
 

 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌支部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020年 4月 24日（金）16:00～17:00 

於: 北海道同友会 大久保記念・共育ホール 
  

第 35回定時総会報告書書 
 

 

 



 

一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌支部 

第３５回定時総会 次第 
 
 
 
 
 

＜定時総会＞ 16：00～17：00 

 

１．開会 

２．支部長挨拶 

３．議長選出 

４．総会成立の確認 

５．議案審議 

   第１号議案  ２０１９年度活動報告

   第２号議案  ２０１９年度決算報告ならびに会計監査報告

   第３号議案  ２０２０年度札幌支部役員選出

   第４号議案  ２０２０年度活動方針案の提案

   第５号議案  ２０２０年度予算案の提案

   第６号議案  第５２回全道総会代議員の選出

６．議長解任 

７．閉会 
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一般社団法人北海道中小企業家同友会 札幌支部 

第 35 回定時総会概要 

 

 

⚫ 2020年 4月 24日 16時より、デ・アウネさっぽろビル 大久保記念ホール Aにて開催

された。 

⚫ 議長には株式会社ブレンドワークス 代表取締役 前川裕一氏が選出される。 

⚫ 4月 24日現在の会員数は、1,929名。16時現在の出席者数が 5名。委任状による参加

者 1,203名。合計参加者が 1,208名となり、有効出席者が会員総数の過半数 965名を

超えており、支部運営規程第 3条により本総会の成立が議長より確認される。 

⚫ 第 1号議案 2019年度活動報告が宇佐美隆支部長より報告される。 

⚫ 第 2号議案 2019年度決算報告が久門和木総務委員長、ならびに会計監査報告が財務

資料にて報告される。 

⚫ 議長が第 1号議案、第 2号議案について会場に諮ったところ満場一致をもって原案通

り可決された。 

⚫ 第 3号議案 2020年度札幌支部役員選出が風間満役員選考委員長より提案される。 

⚫ 議長が第 3号議案について会場に諮り、満場一致で原案通り可決された。 

⚫ 議長より第 1回札幌支部幹事会開催のため審議の中断が宣言される。 

⚫ 総会再開後、事務局より第 1回札幌支部幹事会で互選された支部四役、ならびに各地

区会長、専門委員長が報告される。 

⚫ 第 4号議案 2020年度活動方針案が佐々木和秀幹事長より提案される。 

⚫ 第 5号議案 2020年度予算案が久門和木総務委員長より提案される。 

⚫ 第 6回議案 第 52回全道総会代議員候補が佐々木和秀幹事長より提案される。 

⚫ 議長が第 4号議案、第 5号議案、第 6号議案について会場に諮ったところ満場一致を

持って原案通り可決された。 

⚫ 全ての議題が可決され、第 35回定時総会が閉会した 
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一般社団法人北海道中小企業家同友会 

2020年度活動方針案（部分） 
 

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 
 

 

2020年度 活動の力点 

 スローガン 「全道会員の英知を集め、難局を乗り越えよう！」 

１．コロナに負けない～事業の継続と雇用の維持を最優先に、英知を集めて激動を乗り越えましょう 

２．経営指針の再構築を～「人を生かす経営」の視点から、事業計画と事業領域など、経営指針の見 

                        直しと再構築を進めましょう 

３．新たな学び合いの創造を～オンラインによる例会や社員共育、共同求人活動、web 会議での役員 

                            会など、同友会活動の新たなスタイルを創造していきましょう 

４．持続可能な地域づくり～当面する課題とコロナ問題終息後を見据え、経営環境改善の取り組みを 

                          進め、中小企業振興基本条例の制定と活用をはかりましょう 
 

 

 

 

3



一般社団法人北海道中小企業家同友会 

札幌支部 

 

 

 

 
・2019 年度札幌支部活動のまとめ 
 
・2020 年度札幌支部役員名簿 
 
・2020 年度札幌支部活動方針 
 
・2020 年度地区会活動方針・役員体制 
 
・2020 度専門委員会活動方針・役員体制 
 
・北海道中小企業家同友会第 52 回定時総会  

   　　　       札幌支部選出代議員名簿 
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2019年度 札幌支部活動のまとめ 
 

2019年度活動方針 

北海道同友会創立 50周年を支部 2,000名会員で！ 

～魅力ある札幌支部づくりをすすめよう～ 
 

（１）“つたえる” 
 

   同友会運動の歴史の中で生まれた労使見解に基づいた、経営指針、共同求人、共育、そして

労働環境の整備を会員各社が実践し、同友会が目指す「人を生かす経営」を積極的に伝えて

いこう！また、その経験や学んだこと、同友会の楽しさを会内外の経営者にわかりやすく発

信していこう！ 

   

◎今年度も、経営指針委員会が中心となり、第 16 期経営指針研究会を 13 名で開催しました。

また「人を生かす経営」をテーマに、共同求人委員会と経営指針委員会が連携して徳島同友会

のサンフォート山城真一社長を招き、人を生かす経営の実践を学びました。また、各地区会で

も、新会員を含め会員企業の経営実践報告、経営指針や働き方改革、大学や一般市民の方に中

小企業の仕事や果たす役割を伝える取り組みにも力を入れました。 

 

（２）“そだてる” 
 

     業種、業態、企業規模が違う会員の様々なニーズを汲み取り、「よい会社」「よい経営環境」

づくりを目指す「よい経営者」が育つ環境をつくろう！また会員経営者をはじめ、社員やま

だ入会してない経営者も新たな同友会ファンをつくっていこう！ 

 

  ◎今年度は北海道同友会が 50 周年記念プロジェクトとして 6000 名会員に取り組み、札幌支

部も期首から 82 名の純増会勢で大きな貢献を果たしました。これは、各地区会がそれぞれ

目標会員数を掲げ、組織・企画委員会の会員勧誘企画「Join to the Doyu」等への参加を声

掛けし、また、入会された方々には地区会役員が中心になってフォローを積極的に行い、血

の通った地区会づくりを進めた成果によるものでした。 
 
 

（３）“つなげる” 
 

     本音で悩みを語り合い、未来志向で共感、共有しあう仲間が集う支部づくりを目指そう！そ

のためにもいままでの活動や組織体制の整理・改善をおこない、運動の両輪である事務局体

制もしっかりと意識した、持続可能な札幌支部づくりの歩みをすすめよう！ 
 

  ◎北海道同友会 50 周年の記念式典は札幌支部が設営を担当。委員会・地区会・部会が一体と

なって式典の企画から当日の運営を取り仕切りました。また、地区会同士の合同例会や青年

部未知の会と地区会との合同例会、委員会と部会との合同セミナーなど、組織と会員の結び

つきの強まる活動と同時にＳＮＳを使った会員同士の情報共有も進みました。 

  一方で、突然発生した新型コロナウイルス感染症により、同友会最大の魅力である会員同士の

フェイストゥフェイスの学び合いが大幅に制限され、活動に大きな影響を受けました。 
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財務報告資料 

1．2019 年度決算 

（１）概要 

一般正味財産増減額は、マイナスの 5,250,193円となりました。これは会員増強が進み経常収

益ではプラス 1,049,807円となったものの、経常外費用にて事務所移転に係る費用を計上したた

めです。 

 

（２）貸借対照表 

１）流動資産 

 ①貯蔵品 

  ・未使用の用紙を計上しています。 

②立替金  

  ・会合にともなう参加キャンセル分の飲食代を計上しています。 

 ③本部 

  ・受取還元入会金、受取還元会費等、本部との相殺勘定です。 

 

２）固定資産 

 ①その他固定資産 

  ・車輌は各車輌備忘価額 1円で計上しており、現在は 4台となっています。 

  ・什器備品はデスクトップ PC3台、プロジェクター1台、長尺印刷機 1台を計上しています。 

 

３）流動負債 

 ①未払金 

  ・MyDoyuSSL証明書更新費用、西・手稲地区会および未知の会の会合費用を計上しています。 

 ②未払消費税 

  ・2019年度支部負担消費税を計上しています。 

 

（３）正味財産増減計算書 

１）会計区分と事業費・管理費 

①「共益事業等会計」 

『同友会 3 つの目的』実現をめざし、会員の共益のために行う事業。支部・地区会・部会・研究

会が行う例会等を「学び合い活動事業」、社員教育活動に関わるものは「社員教育事業」、求人活

動に関わるものは「共同求人活動事業」、出欠回答システム MyDoyuなどの会内広報に関わるもの

は「広報宣伝事業」となります。 

②「収益事業等会計」 

図書販売や受託事業（請負業に該当）など収益事業に該当するものが対象となる会計です。 

③「法人会計」 

法人運営に関わる収支が対象です。支部総会、支部幹事会、地区会幹事会、地区会総会、支部委
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員会の収支です。 

④「事業費」と「管理費」の配賦基準 

経常費用は事業に直接関わる経費と管理のための経費に区分し、共通経費に関しては事務局員の

従事割合により、事業費に 93％、管理費に 7％配賦されています。 

 

２）経常収益 

 ㋐入会金還元金収入 

 ・1社 2万円の入会金のうち、支部には 1万 6 千円が還元されます。2019年度では、入会 232社

の入会金還元収入がありました。再入会の入会金は 5千円（還元金は 1千円）、1社複数入会は

入会金免除のため、入会数と一致はしません。 

 ㋑会費還元金収入 

 ・1か月 5千円の会費のうち、支部には 1,250円が還元されます。2019年度では、約 2,005名×

12か月分の入金がありました。 

 ㋒各種事業収入 

 ・学び合い活動・地区会、支部企画：地区会の例会や支部例会、委員会主催のセミナーなどの収

入です。 

 ・学び合い活動・部会、研究会：部会、研究会の年会費や例会参加費等の活動による収入です。 

 ・社員教育負担金収入：新入社員研修会など社員教育活動の参加費収入です。 

 ・法人運営会費収入：支部総会や支部幹事会、委員会など法人運営に必要な活動による収入で

す。2019年度は、多くの地区総会で、飲食代を会場と直接精算したため予算を下回っていま

す。 

・広報宣伝負担金収入：MyDoyu のホームページバナー広告料による収入です。なお、掲載料は

ホームページ上段 1 枠 2 万円／月（半年契約は 5％割引、１年契約は 10％割引（以下同じ））、下

段 1 枠 1 万円／月となっています。2019 年度はバナー広告の減少と、広告期間 1 年計画の方が増

え、契約期間が昨年度から引き続いているため予算を下回っています。 

 ㋓その他の収入 

 ・利息収入や事務局員の外部講師謝金等です。今年度は、事務局員用携帯電話のキャリア変更を

行った際の補てん金が計上され予算を上回っています。 

 

