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くしろ支部第 6 回定時総会報告＞

「人を生かす経営」を実践し、強じんな企業づくりを目指す～くしろ支部総会を開催～
会員の皆様には、日頃より同友会活動にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。
くしろ支部は、4 月 26 日に釧路プリンスホテルで第 6 回定時総会を開催し、すべての議案について
承認されましたことをご報告いたします。
役員改選では、支部長に長江勉氏（長江建材会長）、幹事長に成澤則充氏（ナリテツ社長）が再任
されました。2021 年度のスローガンを「経営の見直しと実践で、事業継続に全力を尽くし、強靭な企業づ
くりを！」と掲げ、コロナ禍を始め、いかなる情勢をも乗り越えられる企業になろうと会員に訴えかけまし
た。

議事では、支部活動の成果と課題が報告された他、企業・地域・同友会づくりを柱に、採用や社員教育
活動を力点とし、条例を通じた地域づくりなどに取り組み、新しい仲間づくりを進める活動方針が承認され
ました。

なお、
「くしろ支部第 6 回定時総会報告書」は北海道中小企業家同友会くしろ支部ホームページより
ご覧くださいますようお願い申し上げます。
また、書面での報告書をご希望の方は郵送させていただきますので、お手数をおかけいたしますが
事務局までご連絡をお願いいたします。
◆北海道中小企業家同友会くしろ支部ホームページ「活動報告」（http://portal.doyu-kai.net/）
同友会

くしろ支部にて検索をお願いいたします。【担当：事務局 山地】

【下記の通り、くしろ支部第 6 回定時総会報告をいたします】（すべての議案が承認されました）
■日時・会場：2021 年 4 月 26 日（月）18：00～19：20 於：釧路プリンスホテル
＜次

第＞

①開会挨拶：
（一社）北海道中小企業家同友会 くしろ支部 支部長 長江

勉氏

②議長選出：浜中町農業協同組合・石橋会長理事(ルパン浜中地区会)が選出されました。
③総会参加 59 名、委任状 332 名 合計で 391 名の参加となり、支部会員(700 名)の過半数に達し、議長より
総会成立が宣言されました。
④議案第 1 号 2020 年度活動報告：早川副支部長(根室地区会)
⑤議案第 2 号 2020 年度決算報告：成澤幹事長(厚岸地区会)
会計監査報告

北山税理士（釧路地区会）。

⑥議案第 3 号 魚谷役員選考委員長(根室地区会)より 2021 年度役員の選考結果の報告が行われました。
⑦議案第 1 号～第 3 号の採決が行われ、満場一致で承認されました。
＜休憩

第 1 回幹事会開催、支部長以下の役職者が互選で選出＞

⑧第 1 回幹事会報告が事務局より行われました。
⑨議案第 4 号 2021 年度活動方針(案)の提案：長江支部長(釧路地区会)
⑩議案第 5 号 2021 年度予算(案)の提案：成澤幹事長(厚岸地区会)
⑪議案第 6 号 全道総会代議員の提案：高橋副支部長(別海地区会)
質疑応答は特にありませんでした。
⑫議案第 4 号～6 号の採択が行われ、満場一致で承認されました。

くしろ支部 第 6 回定時総会
報告書
議案第１号 2020 年度活動報告
議案第２号 2020 年度決算報告
議案第３号 2021 年度役員選出
議案第４号 2021 年度活動方針(案)の提案
議案第５号 2021 年度予算(案)の提案
議案第６号 全道総会代議員の選出

2021 年 4 月 26 日（月）
18：00～19：20
於：釧路プリンスホテル

＝＝＝ 式 次 第 ＝＝＝
18:00 開会
開会挨拶
(一社)北海道中小企業家同友会 くしろ支部 支部長
北海道同友会 活動方針（案）の説明
＜第 1 部 定時総会＞ 18:20～19:20
議長の選出
議案第１号 2020 年度活動報告
議案第２号 2020 年度決算報告
会計監査報告
議案第３号 2021 年度役員選出
休憩（第 1 回幹事会開催）
第 1 回幹事会報告
議案第４号 2021 年度活動方針(案)の提案
各地区会からの活動方針の報告
議案第５号 2021 年度予算(案)の提案
議案第６号 全道総会代議員の選出
質疑応答
採 択
議長退任

長江 勉

2021 年度活動方針（案）
同友会理念
（1）中小企業家同友会 ３つの目的
１．同友会は、ひろく会員の経験と知識を交流して、企業の自主的近代化と強靭（じん）な経営体質を
つくることをめざします。
２．同友会は、中小企業家が自主的な努力によって、相互に資質を高め、知識を吸収し、これからの経
営者に要求される総合的な能力を身につけることをめざします。
３．同友会は、他の中小企業団体とも提携して、中小企業をとりまく、経済・社会・政治的な環境を改
善し、中小企業の経営を守り安定させ、日本経済の自主的・平和的な繁栄をめざします。

（2）自主・民主・連帯の精神
（3）国民や地域と共に歩む中小企業をめざす

北海道中小企業家同友会 基本方針
＜企業づくり＞
１．経営者と社員が共に学びを深め、激変する経営環境に対応できる企業体質を築こう
２．経営指針の成文化と実践に取り組み、人間尊重経営の実践に取り組もう

＜地域づくり＞
１. 中小企業憲章の精神を広め、全ての自治体に中小企業振興基本条例を制定しよう
２. 会内外の連携を強め、地域経済を活性化し、持続可能な地域をつくろう

＜同友会づくり＞
１．同友会運動の実践を深め、次世代への円滑な継承をめざそう
２．会員組織率 10％をめざし、組織強化と財政基盤の充実に取り組もう

３．同友会の原点に立ち戻り、活動をみつめ直そう

2021 年度 活動の力点（案）
スローガン 「人を生かす経営」の総合実践で、コロナ禍を乗り越え、新たな挑戦を！
１．労使見解に基づく経営指針の作成、見直しをすすめよう
２．中小企業振興基本条例を力に、経営基盤の強化をはかり、持続可能な地域づくりをすすめよう
３．6,000 名会員早期回復をめざし、あてにされる同友会づくりをすすめよう

議案第１号 2020 年度活動報告

＝＝＝くしろ支部 2020 年度活動のまとめ（地区会報告）＝＝＝
≪1．釧路地区会≫=======
■スローガン
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図るために 2021 年度新卒対象として「くしろ WEB

愛するわが町を守り支えるため、
共に手を取り合って強靭な企業になろう!

企業セミナー」(6/25、19 社・団体と 30 名の学生
が参加、釧路商工会議所・釧路市と共催)、「くしろ

＜企業づくり＞
1

合同企業説明会」（8/２７、41 社・団体と 250

企業を取り巻く経営・外部環境の激変へ対応す

名の学生・生徒が参加、釧路商工会議所・釧路

べく、いち早く WEB 会議システムを活用した経営指

市と共催）を実施しました。釧路市から事業委託

針研究会修了生を対象とした、コロナに効く『くすり

を受けた「UIJ ターン個別相談会」も２回実施。日

塾』、くすり塾同窓会を開催。修了生の近況や業

程外も含めてのべ１７名が相談に訪れ、５名の就

界への影響を共有し、今取り組むべき企業対応に

職マッチングに繋がりました。（求人委員会）

ついて考えました。（経営指針委員会）
2

「今こそ、自社の経営と向き合うとき」。全 4 講の

6

における現状の把握と、企業・学校双方の認識を

営を担当しました。10 分でわかるシリーズ（報告：

共有する場になりました。釧路短期大学と釧路明

釧路地区会・櫻井副会長）とくすり塾修了生の実

輝高校のインターンシップ受入企業の募集も行い、

践報告、質疑応答（コーディネーター：吉田委員）

企業と学校の連携を深めました。特に釧路短期大

で、「同友会らしい経営指針づくり」を深めました。

学では授業の一環として報告会も開催しました。

（経営指針委員会）
ワンポイント研修として電話応対研修（9 社 15
名）を開催した他、根釧地域の特性を活かした新
たな共育企画としてアクティビティ研修会を試験的に
行い、会員の需要に応える社員企画を展開・模索
しました。また、第 28 期幹部大学（8 講 10 社
11 名の申込）を開催し、採用から教育・定着まで
の一貫した人材づくりを行いました。（共育委員会）
4

