第47回定時総会 @ 岩手 報道

人を生かし、企業を変え、
持続可能な地域をつくろう！
～エネルギーシフトで自主的・平和的な日本の未来を～
7 月 9 ～ 10日の2 日間、岩手にて『第47 回定

会の会員さんの話を聴くことができ、その方の話

時総会
（中同協主催）』が「人を生かし、企業を変え、

を通して、指針をつくることの大変さと必要性を

持続可能な地域をつくろう！～エネルギーシフト

痛感しました。

で自主的・平和的な日本の未来を～」をテーマに

今回の全国総会に参加し、企業経営していくう

開催されました。全国から1017名が集い、宮城

えで経営指針に基づく実践がいかに重要であるか

からは81名が参加しました。

ということと、指針をつくることは社員と会社と

展開された15分科会のうち、第5分科会（東洋

の共通認識を深めながら共に成長していくこと、

産業㈱ 玄地学氏）、第10分科会（㈱佐元工務店

そしてお客様や取引先との信頼関係を深めること

佐藤元一氏、㈱ヴィ・クルー 佐藤全氏）
と宮城

ともなり、ひいては地域社会に貢献できる会社と

同友会の会員が報告しました。

して成長・発展していける基礎づくりとなること

第 5分科会、第10分科会、そして宮城からの
参加が多かった第8 分科会のレポートが寄せられ
ましたので、ご紹介します。

を感じた。
第8分科会

「後継者として社員と心を合わせ、
自社の魅力でどのように未来をつかむか？」

第5分科会

「同友会らしい経営指針にもとづく経営実践運動
～社員とともにめざす企業像への変革を～」
東洋産業㈱ 代表取締役 玄地学氏
【レポート担当】
㈱ビューティーアンドハーモニー 代表取締役 武江 政秋

㈱東都ラバーインダストリー 代表取締役 柴田 玲氏
( 埼玉同友会 )
【レポート担当】

㈲仙台清掃社 角張孝則

１ 苦難の事業承継～順風満帆～社員の退社
柴田氏は父君の会社に入社し、同友会に入会し

第47 回定時総会に参加し、経営指針にもとづ

た時、会社の大変な状況にあることに気づかされ

く経営実践運動をテーマとした第 5 分科会（社

ます。あまりの深刻さに社長就任直前に新会社を

員と共にめざす企業像への変革／報告者・東洋産

設立して業務を移行させようとしますが、相談し

業 玄地学社長）に参加しました。

た弁護士に一喝を食らいます「人の、周りの、取

まず報告の中で感じたことは、経営指針を社員

引先にどれだけ迷惑かかるか考えた事があるの

と共に作り上げている点についてでした。自社の

か！」。氏は会社を立て直す事が自分の使命であ

考え方を明確にし、社員が主体者となって指針を

ると宣言し、沢山の問題点の解決に着手します。

作ることでブレない企業として発展・成長が可能

資金繰り、赤字体質改善、手形処理等。社員の多

になるというところです。

大なる協力もあって、一つずつ解決していきます。

報告後のグループ討論では、報告者への質問と
して出された

①社員に浸透するまでの壁

②ビ

新札発行に伴い、機械に使用するゴムローラー
の特需が起こったとき、今までの負の遺産が解消

等

されました。このように順風満帆に進んだかのよ

への回答、また討論では私が入ったグループから

うに見える陰で、幹部社員・中堅社員・新人の退

今、まさに指針づくりに取り組んでいる秋田同友

職届が相次ぎます。理由は「会社や自分のこれか

ジョンを作りどのように取り組みをしたのか
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ら先が見えない」「社長は私をパートナーとして