３）経常費用 

 ㋔人件費 

 ・事務局員の通常賃金は法人（本部）が負担をします。事務局員の通勤手当と時間外手当相当

分、また支部の業務を行うパート事務局員の賃金を支部で負担しています。2019年度は事務局

員の退職や異動のため予算を下回っています。 

 ㋕会合費 

 ・学び合い活動・地区会、支部企画：学び合い活動・地区会、支部企画収入に相対する費用科

目。主に会合時の会場費や飲食代、講師謝金等。 

・学び合い活動・部会、研究会：学び合い活動・部会、研究会収入に相対する費用科目。主に会

合時の会場費や飲食代、講師謝金等。 

 ㋖研修会費 

・社員教育負担金収入に相対する費用科目。 
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 ㋗会議費 

 ・支部総会、支部幹事会、支部委員会に関わる費用科目であり、法人運営会費収入の相対科目で

す。幹事会・委員会の会場費や駐車料等などが含まれます。 

 ㋘交通費 

 ・事務局車両の自動車税、ガソリン代、車両整備費、駐車料等です。 

 ㋙出張宿泊費 

 ・役員、事務局員の出張に関わる支出です。2020 年中同協総会 in 札幌に向けて、7 月中同協総

会 in 東京と 2 月全研 in 京都の事務局員旅費を予算化していたが、参加費の予算計上が漏れて

いたため予算を超過しています。 

㋚情報システム整備費  

 ・ホームページ、MyDoyuに関わる支出です。2019年度は MyDoyu改修について当初予定の仕様変

更を実行しなかったため予算を下回っています。 

㋛消耗什器備品費 

・購入金額が 10万円未満で耐用年数が 1年以上のものです。2019年度は備品の買い替えに備え

た予算に対し、該当が少なかったため予算を下回っています。 

 ㋜消耗品費 

 ・購入金額が 10万円未満で耐用年数が 1年未満のものです。2019年度は事務所移転に伴い、備

品を購入したため予算を上回っています。 

㋝調査研究費 

・主に新聞購読料、広報宣伝費用です。2019年度は予定していたより広告費がかからなかったた

め予算を下回っています。 

㋞法人資産使用料 

 ・事務所は法人の資産であり、札幌支部では使用割合（札幌支部 9：本部 1）等に基づき、「法人

資産使用料」として応分の負担を行っています。 

 ㋟保険料 

 ・車輌に関わる保険料です。2019年度は車両保険への加入にともない予算を上回っています。 

 ㋠諸謝金 

 ・経理業務委託に関わる費用です。2019年度は DOR 調査謝金が予定よりも少なくなったため予

算を下回っています。 

 ㋡慶弔費 

 ・会員の慶弔事に関する費用です。 

 ㋢租税公課 

 ・消費税、収入印紙代です。消費税は全道で計算が行われており、2019年度は予算を下回りまし

た。 

 ㋣雑費 

 ・ごみ処理代、シュレッダー代、退会した会員に発生した費用の負担分、支払手数料、ビジネス

ウェブ手数料等です。なお、雑収益と振替を行い内部取引消去しています。 

 

４）経常外費用 

Ⅰ移転費用 

・事務所移転に係る費用を予算通り執行しました。 
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1

2

3

4 （新）

5 （新）

6 （新）

7 （新）

8 （新）

9 （新）

10 （新）

11

12 （新）

13

14

15 （新）

16 （新）

17 （新）

18

19 (新)

20 (新)

21

22 (新)

23 (新)

24

25 (新)

26

27 (新)

28 (新)

29

千歳・恵庭・北広島・長沼地区会長 リサイクルファクトリー（株） 専務取締役 本村　信人 千歳・恵庭・北広島・長沼

江別地区会長 Ambitious Farm（株） 代表取締役 柏村　章夫 江別

白石・厚別地区会長 （有）ホクレア　行政書士佐々木ひとみ事務所 代表取締役 佐々木　ひとみ 白石・厚別

豊平・清田地区会長 （株）リペアサービス 代表取締役 富田　訓司 豊平・清田

南地区会長 （有）北海道新聞岸販売所 代表取締役 岸　信行 南

北地区会長 （株）秀岳荘 代表取締役社長 小野　浩二 北

東地区会長 クレアル工業（株） 代表取締役 柳下　真人 東

西・手稲地区会長 幡本印刷（株） 代表取締役社長 加藤　景 西・手稲

中央南地区会長 山﨑建設工業（株） 代表取締役社長 江野　英嗣 中央南

中央北地区会長 医療法人社団K2　北2条歯科クリニック 事務長 二俣　博信 中央北

中央東地区会長 （株）ASCe 代表取締役 後藤　亮太 中央東

中央西地区会長 （株）丸亀 代表取締役社長 若月　裕之 中央西

政策委員長 （株）リポートサービス北海道 代表取締役 西田　宙文 西・手稲

【地区会長】

経営厚生労働委員長 （株）Ｐａｙ it Forward 代表取締役 佐藤　文昭 白石・厚別

インクルーシブ委員長 光情報通信（株） 代表取締役 南部　賢 白石・厚別

共育委員長 シオンテクノス（株） 代表取締役社長 村野　篤 東

経営指針委員長 （株）工藤商事 代表取締役 工藤　英人 白石・厚別

総務委員長 （有）久和コーポレーション 代表取締役 久門　和木 北

共同求人委員長 （株）恒栄工業 代表取締役 上原　伸也 中央西

組織・企画委員長 （株）小枝 代表取締役 久保　毅仁 中央東

広報・情報委員長 （有）内山新聞店 代表取締役 内山　亘理 千歳・恵庭・北広島・長沼

〃 マルサン塗料（株） 専務取締役 立花　秀樹 東

【専門委員長】

副幹事長 コレモッタ（株） 代表取締役 廣澤　克美 中央北

〃 ＳＯＣパートナーズ（株） 代表取締役 波佐　満成 白石・厚別

〃 （有）谷越印刷 代表取締役 谷越　律夫 東

幹事長 （株）ワコーバイオケミカル 代表取締役 佐々木　和秀 北

副支部長 （株）アセットプランニング 代表取締役 及川　学 白石・厚別

〃 北海道オフィス・マシン（株） 代表取締役社長 神野　裕三 中央西

一般社団法人北海道中小企業家同友会札幌支部　2020年度支部役員名簿

【支部四役】

支部長 （株）宇佐美商会 代表取締役 宇佐美　隆 中央西
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60

1

2

2020年4月24日に開催した、２０２０年度第1回支部幹事会で支部四役を互選。

中央西

佐藤寿志税理士事務所  税理士 佐藤　寿志 西・手稲

【会計監査】

税理士法人吉田会計事務所 代表社員 吉田　肇

江別地区会 （株）Doコンパス 代表取締役 出村　謙二 江別

千歳・恵庭・北広島・長沼地区会 （有）北海道新聞南販売所 代表取締役 南　　仁 千歳・恵庭・北広島・長沼

〃 鈴木造園（株） 代表取締役 蕪木　清文 千歳・恵庭・北広島・長沼

豊平・清田地区会 （有）エス・エー・ジー 代表取締役 高橋　一彦 豊平・清田

〃 （株）アクアグレース 代表取締役会長 小仲　美智子 豊平・清田

〃 （株）第一葬祭 代表取締役社長 栗原　眞由美 白石・厚別

〃 （株）出口塗工店 代表取締役 出口　則夫 白石・厚別

〃 （株）A.I.P 副支店長 藤田　学 北

白石・厚別地区会 合同会社オークニック 代表社員 笹川　伸之 白石・厚別

南地区会 （株）宏陽 代表取締役社長 髙島　幸志朗 南

北地区会 北海道オリンピア（株） 代表取締役 宮本　典英 北

西・手稲地区会 シオジリプラス（株） 代表取締役 塩尻　一也 西・手稲

〃 （株）保険のベストケア 代表取締役 矢島  嘉信 西・手稲

〃 （株）D＆C 代表取締役 髙橋　恵 東

〃 日美装建（株） 代表取締役 大澤　寛晃 東

中央北地区会 Blue Sheep 代表 杉本　英範 中央北

東地区会 （株）ケルプ研究所 代表取締役 福士　宗光 東

中央南地区会 （株）寿時 代表取締役社長 寿時　康二 中央南

〃 北海葬祭（株） 代表取締役 松井　髙志 中央南

〃 （株）北海道建設新聞社 代表取締役会長 松木　剛 中央西

〃 （株）レストレイション 代表取締役 目黒　久美子 中央西

〃 （株）こがね北海道焼肉プライム 代表取締役 佐藤　直樹 中央東

中央西地区会 （株）エスアンドエスネットワーク 代表取締役社長 吉田　潤生 中央西

【地区会選出】

中央東地区会 北海道自動車共済協同組合 専務理事 大塚　博貴 中央東

IT経営部会 （有）ITマネジメントシステム 代表取締役 石塚　真彰 中央西

無二の会 （株）環器 代表取締役 滑川　眞永 豊平・清田

国際ビジネス研究会 （株）ティーピーパック 代表取締役 池川　和人 西・手稲

農業経営部会 	雉子谷食品（株） 取締役 雉子谷　忠	 江別

起望峰 弁護士法人札幌英和法律事務所 副所長弁護士 田中　康道 中央西

中央西

女性経営者部会 （株）アシスト企画 取締役社長 	柳　ゆかり 北

【部会・研究会選出】

未知の会 （株）マッシモ 代表取締役 治山　孔
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2020年度 札幌支部活動方針 
 

 

札幌支部活動【三つの指針】 

一、札幌支部における全ての組織（地区会、委員会、部会、研究会等）は、同友会運動で最も重要な理念であ

る「よい会社をつくろう」「よい経営者になろう」「よい経営環境をつくろう」の三つの目的に沿って活動

を行うものとします。 
 

一、札幌支部における全ての組織は、同友会運動に沿った活動であるかを常に検証し、弛まぬ活動の改善を行

うこととします。 
 

一、札幌支部における全ての組織は、それぞれの活動内容の充実を図るとともに、お互いに連携しあう関係を

築き、相乗効果を生み出す活動を推進していくこととします。 

 

 

2020年度活動方針 

 

札幌支部会員一丸となり、 

危難を乗り越え、明日を切り拓こう！ 

 
（１）“つたえる” 

 

   中小企業の経営基盤を大きく揺るがしている新型コロナウイルス感染症。北海道同友会の原

点「孤独な経営者をなくすこと」に立ち返り、一社一社の会員企業の取り組みと、一人一人

の企業家の思いをつなげて、この危難を乗り越えよう。そして、持続可能な企業・地域づく

りをさらに推し進め、中小企業の底力と地域に果たす役割を会の内外に伝えていこう。 
 
 

（２）“そだてる” 
 

     先の見えない時代だからこそ、労使見解に基づいた経営指針の成文化、共同求人から社員教

育への一貫した取り組みなど同友会が目指す企業づくりに着実に取り組もう。また、より良

い企業、同友会活動を目指し、絶えず検証しながら、新しい取り組みに挑戦しよう。 
 
 

（３）“つなげる” 
 

     業種・業態の違う多くの会員こそ支部の力の源泉。地区会や委員会の活動を通して会員同士

の結びつきを強め、新しい仲間も積極的に迎えいれ、強固な中小企業家のネットワークを創

ろう。そして、地域を支える経営者の団体として、地域団体や関係機関との関わり合いを広

げていこう。 
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（単位：円）

学び合い活動事業 社員教育事業 共同求人活動事業 広報宣伝事業 受託事業

当年度
①

19年度実績
前年度

②
増減

①－②
予算 予算 予算 予算 予算 予算 予算

Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部

（１）経常収益

１）受取還元入会金 2,720,000 3,173,000 2,640,000 80,000 2,720,000
２）受取還元会費 30,120,000 30,087,500 29,625,000 495,000 30,120,000
　　事業還元金 0 0 0 0 0
３）法人運営会費収入 950,000 1,936,500 2,280,000 △ 1,330,000 950,000
４）事業収益