７月の共育例会の設営を担当し、綜合設備・亀
岡社長、東部ダイハツ・筧社長、村井建設・村井
副社長に報告を頂きました。「今、試される組織の
チカラ～わが社の社員教育～」というテーマで、社員
と共に報告を頂いたのち、グループワークで意見交
換を行いました。3 社の報告から、激変する情勢に
負けない"共に育つ"企業づくりについて学びあいまし
た。（共育委員会）

高校教員との就職懇談会を開催。「生徒のよりよ
い進路選択のためにできること」をテーマに、コロナ禍

「第 6.5 期くすり塾」を企画し、委員が中心となり設

3

中小企業の魅力を発信し、人材の確保・定着を

（求人委員会）
7

障がい者や、高齢者、外国人、女性など多様な
人材が活躍できる社会を目指し、ダイバーシティマッ
チングや高齢者雇用の学習会を行ったほか、一人
ひとりの社員が輝く働きがいのある企業づくりを考え
る機会として、キャリアコンサルティング学習会を実施
しました。また、地元の若者へ向けた情報発信ツー
ルとして、会員企業でいきいきと働く社員を掲載する
「求人インスタグラム」を新設しました。
（求人委員会）

＜地域づくり＞
1. 新型コロナウイルス流行拡大の影響もあり、円卓
会議は行えませんでしたが、釧路市・蝦名市長との
懇談会や、北洋銀行との金融懇談会、コロナ対応
経営戦略セミナー（釧路地区会 10 月例会）を
開催し、次の 10 年を見据えた企業の役割や地域
ビジョンについて意見を交わしました。
（政策委員会）

2. 地域経済を考える懇談会では奈良県立大学・下
山教授に、「with コロナにおける中小企業の経営
～緊急事態宣言下の中小企業の実態から考える
～」をテーマに、中小企業の動向に関する調査結
果を報告いただき、コロナに対応できる強い企業体
質、地域づくりを探りました。（政策委員会）

面での会合が難しい情勢下での新しい活動の可能
性を模索しました。
2. ベテラン会員による報告例会を開催し、地域を見
つめなおしました。
望年例会では（株）サカイの中村社長に「ゆく
年くる年～厚岸の未来を考えよう！～」をテーマに、
町政 120 周年を迎えた厚岸の現状と厚岸霧多布

3. 根釧地域における「自然環境・観光プロジェクト

昆布森国定公園指定に向けた町内の動向につい

（仮称）」の展開に向け、環境に配慮した持続可

て話題提供をいただきました。話題提供後は懇親

能な観光資源についてプロジェクトメンバーで検討し、

会を行い、改めて地域の可能性を語り合いました。

新たな観光のあり方を議論しました。
（政策委員会）

3. 新会員による報告例会を開催し、同友会らしい
学びを展開しました。

＜同友会づくり＞

3 月例会では 2018 年に入会した（有）瀬川

1. 同友会の活動を会内外に広めるために、委員会

食品の澤野社長に、経営指針研究会“くすり塾”学

の横断組織として広報サークルを結成。各組織の

びと自社での実践について、ご自身の体験を語って

課題を協議するなど、委員会間の連携を模索しま

いただきました。

した。SNS による活動内容の発信も行っています。
（組織委員会）

≪3.摩周地区会≫========
1. ４月の定時総会では、弟子屈町観光商工課の

2.「くしろ経営者ミーティング 2021」を昨年に引き続き

錦野課長補佐に報告を頂きました。

実施。5 つの専門委員会が担当する、分科会形式

町の主要産業である観光産業の活性化による

によるグループ討論を主体とした企画にし、参加者

町民所得の向上と持続可能なまちづくりを目指した

からは好評を博しました。（組織委員会）

取組みについて学びました。

3.学びあい小集団グループ「一歩の会」では、昼・夜
例会それぞれを隔月開催しました。対面での交流が

2. 弟子屈高校との連携に継続して取り組みました。
高校教員との懇談例会を今年度も開催しました。

難しい中で、オンライン会議システムを活用した例会

町、町教育委員会等、多数のオブザーバーも参加

等、新たな交流の可能性を探りました。新会員が

し、様々な立場から「生徒（若者）の幸せのために

同友会を知り、仲間をつくるきっかけづくりの場になり

私たちができることは何か」をテーマに意見交換を行

ました。（組織委員会）

いました。町が主体となり小・中・高等学校が連携し
た地域教育を検討する動きへ繋がりました。

≪2.厚岸地区会≫========
1. ７月例会では、コロナ禍における情勢を乗り越え
るための勉強会を行いました。

また、引き続き職種内容説明会や面接指導など
にも参加し、地区会として地域のキャリア教育に積
極的に携わりました。

（株）ラコンテの東忠志氏（釧路地区会会員）
を講師に迎え、資金繰り支援、コロナ関連特別融
資について学び、コロナ終息後を見据えた資金繰り
について学びました。
また、オンライン会議システムを活用することで、対

3. 弟子屈町中小企業基本条例を活用し、地域経
済振興策の検討と要望の発信を行いました。
弟子屈町商工会が発行する、若年層の職業観
の醸成を図ることや町内企業への就職促進につな

げると共に、地元企業の魅力を地域住民に知っても

≪6.南しれとこ地区会≫======

らうことを目指した冊子「てしかが企業ガイド」の作成

■スローガン

について働きかけ、掲載企業の募集の呼びかけ等を
行いました。
4. 会員報告例会や望年会を開催し、地区会の交
流を広げる活動を行いました。
新会員にも声を掛け、報告をしてもらうことで改め
て会員を知る学びに力を入れて取り組みました。

≪4.標茶地区会≫=======

学び愛、友に育つ、未来へ-20201.同友会の「三つの目的」に沿った学びあいを活発
に展開しました
各委員会・プロジェクト・会議が、同友会の「3 つ
の目的」に沿った例会を企画しました。条例や経営
指針はもちろんのこと、根室振興局との共催で人材
育成を学ぶ例会などの新しい取り組みも展開。元
気な地域を次の世代につなぐため、大いに学び、語
り合いました。

2020 年度はコロナウイルス流行拡大の影響もあ
り、地区会例会は実施出来ませんでした。国や北
海道同友会からの企業経営に役立つコロナウイルス
関連の情報配信につとめました。

2.新会員や会員歴が長い会員が積極的に参加でき
る学びの場づくりを目指しました
各委員会、プロジェクト、会議で、会員のニーズに
応え、様々な世代が参加しやすい例会や交流の場

≪5.ルパン浜中地区会≫=====

づくりに努めました。１０月例会では岩谷学園ひが

1. 浜中町の将来ビジョン・指針ともいえる「浜中町地

し北海道日本語学校の菅野準備室室長にお話し

域企業振興基本条例」が 2020 年 12 月に制定

いただき、開校への想いと地域企業としての役割を

され、2021 年 4 月より施行されました。制定に向

考える機会となりました。

け、浜中町や浜中町商工会と条例学習会や検討

事業承継問題にも取組み、持続可能な会社づく

会議を重ね、条例制定に関わる要望書や提言書

り・地域づくりについて、会員相互に語り合いました。

を商工会と連名で提出しました。企業規模や業種
を問わず、地域を支えるすべての事業者を包含する
意味を込め、「地域企業」という文言を用い、中小
企業などの振興策を町や中小企業者、町民が一
丸となり推進することを改めて確認しました。

3．中小企業振興基本条例に基づいた地域づくりを
推進しました
南しれとこ地区会は、中小企業振興基本条例に
基づいて開催されている、「中標津町中小企業審
議会部会」の構成団体でもあります。地区会から 8