小企業」を旗印に掲げてきましたが、震災復興と

見なくなった」ということでした。

タイミングが重なって一緒に語られてきたから

２ 同友会の「人を生かす経営」
の実践

か、言葉としては分かった気がするけれども一企

とにかく再建が最重要であるとの認識から、社

業としては自社にどんなメリットがあるのかと、

員を再建の「手段」として見ていたのではないか

腑に落ちないでいる人が多いのではないでしょう

と振り返ります。その反省から、社長の使命はそ

か。目の前の短期的な利益に関心が寄った視点だ

の人の能力を最大限発揮できる環境を作ることで

けでは見えないものかもしれません。

あると考え直し、社員一人一人と向き合う経営に

報告では人口35,000人の白石市、100万人の
仙台市の制定までの取り組みと制定後の動きにつ

切り替えていきます。
同社の理念には「ゴムで困っている会社（人）

いて報告がなされました。白石市は県内で先行し

のちからになる」とあります。若い社員に「何の

て中小企業振興基本条例を制定しましたが、制定

ために働いているの？」と問うと、間髪入れずに

後は振興会議を発足、それは地域産業を発展させ

「生活のためです」と返ってきます。
「いや、もっ

るための総合戦略本部といった性格で、第一次産

とないの？」と聞いてみても、
「やっぱり生活のた

業～第三次産業までをつなぐさまざまな具体的な

めです」
と返ってきます。ゴムの仕事に誇りを持

取り組みと政策提言がなされているようです。一

てと言う理念は、経営者本位の内容ではなかった

方の仙台市は制定から間もなく、活性化会議にお

か、と。

いて議論が始まったばかりの状況です。

３ 成果と課題から考える未来
経営指針の共有をまず幹部社員から始め、方向

私がグループ討論で入ったテーブルでは、条例
制定運動を推進中のところが多かったのですが、

性や取り組み方のすり合わせが出来つつありま

白石市は人口規模が小さいからうまくいったが仙

す。給与明細に「東都ラバー通信」なるものを毎

台市のような大都市は進めづらいのではという話

月同封し、社長からのメッセージを発信していま

が多く出されました。しかし本質は、規模の大小

す。今まで新卒採用に関しては年明けから活動し

ではなく、真に条例制定の意義を理解して活動を

ていたが、それだと行くところがなくなっている

展開するリーダーにかかっていることであり、理

学生しか採れないし、学生も行くところがないか

念をしっかり理解して地域を発展させよう、良い

ら弊社に来ざるを得ない状況で行っていたが、今

経営環境をつくろうという気概をもった経営者、

後は新卒採用のスタート時から採用活動を行い広

自治体担当者、市民が生み出す持続的な相乗効果

く学生を募集する予定ということです。

なのではないでしょうか。まさにテーマである中
小企業振興基本条例は地域版経営指針であること

第10 分科会

「中小企業振興基本条例は『地域版経営指針』

をしっかり理解しあうことにあると感じます。
条例制定運動は同友会 3 つの目的とイコール

～条例の具体化と地域の負託に応えられる企業
づくりと同友会づくりを目指して〜」

である、そう理解する同友会メンバーに期待され

㈱佐元工務店 代表取締役 佐藤 元一氏
㈱ヴィ・クルー 代表取締役 佐藤 全氏

をしていくのかという目的と合致するものだと思

【レポート担当】

㈱インテグ 鈴木英信

ていることであり、ひいては何のために会員増強
いました。

佐藤元一代表理事、佐藤全副代表理事、菅原俊
樹組織活性化委員長と宮城同友会を牽引する豪華
メンバーが語る「条例と地域づくり」のテーマと
いうことで、興味深く参加させていただきました。
中小企業振興基本条例では「地域経済の主役は中
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東北大学/ 東北工業大学と協定を締結、地元大学との協定 3 校に
～人材育成と東北地 域 産 業 の 活 性 化 に 向 け て 〜
宮城同友会は、6月23日、東北大学と
「宮城県中小企業家同友会と国立大学法人東北大学大学院経済学
研究科地域イノベーション研究センターとの連携協力に関する協定」を、7 月3日、東北工業大学と「東
北工業大学と宮城県中小企業家同友会との包括連携に関する協定」をそれぞれ締結しました。2013年
6月29 日の東北学院大学との「東北学院大学と宮城県中小企業家同友会との包括連携に関する協定」
も含め、地元大学３校と協定を結ぶこととなりました。