　　　公益目的事業収入 0 0 0 0
　　　学び合い活動会費収入 18,935,000 17,712,200 19,360,000 △ 425,000 18,935,000 18,935,000
　　　社員教育負担金収入 700,000 1,422,000 2,000,000 △ 1,300,000 700,000 700,000
　　　共同求人負担金収入 0 0 0 0 0 0
　　　広報宣伝負担金収入 1,596,000 1,559,280 2,280,000 △ 684,000 1,596,000 1,596,000
　　　図書等販売事業収入 0 0 0 0 0
　　　受託事業収入 605,000 594,000 583,200 21,800 605,000 605,000
　　　賃貸事業収入 0 0 0
　   （　　　　　）事業収入 0 0 0
５）受取寄付金 0 0 0 0 0
６）雑収益 200,000 299,455 50,000 150,000 200,000 0

経常収益計 55,826,000 56,783,935 58,818,200 △ 2,992,200 18,935,000 700,000 0 1,596,000 21,231,000 605,000 605,000 33,990,000 0
（２）経常費用

１）事業費

　　　給料手当 9,915,200 8,878,700 9,852,000 63,200 8,527,072 694,064 694,064 0 9,915,200 0 0 0
　　　福利厚生費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　　　会合費 20,678,200 17,173,619 17,398,600 3,279,600 20,326,200 0 0 0 20,326,200 352,000 352,000
　　　図書等販売費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　　　研修会費 400,000 691,791 1,000,000 △ 600,000 0 400,000 0 0 400,000 0 0
　　　交通費 1,236,900 1,210,186 1,365,240 △ 128,340 1,050,700 93,100 93,100 0 1,236,900 0 0
　　　出張宿泊費 93,000 455,351 279,000 △ 186,000 79,000 7,000 7,000 0 93,000 0 0
　　　通信費 2,732,634 2,505,138 2,468,740 263,894 2,188,584 193,925 193,925 92,400 2,668,834 63,800 63,800
　　　情報システム整備費 878,988 1,220,384 1,665,850 △ 786,862 435,764 38,612 38,612 366,000 878,988 0 0
　　　減価償却費 64,333 139,664 140,430 △ 76,097 54,649 4,842 4,842 0 64,333 0 0
　　　消耗什器備品費 186,000 248,592 511,500 △ 325,500 158,000 14,000 14,000 0 186,000 0 0
　　　消耗品費 465,000 547,958 399,900 65,100 395,000 35,000 35,000 0 465,000 0 0
　　　修繕費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　　　印刷費 3,017,500 3,090,718 3,024,000 △ 6,500 2,488,500 220,500 220,500 0 2,929,500 88,000 88,000 0
　　　水道光熱費 1,506,600 1,218,554 1,009,980 496,620 1,279,800 113,400 113,400 0 1,506,600 0 0
　　　賃借料 458,304 147,441 158,100 300,204 389,312 34,496 34,496 0 458,304 0 0
　　　法人資産使用料 8,671,320 8,671,320 8,671,320 0 7,365,960 652,680 652,680 0 8,671,320 0 0
　　　リース料 1,199,882 2,087,796 2,081,190 △ 881,308 910,490 80,676 80,676 128,040 1,199,882 0 0
　　　諸謝金 744,000 659,715 930,000 △ 186,000 632,000 56,000 56,000 0 744,000 0 0
　　　租税公課 1,035,970 653,700 1,213,260 △ 177,290 812,910 72,030 72,030 79,000 1,035,970 0 0
　　　委託費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　　　雑費 566,540 545,927 707,520 △ 140,980 385,096 34,122 34,122 12,000 465,340 101,200 101,200

収益事業等会計

当年度小計当年度小計

一般社団法人　北海道中小企業家同友会　札幌・南空知支部収支予算書案
自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日

科目
合計

共益事業等会計

法人会計 内部取引消去
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２）管理費

　　　給料手当 0 0 0 0 0
　　　福利厚生費 0 0 0 0 0
　　　会議費 2,375,000 3,359,783 3,480,000 △ 1,105,000 2,375,000
　　　交通費 93,100 91,028 102,760 △ 9,660 93,100
　　　出張宿泊費 7,000 34,257 21,000 △ 14,000 7,000
　　　通信費 193,926 178,092 173,740 20,186 193,926
　　　ID使用料 0 0 0 0 0
　　　情報システム整備費 38,612 37,576 45,150 △ 6,538 38,612
　　　減価償却費 4,843 10,467 10,570 △ 5,727 4,843
　　　消耗什器備品費 14,000 18,709 38,500 △ 24,500 14,000
　　　消耗品費 35,000 41,197 30,100 4,900 35,000
　　　修繕費 0 0 0 0 0
　　　印刷費 220,500 230,620 220,500 0 220,500
　　　調査研究費 130,000 89,450 230,000 △ 100,000 130,000
　　　水道光熱費 113,400 91,703 76,020 37,380 113,400
　　　賃借料 34,496 11,089 11,900 22,596 34,496
　　　法人資産使用料 652,680 652,680 652,680 0 652,680
　　　保険料 420,240 466,305 470,000 △ 49,760 420,240
　　　リース料 80,678 62,514 61,810 18,868 80,678
　　　諸謝金 56,000 49,655 70,000 △ 14,000 56,000
　　　慶弔費 120,000 79,848 120,000 0 120,000
　　　租税公課 72,030 49,203 82,740 △ 10,710 72,030
　　　雑費 34,124 33,398 44,100 △ 9,976 34,124

経常費用計 58,546,000 55,734,128 58,818,200 △ 272,200 47,479,037 2,744,447 2,344,447 677,440 53,245,371 605,000 605,000 4,695,629 0
当期経常増減額 △ 2,720,000 1,049,807 0 △ 2,720,000 △ 28,544,037 △ 2,044,447 △ 2,344,447 918,560 △ 32,014,371 0 0 29,294,371 0

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

１）固定資産売却益 0 0 0 0 0
２）前期損益修正益 0 0 0 0 0

経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（２）経常外費用

１）移転費用 0 6,300,000 6,300,000 △ 6,300,000 0
２）原状回復費 0 0 0 0 0
３）固定資産除却損 0 0 0 0 0
４）支部正味財産寄贈 0 0 0 0 0

経常外費用計 0 6,300,000 6,300,000 △ 6,300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 △ 6,300,000 △ 6,300,000 6,300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３．予備費の部

　　　予備費 0 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △ 2,720,000 △ 5,250,193 △ 6,300,000 3,580,000 △ 28,544,037 △ 2,044,447 △ 2,344,447 918,560 △ 32,014,371 0 0 29,294,371 0
一般正味財産期首残高 21,680,386 26,930,579 26,930,579 △ 5,250,193
一般正味財産期末残高 18,960,386 21,680,386 20,630,579 △ 1,670,193
Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0 0
Ⅲ　正味財産期末残高 18,960,386 21,680,386 20,630,579 △ 1,670,193
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科目
2020年度予算

①
2019年度実績

2019年度予算
②

増減
①-②

備考

１．経常増減の部

（１）経常収益

　１）入会金還元金収入 2,720,000 3,173,000 2,640,000 80,000 ＠16,000*170名（札幌160名、南空知10名）

　２）会費還元金収入 30,120,000 30,087,500 29,625,000 495,000 ＠1,250*12ケ月*2,008名（札幌1929名、南空知79名）

　　　事業還元金収入 0 0 0

　３）各種事業収入 22,181,000 22,629,980 25,920,000 ▲ 3,739,000

　　　（学び合い活動・地区会、支部企画） (8,935,000) (8,716,578) (8,860,000) (75,000) 支部企画（札幌、南空知）、地区会例会（札幌）、委員会セミナー・企画ほか、前年実績ベース

　　　（学び合い活動・部会、研究会） (10,000,000) (8,995,622) (10,500,000) (▲ 500,000) 部会・研究会年会費・例会参加費等、前年実績ベース

　　　（社員教育負担金収入） (700,000) (1,422,000) (2,000,000) (▲ 1,300,000) 新入社員研修会等、前年実績ベース

　　　（広報宣伝負担金収入） (1,596,000) (1,559,280) (2,280,000) (▲ 684,000) ＭｙＤｏｙｕ　ＩＤ使用料、バナー広告等

　　　（法人運営会費収入） (950,000) (1,936,500) (2,280,000) (▲ 1,330,000) 総会、支部幹事会、地区会幹事会（札幌）、委員会　＊2020年度札幌支部は総会のみ開催

　４）受託事業等収入 605,000 594,000 583,200 21,800 障害者雇用支援フォーラム（札幌市委託）

　５）その他収入（寄付金・雑収入） 200,000 299,455 50,000 150,000

経常収益計 55,826,000 56,783,935 58,818,200 ▲ 3,014,000

（２）経常費用

　　人件費 9,915,200 8,878,700 9,852,000 63,200 時間外単価上昇分増額

　　会合費 20,678,200 17,173,619 17,398,600 3,279,600

　　　（学び合い活動・地区会、支部企画） (9,633,200) (9,155,536) (9,290,000) (343,200) 支部、地区会企画等は全額を支出と仮定（地区会、委員会の活性化費は200万円を計上）

　　　（学び合い活動・部会、研究会） (11,045,000) (8,018,083) (7,790,000) (3,255,000) 前年実績ベース＋部会残高からの支出：女性部４０万円＋未知の会100万円支出＋起望峰12万円＋無二20万円

　　研修会費 400,000 691,791 1,000,000 ▲ 600,000 前年実績ベース

　　会議費 2,375,000 3,359,783 3,480,000 ▲ 1,105,000 前年実績ベース

　　交通費 1,330,000 1,301,214 1,468,000 ▲ 138,000 前年実績ベース

　　出張宿泊費 100,000 489,608 300,000 ▲ 200,000 今期は中同協総会の周知派遣がないため減額

　　通信費 2,926,560 2,683,230 2,642,480 284,080 スマホ及びポケットＷＩＦＩ１台追加のため増額

　　ID使用料 0 0 0 0

　　情報システム整備費 917,600 1,257,960 1,711,000 ▲ 793,400 今期は現時点でＭｙＤｏｙｕの大幅な改修を予定していないため減額

　　減価償却費 69,176 150,131 151,000 ▲ 81,824 減価償却が終了した固定資産があり減額

一般社団法人北海道中小企業家同友会　札幌・南空知支部　2020年度予算案　説明資料

自　2020年4月1日　　　　至　2021年3月31日

合計は172万
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　　消耗什器備品費 200,000 267,301 550,000 ▲ 350,000 今期は事務所の引っ越しに伴う購入品がないため減額

　　消耗品費 500,000 589,155 430,000 70,000

    修繕費 0 0 0 0

　　印刷費 3,238,000 3,321,338 3,244,500 ▲ 6,500 前年実績ベース

　　調査研究費 130,000 89,450 230,000 ▲ 100,000 前年実績ベース　（広報宣伝費未計上）

　　水道光熱費 1,620,000 1,310,257 1,086,000 534,000 新事務所が広くなりエアコンの台数が増えたため、現時点での予想上昇分を増額

　　賃借料 492,800 158,530 170,000 322,800 事務局車両（5台保有）の駐車料金が1台1100円から6380円に値上がり

　　法人資産使用料 9,324,000 9,324,000 9,324,000 0

　　保険料 420,240 466,305 470,000 ▲ 49,760

　　リース料 1,280,560 2,150,310 2,143,000 ▲ 862,440 前期のコピー機入替えにより増えるもMyDoyuの再リースによる大幅減がありトータルで減額