2. コロナの影響もあり、地区会例会の定期開催はで

名のメンバーが参画し、地元の中小企業支援・雇

きませんでしたが、2021 年 2 月には摩周地区会と

用拡大のための制度運用など、諸課題に対しての

共同で「コロナ対応経営戦略セミナー」の企画・運

具体的方策について検討しました。また、「南知床

営を担当しました。ルパン浜中地区会から、報告者

4 町地域雇用創造協議会」の構成団体として、事

として（株）ファームデザインズ・海野社長、パネル

業者向け・求職者向けのセミナーを開催。９月のセ

ディスカッションのコーディネーターとして石橋相談役

ミナーは特別例会として同友会会員が積極的に参

が登壇。コロナ禍における新たな自社の挑戦や、経

加し、町や商工会、関連団体と共に、地域雇用の

営戦略を学びました。設営を担当した摩周地区会

創出に取り組みました。

との新たな連携の可能性も生まれ、持続的な地
域・企業の発展のあり方を考えるセミナーとなりまし
た。

4．くしろ支部各地区会との交流と連携を促進しま
した
くしろ支部企画の「コロナ対応経営戦略セミナー」
への積極的な参加を呼びかけ、各地区会との交流
を深めました。２０２１年５月には標茶地区会と
の合同でのセミナー開催を予定しており、より一層広
域な連携強化が期待できます。また 3 月例会では、
釧路で行われていた一歩の会年度末例会とオンラ
インでつないで交流を図りました。
5．会員数は一歩後退
今年度は新型コロナウイルスの影響などもあり、
地区会会員数 71 社と期首から２社減退。会員フ

ション」と「屋内ベンチ」を町立別海病院に寄贈。ま
た、町内の小中学生の新型コロナ感染対策として、
町教育委員会へマスク３千枚を寄附しました。
3.同友会の「3 つの目的」に沿った活動を展開しました
各担当委員がそれぞれ地域課題にあった例会を
企画・運営しました。10 月例会は宮城県白石市の
中小企業振興基本条例の事例を佐藤全氏から学
び、地域企業が一丸となって地域を育てる重要性
を再確認しました。また、３月例会では、講師の笑
華尊塾 塩谷隆治塾長が、札幌からオンラインで配
信し、社員共育に役立つ意識と経営者としての心
構えを学びました。

ォローの重要性を再認識しました。
4.経営指針の成文化と実践の取り組みを目指しました。

≪7.別海地区会≫========
■スローガン
価値創造～Value Creation～
別海地区会は 2007 年 11 月に地域の期待を
担って 40 社で発会しました。
活発な地区会活動と共に会勢は伸び、2017 設

2018 年度から開講している「西春別塾」経営指
針発表会の開催を予定していましたが開催には至り
ませんでした。くしろ支部・とかち支部経営指針委員
会の合同会議に参加し、課題を共有しました。
5.「別海町中小企業振興基本条例」の活用に向け
た取り組みを継続して展開しました。

立 10 周年を迎え、より一層地域になくてはならない

条例の成果として 2018 年度に起ちあがった、別

経営者団体として評価が高まっています。2020 年

海町や中標津町を中心とした「南しれとこ 4 町地域

度の活動の特徴として次の点が挙げられます。

雇用創造協議会」各種セミナーに、別海地区会も

1.支部、全道、全国の”同友”との交流を広げました。
近隣地区会の例会への積極的な参加だけでは
なく、例会報告者に他地区会・他支部の会員を招
くなど、積極的な交流を図りました。９月にはマルチ
メディア研究会と合同で例会を開催し、オンラインシ
ステム「Zoom」の使い方を学ぶことで、時代の変化
に合わせた地区会活動を推進しました。また、宮城
同友会白石蔵王支部の佐藤全氏を例会講師にお
呼びし、地区会の枠を超えた活動を展開しました。
2.別海町医療サポート隊「医良同友」から、記念品
の贈呈とマスクの寄附を行いました。
今年度は新型コロナウイルスの影響で、例年開
催している医療講演会等は開催を自粛しました。
集まりを避けながら活動を続けるために、医良同友
10 周年記念事業で作成した「りょウシくんイルミネー

協議会の構成団体として参画し、地域雇用の創出
の一助を担いました。
6.教育機関との連携を強化し、地域のキャリア教育
の一助を担いました。
行政、高校との連携で、「別海高校生との懇談
会」を今年も継続開催。高校生が地元の企業・業
種への理解を深められるよう協力しました。今後長
引くと想定される新型コロナ禍での生徒たちの就職
活動と企業研究の一助として、今後更なる連携が
期待されます。
7.会員数は一歩後退
活発な活動を展開してきましたが、非会員への呼
びかけが十分でなく、会員数は２名減の 79 名とな
りました。活動の情報発信と青年経営者を中心とし
た非会員への積極的な声掛けが課題となりました。

≪8.根室地区会≫==========
■スローガン
経営者と社員が共学、共育、共生を
実践し、自立性・自主性・人間性が育つ企業
づくりをしよう
1．コロナ禍における企業経営への影響調査、企業
経営に役立つ情報発信につとめました
・新型コロナウイルスの影響に関するアンケート
（２０２０年４月実施）
・新型コロナウイルス関連補助・助成金申請に関す
るサポート窓口設置について、金融機関に要望書
を提出（北海道銀行根室支店、北洋銀行根室
支店、大地みらい信用金庫本店）
・会長・幹事長、事務局による会員訪問・ヒアリング
2．「経営指針勉強会 第 1 期かなめ塾」を継続開
講し、経営指針成文化に取組みました
「経営指針は会社のかなめ！」。2019 年 12 月
より 6 名が参加し、「第 1 期かなめ塾」を継続開講。
激変する経済情勢を乗り越えられる、「強靭な経営

3．会員の経営課題を反映した例会や地域資源を
見つめ直す企画を定例開催しました
会員報告例会だけでなく、根室港の歴史や氷下
魚漁の体験など、地域の歴史や文化を改めて知る
企画を実施。他地区会員を招き、地域資源の活
用（釧路地区会・北泉開発 曽我部氏（養鹿））
や、高付加価値化（厚岸地区会・カキキン 中嶋
氏（牡蠣養殖・オイスターバー経営））の実践報
告例会を開催しました。
また、根室高校 目谷校長との懇談会や、根室
振興局と共催の「人材育成セミナー」など、「地域で
の人材育成」をテーマとした活動を展開しました。
４．地域に同友の仲間を！
67 社からスタートし、６８社会員を目標に会員
増強に取り組みましたが、期首から 2 社減の 65 社
となりました。コロナ禍の中、魅力ある活動をどう展
開し、会の活動をいかに知ってもらうか、次年度も改
めて取り組むべき課題となりました。

体質づくり」を進めました。

＝＝＝くしろ支部 2020 年度活動のまとめ（部会報告）＝＝＝
≪1．くしろ支部青年部≫=====
くしろ支部青年部はくしろ支部統合によって、みけ

担当を行い、協力して活発な会運営を展開しまし
た。

た会（旧釧路支部）、貘の会（旧南しれとこ支

毎回話題提起の後には必ず話し合う時間を設

部）、山高会（旧根室支部）がそれぞれの組織形

けるなど、お互いの知識と経験を交流することに重

態を保ちつつ、同友会理念のもとに広域活動の活発

きを置いた活動を展開。異業種交流・会員交流

化、根室、釧路経済圏を支える青年経営者・幹部

を深めました。

の力量を高めるべく２０１６年４月１６日に発足
しました。

今年度は未曽有の新型コロナの流行があり、例
会の開催も危ぶまれましたが、新型コロナを例会の
題材に取り上げて開催することで、家庭と会社に

■みけた会（釧路）
※活動報告は会合一覧をご参照ください。

■貘（ばく）の会（南しれとこ）
2020 年度 活動テーマ
語り合おう！学びあおう！成長しよう！
今年度も会員 1 人 1 人が例会の企画・設営

役立つ知識を得られました。今後の地域を担う青
年企業人としての自覚のもと、時流に即したテーマ
の勉強会を通じ、学びを深めました。

■山高会（根室）
2020 年度は、「connecting the dots」～やっ
て無駄なことなんて一つもない～を方針に掲げました

が、新型コロナウイルス流行拡大の影響に伴い、例

したが、４回の会合を行いました。会員数は期首の

会の定期開催はできませんでした。

71 名から 74 名に増加しました。

交流を定期的に行い、今後の活動方針を探ること
が重要課題となりましたが、山高会主催の交流会や

１.8 月例会では、乳肉複合経営を題材に弟子屈

望年例会には多くの地区会員が参加するなど、地区

町の吉田牧場吉田氏が講演。また、ICT を活用

会と青年部を繋ぐ活動に取り組みました。

したスマートファーミング経営を(有)エスエルシー売
場氏が講演しました。酪農業・和牛育成事業のバ

≪2.あゆみの会≫========
2020 年度はコロナの影響により、２回の例会
開催に留まりましたが、新規事業に取り組む地元
企業の見学(夢の杜ファームのイチゴ栽培)や、短
期大学と連携した講演会（水素利活用の勉強
会）を実施しました。異業種参入や地域ブランド
戦略、新エネルギーの活用など新たな切り口をテー
マとした活動を展開しました。