「宮城県中小企業家同友会と地域イノベー 「東北工業大学と宮城県中小企業家同友会と
ション研究センターとの連携協力協定締結」
の包括連携に関する協定」
東北大学との連携協力協定の目的は、地域イノ

東北工業大学との連携協力協定の目的は、中小

ベーション研究センターと宮城県中小企業家同友

企業の魅力を学生に理解してもらうことを通じ

会が人材育成や地域の調査研究などにおいて相互

て、「雇用のミスマッチ」の解消を図り、地域経

支援関係を強化することによって地域産業の発展

済の振興発展と明るく暮らしやすい地域社会の実

に貢献することです。これまでも相互協力してき

現に貢献できる人材を育成することです。

ましたが、更に密接な連携協力関係を構築するこ
とになりました。

主な連携協力は、①大学の「知」を活かした産
業・観光振興など東北・宮城県経済の発展に関す

主な連携事業は、①若年経営者等の育成事業

ること ②学生参加の地域づくり、街づくり、伝

②中小企業の経営改善及びイノベーション促進

統行事など地域活性化の推進に関すること ③宮

事業 ③地域活性化に関する調査研究事業等です。

城県の中小企業の魅力を伝えるための説明会の開

今後、本協定に基づき、地域イノベーションプロ

催をすること ④学生に対する宮城県内の中小企

デューサー塾への若手経営者の同友会会員の入塾

業でのインターンシップ・職場体験の機会の提供

推薦、地域中小企業の実態調査など具体的な取り

を含めたキャリア教育全般に関すること等です。

組みを行っていく予定です。また「経営指針を創

本協定に基づき、早速、協定締結後には、キャ

る会」への同大学からの協力も期待できます。

ンパス内にて同大学学生を対象とした合同企業説
明会（会員企業15 社）が行われました。

▲ 6 月 23 日に行われた連携協力協定締結式の様子
五十嵐弘人代表理事と地域イノベーション研究センター
藤本雅彦センター長
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▲ 7 月 3 日に行われた連携協力協定締結式の様子
鍋島孝敏代表理事と宮城光信学長

マイナンバーと企業リスク管理
第2 回 企業あのマイナンバー制度に対する対応

10 月に発行され、来年 1 月から施行されるマイナンバー制度。先月号に引き続き、専
門家による助言を掲載します。

社会保険労務士法人 豊嶋 正孝氏

民間企業と国や地方自治体などの行政機関とでは、マイナンバー制度に対応するために実施しなければならないこと
は異なります。ここでは、民間企業が押さえておくべき点を５つにしぼって解説します。

１．マイナンバー制度の理解と全社員への啓発の準備

マイナンバーは、当面は限定された分野にしか利用できないこと、マイナンバーを収集・管理するために必要なこと、

具体的にどのような業務に適用されるかなど制度そのものへの理解を深め、全社員へわかりやすく啓発するための制度
の趣旨や概要、および禁止事項や遵守事項、罰則事項をまとめます。

また、マイナンバーが不正に使用される可能性もあることや、目的外の利用が禁止されていることから厳格な情報の

管理と目的外の利用がなされないようにしなければなりません。また、当然ながらマイナンバーが記載された書類は「特
定個人情報」として、同様に厳格な管理が必要です。

２．マイナンバー制度の対象業務と問題点の洗い出し

マイナンバーを取り扱う部門と業務内容を漏れなく洗い出します。

民間企業が影響を受けるのは人事・労務・給与業務です。税務署や市区町村役所、年金事務所、職業安定所などに今ま
で提出していた書類にマイナンバーを新たに追記しなければなりません。

なお、正社員、アルバイト、パートなどの従業員のみならず、外部の個人事業主（税理士・社労士や外部講師、業務

委託した個人など）に支払う報酬や、株式の配当をする場合の支払調書にもマイナンバーが必要になることから、マイ
ナンバー制度の理解は、企業の特定部門のみでなく広い部門で必要となります。

