
2022.3   Vol.297

目
　
　
次

「私たち中小企業家が長崎を牽引していく」
いかなる経営環境においても自社を継続発展させて行く覚悟を !

第５２回 中小企業問題全国研究集会 in 大分 参加報告  ………………………   1
各界からの提言  ……………………………………………………………………   2
２月例会報告  ………………………………………………………………………   3
第２回 中同協共同求人委員会 参加報告 …………………………………………   8
第５２回 中小企業問題全国研究集会 in 大分 参加報告 ※巻頭の続き ………   8
第２回 中同協広報委員会 参加報告 ………………………………………………   10
第２回 中同協社員教育委員会 参加報告 …………………………………………   10
第２回 中同協政策委員会 参加報告 ……………………………………………… 11
県に対する緊急要望提言 報告 ……………………………………………………   11

ダイバーシティ委員会 第１６回例会 参加報告 …………………………………   11

第３回 県下一斉仲間づくりの日

（長崎浦上支部・長崎出島支部・青年経営者会） 開催報告 ……………………   12

第４回 新入社員フォローアップ研修 開催報告 …………………………………   13

新入・交代・復会会員紹介…………………………………………………………  14

会員活躍………………………………………………………………………………  14
事務局企業訪問（五島支部   設楽 誠 会員）  ………………………………………  16
理事会報告  …………………………………………………………………………  17
会員動向・会員数  …………………………………………………………………  18

1

島原支部　北浦　雄一

　金融機関との付き合い方のヒントになればと思い、
今回金融問題をとりあげた分科会に参加しました。
　最初の報告者の中村さんは同友会の金融アセスメン
ト法制定運動に携わった方で、当時、金融機関の中小
零細企業へ対する貸し渋り、貸しはがしが横行し、倒
産企業が続出したことに端を発し、不公正な取引慣行
の是正を求めた運動を起こしました。物的担保や個人
保証、連帯保証中心の融資から、企業の潜在能力や事
業性の評価を盛り込んだ融資の拡大を求める運動です。
　地域の中小企業に円滑な資金供給が行われ、中小企
業の活性化と地域経済及び国民経済の繁栄に資するこ
とを目的とされています。この運動の成果として、現
在金融庁は地域金融機関に中小企業の伴走支援型の金
融仲介機能の発揮を求めるところまできています。伴
走支援型融資は「融資と本業支援」の体制確立を行い
中小企業の課題解決に共に取り組むことです。
　つまり、私たち企業側も金融機関をパートナーと捉
え、年1回の決算資料の提出だけでなく、月次試算表、
資金繰り表など直ちに提出できるように準備しておく

等、企業側の情報公
開を行うことや、経
営者自らがB/S、P/
Lまた経営指針書を
説明する等、双方が
信頼して付き合う関

係性が必要だと教えていただきました。
　次に報告いただいた金融庁の新発田氏も、金融機関
にリレーションシップバンキング（地域密着型金融）
を求めており、顧客起点の融資が必要だとしています。
形式的な支援ではなく、実質的な支援を行う伴走型支
援を求めています。例えが分かりやすかったので引用
すると、「病気の診断をするドクターではなく、症状
改善に導くケアをする看護師に金融機関がなるべき」
とのこと。事業業績だけで信用度合を決めるのではな
く、何に取り組めば業績が改善するのかを支援できる
金融機関になることを求めています。
　今回、この分科会に参加して私たち企業側も金融機
関を交渉相手と捉えるのではなく、パートナーと捉え
自社の発展、地域経済の繁栄に共に取り組むことが必
要だと学びました。
　同友会の先輩方の過去に取り組んだ運動の成果で今
の金融機関との関係性が構築できていることも知れ、
私は今回の分科会参加を金融機関と付き合っていく行
動を変えるきっかけとしていきたいと思います。中小
企業側の取るべき行動やローカルベンチマークの活用
などで金融機関との良好な関係構築に取り組むことが
必要なのだと大変深い学びとなりました。

日時：2 月 17・18 日（木・土）　会場：Web

第52回 中小企業問題全国研究集会 in 大分 参加報告

第８分科会

地域金融機関は中小企業とともにある

〜金融仲介機能の強化に向けて〜

（株）紀之国屋　会長
中同協政策委員会金融プロジェクト長・福岡同友会 中村  高明  氏

金融庁監督局銀行　第二課長 新発田龍史  氏



　人口減・高齢化・産業衰退等の切実な課題
に直面する地域、デジタル化やグローバル化、
このような地域と時代が求めるものは、事業
承継や事業革新を主体的かつ積極的に担う人
材の育成ではないか。これが2016年に、私
どもが経済学部を経営学部と地域創造学部に、
国際情報学部を国際社会学部と情報システム
学部に再編した動機でした。
　今、長崎県立大学では、シーボルト校（長
与町まなび野）の国際社会・情報システム・
看護栄養の３学部に約1,000名、佐世保校（佐
世保市川下町）の経営学・地域創造の２学部
に約2,000名の学生が学んでいます。2020
年には大学院を地域社会マネジメント・人間
健康科学・情報工学の3専攻からなる文理融
合の地域創生研究科修士課程に再編、さらに
今春には博士後期課程が始まります。約80
名の院生の約8割は社会人で、働きながら研
究しています。
　地域創造・地域創生という学部・大学院名
称が象徴するものは、県内の産業と社会の持
続可能な発展を担いリードする人材育成と研
究開発の推進です。この目標を実現するため
に、企業や自治体などの現場でインターン
シップや店舗運営などの各種の実践活動を行
う科目を多くつくっています。それは企業や
地域と共につくる教育プログラムで、その連

携数はすでに100を超え、受け入れ企業には
ご負担をおかけしていますが、学生には提案
を必須としており、経営改善のヒントになっ
た等の評価も得ております。
　また国際社会と国際経営の学科では高いコ
ミュニケーション能力を有するグローバル人
材育成を図るとともに、JETRO（日本貿易
振機構）などの機関と連携し、皆さまの海外
戦略や産物輸出等を支援する研究開発も行っ
ています。たとえば伝統産業・波佐見焼の西
海陶器（株）児玉盛介会長は、国内販売の低
迷分を海外販売が補い余りあるといわれてい
ます。古くから海外に開かれてきた長崎なら
ではの国際戦略が創生されてきているのです。
　高度なICT社会は、企業や諸機関がサイ
バー攻撃などのデジタルリスクに直面する社
会でもあります。本学の情報システム学部情
報セキュリティ学科と大学院情報工学専攻は、
県内外の企業との共同研究によって多様な情
報リスクにも対抗する技術開発に取り組んで
います。目下、その拠点となる「長崎県立大
学情報セキュリティ産学共同研究センター」
をシーボルトキャンパス内に建設中です。
　企業と大学との連携は、次代の長崎の担い
手育成と最先端の研究・技術開発の源泉です。
皆様のご参画を期待しております。

長崎の次代の担い手づくりを
大学とともに

木村　務長崎県立大学  学長

プロフィール
1949年 佐賀県生まれ
1978年 九州大学大学院博士課程単位取得満期退学
1978年 西九州大学講師・助教授・教授（～ 01年）
1995年 博士（農学）、九州大学
2001年 長崎県立大学経済学部教授（～ 15年）

2005年 長崎県立大学副学長（～ 13年）
2013年 （株）佐賀銀行取締役（非常勤、～ 19年）
2015年 長崎県立大学退職、名誉教授
2019年 長崎県立大学学長（～現在）

各界からの提言
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月光のような、大切な人を守る存在でありたいという
言葉に生命保険に対する理解が深まりました。
　入社して1年目のコンベンションで、第2位だった
ことに奮起し、日本一になると覚悟を決められ、日本
一になるためだけに、生活のすべてを捧げたそうです。
チャンピオンと書いた付箋をありとあらゆるところに
貼り、車の中ではチャンピオンスピーチの練習をされ
たそうです。日本一への道のりは長く険しいものだっ
たに違いありませんが、あの頃生命保険に入っていれ
ばという経験が多くのお客様の心に響いた結果なのだ
と感じました。そして、目標に向けて一生懸命な野口
さんを、お母さまが応援してくださっていたように思
います。これから未来向けてライフプランコンサルタ
ントを子供たちのなりたい職業トップ10に入るよう
イメージアップになればと、学校での寄付講話や会社
の公式ホームページのトップ飾るなど素晴らしい活動
をされておられるそうです。
　覚悟を決め、ビジョンを描き、目標に向かって真っ
すぐに、そして結果にこだわり突き進むこと、まさに
私たち中小企業家のあるべき姿ではないでしょうか。
大きなたくさんの拍手のなか、最後にW座長と野口
さんの「邂逅-人との出会うタイミングに一寸の狂い
なし」という言葉で締められました。参加者全員が、
実直な姿に心を打たれ、生きざまや熱意、そして、行
動力に勇気をいただいた学びの深い報告でした。