≪3.マルチメディア研究会≫======
・″時流にあわせた学び゛を展開しました。

ランスの良い経営と、最新鋭の農場経営について
学びました。
２.農業企業家としての経営リスクの管理を学ぶため
に日本政策金融公庫帯広支店支店長兼農林
水産事業統轄 山下氏が講演しました。また、企
業家の悩みでもある人手不足の課題を考える機
会として、大手求人検索サイト Indeed Japan
（株）からの講師を Zoom でつなぎ、オンラインで
開催しました。
３.根釧地域の活性化を図るために、地域産業の柱

近年話題の A.I.を学ぶ勉強会を開催しました。

となりうる酪農・畜産の可能性を探るフォーラムを、

『Excel でわかるディープラーニング超入門（著：涌

根釧酪農畜産振興会の主催で実施。日本食肉

井良幸、涌井貞美）』をテキストに A.I.の仕組み を

格付協会大野氏は、食肉事業促進を支援する

初歩から学び、自社や自分たちの生活にはどう活か

各制度を紹介したほか、根釧地域での食肉事業

せるのか意見交換をしました。

の伸びしろと可能性を熱く語りました。商工会議所
栗林会頭は、飼料用トウモロコシを積んだ船が来

・今年も引き続き、他地区との交流を深める活動を

航する国際バルク戦略港湾の現状と、釧路地域

展開しました。

での活用を紹介しました。

別海地区会との共催例会を開催しました。新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響でリモートでの会議が
増えた年であったことから、オンライン会議システム
ZOOM の使い方を学ぶ勉強会を開催しました。
実際に使い方を学び、繋いでみることでリモートで
の交流を図りました。

≪4.釧根農業経営部会≫=====
2013 年 7 月、釧根三支部が連携し 70 社で発

≪5.同友会くしろ幹部大学同窓会≫
幹部大学同窓会では、活動方針に基づき、”
人間性を深める”ことに重点を置いて活動を展
開してきました。2020 年度の活動として、下記
の特徴が挙げられます。
１.幹部大学での学びを更にレベルアップするた
め、活発な例会運営を行いました。
地域教育について考える例会、フィールドワー

会しました。生産・加工・流通のあらゆる業者が集い、

ク例会など、多彩なテーマでの学びを展開しまし

釧根地域の潜在能力を引き出す異業種交流、学び

た。

あいがスタートしました。
2020 年度は、新型コロナウイルスの影響もありま

２.会内での交流を深め、人間的なつながりを深
めました。

３.主体的な組織運営を目指しました。
会内での役割分担を行い、幹事を中心に参

同窓生による報告例会を開催し、同窓会内

加者全員が主体者意識を持てる会づくりに取り

での異業種交流に取り組みました。また、釧路

組みました。また、第 28 期幹部大学の開講に

地区会例会の設営も行うなど、活躍のフィール

あたり、全体の進行やグループワークのサポート

ドを広めています。

に同窓生が加わり、受講生と共に学びを深めま
した。

＝＝＝くしろ支部 2020 年度活動のまとめ（同好会報告）＝＝＝
≪1.ノイズ倶楽部≫=======

≪3.ツーリングクラブ≫=====

2020 年度はコロナウイルス流行拡大の影響

2020 年度は北見、斜里・ウトロ方面へのツーリ

もあり、例年開催しているビアパーティーは開催

ングと、４日間にわたる宿泊ツーリングを開催。各例

を見送りました。

会とも会員だけではなく、多くのオブザーバーに参加

役員会を新たに設置し、活動体制の見直
しを行いました。

≪2.ゴルフ同好会≫========
今年度は 4 回の例会を計画していましたが、コロ
ナウイルス流行拡大の影響により 5 月例会を中止と
し、計３回の例会を行いました。

いただき、活動を展開しました。

議案第２号 2020 年度決算報告
※別紙決算書をご参照ください
＜要旨＞
2020 年度の収支決算は、収入は、17,094,617 円、支出は 13,932,333 円でした。
そこから、法人特定資産へ 1,323,680 円の繰り入れを行った結果、収支である当期一般正味財
産増減額は 1,818,604 円の黒字となりました。
【収入】
・入会金還元金収入が予算対比 20.3％の進捗でした。当初 40 名の新規入会を予定していま
したが、結果は再入会者含め 15 名のみでした。
・収入の約 2 割を占める学び合い活動事業収入が予算対比 55.0%の進捗でした。これは、支
部・地区会の例会や「ノイズ倶楽部」「釧根農業経営部会」などによる大型の企画が軒並み中
止されたことなどが要因です。
・共同求人負担金収入も予算対比 25.3%の進捗でした。合同企業説明会の開催方式の変更
によって、大幅に減収したためです。
・受託事業収入として釧路市からの受託事業により、110 万円の収入が計上されていますが、人
件費や会合費で全額費用となっています。
経常収益の事業還元金は、収益事業等会計の給料手当を基に、同友会本部会計より支部に
還元されたものです。
【支出】
・支出の 15％を占める給料手当が予算対比 68.5％の進捗でした。予定していたパート職員の採
用を控えたことや、会合数の減少により事務局員の残業が減少したことが要因です。
・支出の約 2 割を占める会合費は予算対比 32.0%の進捗でした。
収入のところでも申し上げましたが、会合数の減少や縮小により、
大きな費用が発生しませんでした。
・一方、情報システム整備費や消耗什器備品費は大幅に予算を超えました。これは、会合のオンラ
イン化に伴い、必要な設備投資を行ったためです。
2019 年度より「当期経常増減額」から、運転資金や部会の残高、固定資産を除く額を、特定
資産化しています。くしろ支部では、災害等に備える「災害積立特定資産」と、支部の急激な会員
減少に備える「支部財政支援特定資産」として、それぞれ 671,840 円ずつ繰り入れています。
それらの金額を経常外費用として計上した当期一般正味財産増減額は 1,818,604 円でし
た。このうち、671,842 円を周年行事、事務所移転、固定資産取得という 3 つの特定資産に繰
り入れる予定です。
そこに運転資金と部会残高、固定資産を加えた、最終的な正味財産期末残高 22,453,342
円でした。

議案第３号 2021 年度支部幹事・会計監査（支部役員）選出
番号

支部内役職

氏名

役職

会社名

1

幹事(釧路地区会 幹事)

長江 勉

取締役会長

長江建材(株)

2

幹事(釧路地区会 会長)

木内 敏子

代表取締役会長

(株)ダスキン釧路

3

幹事(南しれとこ地区会 会長)

日下 雪夫

代表取締役

(株)津村測量設計

4

幹事(根室地区会 会長)

早川 元

代表取締役

(株)マルコシ・シーガル

5

幹事(別海地区会 会長)

髙橋 宗靖

代表取締役

(株)高橋工業

6

幹事(厚岸地区会 幹事)

成澤 則充

代表取締役社長

(株)ナリテツ

7

幹事(厚岸地区会 会長)

中嶋 均

代表取締役

カキキン(有)

8

幹事(ルパン浜中地区会 会長)

出口 将平

代表取締役

(株)丸物出口興産

9

幹事(摩周地区会 会長)

宮田 歓朗

代表取締役社長

(株)宮田電気

10

幹事≪新≫ (標茶地区会 会長)

多田 征人

代表取締役

(株)多田塗装工業

11

幹事(釧路地区会 幹事長)

藤井 芳和

代表取締役

(株)トップオブ釧路

12

幹事(南しれとこ地区会 幹事長)

武山 千明

所長

菱中産業(株)中標津営業所

13

幹事(根室地区会 幹事長)

魚谷 直世

代表取締役

(株)ナオエー石油

14

幹事(別海地区会 幹事長)

臼井 貴之

代表

臼井牧場

15

幹事≪新≫(標茶地区会 幹事長)

小林 浩

代表取締役

(有)小林自動車整備工場

16

幹事(厚岸地区会 幹事長)