人事・労務・給与部門以外でマイナンバーの提供を受けなければならない対象者がいる部門では、対象者のマイナン

バーを必要なときに、漏れなく取得できるよう、各部門の業務フローの中にマイナンバーの取得業務を組み込んでおか
ねばなりません。

３．マイナンバーの運用ルール、情報セキュリティの構築

マイナンバーを目的外で利用をしたり、情報を漏えいしたりすると法律で厳しい罰則が科せられます。そのため、マ

イナンバー制度が利用できるようにコンピューター上のソフトの改修だけで運用の準備が完了するのではありません。

正しいマイナンバーの取り扱いとルールと厳格な情報管理ができる体制を構築して、運用することが求められています。
また具体的な運用ルールを文書化することも必要となります。

マイナンバーの情報漏えい防止に関しては、従業員のモラルだけで守れないことは、過去のさまざまな情報漏えい問

題をみても明らかです。従業員への啓発や誓約書だけではなく、管理台帳などの事務的運用体制を組織的に行うように
すること、マイナンバーの閲覧、マイナンバーの情報が置かれている場所への部外者や関係者の不要な立ち入り禁止な
どの物理的な安全措置、および不正なアクセスなどを防止できるようにシステム上の安全措置を講じるようにします。

４．マイナンバーを取り扱う業務のシステム改修

外部企業が制作した業務システムのパッケージソフトを使用している場合は、そのソフトのバージョンアップがされ

ると思われますが、自社で全て、あるいは自社で一部分を制作しているシステムの場合は、システムヘの影響を調査し
て対応しなければなりません。

５．マイナンバー制度の啓発と運用ルールの周知徹底

１から４で検討してきた内容から、マイナンバーに関する運用ルールを文書化します。マイナンバーを直接、取り扱

う部門には、特に徹底して周知し、全社員に向けては、重要な運用ルールと情報漏えい防止策による不正なマイナンバー

利用ができない、あるいは不正に利用しようとすると、すぐに発覚することのシステム上の防止策を説明することで、
不正が起きないように抑止のための啓発を行います。

Do you MIYAGI No.289

4

若林支部の取組紹介
宮城野支部活動のご紹介

今、分科会活動がおもしろい！
ソリューション委員会は一昨年度から初代委

員長の高野さんが立ち上げた委員会です。「ソ
リューション」とは「回答」や「問題解決」を
意味し、発展的に表現すれば「問題解決に向け

て取組む事」「何らかの手段を講じて問題解決に
望む事」という表現になります。事業活動を行

うには様々な問題や課題、障害が生じますが、
それを事業者、経営者が集いながら赤裸々に語
り合い、学び合いながら少しでも豊かな経営環
境つくりに役立てば良いと願います。

また、一方で、同じ支部、地区を商圏にして

活動を行いながら、同友会の学びになかなか参
加できない会員がいる事も事実です。その問題

をソリューションするために、事業以外の趣味、
知識、興味のある事をテーマに取り上げそのテー

マに集う小グループ組織内でコミュニケーショ

宮城野支部ソリューション委員会

■ コミュニケーション活性化分科会
（経営者は一人では無い）
人と人とを結ぶ大事なコミュニケーションを
ちょっとした工夫で、驚くほど人間の関係性が変
わる可能性があります。社員が自らの力を発揮で
きる環境つくりの仕方、考え方を持ちより、経営
者が元気になれるヒントを探っていきます。
■ 社員教育分科会
（この場だから言える社員の悩み）
社長の言っている事が解らない社員、何度言っ
ても失敗連続の社員、毎日毎日、社員に対する
悩みは尽きません。反面、社員が生き生きとし
ている姿にホッとする気持ちになる場合もあり
ます。社員と経営者の共育関係とはどんなこと