　　諸謝金 800,000 709,370 1,000,000 ▲ 200,000 前年実績ベース

　　慶弔費 120,000 79,848 120,000 0

　　租税公課 1,108,000 702,903 1,296,000 ▲ 188,000

　　雑費 600,664 579,325 751,620 ▲ 150,956 今期は引っ越しに伴う支出がないため減額

経常費用計 58,546,000 55,734,128 58,818,200 ▲ 272,200

当期経常増減額 ▲ 2,720,000 1,049,807 0 ▲ 2,741,800

２．経常外増減の部

（１）経常外収益 0 0 0 0

経常外収益計 0 0 0 0

（２）経常外費用 0 6,300,000 6,300,000 ▲ 6,300,000

経常外費用計 0 6,300,000 6,300,000 0

当期経常外増減額 0 ▲ 6,300,000 ▲ 6,300,000 0

３．予備費の部

　　予備費 0 0 0 0

当期一般正味財産増減額 ▲ 2,720,000 ▲ 5,250,193 ▲ 6,300,000 ▲ 2,741,800

※部会を除く支部会計の収支（活性化費の原資）は2,000,000円
※部会・研究会の残高からの支出は1,720,000円
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2.2020 年度予算 

（１）概要 

 2020年度は、新型コロナ後の活動を下支えするために一般正味財産から会合費へ 100万円を支出

するほか、女性部会、未知の会、起望峰、無二の会が部会残高から合計 172万円の支出を予定して

いることから、統計経常増減額および一般正味財産増減額はマイナス 272万円となりました。 

 

（２）経常増減の部 

１）経常収益 

①受取還元入会金 

・札幌支部 160名、南空知支部 10名の入会目標としました。 

②受取還元会費 

・期中平均会員数を札幌支部 1,929名、南空知支部 79名としました。 

③学び合い活動会費収入 

・支部および委員会、各地区会との前年の実績を参考に計上しました。 

④社員教育負担金収入 

・新型コロナウイルス感染症のリスク回避のため、例年 4月上旬に開催している新入社員研修会

が延期となり、さらに縮小開催となることから大幅に減額しました。 

⑤法人運営会費収入 

・主に総会参加費と役員会の参加費ですが、今期はすでに総会の人数を制限し、懇親会なども行

わないことが決定しているため、減額しました。 

⑥受託事業収入 

・今年度も昨年に続き札幌市からの受託事業の内容が確定しているため計上しています。 

 

２）経常費用 

⑦給料手当 

・支部負担分の人件費と活動計画に伴う時間外手当の見込額を計上しています。 

⑧会合費 

・今年度の活動スケジュールや計画に基づき見込額を計上しました。今年度も地区会活性化のた

めの例会等の補助費を計上しています。 

⑨研修会費 

・新入社員研修会の縮小開催のため変動費分を減額しています。 

⑩会議費 

・総会の縮小開催に伴い減額しました。 

⑪通信費 

・事務局員の携帯電話をスマホ化し、会合でのネット通信のために無線接続機を導入したため、

今後の活用を見込んで増額しています。 

 

⑫情報システム整備費 

・今期は MyDoyu の大幅な改修を予定していないため減額しています。 
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⑬減価償却費 

・前期で減価償却が終了した固定資産があったため減額しています。 

⑭消耗什器備品費 

・前期引っ越しに伴う備品購入を検討しておりましたが、ほとんど通常程度の支出だったため、

実績を考慮して計上しています。 

⑮水道光熱費 

・新事務所に移転しスペースが広くなったことから、エアコンの台数が増えたため、前期の引っ

越し以降の実績から推計した金額を計上しています。 

⑯リース料 

・コピー機を入れ替えたため増額となりましたが、MyDoyu の再リース化によって大幅な減額と

なりました。 

⑰雑費 

・引っ越しに伴う支出がないため減額しています。 

 

（２） 

１）経常外増減の部 

・今年度の計上はありません。 
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■中央区：大通より南側・西６丁目より東側の地域

■会員数： 177名

2020年度　活動方針

（2020年度3月末）

2019年度　活動のまとめ

１.今年度の活動方針にあるワンゲスト運動を率先して行い地区会活動を活発にし支部を盛り上げてい
く気運を中央東から作っていく！
という方針に対して純増の会員数が2020年1月末時点で36名と支部でトップとなり、全道　６，０００名達
成に大きく寄与することができました。

２.会員相互の連帯感を深めるため、出来るだけ多くの方に参加してもらえるような例会を開催しまし
た。
４月のキックオフ例会から始まり、５月はサツドラホールディングスの富山社長に講演頂き１４０名の会員
にご参加頂きました。
また１０月の一泊例会では前年末に開催した望年会で集めた義援金を胆振東部大震災で被災された
厚真神社へ奉納させてもらいに行きました。
２０１９年１２月の宇宙一の大望年会ではマジシャン、フレディーマーキュリーと多彩な出演者を揃え中
央東らしいエンターテイメント性の高い例会を開催し他地区会や多くのゲスト参加も加え１００名を超す
参加者で盛り上がりました。

３.学びの場としては７月に経営指針例会をで魚まさの高野専務、夜空のジンギスカンの前川社長にご
登壇いただき、いかに経営指針を作ることが大切かということを学びました。
２月例会では木の城たいせつの吉村社長にご登壇いただきます。木の城たいせつは震災に遭われた
地域の復興に取り組み地域の方々から愛されている会社であります。
３月例会は中央東地区会員でもあるコーチングの中村舞先生、メンタルヘルスの向裕加先生を講師と
して招き、社員参加型の例会（普段我々が同友会でどんなことを行っているかを社員に見てもらう参観
日型例会）を開催する予定でしたが、残念ながら開催できなかったので2020年に持ち越しになりまし
た。

中央東地区会

＜活動テーマ＞

中央東地区会は会員の皆様に心から”入会して良かった”と思ってもらえるような

出会いと学びの場を提供し、共に育って行くことができる持続可能な会の運営を

目指して活動していく！

＜活動方針＞

1. 会員の皆様に同友会をもっと良く知ってもらい、興味を持ってもらうきっかけ作

りを行います！例会時に専門委員の方々に来て頂き、活動内容などＰＲしてもら

います。

2. 他支部や他地区との合同例会を行うことにより、会員同士の交流とお互いの知見

を広めます！

3. 中央東地区会の強みであるエンターテインメント性の高い例会を開催して、会員

の心を引き付け会員同士の連帯感を更に強めていきます！

23



No. 地区会役職 会社名 役職 氏名 支部幹事 委員会

1 相談役 （株）サンコー 代表取締役会長 山田 修三

2 会長 （株）ASCe 代表取締役 後藤 亮太 〇

3 幹事長 （株）こがね北海道焼肉プライム 代表取締役 佐藤 直樹 〇

4 副幹事長 日本総合商会（株） 代表取締役 町田 武文 広報・情報

5 副会長 北海道自動車共済協同組合 専務理事 大塚 博貴 〇 総務・政策

6 〃 （株）アイディアルホーム 代表取締役 網中 雅基

7 〃 （株）小枝 代表取締役 久保 毅仁 ◎ 組織・企画・共育

8 幹事 （株）日本アメニティクリエイト 代表取締役 眞田 和宏 広報・情報

9 〃 山鋼札幌（株） 代表取締役 山﨑 武範

10 〃 （株)進幸 代表取締役 渡邊 典子 経営厚生労働

11 〃 （株）OWL 代表取締役 酒井 圭介 広報・情報

12 〃 横田商事（株） 代表取締役 大島 正一

13 〃 システムデザイン開発（株） 代表取締役 菅野 滿

14 〃 マイコーチングオフィス 代表 中村 舞

15 〃 トロリーライン（株） 代表取締役 白澤 正次

16 〃 （有）石井自動車 取締役社長 石井 賢治

17 〃 （株）ＰＡネットワーク 常務取締役 金戸 公彦 組織・企画

18 〃 （株）ホクラミ 代表取締役社長 矢吹 英俊

19 〃 （株）ＬＯＬ 代表取締役 吉本 直喜

20 〃 函館魚まさ すすきの店 専務取締役 高野 拓哉 経営指針

21 〃 （株）正文舎 取締役 白藤 沙織 経営指針・広報・情報

22 〃 札幌シティ法律事務所 弁護士 小林 晃

23 〃 （株）レオールツーリスト 代表取締役 本林 康雄

24 〃 （株）イーエムピーコーポレーション 代表取締役 道下 悦子

25 〃 （株）アムテック 代表取締役 島田 清光

26 〃 （株）健康パートナーズ 代表取締役 津村 好範

27 〃 勝美建装 代表 菊田 勝美

28 〃 MIRAI connects（株） 代表 東 早栄子 インクルーシブ

29 〃 （株）アド三広 代表取締役 川崎 貴憲 インクルーシブ

30 〃 藤技研（株） 代表取締役 藤田 真吾

31 〃 ドリーム北海道（株） 専務取締役 北構 英樹

32 〃 （株）イレブンソフト 代表取締役 佐々木 昌文

33 〃 （株）アクシエイズム 代表取締役 小林 三希子

34 （新）幹事 （株）かねひろ 取締役羊ヶ丘店ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 廣川 周

35 （新）〃 （株）SGV 代表取締役 大熊 満

36 （新）〃 （株）ブレンドワークス 代表取締役 前川 裕一 組織・企画

37 （新）〃 BonanzaGroup 代表 山川 晃司

38 （新）〃 （株）バイオゲイン 代表取締役 廣瀬 いづみ

39 （新）〃 司法書士法人ライズアクロス 代表社員 小野寺 若

40 （新）〃 (株)ビットダイナーズ 代表取締役 宮崎　友寿

支部幹事/地区会選出○、支部・委員会・部会選出◎
2020年度　役員
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■中央区：大通より北側・西７丁目より西側の地域

■会員数：227名（2020年3月末）

＜活動方針＞
「一人ひとりのＭＳ（Member Satisfaction:会員満足度）を高める地区会活動を目指します」
会員数増に伴うニーズの多様化を踏まえ、業種や規模、会歴などの垣根がない関係性を構築し、一人ひ
とりにとって参加意義のある、満足度の高い地区会活動を推進します。会員同士が相互理解を深め、連帯
感のある経営者の学びの場を目指します。

＜具体的行動計画＞
”つたえる”
①地区会活動のミエル化推進
SNS等を活用して例会内容をはじめとした経験・学び・楽しさの発信を強化します。
”そだてる”
②経営者と社員が共に学ぶ
第10期リーダー共育講座を実施し、会員企業のリーダー社員を育成すると共に、
経営者がこの学びに関わることで「人を生かす経営」に結びつく共育を推進します。
③公募例会の開催
年間1回、例会のテーマを公募とし、会員ニーズ、意見を反映した例会を行い、参加会員の裾野を広げる
活動を行います。
”つなげる”
④例会づくり
担当幹事2名と担当副会長の3名体制で企画運営を行います。
テーマは経営実践・トレンド・会員企業同士の経営課題や成功事例の共有・専門家知見・同友会理念や目
的に関すること等のカテゴリーに基づいて各月の例会を開催します。
⑤会員相互の親睦交流を深める活動の推進
通常例会以外に親睦企画やランチセミナー（昼例会）を開催し、既存会員企業の相互理解を深めると共に
新入会員も参加しやすくなる雰囲気づくりを行います。
オン/オフのメリハリのある地区会活動を行っていきます。

2019年度　活動のまとめ

＜活動方針＞

「会員一人ひとりが笑顔になる地区会活動を目指す」
積極的に同友会活動に参加いただいている会員企業をよく知ることで、深いつながりと共感・共有から
経営力強化につながる例会づくりに取り組み、笑顔溢れる活発な活動を行うことができました。