中島 健洋

常務取締役

(有)平良木新聞店

17

幹事(ルパン浜中地区会 幹事長) 澤辺 慎也

代表

Rec

18

幹事(摩周地区会 幹事長)

竹森 英彦

代表取締役

(株)摩周調剤薬局

19

幹事(釧路地区会 幹事)

櫻井 英裕

代表取締役

リブラス(株)

20

幹事(釧路地区会 幹事)

酒田 浩之

副理事長

NPO 法人和

21

幹事(釧路地区会 副幹事長)

八幡 好洋

代表取締役

(株)プライムネス

22

幹事(釧路地区会 幹事)

佐藤 公一郎

代表取締役社長

(株)山一佐藤紙店

23

幹事(釧路地区会 副会長)

曽我部 元親

代表取締役

北泉開発(株)

番号

支部内役職

氏名

役職

会社名

24

幹事≪新≫(青年部みけた会)

安田 及司史

二代目

マルニ 藪そば

25

幹事≪新≫(青年部貘の会)

青山 新吾

代表取締役社長

第一宅建設計(株)

26

幹事≪新≫(青年部山高会)

山本 連英

代表取締役副社長 (株)ヤマレン

27

幹事≪新≫(あゆみの会)

杉本 眞美

代表取締役社長

西興建設(株)

28

幹事≪新≫(ICT ミライラボ※)

斉藤 和芳

取締役総務部長

丸中釧路中央青果(株)

29

幹事≪新≫(釧根農業経営部会)

伊藤 順一

代表取締役

(株)伊藤デイリー

30

幹事(釧路地区会 幹事)

福井 克美

代表取締役

(株)トーテック

31

幹事(釧路地区会 幹事)

亀岡 孝

代表取締役

綜合設備(株)

32

幹事(根室地区会 幹事)

髙岡 一朗

代表取締役

根室スチレン(株)

33

幹事(ルパン浜中地区会 幹事)

石橋 榮紀

代表理事会長

浜中町農業協同組合

会計監査
1

会計監査

北山 幸徳

税理士

北山幸徳税理士事務所

2

会計監査

中井 厚志

代表取締役

日章運輸機工(株)

※「マルチメディア研究会」は、2021 年度より「ICT ミライラボ」に名称が変わりました

議案第４号 2021 年度活動方針
■スローガン
経営の見直しと実践で、事業継続に全力を尽くし、強靭な企業づくりを！
＜企業づくり＞
・コロナ禍を始め、いかなる情勢をも乗り越えられる企業となるために、
経営指針の成文化と実践により事業計画・事業領域の見直しを行います
・経営者と社員が共に成長できる企業となるため、共育力向上に取り組みます
・地域に「働くこと」の意義を広め、誰しもがイキイキと活躍できる会社づくりを行います
・新時代に即した働き方ができる企業に変革するため、就業規則の整備・見直しなど、
働く環境づくりに取り組みます
＜地域づくり＞
・非常時にも対応できる強い地域をつくるために、地域に貢献する「地域企業」となり、
行政や教育機関、金融機関、地域内各団体などとの連帯を深め、地域ビジョンの議
論を推進します
・根釧地域の資源を再発見し、新しい視点での企業連携で地域活性化を目指します
・SDGs の学習を進め、持続可能な地域づくりを行います
＜同友会づくり＞
・一社では乗り越えられない難局に立ち向かうために、異業種の会員が率直に
経営体験を交流し、民主的に学び合う同友会の原点に立ち返ります
・根釧地域が一つになった「くしろ支部」設立から 5 年、支部としての活動のあり方を
改めて検討します
・元気な企業、豊かな地域を未来へとつなぐ仲間を増やし、704 名会員を目指します

◎支部方針に基づいた地区会の 2021 年度活動計画―――――――
≪1.釧路地区会≫=======================
■2021 年度スローガン
コロナに負けず同友会魂の輪を広げよう！
＜企業づくり＞
１．経営指針・共同求人・社員教育の活動の輪を広げて雇用・経済を支え、
地域から必要とされる同友会型の企業づくりを目指そう！
＜地域づくり＞
２．釧路市中小企業基本条例に基づき、行政・教育機関や他団体と連携し、
魅力ある強靭な地域づくりに必要な輪を広げよう！
＜同友会づくり＞
３．「知りあい、学びあい、援けあい」を合言葉に、来れば元気が出て、
また行きたくなる活動を実践し、広く会内外に活動の輪を広げよう！

≪2.厚岸地区会≫=======================
１．地元の会員企業や、他支部経営者の経営体験から学び、企業が生き残るために必要な学習会を開催します。
２．他支部や他地区会との合同例会を積極的に開催し、交流の中から地元厚岸の魅力を再発見します。
３．役員や事務局による会員訪問を積極的に行い、地域の期待に応える活動を展開していきます。
４．地元高校と連携し、地域を巻き込んだ活動を展開していきます。

≪3.摩周地区会≫========================
１．弟子屈町中小企業基本条例を大いに活用した地域経済振興策の検討と要望を発信していきます。役場、商
工会、観光協会、農協と連携し政策提言に向けての勉強会を開催し、協議会の再構築を検討していきます。
２．地元教育機関との連携を深め、高校だけでなく、小学生・中学生も対象としたキャリア教育に取り組みます。
３．激変する情勢にも対応できる強い企業づくりを目指し、会員の経験と知識の交流を広げる学習会を企画します。
４．同友会の活動を会員外に広く知ってもらうための、地域の要望に応える勉強会を企画・開催し、親しみやす
い学びの場づくりを目指します。
【2021 年度 活動スケジュール（予定）】
日時

地区会

支部・全道・全国

4 月 15 日(月)

第 17 回定時総会

くしろ支部第 6 回定時総会（4/26）

5月
6月

例会①

7月
8月

例会②

9月
10 月

例会③

11 月
12 月
1月

例会④

2月

例会⑤

3月

・開催予定の会合
北海道旅客鉄道（株）釧路支社長を招いた例会（6 月を予定）、弟子屈高校教員との懇談会、
会員報告例会、望年例会等
※例年開催している弟子屈高校との事業も継続。現時点では時期・詳細未定です。

≪4.標茶地区会≫====================
1.標茶高校などの教育機関と連携し、企業経営者による講話や地元企業情報の発信、企業訪問バスツアーな
どを開催し、地域の将来を担う若者の人材育成や地元定着を目指します。
2.他団体や他地区会との連携を強化し、地域や会員のための活動に取組みます。
3.会員の要望を反映した例会を２か月に１度のペースで開催し、時流に合ったテーマの例会を開催します。

≪5.ルパン浜中地区会≫====================
1.2021 年 4 月 1 日から施行された「浜中町地域企業振興基本条例」の考え方を広く普及し、条例を
活用した地域・企業づくりに全会員で取り組み、条例の具体化策について検討します。
2.霧多布高校などの教育機関と連携を強化し、浜中町の未来を担う人材育成を展開します。
3.役員と事務局による会員訪問を実施し、会員の声を反映した例会運営、地域づくりを推進します。

≪6.南しれとこ地区会≫==================
■2021 年度スローガン
新時代、新世代と共に未来の夢と希望 2021
～これからも世のため人のためになる企業を目指そう～
■南しれとこ地区会活動方針
1. 同友会の原点を大切に、３つの目的に沿った学びあい活動を展開しよう
同友会の原点である「異業種で集い、語り合い、学びあう」スタイルを大切に、自己研鑽と、地域と共に飛躍し
ていく企業づくりを行うために、地域や時代の課題を話し合う例会や、事業承継、経営指針づくりの重要性を喚起
するような例会、会員報告例会などを開催します。
2. 新会員や会員歴が長い会員が積極的に参加できる学びの場づくりを目指そう
各委員会、プロジェクト、会議で、会員のニーズに応え、様々な世代が参加しやすい例会や 交流の場づくりを
進めます。また、青年経営者・企業幹部の活躍の場を増やします。
3. 中小企業振興基本条例に基づいた地域づくりを推進しよう
地区会内の全ての自治体が条例制定済みであることから、地区会として積極的に行政や町議会、関係団体
などと連携・交流を図ります。
4. くしろ支部各地区会との交流と連携を促進しよう
くしろ支部では 8 地区会が活動を展開しています。支部企画や全道・全国企画への積極的な参加を呼びかけ、
各地区会との交流を深めるだけでなく、広域の会員間連携を図ります。
5. 南しれとこ地区会 72 名会員を目指そう
学びあう仲間が増えることは、地域の活力に繋がります。地区会会員数 72 名に向け、精力的に活動を展開し
ます。