ンの小さな輪をつくる事が、近隣の仲間づくり

なのか、まずは赤裸々にお話をしてみましょう。

で 2 年間活動して参りました。

■ Retreat 分科会
（リフレッシュしながら何かを得ましょう）

になるだろうとの願いもあります。そんな目的
その成果として、経営課題に悩む事業者の存

在を確認する事が出来たり、仙台の歴史を知っ
たり、事業承継を学んだり、専門家のお話を聴

いたり、売り方の学びを勉強したりと様々な仲
間づくりと学びを得る事が出来ました。あまり
同友会の例会や行事に積極的では無い方々、同

友会の活動や仲間を知らない新入会員の方々、
昔は良く参加していたが、参加しづらくなって

しまった方々が気軽に参加する事が出来る集い
の場です。今年度からはテーマを 4 つ掲げ、以

下の小グル―プ活動を行いたく企画しておりま
すので、皆様の参加をお待ちしております。

日頃、社員や会社を守るばかりで、自分を守る
ための時間をつくっていますか？食わず嫌いな体
験をして、新たな自分を発見し何かを得ながら、
心身ともにリフレッシュしませんか？あなたの
笑顔は会社の太陽ですから。
■ 匠の会分科会
（社歴 20年以上、経営のコツを伝授します）
昭和・平成と時代の荒波を乗り越えてきた大
先輩経営者たちが宮城野支部には多数おります。
そんな先輩経営者の面々から毎回、実践談をお
きかせいただきます。さあ、みんなで匠の生き
ざまを聴こう！

経営の本質を学ぼう！ あと少

しで引退される前に・・・。

▲ 2014 年度に展開した事業承継分科会
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新会員紹介■
㈱積善 仙台営業所
泉支部
所長 前川 翔太氏
仙台市青葉区川平三丁目 47-28-102
TEL 022-342-8952

会社概要
創業 24年。名古屋本社 30 人、仙台営業所９名の
会社です。

会社紹介
当社は、地盤の調査、その後補強工事がメイン事業
となります。地元の工務店やハウスメーカー、設計事
務所さん、総合建設業（ゼネコン）様がお客様となり
ます。
特徴は、ＮＳＭ工法という自社オリジナルの工法を
持っていること、そして働いている人間の人間性、チー
ムワークがよく、ホントにいいメンバーが集まってい
ることです。
仙台営業所は、震災後の 2011年 8 月に開設しま
した。

マルブン食品㈱
千賀ノ浦支部
代表取締役 佐藤 文行氏
塩釜市新浜町 3-16-15
TEL 022-365-3125

自社の紹介
昭和 44 年創業で、魚肉ねり製品を製造しています。
いわゆる「かまぼこ」です。揚げかまぼこを製造して
おります。当社の製品は量販店でご覧になった方も多
いと思います。

同友会に入るきっかけ
友人、知人の会員が多く、また昨年、後継者たる息
子が入社したので、色々学びたいと思ったからです。

同友会に入るきっかけ
建築工房零の小野社長からの紹介で同友会を知りま
した。まず始めに泉支部の昼食会に参加し、その後支
部の例会に参加して入会を決めました。
入会の決め手になったのは、まず自分が成長したいと
いうことと、同友会にはいろいろな経営者がたくさん
いらして、さまざまな視点から話を聴くことができ、
見本となる人がたくさんいることも大きかったです。

同友会で学びたいこと
同友会で学んで、今の自分にできないことを知り、
それをできるようにしたいと思っています。今まで例
会は２回参加していますが、２回ともものすごくアド
レナリンが出ました。例会に参加することで、自分に
できていることとできていないことを知ることがで
き、さらにそれをきっかけにできる。そして、できな
いことをできるようになり、成長していきたいと思い
ます。（ご本人による寄稿）

こだわり
かつて、塩釜市はかまぼこ生産量日本一だったこと
があります。その中でも「安心」「安全」「美味しい」
をモットーに品質本位で勝負してきました。添加物を
一切使用していないので、日本一、日持ちがしないか
まぼことも言えます。常に新鮮な出来たてをお買い求
め頂くため、作り置きはしません。365日製造・出
荷をしています。