＜具体的行動計画＞
①例会運営（担当範囲の明確化）
担当幹事の役割を明確化し、能動的かつ主体性をもった活動を行い、例会内容の向上と組織活動の深
い学びにつなげました。
②各月例会テーマ設定
年度活動方針に基づき、積極的に同友会活動に参加している会員が主役になるテーマ設定を行い、
「会員企業をよく知る機会」に結びつけました。
③親睦・ランチセミナーの開催
「笑顔と知る」をテーマに楽しい親睦会を開催。また、初のランチ会を開催し、新入会員が参加できる日程
調整、既存会員とのコミュニケーションを深めることで継続的な例会参加につなげることができました。
④経営者と社員が共に学ぶ講座
第9期リーダー共育講座を実施し、会員企業のリーダー社員を育成すると共に、多くの経営者サポーター
に参加いただき、新たなリーダーの輩出および「人を生かす経営」を体現することができました。

中央西地区会の会員数が過去最高となりました。会員増強にご尽力いただいた皆様に感謝いたします。

2020年度　活動方針

中央西地区会
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No. 地区会役職 会社名 役職 氏名 支部幹事 委員会

1 （新）会長 （株）丸亀 代表取締役社長 若月 裕之 ○

2 副会長 （有）ITマネジメントシステム 代表取締役 石塚 真彰 ◎ 広報・情報

3 〃 （有）天野測量機 代表取締役 天野 淳一

4 〃 （株）アメージングアンク 代表取締役 小原 木聖 共育

5 〃 （株）エスアンドエスネットワーク 代表取締役社長 吉田 潤生 ○ 広報・情報

6 〃 （株）KNコーポレーション 代表取締役 金城 錦花

7 〃 司法書士・行政書士小松洋輔事務所 司法書士 小松 洋輔

8 〃 大和ユニフォーム（株） 代表取締役社長 内田 芳史

9 〃 （有）ダブルエス・ソリューション 代表取締役 酒井 誠一

10 〃 北勝管財（株） 代表取締役 朝倉 渉

11 〃 （株）ライフマップ 代表取締役 大西 克幸 組織・企画

12 〃 （株）レストレイション 代表取締役 目黒 久美子 ○ 経営厚生労働・総務

13 幹事 （株）アイプランニング 代表取締役 中村 嘉孝

14 〃 熊谷綜合労務事務所 代表 熊谷 知直

15 〃 佐々曲堀（株） 代表取締役 佐々木 嘉久

16 〃 弁護士法人札幌英和法律事務所 副所長弁護士 田中 康道 ◎ 経営厚生労働

17 〃 （株）札幌カントリー倶楽部 滝のカントリー倶楽部 支配人 藤枝 臣春

18 〃 （株）三方社 代表取締役 伊藤 文議

19 〃 司法書士加藤真紀事務所 司法書士 加藤 真紀

20 〃 （株）第一ホテル 常務取締役 加藤 佳良子

21 〃 拓北電業（株） 代表取締役社長 鈴木 暁彦

22 〃 （株）フクイ製作所 代表取締役社長 福井 智明 総務

23 〃 北海道オフィス・マシン（株） 代表取締役社長 神野 裕三 ◎ 総務

24 〃 （株）北海道建設新聞社 代表取締役会長 松木 剛 ○ 政策

25 〃 （株）ほっとフー 代表取締役 吉田 元

26 〃 （株）松木測量 代表取締役社長 松木 要 組織・企画

27 〃 （株）未来花 代表取締役 山下 美保子

28 （新）〃 秋元法律事務所 弁護士 瀨野 和希

29 （新）〃 札幌総合法律事務所 弁護士 福田 直之

30 （新）〃 社労士・行政書士はまぐち総合法務事務所 代表 濱口 貴行

31 （新）〃 （株）TAKE 代表取締役社長 武山 大祐

32 （新）〃 （株）雪研スノーイーターズ 代表取締役 大槻 政哉

33 委員会専任幹事 アイ・ティ・エス（株） 代表取締役社長 河瀬 恭弘 経営厚生労働

34 〃 （有）能澤理美容院 代表取締役 能澤 和博 共育

35 〃 RITA税理士法人 所長 山美 幹生 総務

36 〃 （株）ライズエンジニアリング 取締役 柳川 久美子 インクルーシブ

37 （新）相談役 （株）テスク 代表取締役 丹 英司

支部幹事/地区会選出○、支部・委員会・部会選出◎
２０２０年度 役員
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■中央区：大通より南側・西７丁目より西側の地域

■会員数：145名 （2020年3月末）

基本方針
　出会いを大切にし、熱意を持って連帯を築こう！

活動方針
・隣の人を知ろう！
　　有意義な学びの場となる例会を企画し、参加者が全員で積極的な意見交換を行い、より一歩深い
関係を築きましょう。

・会員の多様性と地区会の伝統を大切にしよう！
　　多様な業種で構成されている中央南地区の特色を生かし、その背景・基盤となっている地域の歴
史を学びつつ、魅力ある例会を企画しましょう。
　　伝統的行事である「味の散歩道」、「望年会」等を引き続き活発なものとし、「私の履歴書」を新たな
伝統と成るべく育んでいきましょう。
　　士業の方々の多い特色を生かし、専門的な課題・時事的な話題も学んでいきましょう。

・人の輪を広げよう！
　　企業訪問・企業見学会等を実施し、お互いの理解を深める助けとすると共に、自社の紹介の場を作
りましょう。
　　例会等で報告者の他に、自社の新商品・新サービスあるいは企画催事等の紹介時間を設定し実り
あるものとしましょう。

2019年度　活動のまとめ

総括
　昨年度に引き続き若手経営者、女性経営者を新幹事に起用し、組織が活性化され、幹事会、例会出
席率が向上しました。会員の努力により、会員を増やすことができました。
  入会間もない会員を例会の報告者としたことにより、その後の例会出席率が向上しました。
　例会の報告者に経験豊かな会員にお願いしたことにより、若手会員とベテラン会員の交流が深まり、
スムーズな地区会運営ができました。

　つたえる
  ベントスのフーズファクトリーの見学移動例会や、多くの士業の会員が在籍する当地区会の強みを生
かし、専門家から学ぶ例会として働き方改革についての例会を開催し、自社の労働環境を見直すとと
もに学びを深めました。また、札幌支部経営指針委員長をお呼びして、人を生かす経営についての学
びを深めました。
  先輩経営者による「私の履歴書」の報告により、様々なエピソードから、会員の人となり、経営に対す
る考え方を深く知ることができました。

  そだてる
  入会まもない会員を報告者として、企業ＰＲ例会を１回実施致しました。
先輩経営者と若手経営者がともに学ぶことができました。また、未知の会との合同例会では、共に学ぶ
ことにより、地区会の良さをアピールすることができました。

  つなげる
  伝統行事である「味の散歩道」「大望年会」「新年会」を通じ、若手経営者とベテラン経営者の交流を
深め、本音で語り合える仲間づくりを目指し、一層の信頼関係を築きました。また、会員企業PR例会や
私の履歴書例会等を通じ、自社のサービスや商品を紹介することにより、ビジネスチャンスの場を提供
致しました。
　地区会でのゴルフ大会を開催し、更なる懇親を深めることができました。

2020年度　活動方針

中央南地区会
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No. 地区会役職 会社名 役職 氏名 支部幹事 委員会

1 相談役 （株）寿時 代表取締役社長 寿時　康二 ○

2 （新）会長 山﨑建設工業（株） 代表取締役社長 江野　英嗣 ○ 政策

3 副会長 亀田成春法律事務所 弁護士 亀田　成春 経営指針

4 〃 （株）ジャワティー･ジャパン 代表取締役 越智　けい子

5 〃 （株）髙砂不動産 代表取締役 江口　豊

6 〃 ハヤシ電興(株)  代表取締役社長 林　隆志 経営厚生労働

7 〃 plusM 代表 長谷川　久美子 総務

8 （新）〃 北海葬祭（株） 代表取締役会長 松井　髙志 ○

9 幹事長 セントラル法令オフィス 代表 村田　菊男 総務

10 幹　事 コンチネンタル貿易（株） 代表取締役 本間　良二

11 〃 （有）フォアキャスト 取締役社長 杉本　潔 政策

12 〃 北電力設備工事（株） 専務取締役 伏木　康

13 〃 札幌環境サービス（株） 代表取締役 藤田　昌文

14 〃 たからべ司法書士事務所 代表 財部　朗 経営指針

15 〃 （株）安全モーター商会 代表取締役社長 伊藤　晶和

16 〃 ノースメディア 代表 安居　潔人 広報・情報

17 〃 弁護士法人太田・小幡綜合法律事務所 行政書士 関上　健一郎 経営厚生労働

18 〃 弁護士法人小寺・松田法律事務所 弁護士 熊谷　建吾 組織・企画

19 〃 司法書士・行政書士　小原有津子事務所 司法書士・行政書士 小原　有津子

20 〃 （株）オルファン 代表取締役 朝倉　護 組織・企画

21 〃 北明システム（株） 専務取締役 菊池　秀一

22 〃 （株）フリード 代表取締役 佐藤　智裕

23 〃 第一電気工業（株） 代表取締役社長 内海　みどり

24 〃 （有）ソフトウェア・コンサルタンツ 代表取締役 平山　哲也

25 〃
公益財団法人パブリックヘルスリサーチセン
ター北海道支部札幌商工診療所

健康増進事業本部部長 澤谷　奈津子 政策

26 〃 NPO法人障がい者就労支援の会 あかり家　施設長 妻倉　ゆかり インクルーシブ

27 〃  （株）アイチフーズホールディングス 執行役員 森谷　有紀子

28 〃 （株）阿部塗装店 代表取締役 阿部　直光 共育

29 〃 （株）ジャパンフードサポート 代表取締役 佐孝　憲康

30 〃 （株）四季の旅 代表取締役 鄭　眞旭

31 〃 ラインパック（株） 代表取締役社長 竹中　博樹

32 〃 （株）KONiSI 取締役 小西　由子 組織・企画

33 （新）〃 札幌第一法律事務所 弁護士 土田　史

34 （新）〃 （有）ウイステリア 代表取締役 藤井　基彰

35 （新）〃 熊谷亘泰事務所 所長 熊谷　亘泰

36 （新）〃 Next司法書士合同事務所 司法書士 平石　悠亮

支部幹事/地区会選出○、支部・委員会・部会選出◎
2020年度　役員
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■中央区：大通より北側・西６丁目より東側の地域

■会員数：88名（2020年3月末）

　

出会える、学べる、楽しめる！

≪出会える≫
・会員同士はもちろん、ゲストの方や社員も新たな出会いとつながりがもてる学びと交流の機
会を提供します。
・ランチミーティングなど、時間帯を変えて参加しやすい環境をつくります。

≪学べる≫
・地区会員のニーズを聞き取りながら、『人を生かす経営』の実践を地区会に広げる例会づく
りを、委員会・部会と連携しながら進めます。

≪楽しめる≫
・参加した誰もがまた来たくなるような企画づくり、地区会づくりを進めます。特に新会員さ
んが安心して参加でき、学べる環境を幹事が中心となり、会員皆で協力してつくります。

2019年度　活動のまとめ

①　中央東地区会との交流・連携を深める
　昨年度に引き続き中央東地区会と合同で幹事会を開催。また、納涼例会は合同開催としまし
た。地区会単独で得ることのできない情報や、取り組み事例など多くの学びを得る機会となり
ました。