（文責　和田　栄代美）

　野口さんの応援団である佐世保支部　江口陽一さん
と諫早支部ミサネーこと松田充佐子さんが、日本初

（？）のダブル漫才座長を務められ、息の合った野口
さんの紹介で始まり、場が温まった頃、魂の報告が始
まりました。
　看護師として、患者さんとその家族に真剣に向き
合ってこられた野口さんが、自分がやりたい看護とは
何かと考え、訪問看護を立ち上げる準備のなかで、あ
る人との出会いをきっかけに、生命保険業界という全
く新しい世界に飛び込んで日本一になり、それまでの
苦労や、未来へ向けての想いを赤裸々に話していただ
きました。特に印象的だったのが実習先の病院でお母
さまの余命宣告を受け、闘病生活のなか、具合の悪い
体に鞭打って、寒い夜に交通費を切り詰めるため1.5
㎞、点滴を持ちながらで歩いて救急外来に来られたこ
とや、生命保険に入っていれば惨めな思いはさせずに
済んだなどのエピソードでは、生命保険の大切さを再
認識しました。また、生命保険とは暗い夜道を照らす

　現在代表理事を務める中村こずえさんは、これまで
障がい者雇用に関する報告は多数されてきましたが、
今回初めての経営体験報告となりました。
　マクドナルドといえば私にとっては、青春時代に友
達と気軽に入店して、ハンバーガーを食べながら女子
トークをしていたことを思い出します。
　報告ではコロナ禍になる以前から、DT（ドライブ
スルー）やMDS（マックデリバリーサービス）等を
手掛けており、先を見据えている印象を受けました。
また報告のなかで一番共感できたのが、ピープルビジ

長崎浦上支部 例会報告
日 時 2 月 22 日（火）18：30 ～ 21：00
会 場 Web
テ ー マ 私が思う一流の死に方をするために

報 告 者 ジブラルタ生命保険（株）　次長
　野口　千恵子　会員

出席者数 63名（会員31名、ゲスト13名、他支部18名、
事務局1名）

長崎出島支部 例会報告
日 時 2 月15 日（火）18：30 ～ 21：00

会 場 Web

テ ー マ マクドナルドは、ハンバーガーを売るだけの
会社ではない！と知ってますか？

報 告 者 （有）エス・ケイ・フーズ　取締役
　中村　こずえ　会員

出席者数 67名（会員32名、ゲスト4名、他支部17名、
他県13名、事務局1名）
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ざまな店舗展開があり、売上にも違いがあるようです。
　中村さんは1995年会社を設立し、心細やかな営業
スタイルでクルーと一緒に店舗で働いてこられまし
た。立ち上げ当時のスタッフが今も会社の中心として
イキイキと活躍されていることには感動しました。ま
さしく共に育ち、働く環境づくりをされています。
　しかしフランチャイズであるがゆえに独自の商品開
発ができない、新店舗の選択ができないなどさまざま
な気苦労もありながら、3月に12店舗目オープンのご
活躍は本当にすばらしいと思います。
　厳しい経営環境でありながら、これだけ飛躍されて
いるのは、決してブランド名だけでなく、経営者とし
て信念を持ち、強い経営者になるために学び続けてい
るからではないでしょうか。
　そして今回報告者が中村さんということで、東京・
島根・福岡・宮崎の同友会会員、また他支部からも多
数参加がありましたこと感謝いたします。

（文責　園田　能理子）

ネスです。それぞれの仕事と責任を明確にするトレー
ニング。このトレーニングがクルー（スタッフ）の成
長につながり、経営者とクルーの信頼と絆になるので
はないかと感じました。そして、マクドナルドに専門
教育機関があることにもびっくりです。この教育機関
はハンバーガー大学という名称で、各専門分野におけ
るセミナーが受講できます。このように教育環境が
整っていますが、フランチャイズオーナーによりさま

ました。相談窓口の設置や労働者への周知、ルールの
策定・整備が労働者（社員）の保護と信頼につながる
ことから、持続可能な運営のためにも、各々の会社で
の見直しや新規作成などが必須だと感じました。質問
は多岐にわたりましたが、残業代などの賃金トラブル
が多いことと、労使関係でお互いの前提も配慮しなが
ら相互理解をし、話し合いのなかで落としどころを見
つけるのが大事だというお話が印象に残りました。
　ディスカッションテーマの「あなたの会社は社員が
辞めないためにどのようなことをしていますか？」に
関しては、プライベートの話をする場や相談の仕組み
を設けるなど、コミュニケーションをとる機会や方法
を工夫している意見が多かったと思います。
　労使がお互いによりよい環境で働くためには、日ご
ろからのコミュニケーションが大切であり、社員と共
に創り上げていく会社を目指していこうと改めて思う
と同時に、非常に厳しい社会情勢の中、社員を守るだ
けでなく、経営者側がどう運営していくのかを話し合
う場（同友会）も必要だと感じる例会でした。

（文責　梶原　恵）

　今回は完全Webでの開催となりました。事業所紹介
は佐伯裕司さんで、「鉄板焼き 英」の紹介をされまし
た。新鮮な魚やこだわりの鉄板焼きに興味深々です！
　例会は、神奈川県出身でカフェめぐりがご趣味とい
う弁護士の渡邉さん。法律の面からみた「社員が辞め
ない会社づくり」について、「辞める理由」から順を
追って、とても分かりやすくご報告いただきました。
　社員が辞める理由は多岐にわたりますが、そのなか
で①労働条件・仕事内容に関する問題　②働く環境に
関する問題の2つを中心にお話をされました。①につ
いては、契約時の双方の「合意」に焦点を当て、トラ
ブル回避のために書面化を図る大切さや、労働者個人
との合意だけではなく、「就業規則」による定めとそ
の周知の必要性について学びました。いずれに関して
も、雇用者と労働者のどちらかの一方的な不利益が生
ずる事態を避けるために、協議・徹底的な話し合いを
し、相互理解に努め、誠心誠意交渉に臨むことが重要
であることも学びました。②については主に人間関係
に焦点を当て、中でも2022年4月に中小企業も義務化
となる、「パワハラ防止法」を前提とした学びとなり

大村支部 例会報告
日 時 2 月 24 日（木）18：30 ～ 21：00
会 場 Web
テ ー マ 社員がやめない会社づくり

報 告 者 弁護士法人　大村綜合法律事務所　弁護士
　渡邉　雅大　会員

出席者数 32名（会員29名、他支部2名、事務局1名）



5

トランスフォーメーション）により、これからの社会
がどのように変化するのか、そうしたなかで各企業が
どのような対応していけばよいのかを知る機会となり
ました。報告では、年始めからよく聞くようになった

「VUCA」、「メタバース」、「GX」をキーワードにDX
の本質は経営改革であり、デジタルの活用による置き
換えや効率化ではなく、デジタル社会での新しい仕組
みや価値をつくり出すことに視点を転換して対応する
ことで、「やる気」と「覚悟」が必要不可欠であると
話されたことが印象的でした。また、「見えない課題
は解決できない」、「ゴールを見える化していく」うえ
でデジタルを活用すること、デジタル化は使われるこ
とでなく、駆使することに意味があることも意識され
ました。これまでの質問はグループディスカッション
を通して行っていましたが、今回はチャット機能を活
用し、報告中から多くの質問が寄せられ、三上氏から
丁寧な回答をいただきき、実り多いものとなりました。
　グループディスカッションでは「いつの間にかなく
なったモノやコト、これからなくなりそうなコノやコ
ト」をテーマに常識が常識でなくなる、女性や学生が
起業しやすくなる、人との対面の重要性とコーディ
ナーション力が必要になるなど多くの学びがありまし
た。
　今回の例会では、DXによって「人の価値、リアル
の価値、距離感、見え方」が変わるということが認識
でき、今後の各会員の活躍が期待されます。

（文責　鎮西学院大学　佐藤　快信）

　諫早支部・産学連携委員会プレゼンツで「業界ごと
の未来が見える」として企画され、オミクロン禍での
DXの学び」なので迷わず「完全Web」にて開催され
ました。他支部や鎮西学院大学経済政策学科の教員も
ゲストで参加するなど多くの方々が参加されました。
　報告者には、三上建治氏をお迎えし、DX（デジタル・

題へのチャレンジ）」と「Error（失敗）」と「Try（新
しい挑戦）」を赤裸々に話していただきました。
　他社修行時代、はじめに激戦区の店舗へ、次に売上
1番店の店舗へ、最後に1番大きな新店舗への配属を
自ら希望し厳しい環境でのChallengeを経験されまし
た。
　はじめはうまくいきませんでしたが、自分が変わる
ことで、周りの人の協力を得ることができるようにな
り、チームとして、それぞれの売上目標を達成するこ
とができるようになりました。Errorしても改善を行