■2021 年度委員会、プロジェクト、会議方針
＜第一委員会（地域経済）＞
・地域の経済、観光等をテーマとした例会を開催する。
「ざっくばらんに語り合える場づくり」のために、時に飲食を交えながら意見交換を行う。
＜第二委員会（共同求人・社員共育）＞
・共同求人や社員教育に関する事業の窓口となり、関係機関との連携を深める。
その他、時流や情勢に応じ、地域と共に伸びていく企業づくりにつながる例会の企画を行う。
＜第三委員会（会員勧誘・交流事業）＞
・会員間の交流、新会員発掘を目指した例会・事業を企画する。
望年会・新年交礼会・総会等で会員交流、新会員入会のきっかけづくりとなるアトラクションや親睦ゴルフコン
ペ等を運営する。会員交流を深めることで、会員の退会防止も目指す。
＜第四委員会（経営指針）＞
・「経営指針づくり」に関する勉強会・交流会・例会の実施等を通じて、会員企業の経営指針作成をサポート
する。
＜中小企業振興基本条例を活用するためのプロジェクト＞
・中標津町中小企業振興基本条例に基づいた事業の更なる推進・具体化を目指し、関係機関と連携した
窓口として活動を展開する。中標津町中小企業振興審議会部会の開催にあたり、同友会と商工会の意
見交換や学習会を開催する。
＜事業継承について話し合う会議＞
・後継者問題や事業譲渡、廃業等、企業の存続と発展を実現するために必要な知識を学び、各社の事業
継承に関する課題や現状について語り合う。支部の礎を築いた諸先輩が集う機会を積極的に設け、優れ
た企業経営実践を会員各々の経営に活かす。
【2021 年度 活動スケジュール（予定）】
月

担当委員会

内容

4月

四役会

4/14 定時総会

5月

第 1 委員会 山川副会長 斉藤委員長

5/24 コロナセミナー

6月

第 3 委員会 土谷副会長 菊池委員長

ゴルフ

7月

第 2 委員会 渡辺副会長 葭原委員長

標津 or 羅臼移動例会

8月

第 1 委員会 山川副会長 斉藤委員長

9月

四役会 小田副幹事長

事業継承

10 月

全道経営者“共育”研究集会 苫小牧

10/8

11 月

条例プロジェクト 端副幹事長

中小企業基本条例

12 月

第 3 委員会 土谷副会長 菊池委員長

望年会

1月

四役会

新年交礼会

2月

第４委員会 栗山副会長 佐々木委員長

3月

第 2 委員会 渡辺副会長 葭原委員長

≪7.別海地区会≫====================
■2021 年度スローガン
価値創造～Value Creation～
◇全体目標
■会員の結集率を高めるとともに、地域との関わりを深め、80 社地区会員を達成しよう。
■くしろ支部のみならず、全道・全国の他地域、企業との交流や連携を具体化しよう。
■別海町中小企業振興基本条例を活用した、地域経済振興策を各団体と連携して推進しよう。
■経営指針成文化研究会の活動を充実させよう。
■別海町医療サポート隊「医良同友」の活動を地域に発信するなど、地域住民との連携・交流を更に深め、住
みよいまちづくりに貢献しよう。
■効果的な中小企業振興策を的確かつ迅速に行うため、町の中小企業振興施策について研究しよう。
■会員一人ひとりが辞書の１ページ。地区会の会員が報告する例会を開こう。
■新型コロナウイルスの影響を最小限に食い止めるための情報提供をしよう。
◇幹事会
■中小企業振興基本条例に基づき、振興策を協議する会議体に参画する。
■京都大学による地域経済分析結果（岡田レポート）を踏まえた地域振興策の協議、立案、提言を行う。
■産業間連携を推進する「産業連携室（仮称）」設置の実現に向けて働きかける。
■地域医療を守る「医良同友」の推進とパートナーシップの強化を図る。
■同友会活動を広く理解する為に同友会理念、経済学の考察を深める例会を企画する。
■人口減少を少しでも抑制する為、未来の定住、人口増に繋がる活動の推進。
■会員同士の融合、協力、団結を深める為、懇親の場をもって連帯感の醸成を促進する。
■民主的な会運営を図るべく地区総会の開催を行う。
■地域経済の連続性を鑑み、将来のオピニオンリーダーとなりえる世代への学習意欲、向上心、愛郷心を育む
ため、各学術機関との連携を図り、子供たちへの体験留学を行う。
■委員会の再編を研究し、組織変更に取り組む
◇2021 年度 委員会方針
■良い会社づくり委員会 【第１委員会】
・全国の優れた会社、団体の組織論、運営方法の事例報告に学ぶ。
・経営指針成文化に向けた運動の推進、勉強会の開催。
・良い会社づくりを目指したモチベーションアップを図る企画・イベントの実施。
■良い経営者づくり委員会 【第２委員会】
・全国の企業経営者の経営哲学、人格形成に必要な思想を学ぶ。
・様々な専門家より経営に必要な知識を学ぶ。
■良い経営環境づくり委員会 【第３委員会】
・現状認識を踏まえる為、地域の歴史、経済を学ぶ。
・地元教育機関との連携を深め、教員との懇談会や、職業観の醸成を共育的観点で推進を図る。
・地域をとりまく、社会・経済・政治的な問題を、他団体と共有を図り連携を深める。
・企業マップを活用し、地域教育に役立てるとともに求人活動に取り組む

■農業・水産委員会 【第４委員会】
・釧根農業経営部会の例会に積極的に参加し、学びを地区会に還元する
・酪農と水産の発展を他業種や消費者およびグローバルな視点で学ぶ
・農業水産の付加価値および新たな町内資源の探求に努める
■経営指針特別委員会
・経営指針づくりに特化した勉強会を開催する

≪8.根室地区会≫===================
■2021 年度スローガン
惟恐不卒（ゆいきょうふそつ）～何もしないで終わることを恐れよう～
■根室地区会 活動方針
１．働く環境や社内制度・基準などを見直し、「働き方改革」に対応した経営環境をつくろう
２．社員の生涯教育の場となる地区会づくりをしよう
３．激変する情勢の中で、経営の柱となる経営指針成文化を進め、信頼を基礎とした全社一丸の企業づくりに
取り組もう
４．会員間の交流を推進し、相互の援けあいを拡げよう
【2021 年度 活動スケジュール（予定）】
月

内 容

4/23(金)

根室地区会 第 6 回定時総会

５/30(日)

5 月例会

備考

根室・松浦武四郎街道を行く（フットパス）
6月

例 会

7月

例 会

8月

※例会開催なし（予定）

9月

さんま祭り（予定）

10 月

例 会

11 月

例 会

12 月

望年例会

１月

新年交礼会

２月

例 会

３月

例 会

根室金刀比羅神社例大祭（予定）
苫小牧道研（10/8or10/9 土）

◎支部方針に基づいた各委員会の 2021 年度活動計画――――
≪1.組織委員会≫=======================
①予測困難な情勢を乗り越えるために、同友会の目的に沿って連帯を深め、学びの環境を支援する活動に取り
組みます。
②知恵を出し合って「楽しくてまた来たくなる」活動をつくり出し、自然と人が集まる会になることを通じて、くしろ支
部会員数 704 社を達成します。
③小集団活動(一歩の会)の運営体制を強化し、同友会らしい学びあいの場づくりを促進します。
④新会員オリエンテーションを開催し、新会員の同友会活動の理解を深め、既存会員との橋渡しを行います。
⑤くしろ経営者ミーティング 2022 等を実施し、同友会活動を会内外に PR し、会員拡大に取組みます。

≪2.経営指針委員会≫====================
激変する情勢の中で、企業経営の柱となる経営指針。中小企業における労使関係の見解の精神を学び、
「経営指針」の作成・浸透・実践、働き方改革への対応などによって、同友会が提唱する「２１世紀型企業」づ
くりを推進します。
【活動計画】
１WEB システムの活用など、各地区会の経営指針づくりの活動を新たな形で支援します。
２各地区会の経営指針委員会の交流をします。
３経営指針を実践している企業から学ぶ機会を作ります。
４経営指針研究会修了生のフォローアップをします。