②　地区会独自企画を継続的に開催
　６月例会では『遠友座談会』を開催。新入会員の事業内容を知り、交流と親睦を深める機会
とし、３月例会ではベテラン会員から同友会での学びを自社の経営実践に取り入れてきた実践
に学ぶ『先達に聴く』を開催。また、経営基礎講座～財務初級編（3回）と中級編（2回）を開
催し、決算書を「見る」、「読む」、「使う」をテーマに改めて会計の勉強会を開催するな
ど、会員のニーズに応える地区会独自の例会を開催しました。また、毎月ランチミーティング
を開催し、会員同士が出会える場をつくりました。

③　委員会・部会との連携を深める
　9月例会では、青年部未知の会と合同で例会を企画し、先輩経営者から困難を乗り越える知
恵と勇気を学びました。２月例会では経営指針委員会に協力を仰ぎ、経営指針をもとにした会
社づくりの実践報告から学ぶ予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次年度
へ持ち越しとなりました。

2020年度　活動方針

中央北地区会
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支部幹事/地区会選出○、支部・委員会・部会選出◎

No. 地区会役職 会社名 役職 氏名 支部幹事 委員会

1 会長 医療法人K２　北２条歯科クリニック 事務長 二俣　博信 ○ 総務

2 副会長 朝日新聞札幌中央販売（株） 代表取締役社長 松尾　光雄 経営指針

3 〃 （有）越山ビルディングズ 代表取締役社長 越山　克志

4 〃 コレモッタ（株） 代表取締役 廣澤　克美 ◎ インクルーシブ

5 〃 （株）スタイルゲート 代表取締役 山崎　充

6 幹事長 Blue Sheep 代表 杉本　英範 ○ 広報・情報

7 幹事 曲堀　幸和産業（株） 代表取締役 堀内　駿 組織・企画

8 〃 （有）サクライ 代表取締役 櫻井　孝吉

9 〃 スタークリエイツ 代表 梅沢　太一 組織・企画

10 〃 太陽旅行（株） 代表取締役 高橋　博音

11 〃 （株）CHUE MUSIC 代表取締役 荒井　純一

12 〃 （有）ツーエイ クルミ薬局 代表取締役 赤崎　幸三

13 〃 北洋自動車（株） 代表取締役社長 田中　悟 組織・企画

14 〃 リーディング社会保険労務士法人 代表社員 湊　秀樹

15 〃 山田敬純法律事務所 弁護士 山田　敬純 経営厚生労働

16 顧問　　　　　 （株）ほりぞんとあーと 代表取締役 大野　頌 経営指針

2020年度　役員
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■東区

■会員数：237名（2020年3月末）

2019年度　活動のまとめ

2020年度　活動方針

『活動テーマ』

『基本方針』
「よい会社をつくろう」「よい経営者になろう」「よい経営環境をつくろう」の三つの目的に沿って活動を行うもの
とします。

『活動方針』

【地区例会】
四つの例会グループがそれぞれのテーマを深掘りして基本方針に基づく例会を企画して地区会員の学び
の高い例会を実施していきます。
【企業間交流　“つたえる”】
地区会活動を多様な形で充実させることにより多くの経営者が集まる場づくりをします。
女性部会「HIDAMARIの会」も継続して交流の幅を広げて行きます。
【社員共育　“そだてる”】
社員と経営者が共に育つことを目的に開講している「学びすとe倶楽部」は地区会共育活動の柱です。更な
る充実を目指し今年度も取り組みます。
【地域連携　“つなげる”】
東地区会と地域との係わりを考え実践していく事によって会員と地域がウィンウインとなれる関係性を築いて
行きます。「お祭り手伝い隊」は新しい取り組みとして地域貢献に取り組みます。
【会員増強】
私たちは知り合い、学びあい、援けあうことを共に目指します。同じ志を持ち一緒に学びあえる新しい仲間づ
くりを行い、今年度は250社の会員数を目標に取り組みます。

【地区例会】
新卒採用や少子高齢化への取組をはじめ、地域連携、経営指針といった現代の経営課題に直結する関心
度の高い例会を開催できたことは、同友会3つの目的にそった意義深い例会になりました。
今年度の例会活動の特徴としては、未知の会や大谷大学との合同例会をはじめ、50周年式典、望年会に
新年会と、参加者の多い例会等の開催が例年に比べ多かったとも言えます。
白厚地区会との合同3月例会が、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、残念ながら中止になりました。
可能な範囲で次年度へ繋げていけたらと思います。
【企業間交流】
地区会の活動を会員企業の皆さんに知っていただくことを目的に、eニュースを発行して5年になりました。前
年度までは毎月発行をしておりましたが、今年度は隔月に変更し、発行を継続してきました。eニュースは会
員訪問などでも利用され、一定の役割を果たしてきたように思います。
今年度は「お祭り手伝い隊」が新たに発足。正式な活動を開始すべく次年度に向けた具体的な取組みがス
タートしており、地域密着で活発な企業間交流を通じた地区会・同友会の発展が期待されています。
【会員増強】
期首を231社でスタートし、現在237社（2020年3月31日現在）まで増えました。
経営課題を共に考え克服し、一緒に学び合える仲間作りは大切な活動のひとつに他なりません。
【社員共育】
社員共育の活動として学びすとe倶楽部を今年度も開講しました。
2019年度は、東地区会員12社から18名の受講生が参加で、男性15名、女性3名となっています。
参加者全員が公平に成長できるように、管理表を作成し受講生が少しでも成長できるように考慮しつつグ
ループも開催毎にメンバーが入れ替わるようにし、受講生が多くの参加メンバーと会話ができるように工夫し
ました。
【女性部会HIDAMARI】
5月例会はHIDAMARIの会の名前の由来でもあるモエレ沼公園のガラスのピラミッド内にあるレストラン　ラン
ファン・キ・レーヴにてちょっぴり豪華なランチ会を開催しました。
7月例会は大人の女性に似合う上品で美しい浴衣の着付を学ぶというテーマで着付を教えて頂き、1月例会
は書道の先生をお呼びしてのし袋の書き方を学びました。
少しずつのゆるい開催ですが、女性会員同士の交流が増え、例会や同友会活動等へ参加がしやすい環境
をつくれており、来年度も変わらない活動を続けていきたいと思います。

東地区会
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No. 地区会役職 会社名 役職 氏名 支部幹事 委員会

1 （新）会長 クレアル工業（株） 代表取締役 柳下　真人 ○

2 （新）幹事長 （株）ケルプ研究所 代表取締役 福士　宗光 ○ 経営指針

3 （新）副会長 （株）落合建設 代表取締役 落合　靖巳 政策

4 〃 （株）Ｄ＆Ｃ 代表取締役 髙橋　恵 ○

5 〃 日美装建（株） 代表取締役 大澤　寛晃 ○ 経営指針

6 （新）〃 （株）カズノ 代表取締役 鹿角　一之 共育

7 （新）〃 (株)サムライ設備工房 代表取締役 北島　鉄也 経営指針

8 （新）〃 大豊資材工業（株） 代表取締役社長 大関　徹

9 （新）〃 はやしの企画 代表 林　正治 組織・企画

10 （新）〃 （有）木舎 代表取締役 佐々木　宏正 組織・企画

11 （新）顧問 （株）伊藤塗工部 専務取締役 伊藤　雅彦

12 （新）〃 （有）谷越印刷 代表取締役 谷越　律夫 ◎ 政策

13 幹事 FRSコーポレーション（株） 取締役 間瀬　彩佳 共同求人

14 〃 カサシマ建設（株） 代表取締役 笠島　守

15 〃 （株）共同舎 代表取締役 大石　清司 政策

16 〃 （株）建築舎 代表取締役 杉山　聡

17 〃 （株）櫻井 代表取締役 櫻井　信夫 総務

18 〃 社会福祉法人さっぽろひかり福祉会 常務理事 小畑　友希 インクルーシブ

19 〃 三協興産（株） 常務取締役 大前　佑樹

20 〃 （有）綜合サービス企画 代表取締役 山田　壮範

21 〃 （株）ナンシンデザイン 代表取締役 石黒　哲也

22 〃 マルサン塗料（株） 専務取締役 立花　秀樹 ◎ 経営指針

23 〃 一般社団法人マインドデザイン協会 理事長 菅野　ゆかり

24 （新）〃 及川税務会計事務所 代表 及川　恵

25 （新）〃 （株）札幌10区ミルフルール 代表取締役 川田 貞美

26 （新）〃 （株）サン設計事務所 専務取締役 吉岡　雄一 経営指針

27 （新）〃 （株）大真運輸 代表取締役専務 堀江　匠

28 （新）〃 （株）テンズホーム 代表取締役 角　航兵

29 （新）〃 道央自動車（株） 代表取締役 大谷　潔

30 （新）〃 東テク北海道（株） 代表取締役社長 藤嶋　正

31 （新）〃 北海道ビジネスマネジメント 代表 早坂　展 経営指針

32 （新）〃 野外科学（株） 代表取締役社長 高岡　伸一

33 （新）〃 （株）りんゆう観光 代表取締役社長 植田　拓史 経営指針

支部幹事/地区会選出○、支部・委員会・部会選出◎
2020年度　役員
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■西区・手稲区

■会員数：184名（2020年3月末）

【活動テーマ】
　互いに価値を創出し、会社の存続とさらなる成長を目指そう

【活動方針】
　① 仲間同士がもっと深く知り合うことができる例会を行う。

　② 楽しく、価値あることを共に考え、人に喜ばれ社会に貢献する活動を行う。

　③ 希望と未来を描ける会社となるため、アイデアやイノベーションを創出する。

2019年度　活動のまとめ

今期は、新しい技術が台頭し、時代の変化が感じられる年度ではなかったかと思われます。それに鑑
み、「変革の時代を好機と捉え、強い企業づくりを目指そう」というテーマを掲げ、例会運営を進めてき
ました。
しかし、時代に即した例会は「消費税増税」に関する例会しかなかなかできず、新技術など時流に合っ
た例会をもう少し盛り込みたかったです。
基本的には、グループ討論を必ず実行し例会運営できたことは同友会の例会のあり方を新会員様にも
ご理解いただけたのではないかと思います。
納涼会・望新年会と多数の会員様に参加していただき、会員同士の交流がより深まりました。
女性部会の向日葵会は、女性ならではの例会を開催していただき毎月本当に楽しそうに報告して頂い
てます。
今後は普遍的な経営の勉強と新しい時代を読み取る経営の勉強を平行して学ぶ例会運営を期待しま
す。

2020年度　活動方針

西・手稲地区会
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No. 地区会役職 会社名 役職 氏名 支部幹事 委員会

1 （新）会長 幡本印刷（株） 代表取締役社長 加藤　景 〇 広報・情報

2 （新）副会長 （株）専秀堂 代表取締役 中川　伸行 組織・企画

3 （新）〃 (有)スタジオ嶋 代表取締役 源　真紀 共育

4 幹事長　 シオジリプラス（株） 代表取締役 塩尻　一也 〇 広報・情報

5 （新）〃 （株）保険のベストケア 代表取締役 矢島　嘉信 〇 経営厚生労働

6 幹事 （株）ekbサービス 代表取締役 髙室　典子 政策

7 〃 （有）ケアアシスト 代表取締役 谷口　紀代美 インクルーシブ

8 〃 （有）小堀配管工業所 代表取締役 遠藤　一徳 共育

9 〃 （有）札幌すこやか介護サービス 代表取締役 内田　薫 広報・情報

10 〃 佐藤水産（株） 代表取締役社長 杉野　剛司

11 〃 佐藤寿志税理士事務所 税理士 佐藤　寿志 経営厚生労働

12 〃 （株）三玄設備 代表取締役 森　剛 政策

13 〃 （株）ダスキンすずらん 代表取締役社長 宮内　啓子 組織・企画

14 〃 平松食品（株） 代表取締役 平松　雄一郎 総務

15 〃 マーケティング北海道（株） 代表取締役 高橋　洋之 広報・情報

16 〃 （株）レイジックス 代表取締役 敬禮　匡 共同求人

17 〃 和工房Ltd（株） 代表取締役 佐藤　和広 経営指針

18 〃 （株）リポートサービス北海道 代表取締役 西田　宙文 政策

19 〃 （株）ビルメン日新 代表取締役専務 井口　信幸 政策

20 〃 （株）セーコー 代表取締役 三井　尚子 共育

支部幹事/地区会選出○、支部・委員会・部会選出◎
2020年度　役員
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■南区