　今回は、県内全域のまん延防止等重点措置の為に
Web開催となりましたが、熱い情熱が画面越しに伝
わってきました。
　織田さんは、島原市・雲仙市で5店舗を経営され医
薬品・化粧品・日用雑貨販売と調剤を取り扱い、お客
様の「健康寿命」を延ばすことに取り組まれています。
　報告では、（1章）静岡県で他社修行時代の7年間、（2
章）入社～社長就任までの8年間、（3章）社長就任し
てからの3年間での沢山の「Challenge（目の前の課

諫早支部 例会報告
日 時 2 月16 日（水）18：30 ～ 21：00
会 場 Web

テ ー マ
DX によって「人の価値、距離感、見え方」
が変わる
～ DXって？ デラックスの略じゃないの？～

報 告 者 長崎県企画部・産業労働部政策監
　三上　建治　氏

出席者数 57名（会員24名、ゲスト22名、他支部10名、
事務局1名）

島原支部 例会報告
日 時 2 月15 日（火）19：00 ～ 21：15
会 場 Web

テ ー マ 失敗から学んだこと、学び続ける先に見える
もの～ Challenge & Error & Try ～

報 告 者 （資）中央薬局　代表社員
　織田　哲平　会員

出席者数
58 名（会員31名（うちWeb9 名）、ゲスト
5 名（ うちWeb4 名）、 他 支 部 21 名（ うち
Web11名）、事務局1名）
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をつくることに取り組まれています。
　同友会活動は6年目。委員長・班長を歴任。来年
度は副支部長を予定されております。また、今年10
月に島原で開催される経営フォーラムの実行委員長
も務められます。島原支部の経営フォーラムへの
Challengeでは、会員を一致団結させ成功に導いてく
れると確信しました。

（文責　松本　龍亮）

い、成功するまでTryし続けます。
　自社へ入社してからと社長就任してからは会社経営
にChallengeしました。はじめは売上が伸びず、プラ
イベートでは離婚も経験しましたが、責任を持つこと、
お客様・社員・家族に感謝の心を持つこと、自身も成
長に努めることを学ばれました。その時に経営者にな
る「覚悟」が芽生えたそうです。
　経営者になってからは、同友会の学びも実践されて
います。社内改革を行い、結果を出し、「よい経営環境」

仕事を進めるか・利益につながるためにどう片付ける
か・など経営者に深い共感を生む内容であった。モノ
だけでなく情報や人についての話も学びになった。な
かでも経営者にありがちな一人で全てを抱え込み、仕
事が効率的でなく時間の浪費になる構図は納得であっ
た。適材適所でのアウトソーシングの必要性も現代的
手法であることも学んだ。ツールとしての情報管理、
コミュニケーション、デザインなどのアプリの紹介で
は会員の目の色が変わり、その場でダウンロードする
方もいて貴重な情報をインプットすることができた。

　2月例会は当初計画していた「企業における女性活
躍推進と働き方、環境へのアプローチ」をテーマに対
面とハイブリッドでパネルディスカッションを行う予
定であったが、まん延防止等重点措置期間を鑑み完全
Webに変更し、内容も講師を招いてのセミナーにシ
フトした。
　講師の三浦さんは2年前にビジカルランチ勉強会で
講師をお願いし、非常に興味深い内容で、ぜひまた話
を聞きたいとの声も多く、今回急ではあったがお願い
した。内容は片付けの話であるが、部屋やオフィスを
単に片付けるという話ではなく、どうすれば効率的に

佐世保支部 例会報告
日 時 2 月 25 日（金）19：00 ～ 21：00
会 場 Web
テ ー マ 社長のための整理術

報 告 者 ワクワクおうち Lab　代表者　
　三浦　峰子　氏

出席者数 43名（会員31名、ゲスト11名、事務局1名）



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  税理士  福井  義憲

　近頃、親の物忘れが目立つようになった。子供としては、相続対策が気にな
るところだが、親を不快にさせるようで、遺言書作成云々が言い出しにくい・・
と悩んでいませんか？　
　一般的に遺言書あれば万全だと思っている方が多いと思いますが、遺言書は
相続が発生したときの備え。遺言書での生前の事に関する取り決めは無効なの
で認知症対策にはならないことを知っていますか？　高齢者の５人に１人が認
知症になると予測される時代。死亡後の事だけでなく、本人が認知判断能力を
失った時の生前対策も重要だと思いませんか？
　認知症対策は親にとっても、介護をする立場の家族にとっても、生前対策の
要となるものです。認知症対策には家族信託が要です。
　家族信託の精神（目的）は「親が健康で文化的な生活を送るために必要な財

産的給付を行い、同人の健康状態の悪化、判断能力の低下後においてもその生
活を支援すること」にあります。親自身を守る事が第一義的目的です。同時に
その扶養義務がある配偶者の生活も同様に支援し守ります。本人が人生の後半
期を迎え、今後の人生を計画する終活の一手法としても検討に値するものです。
家族信託を推奨します。　
　私のURL（awzfq.hp.peraichi.com/fukui-nagasaki）をご一読いただけ
れば幸いです。

7

例会開催を願うばかりである。

（文責　浦崎　健治）

今回の学びを様々なパターンに当てはめ、時間・モノ・
人・の動きを再確認し、まずは簡単な部分から実践し、
会員にはこの学びを生かしてほしい。来月は対面での

来ていただいたお話など、困難をどのように乗り越え
たかの、お話ししていただきました。
　なかでも安井さんは、フォーラム運営（同友会活動）
は経営の疑似体験をしている。同友会活動も経営も先
ずは、リーダー（長）が覚悟を決めることが大切。そ
して数値目標を定めて、どうやればできるかを考える。
更に人を動かしていく、また、人と接するときは心を
大切にしていると、おっしゃっていました。今回の報
告テーマの答えは、ここにあると感じました。
　また島原支部よりご出席いただいた、2022年度経
営フォーラム実行委員長の織田哲平さんは、「担当の
フォーラムが終わった時には死ぬくらいの覚悟でやっ
ているが、安井さんの報告を聴いて目標が変わった、
五島支部のフォーラムを成功させるまで頑張る」と熱
い応援の言葉をいただきました。
　五島支部も各支部会員の皆さんのお力をお借りして
フォーラムに臨みたいと思います。
　最後にご多忙のなか、快く報告を引き受けていただ
いた安井さん、今回もご出席いただいた多くの会員の
皆さん、ありがとうございました。

（文責　設楽　誠）

　2023年度は初めて五島で経営フォーラムが開催さ
れる予定です。担当する支部は約1年前から準備をさ
れているようで、五島支部でも役員会等で少しずつ
話題になることがあります。会員のなかには、「経営
フォーラムってどんなことをするの」、「担当できるの
かな」、「フォーラムって何」などの不安がる声が聞か
れることもしばしば。そこで今年度フォーラムで過去
最多の登録数を記録し、コロナ禍のなか大成功に導い
た、安井経営フォーラム実行委員長に報告をしていた
だくことになりました。
　今回の報告内容は、先ず、実行委員長を引受けた経
緯、最初にご自身が決めたこと、コロナ禍で苦戦した
こと、使用会場が建設中であったこと、3名の市長に

五島支部 例会報告
日 時 2 月 24 日（木）18：30 ～ 21：00
会 場 Web
テ ー マ 何の為のフォーラム、だれが為の同友会

報 告 者 （同）HRC　代表社員
　安井　忠行　会員（長崎出島支部）

出席者数 26名（会員6名、ゲスト1名、他支部18名、
事務局1名）
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来期の取り組みを共有しました。定期的に合同企業説
明会を開催している同友会では参加企業だけではなく
学生の参加も劇的に減っているという声が多数ありま
した。同時に委員会に参加する会員も減る傾向にある
という声もありました。このような状況下でも活動を
止めないために労使見解や学生の動向、本質を学ぶた
めの勉強会を開催している同友会もありました。活動
の中心を採用にフォーカスするのではなく、原因を自
社に置き選ばれる企業づくりに取り組むことこそ共同
求人委員会の本質であることをあらためて認識させて
いただきました。多様な価値観を持つ若者。若者の目
線と価値観を理解し共に地域で育ち合うために、地域
に根差す中小企業は今後ますます求められ、頼られる
存在になると思います。他の委員会にとどまらずいろ
いろな機関との連携を深め地域活性に貢献できるよ
う、事務局としてもさらに学びを深めていきたいと思
います。