≪3.求人委員会≫======================
①地域の未来を支える人材の育成に地元企業として主体的に取り組むため、教育機関と連携し一貫したインター
ンシップのシステムづくりを軸に、講師派遣や教職員との懇談会など、キャリア教育への企業参加をすすめます。
②高齢者、障がい者、ひとり親、外国人など多様性を受け入れ、ダイバーシティマッチング事業など「誰もが活躍で
きる社会づくり」のための学習と実践を行います。
③地元企業一つひとつの”顔”の見える情報を、SNS などを活用し、多面的に発信します。

≪4.共育委員会≫===================
①新入社員、若手社員、中堅社員、幹部社員と様々な層を対象にした社員研修の開催を通して、経営
者も「共に学ぶ」場を設けます。
②委員や事務局による訪問・ヒアリング等を通じ、会員の期待に応える社員研修を企画します。
③全道委員会の学習会などに積極的に参加し、全道や他支部の事例に学びます。

≪5.政策委員会≫====================
①地域・各企業に甚大な影響を及ぼす新型コロナウイルスへ「打ち克つ」ための情報配信、関係機関への提言活
動に積極的に取り組みます。
②根釧全域で連携し、広域な視点での地域づくりについて議論し、観光・ものづくりをテーマとした実践的な活動を
行います。
③自治体職員との懇談会や学習会を各地区会と連携開催し、根釧の条例未制定自治体に条例制定活動を
展開します。

◎くしろ支部各部会 202１年度活動方針―――――――――――――
≪1．くしろ支部青年部≫===================
１．青年経営者・幹部社員として、今の時代に要求される総合的な能力を身につけるため、学びと実践の
サイクルを目指します。
２．地域経済の 10 年後を担う次世代リーダー発掘の場とし、ともに未来を語れる仲間を地域に拡げます。
３．全道・全国行事に参加し、学びを自社と、青年部に還元します。

■みけた会（釧路）
１．メリハリをつけた例会と懇親会を通じ、会員間の絆を深め互いに成長し合おう。
・同友会の原点に返って、会員が１つのテーマについてじっくり学ぼう。
・外部から講師を招き、他地域の先進的な経営実践に学び、より実りのある例会にしよう。
・全力で親睦を深め、笑顔の絶えない会にしよう。
２．みけた会卒業生の報告会や交流会を企画し、青年部の過去と今、未来を繋ぐ活動を展開します。
３．全道・全国規模の活動、特に、全道青年部交流会や青年経営者全国交流会への WEB での参加も含め
積極的に呼びかけ、青年部の次世代の担い手の育成に取り組みます。
４．青年部みけた会の存在を会内外にアピールするために、全道の青年経営者を招いてのオープン例会を開催し
ます。
５．新会員の加入は、みけた会の活動に新風を吹き込みます。地区会例会や支部活動にも積極的に参加し、
会内外に活動を PR し 50 名を目標に会員増強を行います。
【2021 年度 活動スケジュール（予定）】
日程

名称

内容（案）

4月9日

定時総会

5月

５月例会

会員報告

6月

６月例会

講師例会

7月

７月例会

一泊例会
7/3（金） ゴルフ同好会合同コンペ 釧路 cc 西 8:12～

8月

８月例会

講師例会

9月

９月例会

家族交流会
9/9 青全交 in 岐阜【WEB】

10 月

１０月例会

釧路地区会例会（みけた会設営担当）
10/9 道研 in 苫小牧

11 月

１１月例会

道青交に参加（小樽）

12 月

全力望年会

1月

新年交礼会

2月

２月例会

会員報告

3月

３月例会

卒業例会

■貘（ばく）の会（南しれとこ）
2021 年度テーマ：語り合おう！学びあおう！成長しよう！
日時
4月

担当

内容
貘の会第 28 回定時総会（書面開催）
【支部】くしろ支部青年部定時総会（4/9）

5月

例会①：

6月

例会②：

7月

例会③：

8月

例会④：
例会⑤：

9月

【全国】
第 49 回青年経営者全国交流会 in 岐阜（9/9-9/10）※オンライン開催

10 月
11 月
12 月

例会⑥：
【全道】
全道青年部・後継者部会交流会 in しりべし・小樽 ※オンライン開催
望年会

1月

例会⑦：

2月

例会⑧：

3月

例会⑨：

※各月例会テーマ・担当者は今後振り分け

■山高会（根室）
2021 年度テーマ（活動方針）
「切磋琢磨」明るい未来を仲間と共に造り出そう！
「人は人によって磨かれる」という言葉があります。この言葉は人と交流を通じて刺激を受けることで、自分自身の
足りない部分や可能性を見つけ出し成長することだと私は思っています。私自身もこれまで周りの多くの人から刺激
を受け、もっと成長したいもっと良い経営者にならなければと考えるようになりました。
私たち若い経営者が、山高会を通じて互いに切磋琢磨し、経営者としての資質を高め、その中でメンバー同士
の絆を深められる、そのような一年に出来るよう取り組んで参りますので、よろしくお願い致します。
【2021 年度 活動スケジュール（予定）】
内容（予定）

担当・予算

４月
５月

Do you know me？

山本

自社の歴史を語ろう！知る事で繋がる新たな絆

予算：10,000 円

６月

労務を知る パート１

７月

Go To キャンプ With 山高メンバー

山本
予算：10,000 円
山本・早川
予算：20,000 円

８月
9月

Go To フィッシング With 山高メンバー

山本・魚谷・信太

山高祭

予算：20,000 円

さんま祭り 手伝い（１０月かも）

全員

１０月

労務を知るパート２

１１月

経営を学ぶ（PL/BS とは）

１２月

望年会

山本
予算：10,000 円
山本
予算：10,000 円
魚谷、信太
予算：２0,000 円

1月
２月

経営シュミレーションゲーム

３月

田嶋さん山高会卒業例会

山本・魚谷
予算：100,000 円
全員
予算：10,000 円

■各例会は基本的に全員で考えるが、担当が責任を持って実行する。
■テーマ、方針に沿った内容にする
■予算はなるべく抑えて開催

≪2.あゆみの会≫=====================
2～3 カ月に 1 回程度の例会を開催します。
１．経営者や経営幹部だけでなく、社員が参加しやすい例会を企画し、あゆみの会の活性化を目指します。
２．地域の文化や歴史に焦点をあてた「地域企業訪問例会」を実施し、現場や体験から学ぶ場づくりに取り組みます。
３．年に数回、会員担当例会を行い、参加率向上や多面的な学びの展開を図ります。

≪3.ICT ミライラボ（旧マルチメディア研究会）≫===========
※「マルチメディア研究会」は第 26 回定時総会をもって、「ICT ミライラボ」へ名称を変更しました。
１．定期的な例会を開催し、支部内の IT 推進に寄与します。
・部会の仲間による報告例会を開催し、知識と経験を交流しあいます
・他地区との合同例会を企画し、地域の枠を超えた幅広い交流を展開します
・釧路高専との連携、AI、スマホのセキュリティー、ネット販売会員報告、SNS についてなどを例会の中で学ん
でいきます
・テレワーク推進など、時流にあわせた勉強会を開催します
２．新しい仲間を募り、ICT ミライラボの活性化を図ります
・新会員に積極的に声掛けを行い、会運営の活性化を図ります
・地区会と例会を共催し、ICT ミライラボの活動周知に取り組みます

≪4.釧根農業経営部会≫===================
2021 年度活動方針
1．企業家を目指す農業者や関連業者が集まり、異業種交流を推進し互いの経験交流を自社の経営に活
かす取組みを行う。
2．釧根農業経営部会が地域の産業クラスターとしての役割を担い、生産・加工・流通のあらゆる業種が
学びあい、根釧地域の活性化を図る。
2021 年度活動計画
1．会員の要望に沿った会員担当者の企画による勉強会（セミナー）の定期開催
2．農業や関連業種の先進地・先進企業視察
3．農業者の新会員を中心とした、会員企業の理念・経営体験報告、企業見学例会の企画・実施
4．根釧地域にチーズ文化を根付かせるための、講座やパーティーの開催
5．バルク港の活用等、根釧酪農・畜産の将来について地域の意識を高める例会の開催
6．金融機関を交えた勉強会の実施