今後の展望
伝統食品である「かまぼこ」の可能性を追求した
いです。固定観念から脱却し、変化し続ける食卓に
対応した「和惣菜」の開発を、自分たちが持つ「技術」
と「設備」を駆使して行い、地域と業界を活性化さ
せたいです。（ご本人による寄稿）

Do you MIYAGI No.289
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■ 新会員紹介
同友会に入るきっかけ、同友会で学びたいことなど

㈲モーム
岩沼亘理支部
代表取締役社長 鬼澤 聡氏
亘理郡亘理町逢隈中泉字一里原１７- １
TEL 0223-34-9239

会社概要
平成 6 年に父親がホームクリーニング業を創業しま
した。私は東京で IT 関係の仕事をしておりましたが、
東日本大震災後、ふるさと宮城に帰って父の事業を継
ぐ決心をしました。
現在、岩沼、亘理、柴田、村田に直営店 7 店舗を
運営し、社員数は44 名（内パート42名）です。

同友会に入ったきっかけは青年会議所時代の先輩
でもある支部長の国井さんから紹介してもらったこ
とです。
入会前にゲストとして経営研究集会に参加させても
らったり、大崎支部の㈱みうらクリーニング様の工場
見学もさせて頂き、大変感謝しております。
同友会では多くの経営者の方にお会いできることが
すばらしいと思います。経営者の皆さんの考え方を知
り、学び自社の今後の方向性を見つけていきたいと
思っております。これからよろしくお願いします。
（ご本人による寄稿）

会社を継いだきっかけ
特徴は個人クリーニング店のような、お客様一人ひ
とりの顔が見える細やかなサービスを大切にしなが
ら、高品質の商品をスピーディーにそしてリーズナブ
ルな価格で提供するところです。

同友会で学びたい事

㈱佐藤鉄工所
南三陸支部

佐藤 憲一氏
本吉郡南三陸町志津川旭ケ浦 11-1
TEL 0226-46-3155

自社の紹介
弊社は、昭和46 年に先代である父が創業しました。
現在は役員 4名、社員2 名の 6名体制で、南三陸町を
中心に沿岸漁業者に向けて、小型漁船の販売修理、漁
労機器の製作販売、ギンザケの養殖用イケス枠の製作
等を行っております。漁業者の皆様に安心・安全を提
供すべく、スピーディーで細やかな対応を心がけ、こ
れからも三陸の海と人と共に歩んでまいります。

入会のきっかけ
町内の水産加工会社の社長さんにお声掛けいただ
き、例会に参加しました。会員の皆様の謙虚に学ぶ姿
勢に感銘を受け、共に学び、高めあえる素晴らしい会
だと感じ入会させていただきました。
7
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まずは、経営者としての心構えをしっかりと学び、
自社の課題に立ち向かっていける強さを身につけてい
きたいと思っております。たくさんの学びの場を提供
していただけるので、積極的に参加し、
会員の皆様と連
携を密にして、復興する町と共に発展していけるよう
微力でも努力していきたいです。（ご本人による寄稿）