事務局次長　峰　圭太

　今期第2回の委員会は完全Webでの開催となりま
した。冒頭、川中委員長から各地同友会の活動から見
える傾向や昨年開催された全国交流会の振り返りもい
ただきました。約2年ぶりの現地開催となった交流会
では各分科会、採用するためにはよい会社づくりが大
事、新しい人材が入ると新しいビジネスが生まれる、
情勢や業績に左右されない継続した採用活動、最終的
には採用活動を止めないという価値などが確認され、
あらためて共同求人活動を通して選ばれる企業づくり
を実践していくことが求められていると感じました。
　昨年12月に開催された中小企業サミットは参加会
員企業が40社、学生は20名満たなかったという課題
が残ったということですが継続することで認知されて
いくことにつながりますので来期は長崎からも参加が
あるよう、働きかけていきたいと思います。
　グループディスカッションでは各地の活動の共有と

なりました。地域で BCP
を持ち共有し、有事の際は
連携することで避難所を
含めて拠点の多重化が可
能となります。しかもこの
連携する相手が会員企業
ならなおさらいいという
ことで、まずは自社が入居
するテナント企業に全て
入会いただこう、など仲間
づくりについても話題が

拡がり有意義なディスカッションとなりました。目的
のためのBCPではなく手段としてのBCPと位置づけ
社員とその家族が安心できる環境を整備することは経
営者の責任の1つであると学ばせていただきました。
　2日目の記念講演は大分同友会代表理事経験者の

（株）地域科学研究所：木下光一氏。経営指針の作成
を愚直に続け、続けてきたからこそ今があるという実
践ど真ん中の内容に、あらためて人間尊重経営の深さ
を学ばせていただきました。課題を課題としてとらえ
る力を育み、自分の成長が自分の幸せな人生につなが
る、学ぶことが当たり前という社風づくり、引き出

事務局次長　峰　圭太

　「こんな筈ではなかった」を防ぐ。冒頭この言葉から
スタートした第2分科会でした。宮古島で自動車関連
業を営む新城さん。2019年台風13号が直撃したこの日
は熊本に出張でした。土地柄、台風にはある程度慣れ
ていたゆえに、13号が及ぼした甚大な被害に対し「こ
んな筈ではなかった」ということになったそうです。
　有事の際、社員に対し明確な指示が出せない、安
心して過ごすことができない、このような反省から
BCP策定にとりかかります。現状と照らし合わせな
がら社員と共に策定した経緯から、社長だけが騒いで
いる感を出さない雰囲気づくりに至るまで詳細にわ
たって報告いただきました。とりわけグループディス
カッションでも共有した「BCPを個社だけではなく
地域と共有し連携する」という考えは新たな気づきと

日時：2 月 2 日（水）13：00 ～ 17：00　会場：Web

日時：2 月 17・18 日（木・金）　会場：Web

第 52 回 中小企業問題全国研究集会 in 大分 参加報告

第２回 中同協共同求人委員会 参加報告

第２分科会

BCPの策定で、

地域に必要とされる価値を持つ企業に！

〜地域の企業が生き残るための戦略づくり〜

（株）東和　代表取締役社長
沖縄同友会 新城  浩司  氏
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②地域の課題を自社の課題としてとらえ、社会課題に
取り組む

③そのためにも同友会の学びを実践する仲間を地域に
増やす

　来年の長野全研は各地から集い今回の学びの反芻が
できることを願います。

しの数を増やすだけでなくその中身の質がポイント。
数々キーワードをいただきました。
　最終的には中山幹事長がまとめた3つに集約されま
す。
①自助努力ありきの同友会だからこそ人間尊重経営の

総合実践を行う

も印象的な報告でした。
　それから、8グループに分かれてディスカッション
を行いました。「地域×本業で社会に価値を見出すに
は」と「今日の学びを今後どう生かしていきますか」
いうテーマに沿って熱い意見が飛び交いました。まず、
地域というものをどのように捉えるかというところに
おいて、参加者の中で、経済圏、地理的なもの、自治
会単位、コミュニティ等様々な捉え方があるというこ
とを確認することができました。そして、「価値観の
多様性こそが豊かさであり、相互尊重人間尊重の精神
の根幹ではないか」という意見がでました。さらに、

「社会に価値を見出すには、今行っている事業を経営
理念や経営指針のもとしっかりと行い、社員と共に成
長し事業領域を広げていくことが大切である」という
意見に、同友会の学びの1つである経営理念がとても
重要なのだと再認識しました。経営理念のもとで、そ
れぞれの地域で展開される中小企業活動というのは、
地域社会の持続可能性という部分において、ますま
す役割が大きいものになると考えられますし、「SDGs
バッジより同友会バッジのほうが格好いいと言われる
会にしたい！」や「中小企業は地域で質の高い雇用を
して納税するだけで価値がある」など、盛況を呈した
学びの多い分科会となりました。
　最後になりましたが、全国研究集会は役員が参加す
るものだと思っていました。今回は代表理事に勧めて
いただき参加しましたが、とても刺激的で良い学びと
なりました。会歴が浅くても、若くなくても、ベテラ
ンの方も、参加されたことがない方はチャンスだと考
え参加されることを強くお勧めします。きっと、そこ
には新しい学びや事業のヒントがあるはずです。

長崎浦上支部　和田　栄代美

　工務店という本業を通して地域に着眼し、様々な仕
掛けを行うことで、社会の課題解決につながるという
発想に衝撃を受けました。具体例としてママさん仕事
請負チーム、地元の小さな銭湯を応援する銭湯部、空
き店舗を利用したチャレンジカフェ等いずれも地域と
連携した独創的かつ画期的な事業であると共に、若い
方にも受け入れられる、魅力あるブランディングだと
いう印象を受けました。どの事業も、大滝さんが地域
や社会に、アンテナを常に張りめぐらせ、群を抜いた
行動力があったからこそ、成し得た事業なのではない
かと思いました。また、大滝雄介さんという1人の人
間が、あまり好きではなかったふるさとを何とかした
いという小さな想いから始まったストーリーが、とて

第 7 分科会

地域×事業

中小企業の健全な発展は社会課題解決になる

〜まちづくりまでやる工務店〜

（株）大滝工務店　代表取締役
京都同友会 大滝  雄介  氏
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会に関わる人が固定化・少人数となっていることが課
題となっていました。グループディスカッションの
テーマは、「小さな同友会でも取り組める広報活動」
でしたが、先に挙げた課題を解決するためにも広報委
員会が他の委員会の橋渡しをし、全体を巻き込みなが
ら活動を大きくする必要があるのではないかという意
見がありました。
　そして広報誌だけでなく、ホームページやSNS、動
画を活用するなど新た情報発信の手段をどのように生
かすかが今後の広報活動において肝要になることが確
認されました。またそうした新たな取り組みを自社に
持ち帰り実践する、同友会活動と自社経営を不離一体
にすることの大切さについても意見が一致しました。
　長崎同友会の情報広報委員会では、現在広報誌やホー
ムページのリニューアルに向け協議をしておりますが、
今回は多くのヒントいただくことができました。貴重な
学びの機会をいただき、ありがとうございました。
　今後、私自身も伝える力を磨きながら、広報活動を
通じて同友会活動を発信し、より多くの繋がりをつく
り上げることができるように取り組んで参ります。

事務局主任　田口　友廣

　第2回目となる中同協広報委員会は、当初岩手での
開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大のためWebのみの開催となりました。
　もともと岩手での開催準備をしていたこともあり、冒
頭の「各同友会広報の実践報告」では青森・岩手・秋田・
宮城・福島の東北地方の同友会より報告がありました。
　ここで各地の活動の取り組みが報告されましたが、
広報誌発行のペース、またその企画・取材方法など、
長崎と異なることも多く勉強になりました。青森同友
会では広報委員としての「見る力・聴く力」を養うた
めの勉強会を企画し経営にも生かせる力をつける活動
を行っていました。また、秋田同友会では「広報誌が
あるから同友会に入ろう、広報誌があるから同友会に
いよう」と言われるような広報誌づくりを目指してい
ると発言され、広報活動の責任の大きさと増強活動へ
の可能性を感じました
　その後のグループディスカッションでは各地の広報
委員会（長崎では情報広報委員会）の活動状況を中心
に話し合われました。そのなかでどの県も広報の委員

完全リアルの対面式にこだわり実施、そのために抗原
検査の実施や万が一の時に濃厚接触者にならない工夫
をされていました。また島根同友会では、「大学生と
経営者」が話す交流の場を、「大学生と若手社員」が
話す場に変え社員教育とされていました。各地での工
夫された実践事例は大変勉強になりました。
　事例発表のなかで、「同友会の社員教育活動は社会
教育につながる」との発言は非常に印象に残り、自社
だけでなく地域をつくる活動であると認識を新たにし
ました。その後、問題提起ののちにグループディス
カッションが行われました。
　グループディスカッションでは、問題提起での「共
育は社員を共育する場でなく、社員と経営者が共に学
ぶ場、共に気づきを得る場」との発言を軸に話が進み
ました。そこでは共育委員会の活動がセミナーの運営
になっていないか、新入社員フォローアップ研修に参
加している企業に「共育」の意味が伝わっておらず、
新入社員だけが参加するような場になっていないかと
各地の課題が共有され、何のための「共育」の活動か、