≪5.同友会くしろ幹部大学同窓会≫===================
1.幹部大学での学びを更にレベルアップをするため、活発な活動を行います。
①幹部大学での学びを更に深めるため、教養を深める様々なテーマの例会を行います。
②地域の教育機関や支部・地区会、他団体などと連携した例会を開きます。
2.会内での交流を深め、人間的なつながりを深めます。
①第 28 期修了生を歓迎し、共に学びを深めあいます。
②全員が平等な立場で、相互に知識・経験を交流しあいます。
③地区会・支部例会に積極的に参加し、異業者の経営者・社員との交流を図ります。
④Facebook の活用、幹部大学同窓会の活動を紹介するパンフレットを作成する等、会の活動を広く周知する
ことに努めます。
⑤2022 年度に幹部大学同窓会 25 周年、幹部大学も 30 期を迎えることから、共育委員会とも連携し、記
念の企画を開催すべく、準備を進めます。
3.主体的な組織運営を目指します。
①会内の役割分担などを通じ、それぞれが主体的に活動の出来る会を目指します。
② 同窓会の組織運営を自社に持ち帰り、これからを担う幹部 社員としての気概を持って実践します。
③共育委員会と連携し、第 29 期同友会くしろ幹部大学をはじめとした社員研修企画の運営に
積極的に携わります。

◎くしろ支部各同好会の 2021 年度活動方針―――――――――――
≪1.ノイズ倶楽部≫====================
・音楽という共通の趣味を通じ、ノイズ倶楽部メンバーの交流と絆を深めます。

≪2.ゴルフ同好会≫====================
・例会活動計画に基づき、定期的なゴルフ例会を開催し、会員間の交流を深めましょう。
・毎回定員を目指し、積極的に参加しましょう。
・他支部や部会・同好会とのゴルフ交流会を開催し、趣味を通じて支部や地域を超えた
会員間交流を深めましょう。

≪3.ツーリングクラブ≫=================
根釧地域や十勝方面を中心とした 4 回のツーリング（日帰り・宿泊）と納会を実施します。

議案第５号．くしろ支部 2021 年度予算
※別紙予算をご参照ください。
＜要旨＞
・本部方針の「コロナ禍が続くことを見越して、事業費（学びあい活動収入）は 2020 年度並みと
する」を念頭に編成した結果、例年に比べると収入・費用共に約 20％（約 4,000,000 円）程
度の縮小となりました。
【収入】
受取還元金入会金は 40 社の新規入会で予算立てをし、640,000 円としています。会費還
元金は期首会員数 696 名を「期中平均会員数」とし、696 社×15,000 円（1 社あたり 1250
円/月×12 か月）で計算し、10,440,000 円としました。
学び合い活動事業収入は、昨年度予算より大きく減っていますが、昨年度実績並み 3,600,000
円としました。
事業還元金、受託事業収入は０円となっていますが、契約が７月のため、予算に計上できないた
めです。受託事業収入は 1,100,000 円、事業還元金は約 30 万円の収入を見込んでいます。
社員教育収入は、新入社員や、中堅幹部向けのセミナー、幹部大学の登録費として 600,000
円を計上しております。また、昨年まで計上していた共同求人負担金収入を 0 円としています。これ
は、支部独自の合同企業説明会を行わない計画のためです。合計で 15,714,000 円の収入を
見込んでいます。
【支出】
前年度実績から人件費が大きく減少していますが、昨年度パート職員を雇用する予定だったもの
を、正式に取りやめたためです。働き方も見直しながら、現行の事務局体制を維持しつつ、同友会
運動の更なる推進を図っていきます。
また、会合費も昨年度予算と比較して大きく減っていますが、昨年度実績に加え、学び合い活動事
業に注力する内容となっています。
各地区会に通常通り 1,500 円×会勢の活動補助を設定したことに加え、今まで配分の無かった
釧路地区会にも 150,000 円振り向けました。
また、各地区会の会合を支部企画とすることを条件に配分する予算として 300,000 円。委員会
オープンセミナー用に、各組織 20,000 円ずつ。
新会員を一歩の会に無料登録する予算として 165,000 円（3,000 円×55 名）です。
また、オンライン例会対応機材購入・環境整備のための予算として「情報システム整備費」、「消
耗什器備品費」をそれぞれ 10 万円ずつ増額しました。
費用の合計は、15,682,735 円で、当期の一般正味財産増減額は、31,265 円の増としてい
ます。これに、委託事業の管理人件費として約 30 万円を加えることになります。

議案第６号．全道総会代議員の選出
一般社団法人北海道中小企業家同友会第 53 回定時総会代議員
◯くしろ支部選出代議員(定数 3７名)（順不同・敬称略）
№

地区会

氏名

会社名

役職

1

釧路

長江 勉

長江建材（株）

取締役会長

2

釧路

曽我部 元親

北泉開発（株）

代表取締役

3

釧路

木内 敏子

（株）ダスキン釧路

代表取締役会長

4

釧路

佐藤 公一郎

（株）山一佐藤紙店

代表取締役社長

5

釧路

酒田 浩之

NPO 法人和

副理事長

6

釧路

八幡 好洋

（株）プライムネス

代表取締役

7

釧路

安田 浩佑

（株）ジャパン・プランニング

常務取締役

8

釧路

藤井 芳和

（株）トップオブ釧路

代表取締役

9

釧路

福井 克美

（株）トーテック

代表取締役

10

釧路

亀岡 孝

綜合設備（株）

代表取締役

11

南しれとこ

日下 雪夫

（株）津村測量設計

代表取締役

12

南しれとこ

渡辺 政之

（有）ワタナベ葬儀社

常務取締役

13

南しれとこ

雨宮 慶一

雨宮印刷（株）

代表取締役

14

南しれとこ

武山 千明

菱中産業（株）中標津営業所

所長

15

南しれとこ

山川 優貴

（株）リサイエ

代表取締役

16

南しれとこ

土谷 悠介

東盛建設（株）

代表取締役社長

17

南しれとこ

葭原 聡

釧根開発（株）

取締役総務部長

18

別海

髙橋 宗靖

（株）高橋工業

代表取締役

19

別海

鈴木 尚寿

（有）鈴木建設興業

代表取締役

20

別海

外村 武

（株）ほくえい

代表取締役

21

別海

臼井 貴之

臼井牧場

代表

22

根室

早川 元

（株）マルコシ・シーガル

代表取締役

23

根室

髙岡 一朗

根室スチレン（株）

代表取締役

24

根室

田嶋 靖照

（株）ナカイチ

取締役ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ

25

根室

魚谷 直世

（株）ナオエー石油

代表取締役

26

根室

神田 要

神田新聞店合同会社

代表社員

27

根室

山本 連英

（株）ヤマレン

代表取締役副社長

28

厚岸

成澤 則充

（株）ナリテツ

代表取締役社長

29

厚岸

中嶋 均

カキキン（有）

代表取締役

30

厚岸

中島 健洋

（有）平良木新聞店

常務取締役

31

摩周

宮田 歓朗

（株）宮田電気

代表取締役社長

32

摩周

竹森 英彦

（株）摩周調剤薬局

代表取締役

33

標茶

多田 征人

（株）多田塗装工業

代表取締役

34

標茶

小林 浩

（有）小林自動車整備工場

代表取締役

35

ルパン浜中 出口 将平

（株）丸物出口興産

代表取締役

36

ルパン浜中 澤辺 慎也

Ｒｅｃ

代表

37

ルパン浜中 石橋 榮紀

浜中町農業協同組合

代表理事会長

2021年度 くしろ支部組織図
組織委員会

くしろ支部青年部

くしろ支部総会
・みけた会（釧路）

一歩の会

・貘の会（南しれとこ）
・山高会（根室）

経営指針委員会

部
会
・
同
好
会

あゆみの会
幹部大学同窓会
ICTミライラボ
（旧名：マルチメディア研究会）

支
部
委
員
会

支部幹事会
（支部四役会議）

求人委員会

共育委員会

事務局

釧根農業経営部会

政策委員会

ノイズ倶楽部

地区会

ゴルフ同好会
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会
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政
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