私と同友会
次に、相手に対して真剣であることです。
経営者としての取組みに疑問があるときは、
太白支部
坪内 啓氏
（坪内経営法務事務所 代表）

敢えて厳しい指摘も辞さないかかわりがあ
り、そのかかわりあいこそが同友会の一番良
い点と感じています。

自社紹介
行政書士業。創業4 年。社員1名。業務内

同友会に入り、自社の経営は、どう変わった？

容は、経営相談及び相続相談を主としていま

経営姿勢が確立できたことです。自社の理

す。経営者の経営判断の基礎となる会議記録

念は、「私たちは、互いの心の声を聴き、真

を通して、会社の現状分析と改善行動をとも

の融和を保ち、お客様の希望の架け橋になり

に取り組んでいます。また、中小企業は、事

ます。」です。お客様やその御家族の心その

業継承と経営者自身の相続を同時に捉える必

ものをも受け止め、ともに悩みを共有しなが

要性が高いため、事業継承と相続を正面から

ら、進むべき方向性を見出します。

受け止める営みを続けております。

そこで最も大切なことは、芯があるかどう
かです。経営指針を創る会を通して、経営姿

同友会に入るきっかけ
私は、もともと弁護士を志し13 年間10 回
の司法試験を断念。36歳で起業後１カ月で同

勢を確立できたことが、お客様の人生を引き
受ける業務を担う上で、大切な羅針盤になっ
ています。

友会に入会しました。きっかけは、お世話
になっている経営者の紹介です。大学卒業
後、法律の勉強とアルバイトしか経験した
ことがなかった自分にとって、社会そのも
の、経営そのものを学ばせて頂きたい一念
でした。

まだ、入会されていない人へ、おすすめの一言。
特に、若手経営者の方で、経営の指針を確
立したい方や先代からの事業継承をする方
は、ともに取り組み、向き合う仲間がいる同
友会の入会と青年部会参加を強くおすすめい
たします。お待ちしております。

同友会での学びは？よい点は？
お互いを受け止め、踏み込み、お互いに対
して責任をとりあうことです。まず、聴く姿
勢があることです。相手の立場や状況をじっ
くりと聴き、共感し、共有し、共に考えて取
り組む風土があることが最も大きな学びと
なっています。
Do you MIYAGI No.289
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広報情報化委員会による会員訪問

「変化の急激な自動車業界で
ニーズに対応し続けていく」
㈲星自動車工業 専務取締役 星 幸宏氏
㈲星自動車工業 栗原市志波姫堀口宮中 55-4 TEL：0228-22-3646
趣味：ゴルフ、スキー、卓球（学生時代インターハイ出場）

会社紹介

今後の取り組み

自動車の修理、鈑金塗装をおこなっていま

自動車の進化が急激に進みボディのアルミ

す。現社長で父の幸男氏が昭和45年に築館

化、低燃費のアプローチとしての小排気量過

で創業。その後、業務の拡大と共に平成 4 年、

給ダウンサイジング等、業界の会合には積極

現在の志波姫地区に移動をし、修理工場を構

的に出席しては今後の動向を先取りするよう

え、地域に根ざした経営を信条に取り組んで

にしています。

います。

将来の仕事の案件今のニーズと変わってく

私自身は高校を卒業後、東京にあるトヨタ

る！と感じているので、それに対応できるよ

の自動車整備学校で2年間の修業を経て、宮

う工場への設備投資、変化するニーズへ対応

城トヨタに入社。メカニックとサービスフロ

ができる人の教育に力を注いでいこうと考え

ントを7年経験した後、27歳で家業の星自動

ています。

車工業に入社しました。

また社長の年齢を考え、事業承継を念頭に

現在社員は10名（役員含む）。全て地元出

数年前からプレイングマネージャーから、経

身者ばかりを採用し、自社で育て、会社全体

営者となれるような仕事内容に徐々に変えて

で地域に根付いた経営を信条に取り組んでい

いる段階です。

ます。

同友会との関わり
入会は平成 16 年。当時、業界の将来に不
安を感じ、自社をどうしようかと悩んでいた
時に兼ねて親しかった平野勝洋社長に「一緒
に同友会に入会し学ぼう」と誘われました。
商工会や法人会、業界の会合にも出席してい
ますが、同友会は緊張感があり本業を真剣に
学べる場と感じています。
数年前からは栗原支部の理事にもなりまし
たが、名ばかり理事とならぬよう支部運営に
も関わっていければと思っています。
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（取材：㈱長谷川新聞店 長谷川敬）