事務局主任　田口　友廣

　今期2回目の中同協社員教育委員会は、「確認事項」
から始まりました。
　ここでは、昨年11月に開催された2021 共同求人・
社員教育活動全国交流会 in 宮城の振り返り、今年10
月に開催の第7回 人を生かす経営全国交流会 in 徳島
の概要・開催意義が確認されました。徳島で開催の2
年後の2024年人を生かす経営全国交流会は長崎で開
催が予定されています。ぜひ地元長崎での開催前に徳
島での交流会へご参加ください！
　また2月に発刊された、『新版：共に育つ4』の紹介
がありました。こちらは「共育」に関する書籍ですが、
労使見解について理解が深まる内容です。長崎同友会
事務局で販売していますので、購入を希望される際は
事務局までお問い合わせください。
　その後、宮城・島根・徳島の3県から、各同友会の
社員教育活動の実践報告がありました。宮城同友会で
はコロナ禍のなかでも新入社員フォローアップ研修を

日時：2 月 22 日（火）13：30 ～ 16：15　会場：Web

日時：2 月 24 日（火）13：00 ～ 17：00　会場：Web

第２回 中同協社員教育委員会 参加報告

第２回 中同協広報委員会 参加報告
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も生かし、「共育」の流布と、より社員と経営者が共
に学ぶことができる場の企画に努めます。今回は貴重
な機会をいただきありがとうございました。

その意味を会員の方へ広く伝えていくことが大切では
ないかとまとまりました。
　今回の委員会への参加で得た学びを長崎での活動で

政策委員会が掲げるこのような政策課題については担
当事務局としても分析、情報収集など着手できていな
い状況です。しかしこのような政策課題は「よい経営
環境をつくる」上で重要な事項です。まずは学習する
ことから初めることが必要だと思います。今期は長崎
同友会の政策委員会として、全体としての大きな活動
ができませんでした。これは運動のデザインを描く事
務局としての機能を果たすことができなかったと反省
しています。来期は景況調査の復活も含め、定期的な
委員会開催、学習会の企画など会員企業の発展につな
がる運動を時委員長はじめ、委員の皆さんと展開して
いきたいと感じさせていただいた委員会でした。しっ
かり学び、情報発信していきます。

事務局次長　峰　圭太

　23同友会65名の参加で中同協政策委員会は開催され
ました。静岡同友会今野さんから金融機関や自治体の
連携に関する事例報告をいただきグループディスカッ
ションで各地同友会の事例や課題を共有しました。
　その後中小企業庁から、価格交渉促進月間の報告、
審議事項など盛りだくさんの内容でした。
　特にコロナ禍により2年行っていなかった中同協と
しての国への要望・提言の内容について報告と意見交
換がありましたが、その内容は濃く、自分の知識の浅
さ、勉強不足を痛感させられました。
　インボイス、賃上げ税制、130万円の壁、価格転嫁。

日時：2 月 25 日（金）13：00 ～ 17：00　会場：Web

第 2 回 中同協政策委員会 参加報告

テーマにしており、女性が活躍している2社にご報告
をお願いしました。

　今期最後の例会、第16回ダイバーシティ委員会例
会が開催されました。今期は女性の働き方をメイン

日時：2 月４日（金）18：30 ～ 21：00　会場：Web

テーマ：誰もが働き続けられる・活躍できる経営～ワークライフバランス・キャリアアップ～

報告者：長崎海産（株）　代表取締役　三宅　ちはる氏（諫早支部）

　　　　社会福祉法人とみのはら福祉会　統括本部長　堤　康博会員（大村支部）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　統括福祉施設長　井手　はるか氏

出席者数：73 名（会員 70 名、ゲスト 2 名、事務局 1 名）

ダイバーシティ委員会 第 16 回例会 参加報告

2月15日（火）　長崎県庁にて
長崎県　廣田産業労働部長、佐藤産業政策課長、
　　　　下窄参事
同友会　中村代表理事、時政策委員長、山田事務局長

　約2年ぶりとなる今回は、県下全域を対象とする「ま
ん延防止等重点措置」に伴い大きな影響を受けている
飲食業界の救済を中心とした要望提言を行いました。
多方面からの要望も多かったようで、提出から数日後
に要望した飲食店への要請内容の緩和へとつながった
ことは大きな成果だったと言えるでしょう。

　長崎県に対し新型コロナウイルス感染症対策に関す
る緊急要望提言書を提出

県に対する緊急要望提言 報告
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　長崎出島支部ではお昼にゲストの確認や来期にむけ
てのゲストの洗い出しを行いました。
　新型コロナウイルス感染症の感染状況より完全

　2月の県下一斉仲間づくりの日は長崎浦上支部、長
崎出島支部、青年経営者会との合同の開催になりまし
た。

そうですが、その代わりに工夫を凝らしていたそうで
す。当時から働かれていた井手はるかさんは、お金は
なかったが保育士としては充実していたと言われてい
ました。若いころから夢や希望がある男性と違い女性
は結婚・妊娠・出産・子育てとステージがあり、それ
が終わると女性も夢や希望を叶えたいと思う方もいる
し、家庭で家事や育児をして褒められたりしないが職
場だとしっかり評価をしてもらえるところが嬉しいと
言われていました。会社の評価でモチベーションも上
がり頑張れるそうです。女性は家庭も仕事も大事で母
として、妻として頑張っているので是非これを見られ
た男性の方は奥様を褒めてください。それが家庭円満
につながるかもしれません。
　女性だけではなくこれからはジェンダーレスの時代
です。理解し合うことで誰もが働きやすい職場になる
のではないでしょうか。

 （文責　県ダイバーシティ委員長　寺尾　昌晃)

　三宅さんの会社は創業89年水産物加工販売をされ
ている会社で2020年に合併し社長を交代されました。
社内はギクシャクし不満の多い会社だったそうです。
同友会に入り、平湯相談役の報告を聞き、理念も経営
指針もない会社だったので、震えあがったそうです。
それから、経営指針（理念・10年ビジョン・経営方針・
経営計画）を作成され、今では社員が働きやすい環境
になったそうです。パートさんに支えられてる会社で
平均勤務年数12年、パートの社員さんの意見もしっ
かり聞き、意見交換もされていて、時間も9 ～ 17時
勤務から生産性が落ちる覚悟で9 ～ 15時にしたら不
満も少なくなって生産性も上がったそうです。主婦は
家でも家事や育児もしているし、帰ってからも働いて
います。残業がなくて、有休がとりやすく、人間関係
が良好な環境が今はできているそうです。職場での社
員の幸せが家庭円満に繋がるのではないかと感じられ
たそうです。同友会に入り、会社の雰囲気を変え一人
ひとりに向き合い女性の働きやすい職場づくりをされ
た報告はとても勉強になる報告でした。
　保育園を中心に福祉事業をされている堤さんは、創
業25年で26の事業をされ、280名程の社員さんがい
らっしゃいます。1997年に開所されたたんぽぽ園で
は児童20名の認可外の保育園から当時は子供と一緒
に働ける保育園がない、障がい児を受け入れてくれる
保育園がない、地域といっぱい触れ合える保育園をつ
くりたいと想いからスタートされたそうです。当時は
お金もなく遊具はない、おもちゃはないなど苦労した

日時：２月 10 日（木）19：00 ～ 20：30　会場：Web

テーマ：新入会員を知るミニ例会「経営者時々お酒のち仲間たち～飲食業～」 

報告者：串揚げ酒趣庵　代表者　石本　青陽会員

第 3 回 県下一斉仲間づくりの日
（長崎浦上支部・長崎出島支部・青年経営者会） 開催報告
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とができたとの会員の方の意見もありました。
　今回ディスカッションに参加しての感想として、「他
の会社の方々はどのように取り組んでいるか知ること
ができてよかった。」「仕事だけでなくプライベートで
も上手く活用し、よりよい生活に繋げていきたいと思
いました。」「慣れが出てきてる今だからこそ責任感や
自信を持つべきだと思いました。」などの前向きな回
答が多くありました。ディスカッションを通して、他
の方の実践・意見からも学びを深めていただけたよう
でした。
　後半は松本委員長からコミュニケーション研修とし
て、次回の課題が出されました。次回は「ライフライ
ンの発表」が課題です。新入社員の皆さんには入社か
らこれまでを振り返って発表していただきます。次回
は新入社員の方がどんなことで悩んだのか、そしてど
う乗り越えてきたのかなどを知る貴重な機会となって
おり、新入社員だけでなく会員の方も学びを得ること
ができる貴重な機会となっています。同友会の共育は