■会員数：51名（2020年3月末）

参加しやすい、親しみやすい地区会でいよう！
小さな地区会だからこそできる、大きな価値のある活動をしよう！

 1.　会員同士がざっくばらんに語り合える、風通しの良い地区会であり続けます

 2.　地区会員をさらに知るための勉強会を開催します
　　　・新入会員を報告者に例会を開催する。

 3.　積極的な会員増強で、より多くの会員に学びを提供できるように取り組みます
　　　・新入会員の歓迎会だけではなく、退会申出のあった会員の送別会を開催し、
　　　　また同友会に戻ってきたくなる雰囲気づくりをする。

 4.　会内他組織との交流を促進し、より魅力的な地区会づくりを目指します
　　　・豊平・清田地区会との交流を今後も継続する。

2019年度　活動のまとめ

2020年度　活動方針

南地区会では、小さな地区会であることを「スケールメリット」と捉え、顔と顔が見える地区
会づくりを続けてきました。

　①例会の充実

　・地区会員による自社報告例会を開催し、お互いを知るための活動に力を入れました。

　・10月の消費税改定に合わせて、税理士の山美幹生氏をお呼びし、消費税とインボイス
　　について学ぶ例会を開催しました。南区の商店街の方々にも案内し、３名のゲスト
　　参加がありました。

　②ざっくばらんに語り合える地区会づくり
　
　・体験型の例会として、ダムの見学ツアー例会を行ったほか、納涼会や望年会を開催し
　　会員同士の距離を縮める例会に力をいれました。

　③他組織との交流

　・未知の会との合同例会を行いました。なかなか接する機会のない未知の会の若手経営
　　者たちと、ゲームを通して「本音」で語れる交流例会となりました。

　・豊平・清田地区会と合同で新年会を行いました。踊りのステージを用意し、新年の幕
　　開けを華やかに彩りました。

南地区会
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No. 地区会役職 会社名 役職 氏名 支部幹事 委員会

1 会長 （有）北海道新聞岸販売所 代表取締役 岸　信行 ○

2 副会長 （株）補償セミナリー 代表取締役 中野　芳 総務

3 〃 （株）宏陽 代表取締役社長 髙島　幸志朗 ○

4 〃 KSビジネス 代表 清水　和好 広報・情報

5 幹　事 （株）アカシヤビルサービス 代表取締役 三浦　貴之 組織・企画

6 〃 KRS（株） 代表取締役 三澤　巧

7 〃 （株）サークルクリーン 代表取締役 藤井　雅規

8 〃 三和美建工業（株） 代表取締役社長 多田　和則

9 〃 司法書士すみかわ事務所 司法書士 鈴木　郁子 組織・企画

10 〃 （株）スカイ 代表取締役 佐々木　伸

11 〃 （有）DICE 代表取締役 佐々木　騰博

12 〃 藤川（株） 代表取締役 藤川　一弘

13 〃 吉田農場 札幌パークゴルフ石山 代表 吉田　健一

14 〃（新） （株）サイクルロード 代表取締役 野澤　健

支部幹事/地区会選出○、支部・委員会・部会選出◎
2020年度　役員
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■北区・石狩市・当別町

■会員数：193名（2020年3月末）

【スローガン】

みんなのキタイに応える北地区会

【活動方針】

　　　『ピンとキタ！！』　　　・・・　「学び」「気づき」のある例会づくり
　　　『グッとキタ！！』       ・・・　「感動」のある例会づくり
　　　『仲間がデキタ！！』  ・・・　「人と繋がる」例会づくり

○本音で語り合える例会づくり
　 会員の報告とグループ討論を中心とした例会づくりで、経営の悩みを本音で語り合い、
   学びと気づきが深まる例会を目指します。

○キタイに応える仲間づくり
   会員数５％増の202名会員を目指し、地域や社員のキタイに応える仲間の輪を広げます。

○みんながキタクなる北地区会
   委員会や部会との連携を図り、誰もが参加しやすい雰囲気をつくります。

2019年度　活動のまとめ

2020年度　活動方針

2019年度は、学び合い例会5回、交流例会4回の年9回の例会を開催し、学びを深めました。

1.例会活動
●4月にキックオフ例会を開催し、地区会発足40年の歴史を振り返る企画とあわせて
(株)ウヤマの宇山会長から同友会と自社の歩みを報告いただき、
新年度の良いスタートとなりました。
●恒例の一泊例会は共和鉄工(株)の新工場と(株)エースの新倉庫の見学例会とあわせて
石狩で開催しました。当別で移動例会を行った昨年に続き、石狩と当別にスポットを当てる活
動に今後も取り組み、誰もが参加しやすい地区会づくりを目指します。
●未知の会と合同の７月例会ではグループ討論でお互いの悩みを率直に語り合い、
懇親を深めました。望年会は女性経営者部会と、3月例会は国際ビジネス研究会と合同で例会
が企画され、地区会以外の会員とも学びを広める機会となりました。

2.会員増強
●北海道同友会創立50周年記念式典に向けて幹事をはじめ多くの方々の協力をいただき
17名の新しい仲間を迎え、期首の183名から193名と会員数を伸ばすことができました。
幹事会では新会員のフォローに力を入れ、新年交礼会には11名の新会員が参加し地区新年会
にも参加してもらいました。
●地区会フェイスブックでは幹事が中心となり、例会・幹事会の様子や新会員紹介を
定期的にアップしました。会員からの投稿もあり、情報共有の一端を担いました。

3.地区会内部会活動
●社員部会の「もくよう会」、「経営問題研究会」がそれぞれ活動を行いました。
「もくよう会」では各自の日頃の課題をテーマにした例会活動を行い、
「経営問題研究会」ではメンバーが経営体験を率直に語り学びを深めました。

北地区会
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No. 地区会役職 会社名 役職 氏名 支部幹事 委員会

1 （新）会長 （株）秀岳荘 代表取締役社長 小野　浩二 ○ 共育

2 副会長 北海道オリンピア（株） 代表取締役 宮本　典英 ○ 組織・企画

3 〃 （株）A.I.P 副支店長 藤田　学 ○ 経営厚生労働

4 （新）〃 K.iオネスト 代表 平澤　恵 経営指針

5 （新）〃 （株）誠塗装店 代表取締役 大和　友幸 広報・情報

6 相談役 協栄建物管理（株） 代表取締役 風間　満 総務

7 〃 （株）ケーアイジャパン 代表取締役 齋藤　雄一 総務

8 幹　事 （株）神建設工業 代表取締役 神 正人 組織・企画

9 〃 （株）中央水道設備 代表取締役 坪 隆志 広報・情報

10 〃 陶氏診療院 院長 陶 恵栄 経営厚生労働

11 〃 ビジネスコンサルタンツ CEO 小坂 充廣 経営指針

12 〃 （株）トータルデザインサービス 代表取締役 西田 高穂 共同求人

13 〃 （株）札米 代表取締役社長 亀井 勇弥 経営厚生労働

14 〃 あんしんホーム（株） 専務取締役 紀本 潤子 経営指針

15 〃 すがさわ法律事務所 弁護士 菅澤 紀生 政策

16 〃 NPO法人 ネクステージ 理事長 加藤 宏昭 インクルーシブ

17 〃 （株）ウヤマ 代表取締役社長 橘 八重子 経営厚生労働

18 〃 シオンテクノス（株） 取締役部長 村野 充 経営厚生労働

19 〃 （株）り・ぷらんにんぐ 代表取締役 原 恵介 広報・情報

20 〃 （有）久和コーポレーション 代表取締役 久門 和木 ◎ 総務

21 〃 しごとつくる（株） 代表取締役 本宮 大輔 共同求人

22 〃 （株）北裕 代表取締役 西村 壽子 経営指針

23 〃 （株）レアックス 代表取締役社長 成田 昌幸 組織・企画

24 〃 （株）ワコーバイオケミカル 代表取締役 佐々木 和秀 ◎ 経営指針

25 〃 （株）ナオヰ工芸社 代表取締役 直井 泰憲 総務

26 （新）〃 （株）札幌杢幸舎 代表取締役 渡邊　陽一 経営指針

27 （新）〃 （株）ノースウイング 代表取締役 小林　敬章 組織・企画

支部幹事/地区会選出○、支部・委員会・部会選出◎　

2020年度　役員
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■白石区・厚別区

■会員数：284名（2020年3月末）

今年度のテーマ　～同友会50年の歴史を重んじ新しい時代へ～
　
１． 多くの会員を持つ地区会の特徴を生かした繋がりをさらに目指します。
白石厚別地区会は、全国の様々な支部の会員数よりも大所帯な地区会です。この会員数は我々の辞書のたくさ
んのページであり、会員の皆様にとっては大きな魅力です。お互いの業務内容をもっと知る機会を持ち、さらなる
同志の繋がりができる機会を多く設けていきます。また、様々な会員同士の交流の先に同じ経営課題を持つ者が
一緒に悩みや学びを共有できる活動をしてまいります。
同友会の持ち味である学びやさまざまな意見交換等を生かした例会のクオリティの高さが更なる仲間を増やし、史
上 大の会員数を保有する白石厚別地区会になることを目指します。

２． 会員のための活性化にグループ活動を重点的に行います。
多数の会員がいる白石厚別地区会はなかなか一度に多くの会員と知り合うということが難しくなってきております。
そのために今年度前半は、まずはグループ単位の例会を開催し、身近な仲間づくりを重点的に行い、同友会活
動の理解を深めてもらう機会とします。そして、年度後半ではより会員の皆さんがさらにお互いに交流できるような
同友会らしい例会の企画を考えてまいります。1人でも多くの仲間をこの白石厚別地区会で作って頂き、皆さんの
抱えている経営課題を共有、解決していくための例会や検討委員会を運営したいと思います。ぜひ皆さんの声を
聞かせてください。そして、さらにグループの垣根を超えた横の連携も考えてまいります。
※今後予定している企画：　若手経営者のための経営塾、女子会、グループの在り方検討委員会、地域と連携検
討グループ　等

３．中同協に学ぶ一年に
全国には同じ志を持つ仲間がたくさんいます。その仲間と触れ合うことで自身の経営課題等が解決し、勇気をもら
えることが多々あります。滅多にないその機会が今年度札幌で開催されます。たくさんの会員が集い、その機会を
体感することによりさらなる地区会の熟成、ひいては未来の同友会のけん引役に貴重な経験となるよう働きかけて
まいります。またこの機会に参加できなかった会員のために全国の学びを地区会にフィードバックする機会を持ち
たいと考えます。