Information
新会員紹介

● 前川 翔太

● 氏名（敬称略）+ 会社名 + 役職 ① 業種 ② 所属 ③ 紹介者

㈱積善 仙台営業所 所長

● 柳井 謙一

①地盤調査、地盤改良、沈下修正
②泉支部 ③小野幸助

南三陸モアイファミリー 代表

①モアイグッズの卸売
②南三陸支部 ③三浦洋昭、吉田信吾

会員消息

☆ 社名変更

● 大友 克人

ホンダ宮城販売㈱ モトライヴ・オーツー 代表取締役会長

● ㈱福島県折込広告社 仙台営業所（木須幸夫）
→ ㈱ケンオリ 仙台営業所

①二輪車・オートバイ小売業
②太白支部 ③藤原賢一

☆ 会社登録変更

● 出原 健太

● ㈱イーストン（清水豊）
→ 執行役員東北ゾーンマネジャー 松井憲文

㈱ＪＩＣ 仙台支店 支店長代理

①保険代理店
②若林支部 ③高橋健一郎

☆ 住所、電話・ファックス番号変更
●㈱アシスト（坂田秀夫）
〒980-0803 仙台市青葉区国分町 1-6-18 東北王子不動産ビル 7 階
TEL 022-217-8872 FAX 022-217-8873

● 田口 ひろみ

特定非営利活動法人ポラリス 代表理事
①障害福祉サービス事業 その他
②岩沼亘理支部 ③横野洋卯子、岩見圭記

●㈱ビューティー アンド ハーモニー（武江政秋）
〒980-0811 仙台市青葉区一番町 3-5-24 テークビル 401
TEL 022-222-5528 FAX 022-222-5528

● 萱場 幹夫

㈲エムワイフーズ 代表取締役
①包装資材一般
②石巻支部 ③千葉雅俊

●太陽工業㈱仙台支店（永吉孝康）
〒983-0002 仙台市宮城野区蒲生 2-2-20
TEL 022-259-6741 FAX 022-388-8380

● 遠藤 昭彦

☆ 住所変更

㈱遠藤不動産 代表取締役
①不動産売買、買取、アパート・マンション仲介・管理
②宮城野支部 ③菊地肇

●つねざわ社会保険労務士事務所（經澤進）
〒983-0851 仙台市宮城野区榴ヶ岡 12-1 榴ヶ岡パークビル 203 号

● 大沼 響子

●㈶宮城厚生協会仙台錦町診療所（広瀬俊雄）
〒980-0011 仙台市青葉区上杉 3-2-28 アクス上杉ビル 3 階

㈲大沼板金工業

①建築・大工・屋根・タイル・れんが・ブロック・内装仕上
②白石蔵王支部 ③大沼俊一

☆ ファックス番号

● ランドマークホールディングス㈱（藤原賢一）
FAX 022-774-1718

● 杉浦 清高

海鮮せんべい塩竃㈱ 常務取締役
①海鮮せんべいの販売
②千賀ノ浦支部 ③鈴木美範

私の一冊 43

☆ 役職変更

● ㈱ライブスポーツ（佐藤大介）
支配人→ 代表取締役社長

推薦者： アイアンドエス税理士法人 代表取締役 椎木 秀行

『原則中心 〜会社には原則があった！〜』
著者：ジェームス・スキナー

出版社：キングベアー出版

発行年：2014年11月30日

価格：2,000 円＋税

経営者の皆様なら、『7 つの習慣』（スティーブン・R・コヴィー著、1996 年）を読んだことがある方
は多いことでしょう。そこには、いわば個人と人間関係における、成功哲学が紹介されていました。
昨年、発行された『原則中心』には、組織レベルでの成功哲学が紹介されています。我々、
経営者にとっ
て、組織作りは永遠のテーマではないでしょうか。私も、常に試行錯誤を繰り返し、
組織の活性化、モチベーションアップ、
自走する仕組化をどうしたらよいかと頭を悩ませています。そんな中で、この本には、リーダーシップのあるべき姿、
そして具体的なステップで、どのようにリーダーシップを発揮し、組織を構築し、その組織をシステム化するかが紹介
されています。
既にあふれるリーダーシップをお持ちの方には新しいエッセンスを、そしてこれからリーダーシップを鍛えたい方に
は、正しいリーダーシップの原則を教えてくれる一冊です。
次回は： ㈱ＩＯＳ 中鉢貴省さんの「私の一冊」です。
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