「共に育つ」です。ぜひ多くの会員のみなさまの参加
いただき、新入社員の方ともに学びを得ていただく機
会となれば幸いです、もちろん新入社員が参加してい
ない企業のゲスト参加も可能です。
　次回の第5回研修は最終回となり、5月21日（土）
に開催されます。みなさまの参加お待ちしています。

（文責　事務局　田口　友廣）

　今期4回目の新入社員フォローアップ研修が8社20
名の参加で、Webで開催されました。
　前半は前回の宿題「内的コントロール理論を使って
仕事で実績をつくる」を新入社員のみなさんが自社で
どのように取り組んだかディスカッションしました。
内的コントロールとは、①批判するのでなく、傾聴す
る　②責めるのでなく、支援する　③文句を言うので
なく、励ます　④ガミガミ言うのでなく、尊敬する　
⑤脅すのでなく、信頼する　⑥罰するのでなく、受容
する　⑦自分の思い通りにしようとして褒美で釣るの
でなく、意見の違いについて常に交渉する　といった
7項目で、こうしたことを意識しながら業務に臨んで
いただきました。
　グループディスカッションでは、新入社員のみなさ
んにグループ長を務めていただきましたが、スムーズ
にディスカッションを進行されており成長を感じるこ

　次に経営フォーラムin出島の第2分科会　中野会員
（奈良同友会）の報告を抜粋して動画を視聴しました。
事前の作業で中野会員の報告を改めて聞きましたが、
こちらも前向きになれるよい内容でした。
　ほとんどの支部が完全Webとのことでなかなか誘
いづらかったりしたと思いますが本来であれば学びが
目的の会であるので完全Webでも誘う価値がある＝
魅力があると思われる内容にしていけたらいいなと考
えています。

（文責　長崎出島支部　平山　祐実）

Web開催となりました。残念なことに長崎出島支部
ではゲストの参加者はなかったです。私もお声がけは
したのですが確定申告の時期にかぶっていたり、2月
は活動日数が少ないことから忙しいとのお断りでし
た。今回はこのような結果でしたが次回に向けて声は
かけていこうと思います。
　報告者は長崎浦上支部の石本さんで、石本さんの前
向きな人柄がよくわかる内容でした。今回、ご報告を
お引き受けいただきありがとうございました。

日時：2 月 26 日（土）10：00 ～ 12：00　会場：Web

第 4 回 新入社員フォローアップ研修 開催報告
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長崎新聞  2 月 17日
長崎浦上支部　岡村　雅彦 会員

支 部 名 長崎出島支部
氏 名 川

か わ ら

良　輝
ひかる

企 業 名（有）ヒロシ畳店
役 職 名 専務

企 業 住 所 〒851-0136
長崎市平間町932-1

T E L 095-839-1796 F A X 095-839-1797

業 種 畳製造・小売業（襖障子張替え）

企 業 PR
お客様第一主義のもと思いやりの気持ちを大切に満足のいた
だける「畳」をご提供しております。設備の面においても充
実した体制をとり、確かな技術でご対応致します。

スポンサー 田中　清隆

支 部 名 長崎出島支部
氏 名 濱

はまぐち

口　誠
せいいち

一
企 業 名 濱口中小企業診断士事務所
役 職 名 所長

企 業 住 所 〒850-0051
長崎市西坂町4-43-206

T E L 090-9499-3053 F A X

業 種 資金調達コンサルタント

企 業 PR 資金調達コンサルタントとして、補助金や融資の事業計画策定支援を行っています。

スポンサー 井田　英彰（神奈川同友会）

支 部 名 長崎浦上支部
氏 名 近

こんどう

藤　千
せ ん り

里
企 業 名（株）ささや
役 職 名 営業部  次長

企 業 住 所 〒852-8108
長崎市川口町6-29

T E L 095-844-6161 F A X 095-846-2357

業 種 制服の販売

企 業 PR 事務服、作業服、白衣、看護服、介護服など、各種ユニフォームの販売。SDGsを取り入れた企業経営に力を入れています。

スポンサー 松尾　慶一

支 部 名 佐世保支部
氏 名 山

やまもと

本　健
け ん た ろ う

太郎
企 業 名（株）GlobalB
役 職 名 代表取締役

企 業 住 所 〒856-0814
大村市松並2-184-20

T E L 0957-46-3083 F A X

業 種 IT コンサル業

企 業 PR

わたしたちはITを通じて、人、時間、空間あらゆるものをブ
リッジします。ブリッジとは、うめる、つなぐ、はぶく、円
滑にするなどを意味し、関わるひとたちをハッピーにするた
めに、ブリッジし続けます。

スポンサー 横山　昌隆

＜入      会＞

＜復      会＞

＜復会（交代を伴う）＞

新入会員の皆さんです <２月入会・交代・復会 >（敬称略）

会員活躍 長崎新聞  2 月 1日　諫早支部　野方  康平 会員
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長崎新聞  2 月 8日  佐世保支部　村山  隆之 会員

（
右
）
長
崎
新
聞  

2
月
23
日  

長
崎
出
島
支
部
　
中
村  

耕
司 

会
員

（
下
）
長
崎
新
聞  

2
月
18
日  

佐
世
保
支
部
　
森  

一
峻 

会
員

長
崎
新
聞  

2
月
16
日  

佐
世
保
支
部
　
浦
崎  

健
治 

会
員

長崎新聞  2 月 9日  長崎浦上支部　吉田  清規 会員ほか
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うです。完全独立後はあまり仕事がなかったものの以
前からのお付き合いや紹介など少しずつ実績を積み、
着実に歩んできました。
　豪雨など予期せぬ自然災害が起きるなか、社会的に
重要な役割を担っています。さらにはドローン技術の
進歩などあらゆる情勢が急速に変化しています。この
情勢をしっかり見極め、どのように経営の舵取りをし
ていくか、今後の課題の1つだと設楽さんは話します。

【五島支部設立10周年に向けて】

　2012年から現地協議会や同友会を知る会など様々
な交流を経て、五島支部は2013年10月3日に設立総
会を開催しました。支部設立メンバーの1人でもある
設楽さん。考え方など世界が広がったとこれまでの活
動を振り返ります。2019年度には経営理念策定セミ
ナーを五島支部として開催、経営理念を作成しました。
仕事が順調な時も、少し停滞する時も自分への戒めと
して成文化された理念をみて、しっかり会社の方向性
を確かめるそうです。
　急速な変化に対応できる会社づくりのため、あらた
めて同友会運動の本質を学び、支部長という立場上、
本当の魅力を会員に伝えていきたいと力強く話します。
2023年10月3日で10周年。これは1つの通過点にし
か過ぎません。支部会員と手を取り合い、支部外役員
の協力を得て自社、支部のさらなる成長を心から祈念
します。

＜経営理念＞

一、私たちは、信用ある仕事をやり続けます。
一、私たちは、有限会社マコト測量設計の社員である
ことに誇りを持ち、責任ある振る舞いをします。

一、私たちは、地域で仕事ができることを自覚し、感
謝の気持ちを忘れません。

＜会社情報＞

（有）マコト測量設計
〒853-0042　五島氏吉田町2482-8
電話：0959-74-1884　FAX：0959-74-1865

（文責　事務局　峰　圭太）

　今月は五島支部チャーターメンバー（立ち上げから

の会員）でもある、五島支部長 設楽 誠会員（（有）マ

コト測量設計）にWebにてお話を伺いました。

【測量をめぐる2人との出会い】

　長崎市内の高校に通った設楽さん。もともとは陸上
の選手だったそうですが、けがで選手を断念、マネー
ジャーとなり選手の皆さんを支えていたそうです。陸
上の大会においてマネージャーの仕事は大会の運営な
ど補助。その補助全般を取り仕切る設楽さんに目をつ
けスカウトされた方が長崎市内の測量会社の経営者で
した。1人目の出会いです。もともと理数が得意だっ
た設楽さん。測量の仕事自体何も知らなかったそうで
すが、高校卒業後その社長の会社へ就職します。しか
しとある事情のため1年で退社。それでも設楽さんは
測量の仕事にかかわるため専門学校という道を選択し
ます。しかし費用がかかる。考えた設楽さんは一度五
島に戻り、役場の草刈りなどのアルバイトで貯金し熊
本の専門学校へ1年間通うことになります。そのアル
バイト先でのできごと。当時役場の係長の方が測量の
会社を近々立ち上げたいとのこと、共同経営として参
画してほしいというスカウトをいただきます。2人目
の出会いです。専門学校卒業後、1年間長崎市内での
修行を経て帰島、22歳の時に取締役として共同経営
に乗り出しました。

