会の取り組みについて

政策

＜報告事項＞
■9/17（金）19：00 ～ 20：30　長崎県との政策対話に向けた
準備会議（Zoom）
10/29開催予定の長崎県産業労働部との意見交換会のための準
備会議を開催した。基本資料となるものを長崎大学山口ゼミ生
に作成してもらい、当日までの準備をスタート。参加していた
だいた会員各位からも貴重な意見をいただき、長崎県の若者定
着に関するより良き政策立案に向けて活動中。

情報
広報

＜委員会開催日＞9月22日（水）19：00 ～ 20：30
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・広報誌　編集会議
・ホームページについて　・e.doyu利用について
・報道機関との関係強化について　・DXセミナーについて

ビジョン

＜委員会開催日＞10月4日（月）　19：00 ～
＜開催場所＞諫早市社会福祉会館・Web
＜報告事項＞
・県委員会　参加報告
・各委員会検証アンケート配布準備について
・会員の要望相談に応えられる会づくりについて

創立
50周年
記念事
業準備

＜委員会開催日＞9月13日（月）18：00 ～ 19：00
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・記念講演講師の選定
・記念事業について検討

（・DVD制作  ・植樹  ・同友会の歌の公募）

青年
経営
者会

＜役員会開催日＞9月3日（金）19：00 ～ 21：00
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・9月8日（水）に9月例会「ばりよか券」発行事業の説明会を

行なった。
・9月9日（木）に岐阜青全交（完全Web）が開催された。長崎

からは17名の参加があった。
・体験入会制度について

２）例会について（更なる充実をめざして）－本多例会委員長
・各支部例会出席率確認を含む

毎月の例会委員会では各支部の取り組みを共有しています。ぜひ役
員会においてもその情報を共有し意見交換をお願いします。また今
期全国行事に多々参加していますが長崎からの参加者が非常に少な
いと感じます。学びもたくさんありますのでぜひ全国行事にも積極
的に参加しましょう。

３）政府系金融機関（商工中金・日本政策金融公庫）との連携について
　－峰事務局次長

・2014年12月17日「中小企業支援に関する覚書」を締結
・先日の三役会時（9月30日）に両長崎支店長に来局いただき三役と

懇談

４）副代表理事より各担当委員会について
・萩田副代表理事－経営労働・共育・ダイバーシティ・共同求人

長崎出島支部では経営者塾としてNぴかの勉強会、共同求人委員会
では活水女子大学の細海教授を招き、SDGs、CSR等の勉強会を開催
しました。自社経営においても持続性があるか、SDGsとの関連性は
あるのか、という意識に変わってきており、社員にも伝えるように
なってきました。人を生かす経営の実践を広げ、深めて企業の地力
をつけるよう両輪の活動をさらに行っていきたいと思います。

・横田副代表理事－政策・情報広報・ビジョン
政策委員会に関して、10月29日の長崎県との意見交換会に先駆け、
9月17日に学生との意見交換会を開催し、参加しました。共感でき
る企業理念、理念に一貫した事業内容、また魅力ある経営者と社員
など様々なキーワードがあり勉強になりました。10月29日の意見交
換会もぜひ多くのご参加をお願いします。

・江口副代表理事－例会・仲間づくり
まん延防止等措置の発令を受け、急きょ完全Webでの例会設営など、
例会に関しては対応に追われました。その中でも途切れず例会を開
催するため例会委員会は情報を共有し取り組んでいます。今後もい
い例会づくりのためよろしくお願いします。仲間づくりに関しては
田中委員長からもあったように、自社の成長のためです。経営フォー
ラムも近まっており、多数のゲストをお誘いしフォローしていきま
しょう。

閉会あいさつ（抜粋）－横田副代表理事

1 ヵ月後となった経営フォーラムですがコロナで二転三転し実行委員会
は大変だったと思いますがステージ1への引き下げに伴い、これをチャ
ンスととらえると同時に、我々理事が自分の仕事として動員を行って
いきましょう。また理事会での発言に関しては勇気がいる内容もあり
ますが、このような発言をいただくことで議論も深まりますので、議
論を尽くし、中村代表理事の想いに近づくよう協力しながら同友会活
動を進めていきましょう。

次回開催　11月5日（金）　19時　つくば倶楽部・Web

会員動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

会　員　数（１０月１日現在 ）

浦上 出島 大村 諫早 島原 佐世保 北松浦 五島 合計

目 標 121 125 130 100 76 180 35 27 794
期 首 103 103 108 86 68 156 34 22 680
現 在 104 109 107 84 67 159 34 21 685

退 会 者（敬称略）

会 員 名 会　社　名 支 部 名 入会年月
小 林 征 春 （株）日本ベネックス 長崎浦上 2013年  6月
島 田 清 三 郎 （株）大和屋 長崎出島 1972年12月
野 原　　 努 （株）ビー・クリエート 長崎出島 2016年  3月
中 尾 純 也 司法書士  中尾事務所 島 原 2018年  1月

柿川 良正 会員（長崎出島支部）

新FAX番号：095-824-3428

岡村 雅彦 会員（長崎浦上支部）

新役職名：事業開発部 部長

西村 繁彦 会員（長崎浦上支部）

新会社名：（株）中央自動車整備
新役職名：代表取締役

橋本 裕次郎 会員（長崎浦上支部）

新会社名：（株）Smart
新役職名：代表取締役

濵口 嘉樹 会員（長崎出島支部）

新会社名：九州冷機空調（株）
新役職名：代表取締役

中尾 由花 会員（長崎出島支部）

新住所：〒850-0017
　　　　長崎市新大工町4-16
　　　　ヘリックスビル２階

中山 佳世子 会員（大村支部）

新住所：〒 856-0027 大村市植松1丁目94-3
新TEL番号：0957-42-5800

大竹山 浩 会員（佐世保支部）

新FAX番号：050-3457-4657

●企業住所等変更
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