【マコト測量設計】

　立ち上げから技術のトップとして仕事に臨んでいた
設楽さんに、営業の幅を広げるために別会社を立ち上
げるという次の転機が訪れます。パートナーの社長が
滞りなく準備を進め、（有）マコト測量設計という会
社が新しく生まれました。その後2社という形で営業
を続けましたが共同経営者との方向性の違いが生じ、
2005年5月にマコト測量設計社一本に絞り、正式な独
立となりました。
　測量の仕事は道路、防波堤、漁礁など多岐に渡るそ

事務局企業訪問 事務局企業訪問 
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３月理事会  報告
2022年3月3日（木）／同友会事務局6名・Web30名
出席36名（理事22名、第28回経営フォーラム実行委員長、九州・沖縄ブロック青年
部合同例会実行委員長、来期専務理事・支部長・委員長・会長予定者9名、事務局3名）
欠席2名

開会あいさつ  -峰事務局次長

3期12年務められた中村前知事から若い大石知事になりました。中村氏が築き上げ
た礎に大石知事らしいエッセンスを盛り込み、いい長崎の街になることを心から期
待したいと思います。表敬訪問ができれば一度ご挨拶したいと思います。本日もよ
ろしくお願いします。

仲間づくりについて

１）入会・復会・交代復会・退会・企業変更の承認について－山口専務理事
→7名の入会、1名の復会、1名の交代復会、2名の退会、1名の企業変更、休会者で

1名の退会を承認

２）2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－県下一斉仲間づくりの日は各支部のご協力ありがと

うございます。735名を早期に達成と思っているなか、なかなか到達できずという
状況でしたが今回706名となりました。来期に向けてこの状態の維持と退会が出や
すい3月のフォローを各支部お願いします。まん延防止等重点措置も解除の方向性
で酒屋さんも安心、長崎も活気づくのではないかと思います。また中同協の発表で
は全国会員数46,066名。2月から473名増で、全体的に伸びてきていると感じます。
長崎も含め24同友会で増。秋田同友会は最高会勢です。その他長野、兵庫、千葉
など地域性関係なく伸びています。千葉は40名の増でした。日々の努力が必要だ
と思います。来期の2月は合同で仲間づくりの日例会を行います。各支部一丸となっ
て、また自支部だけでなく長崎県として紹介し合う関係をつくり、県全体の増につ
ながるようよろしくお願いします。

・中村代表理事－今回706名です。700名達成しました。コロナ禍により、680 ～
690名を推移していましたが久しぶりに700名を達成しました。仲間づくりがん
ばって続けていきましょう。

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までに変更します。
・現地・Zoom併用のハイブリッド形式で、極力Zoomで開催願います。

　→ 極力Zoomで を削除
　（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。
・懇親会は開催不可とします。→ 懇親会の開催は主催者判断とします。に変更を提

案
（開催の場合は、「ガイドライン」に則り、「懇親会参加にあたっての確認書」を
必ず記入してください）

（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 －2 ヵ所の修正を提案します。
→三役会案を承認

２）来期に向けて
①年間予定の確認
・県委員長各位へ－全支部の役員会・例会日程が出揃い次第、委員会日程をご検討

願います。
→年間予定表を確認。

②定時総会について
　現在既決事項
・開催日／ 4月20日（水）　・会場／パークベルズ大村
・記念講演講師／島根同友会 代表理事／モルツウェル（株） 代表取締役社長 野津 積氏
・記念講演テーマ／「ポストコロナ時代の企業づくり・地域づくり・同友会づくり」
・ハイブリッド開催（サテライト会場の設置はなし）
→上記を確認

③経営フォーラムについて－織田実行委員長
・分科会報告者の提案
→3分科会の報告者の提案分を承認
　第4分科会および予算案は決定次第4月理事会以降で提案

３）九州・沖縄ブロック青年部合同例会について－安井実行委員長
・分科会について
・全体の流れの確認
・支部別参加目標提示のお願い

（安井実行委員長）
・報告はアーカイブ予定。
・青年経営者会総会自体は前もって書面評決で決議済みという形をとる。2030年ビ

ジョンもこの場で発表する

・懇親会会場のサンプリエールに移動（30分を予定）。今のところフルパッケージ
・アトラクションは長崎らしい内容を予定。4月理事会提案予定
・島原のフォーラム、兵庫青全交のキャラバンは行う。沖縄定時総会は確認中
・キャラバンについて、2月からWebにて参加している。例会時に一言発言の時間

をいただきたい
・3つのお願いについて。各支部役員のご協力依頼。誘導、受付、キャラバン、副

室長について各支部役員等の協力依頼
※受付－全体受付14名程度、懇親会受付6 ～ 8名程度
※誘導－青年経営者会から4名程度、本会から4名程度

（具体的なポイントを検討中。近隣支部から3名、遠方支部から1名依頼する予定。
詳細決まり次第随時提案）

目標に対して（※ゲスト含む）－新支部長予定者より
浦上 出島 大村 諫早 島原 佐世保 北松浦 五島 合計

会場目標 20 35 20 20 20 10 5 2 132
Web 目標 15 5 10 5 10 10 5 3 63

合計 35 40 30 25 30 20 10 5 195

→提案内容を承認。また補足として、案内チラシが来週仕上がる予定。随時理事会ラ
インにて確認をお願いします。

報告・連絡事項

１）2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＞2月21日（月）19：00 ～ 21：30　＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
①　来期の体制について
②　例会動画の取り扱いについて
③　下半期表彰の進捗報告
④　各支部の例会について（1月）－各支部より例会企画書
⑤　その他持ち寄り議題
　ディスカッション時の質問の回収について
「ホストにのみチャット」機能の試運転（ダイバーシティ例会、諫早例会）

⑥　仲間づくり委員会との2委員会会議について
⑦　毎月の例会案内チラシ（経営者塾含む）の伝え方について

仲間
づくり

＜委員会開催日＞開催なし
＜報告事項＞
・2月10日（木）県下一斉仲間づくりの日開催
・参加　会員81名、ゲスト10名（うち他県同友会1名）、休会者11名、入

復会申込6名（うち復会1名）、入会見込み2名＋4月入会確定1名
・各支部拠点設置にてローラー、ランチ会、ミニ例会、支部青経合同例会

など工夫した活動を行っていただきました。活動範囲の制限がある中で
も増強活動を実施できることも確認でき今後の仲間づくり活動に繋げて
行きたいと思います。

※来年2月10日（金）19：00 ～　2022年度第3回県下一斉仲間づくりの日
全支部合同例会を予定しますのでスケジュール調整をお願いします。（2
月例会は10日に開催願います。）

経営
労働

＜委員会開催日＞開催なし
＜報告事項＞

《委員会活動》
（1）今年度の活動方針（活動内容）
　・経営者塾の開催（県主催：3 回、各支部開催：2 回 )　
　・経営指針実践セミナーの開催（県主催：1 回、支部主催：2 回）
　・各支部委員会に県委員長・副委員長が参加して連携を深める

（2）具体的な活動について
　　2-1　各支部の活動
　　2-2　経営指針アンケート　100％回収を目指す
　　　　 現在　63.0％
　　2-3　経営指針実践セミナーの開催
　　　　 ・県　主催： 2/19  № 9 開催 10 名＋社員 2 名／ 21 名申込
　　　　 ・島原主催：2/24  № 6 補講開催  3 名＋ゲスト 1 名／ 11 名申込
　　　　 ・小規模事業者向け　2/15　№ 2 開催
　　　　　　　　　　　　　　 12 名＋ゲスト １名／ 19 名申込
　　2-3　4 委員会活動を県と支部間でも支援する
　　　 　諫早支部　4 委員長会議参加（宇土）

共育

＜委員会開催日＞2月委員会開催なし
＜報告事項＞2月26日（土）
2021年度　第4回新入社員フォローアップ研修開催
コミュニケーション能力アップの課題（内的コントロール理論を使って仕
事で実績をつくる）について、各自の実践状況についてグループディスカッ
ションをいたします。
日時：2月26日（土）10：00 ～ 12：00
方法：Web会議（Zoomのシステムを使用します）

（山﨑委員長予定者より補足）
4月1日はホテルセンリュウ14時～ 16時、合同入社式です。入社する会社
のみの参加という状況が続いていますが対象の社員がいない会社もぜひ参
加をお願いします。新卒採用をしている会員企業は少ないかもしれません
が、採用するような会社にしていこうという決意も湧くと思います。

ダイバー
シティ

＜委員会開催日＞ 2 月 28 日（月）19：00 ～ 21：00　＜開催場所＞ Web
＜報告事項＞
・第 16 回例会の感想、意見について
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・来期活動について（梶原新委員長）
・各支部活動報告
・その他・意見交換

共同
求人

＜委員会開催日＞　2月14日（月）19：00 ～ 20：30　＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・長崎総合科学大学
・シューラボについて
・南山高校との取り組みについて
・求人票チェックシートについて
・第5次ビジョンの振り返り、検証結果について（佐藤委員長より）

政策

＜委員会開催日＞2月開催無し
＜報告事項＞
◆2/15（火）長崎県に対しての新型コロナウイルス感染症対策に関する緊
急要望提出に同行。今回は長崎県下全域を対象とする「まん延防止等重点
措置」に伴い大きく影響を受けている飲食業界の救済を中心とした要望事
項となった。提出から数日後に我々の要望した飲食店への要請内容緩和へ
とつながり、当活動の一定の効果があったものと考える。
◆2/25（金）13：00 ～ 17：00「第2回中同協政策委員会」に参加（Zoom）

情報
広報

＜委員会開催日＞2月21日（月）19：00 ～ 20：30　＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・広報誌 編集会議
・広報誌のリニューアル

ビジョン

＜委員会開催日＞2月2日（水）19：00 ～ 20：00
＜開催場所＞同友会事務局・Web
＜報告事項＞
・第5次ビジョンの検証結果についての最終確認を行いました。翌日2/3

の理事会で報告させていただきました。
・次年度までに、各支部相談窓口一覧の作成に取り組み、次年度は、第6

次ビジョンづくり、経営相談室づくり、語り部への道づくりに携わって
参ります。

（佐藤委員長より補足）
新ビジョンに関するお願いです。第5次ビジョン普及、検証はありがとう
ございました。次年度1年かけて次のビジョンを検討していきたいと思い
ます。まずは各委員会で原案を提示いただきたいです。人を生かす経営4
委員会、例会・仲間づくりの2委員会としてのビジョンもお願いしたいと
思います。3月～ 5月で検討をお願いします。第5次は3年でしたが、6次
も3年を区切りとしていきます。

創立
50周年
記念事
業準備

＜委員会開催日＞2月18日（金）18：00 ～ 18：50　＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・記念植樹、記念式典での功労者表彰、役割分担等について検討

青年
経営
者会

＜役員会開催日＞ 2月9日（水）19：00 ～ 21：00　
＜開催場所＞Web
＜報告事項＞
・ばりよか券の販売期間が3月末までに延長されています。ぜひお買い求

めください。

（山﨑貴彦さんより補足）
3月21日は青年経営者会はたあげ大会を予定しています。唐八景です。コ
ロナ禍ため3園同時開催は難しく3つの時間帯に分割し、午前1園、午後か
ら2園の予定です。

２）県への緊急要望提言（2月15日）について－中村代表理事・時政策委員長
要望提言の提出については2月8日、内容については2月10日　メール理事会にて
承認
県対応者 －廣田産業労働部長・佐藤産業政策課長・下窄参事
同友会 －中村代表理事・時政策委員長・山田事務局長

（時政策委員長）
飲食に関わる業種からの要望として提出しました。中村代表理事からの説明の後、

30分話し込みました。声を届けることは大事です。政策委員会としては事業所の声
を受け止める体制をとっていきたいと思います。また、大石新知事への表敬訪問は
できるだけ早めがいいと思います。いち早く訪問できるよう調整願います。

３）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

例会について、報告を聞いただけで退室ということが目立ちます。報告を聞き、
ディスカッションで考えて学ぶということが1つのストーリーです。報告だけで
退室、ということは各支部でも対応を検討ください。今期は3月だけとなります
がハイブリッドは続くと思います。今後もディスカッションまで参加、というこ
とは徹底していきたいと思うのでよろしくお願いします。

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

各委員会の報告で、担当する4委員会以外の活動も聞くことができありがたいで
す。南山高校との事例がありましたが、取り組みの内容はアントレプレナーシッ
プ講義です。人を生かす経営4委員会に携わり、昨年6月は活水大学を訪問。そ
の場でも湯口学長よりアントレプレナーシップの授業の話がありました。起業家
精神の話を学校側が、女子学生にとっても必要と判断している、このような時代
になったのかと思います。起業するということは地域貢献と共存につながるとい
う学長の話でした。今回高校生の授業にも浸透しているということですが、自分
の高校時代では考えられないことです。アントレプレナーシップの考え方は組織
に属している立場でも原価意識、経営者としての意識など必要なことです。委員
会で得た学びをスタッフにも継続して伝えていきたいです。

・横田副代表理事－政策・情報広報・ビジョン
政策委員会で取り組んでいる憲章・条例運動は大事ですが、やはり各支部で温度
差があるのではと思います。来期は憲章・条例運動に島原、長崎のために参加し
ていきたいと思います。皆が共有できる憲章・条例運動にしていきたいです。情
報広報は毎月1回開催し来期に向けて進歩しています。SNSなどの活用も含めて
引き続きがんばってほしいです。ビジョン委員会に参加することで全委員会のが
んばり、またレベルが高いことがわかりました。来期は次のビジョン策定となり
ます。よろしくお願いします。また先日島原工業高校の校長先生と、ドローンを
使って先を見る力を養うという内容で意見交換しました。結局同友会の話が主に
なりましたが、校長先生は同友会をご存知ありませんでした。しかし同友会の動
きには興味を持っていただきました。今後地元に企業があることをわかってもら
うために、同友会の活躍を知らしめる必要があり、周りを巻き込んでいく必要も
あると思います。

・江口副代表理事－例会・仲間づくり
3月11日、例会と仲間づくりの2委員会正副委員長会議です。懇親会も検討して
います。会わないと人の心はよく見えません。会うことが大事です。私は「何が
いいのか？」と聞かれたら「よかけん、よかとさ」というタイプです。例会と仲
間づくりで同友会を引っ張ってもらい、今後もいい例会づくりをしてほしいと思
います。また今回706名ということで安心しています。

５）その他・質疑応答
・なりすましメールの件（田口事務局主任）

事務局になりすましたメールが確認されています。全国においても装ったメール
が確認されています。差出人が事務局となっていてもアドレスが違う場合はなり
すましです。ご注意ください。

閉会あいさつ －江口副代表理事

お疲れ様でした。若い方ががんばっていると思える理事会でした。自分は気持ちで
いくタイプ。県への要望・提言の報告がありましたが、訪問する全員で気持ちを同
じにすることが大事です。仲間ではありますが人それぞれ性格は違います。そのう
えでまとまるということは大切、支え合うことが大事です。日頃の付き合いの深さ
も大切だと感じました。長崎を若い人が引っ張っていってほしいと思いますが、私
自身、今青春と思っています。来期は担当する委員会が変わりますががんばってい
きたいと思います。心が触れ合って同じ方向を見るような理事会であってほしいし、
そのようにしていきましょう。本日はお疲れ様でした。

※次回開催予定　現新理事会・慰労会・歓迎会　4月11日（月）18時
ホテルニュー長崎・Web

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

会　員　数（３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 106 111 108 83 73 163 33 20 697

退 会 者（敬称略）

会　員　名 会　社　名 支 部 名 入会年月

山 本 喜 裕 （株）サンフリード 長崎出島 2016年11月交代 

島 中 幸 正 マニュライフ生命保険（株） 大 村 2021年 2月 

川 上 貴 弘 川上製麺 島 原 2012年 9月

山口  大輔 会員（諫早支部）

新役職：代表取締役　新住所：〒 854-0016 諫早市高城町 6-5

新TEL番号：0957-47-5305　新FAX番号：0957-47-5305　新業種：コンサルティング業

山下  博史 会員（佐世保支部）

新役職：理事長

●企業住所等変更

新会社名：クリエイティブスタイル（株）



長崎市栄町1-20 大野ビル5F
ＴＥＬ： 095-822-0680／FAX： 095-824-4623

Mail： info@ｎagasaki.doyu.jp

ポストコロナ時代の

企業づくり

地域づくり

同友会づくり

島根県中小企業家同友会代表理事

モルツウェル株式会社代表取締役社長

野津 積 氏

日時 2022年4月20日（水）

第1部 定時総会 14：00～ 会場：パークベルズ大村（※Web併用）
大村市幸町25-30（シーハットおおむら隣）

第2部 記念講演 15：20～

長崎県中小企業家同友会
第51回定時総会

各支部総会・青年経営者会例会
長崎浦上 支部総会

4月26日（火）
長崎新聞文化ホールアストピア・Web

長崎出島 支部総会

4月28日（木）
ホテルニュー長崎・Web

大村 支部総会

4月28日（木）
パークベルズ

諌早 支部総会

4月27日（水）
ホテルフラッグス諫早

島原 支部総会

4月26日（火）
HOTELシーサイド島原

佐世保 支部総会

4月22日（金）
魚魚の宿

北松浦 支部総会

4月26日（火）
松浦シティホテル

五島 支部総会

4月23日（土）
観光ビルはたなか みやざき設備

宮﨑 洋輔 会員
（大村支部）

青年
経営者会 来期会長の決意表明（仮）

日時：調整中
場所：大村市内で調整中・Web