2019年度　活動のまとめ

～同友会50周年の歴史を次の世代へ～
１．笑顔と感動の例会づくり
働き方のヒントをイクボスの視点から学んだ５月例会、７月例会については経営指針の実践報告をグループ討論
で取り組み、経営改善の方向性を考える機会としました。また未知の会との初の合同例会ではお互いの経営課題
を持ち寄りどうすることがいいのか老若男女問わず議論をし、参加者からは「一回きりではなく継続してやりたい」
「悩んでいたことが瞬時に解決した」など嬉しい発言があり、今後の活動の礎となりました。また、年間通して行う社
員共育の会、「次世代の星の会」は16期を迎え、地区例会との合同例会を2月に開催、地区会全体での社員共育
を会員全体で体験する機会を持ちました。
白石厚別地区会独自の納涼会、望年会、新年会では担当したグループが様々な企画を催し、笑いの絶えない交
流会を持ち、会員間の距離を縮めより活性化する活動となりました。
　
２．会員のための活性化とは何かを追求
ワンゲスト運動を積極的に取り組み、（34名）の新たな仲間を迎えることができました。また、新会員さんの居場所
作りのためオリエンテーションと新会員による自社プレゼンを2回開催し14人の新会員さんに発表して頂きました。
また継続的な学びや交流を行う情報セキュリティ勉強会（10回）、女性経営者・女性幹部を対象にした女性会（5
回）など小団体で集まり情報交換ができる自主運営の会が出来てきており、例会以外でも人間関係を構築するよ
うなコミュニティの形成に努めました。さらに、ゴルフコンペ、パークゴルフ大会、ボウリング大会など多彩な活動で
会員の活性化を行いました。

３．50周年を機に同友会のスケールメリットを実感する機会作り
６月千歳・恵庭・北広島・長沼地区会との交流、９月未知の会と合同例会を開催、中止にはなりましたが３月には
東地区会との合同例会で経営課題を徹底的に話し合う大討論会を計画するなど、地区会の枠を超え部会、他地
区の仲間づくりを体験することにより、同友会活動が地区会のみではなく様々な引き出しがあり、他のところにも同
じ志を持つ仲間がいるのだという認識をする機会を持ちました。新入会員の方、しばらく同友会活動に参加してい
ない方を特に意識し、いかに同友会が幅広く経営課題に取り組み、同じ悩みを共有できる仲間がいることを知っ
てもらう活動を重点的に計画し行いました。

2020年度　活動方針

白石・厚別地区会
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No. 地区会役職 会社名 役職 氏名 支部幹事 委員会

1 会長 （有）ホクレア　行政書士佐々木ひとみ事務所 代表取締役 佐々木　ひとみ 〇 共同求人

2 副会長  インフォネット（株） 代表取締役 岩谷　公司 共育

3 〃 （株）新札幌倉庫 代表取締役 松下　信一 総務

4 〃 （株）第一葬祭 代表取締役社長 栗原　眞由美 〇 組織・企画

5 〃  合同会社オークニック 代表社員 笹川　伸之 〇

6 （新）副幹事長  SOCパートナーズ（株） 代表取締役 波佐　満成 ◎

7 （新）副幹事長  アペックス(株) 代表取締役 中田　貴司 共育

8 グループリーダー  パックマンアサヅマ（株） 代表取締役 田中　康一 共育

9 〃 （株）アンサー 代表取締役 春木　崇 組織・企画

10 〃 （株）工藤商事 代表取締役 工藤　英人 ◎ 経営指針

11 〃 （有）エコテクノベ－ス 代表取締役 宮野　達司 組織・企画

12
次世代の星の
会代表世話人

（株）若山建設 代表取締役 若山　英史 総務

13 幹事 アトリエプラス 代表 上杉　祐史 インクルーシブ

14 〃  (株)たくみ 代表取締役 男澤　勝人

15 〃 （株）どうしん厚別販売センター 取締役会長 熊　敏彦 政策

16 〃 （株）Pay it Forward 代表取締役 佐藤　文昭 ◎ 経営厚生労働

17 〃 （株）わらく堂 取締役工場長 関根　康功

18 〃 （株）アセットプランニング 代表取締役 及川　学 ◎

19 〃  時計台バス（株） 代表取締役社長 木村　高庸 政策

20 〃  光情報通信（株） 代表取締役 南部　賢 ◎ インクルーシブ

21 〃 （株）メディアプラネット 代表取締役 伊藤　靖記 広報・情報

22 〃 （株）ゆるり 代表取締役 原田　朋憲 組織・企画

23 〃  下村速配（有） 代表取締役 小林　宏幸 経営指針

24 〃 （株）シンクシステムズ 会長 小椋　俊秀 経営指針

25 〃  丸金 佐藤水産（株） 代表取締役社長 佐藤　允省

26 〃 （株）リューツー 専務取締役 川原　晋仁 共育

27 〃  北海道はまなす食品（株）　 専務取締役 渡邊　浩司 インクルーシブ

28 〃 （株）アセットプランニング 資産活用本部本部長 五反田　典之 共同求人

29 〃  コロナセントラルサービス（株） 代表取締役社長 成田　満

30 〃 （株）出口塗工店 代表取締役 出口　則夫 〇 共育

31 （新）〃 （株）グッド・レボリューション ホテル事業部マネージャー 真下　あゆみ

32 （新）〃  (株)夢工房 副社長 佐々木　亮太郎

33 （新）〃 （株）ピスタ 常務取締役 白石　綾子

34 （新）〃  ベンチャーパートナーズ社会保険労務士法人 取締役 藤原　しのぶ

35 （新）〃  北海道グリーンウェル（株） 代表取締役 石政　健太郎

36 （新）〃 （有）大勝 代表取締役 生川　勝則

37 （新）〃  藤建設工業（株） 専務取締役 工藤　郁子

38 （新）〃 （株）ホッコー資材 代表取締役 佐藤　悠平

39 相談役 （株）シオン 代表取締役会長 関口　ひろみ

40 〃  亜光照材（株） 代表取締役会長 川内　寛二

支部幹事/地区会選出○、支部・委員会・部会選出◎
2020年度　役員
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■豊平区・清田区

■会員数：154名（2020年3月末）

【地区会の理念】
　自主・民主・連帯の精神で同友会の目的（よい会社、よい経営者、よい経営環境）の実現を知己でも
目指す。
　１、好い会社を目指す・・・経営理念を明確にし社員からも地域からも信頼される企業を目指す。
　２、よい経営者を目指す・・・会員と共に学び、社員とも共に学び、地域からも学び経営に生かす。
　３、よい経営環境を目指す・・・社会問題に目を向けＳＤＧｓの実現を目指す。

【２０２０年度スローガン】
理解と協働

【２０２０年度地区会方針】
　１、同友会の理念と同友会運動の歴史を学び、よい経営者を目指します。
　２、会員企業を理解し、会員企業の実践を知り、地域の実践に学び、よい会社を目指します。
　３、社会、経済問題を学び時代とともに歩んでいきます。

【２０２０年度事業計画】
　１、同友会についての勉強会
　２、プレゼン例会
　３、各種勉強会

2019年度　活動のまとめ

2019年度は「理解と協働」をスローガンに2018年度の活動の引き継ぐところは継続しながら、同友会としての活動
の原点に立ち返るべく同友会の理念、方針を再認識し日々の地区会活動に生かしていくことを目指して活動しま
した。

①地区例会
・4月4日 ：方針・計画発表会
・5月21日  ：「シャイで内気な会員さんを全力応援例会」としてホッカイドウ競馬を楽しむ企画を開催
・6月26日  ：「自分・家族・社員・お客様を知る『個性心理学』活用術！」
                （個性心理学協会マスターインストラクター 樋口 みゆき氏）
・7月25日  ：「実際に起こったトラブルから学ぶ！待ったなしの働き方改革！」
                （SATO社会保険労務士法人 理事・次長 平 直人氏）
・8月22日  ：「夏だ！ビールだ！工場見学だ！」として、アサヒビール北海道工場見学と納涼会を開催
・9月10日  ：「7分間で自社PR！第3回自社プレゼン例会」を未知の会18グループと合同で開催
・10月29日 ：「サイバー空間に潜む脅威と被害の防止」
              （北海道警察サイバーセキュリティ対策本部）
・12月19日：「2019望年会～音楽とともに～」（at ELMANGO）
・1月14日  ：南地区会と合同で新年会を開催（at ELMANGO）
・2月20日  ：「イヤイヤが減って職場が輝く」（at つけしゃぶさとう 本店）

②その他の活動
・8月2日：とよきよ和塾「まーじゃん部」プレ例会を開催（久々の新設和塾）
・11月22日：北海道同友会設立50周年式典（地区会の11月例会として参加）
・昨年度地区会設立40周年を記念して合同の新年会を開催した南地区会と引き続き2019年度も交流を深めまし
た
 （6月例会に南地区会からの参加、7月南地区会例会に8名が参加、1月合同新年会）

2020年度　活動方針

豊平・清田地区会
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No. 地区会役職 会社名 役職 氏名 支部幹事 委員会

1 （新）会長 （株）リペアサービス 代表取締役 富田　訓司 〇 共育、インクルーシブ、総務

2 副会長 （株）大橋冷機 常務取締役 塚本　教博

3 〃 （株）インフォマテリア 代表取締役 石川　辰義

4 〃 （株）アクアグレース 代表取締役会長 小仲　美智子 〇

5 〃 （有）エス・エー・ジー 代表取締役 高橋　一彦 〇 共育

6 〃 （株）コルテ 代表取締役 小川　さやか 広報・情報

7 〃 （株)防災コンサルタント 代表取締役社長 馬場　暁子 経営厚生労働

8 〃 （株）啓成ホーム 代表取締役 柴山　ひろこ

9 （新）〃 北斗徽章（株） 代表取締役社長 奈良　伸一　

10 （新）〃 （株）ミツノ 代表取締役 田渕 浩紀

11 幹事 （株）安藤電設 代表取締役 安藤　政美

12 〃 須藤建設（株） 執行役員札幌支店長 須藤　隆　 共同求人

13 〃 大平洋建業（株） 代表取締役会長 佐藤　芳郎 経営指針

14 〃 ディア・プランニング 代表 樋口　みゆき

15 〃 藤建工業（株） 代表取締役 藤川　誠二 インクルーシブ

16 〃 ワコー北成メタル（株） 部長 川田　洋志典　 組織・企画

17 〃 （株）札幌白衣 代表取締役 山内　俊弥

18 〃 （株）BONITA-DENTAL-ART 代表取締役 富井　由加子 政策

19 〃 ランドホーITソリューション（株） 代表取締役 陸　浩

20 〃 前田泰則税理士事務所 所長 前田　泰則

21 〃 （株）コア・プランニング設計事務所 代表取締役 佐々木　堅一

22 〃 日新配管工業（株） 専務取締役 南　恵子

23 〃 （株）bonds 代表取締役 加藤　達矢　

支部幹事/地区会選出○、支部・委員会・部会選出◎
2020年度　役員
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■千歳市・恵庭市・北広島市・長沼町

■会員数：108名（2020年3月末）

①企業づくり
・ひろく会員の経験と知識を交流して、強じんな経営体質を作ります。
・労使見解をもとにした、人間尊重の経営を実践する「良い企業」、BCP策定など緊急時や非常時に備
えた「強い企業」づくりをすすめます。

②同友会づくり
・各エリアでの活動を活性化し、会員相互の交流を深めます。
・会員数は活動のバロメーターであることを意識し、115社会勢を目指します。

③地域づくり
・中小企業振興基本条例を各エリアに広げ、地域の現状と課題を把握します。
・地域の課題を正確に捉え、行政、大学、金融、諸団体と連携して持続可能な地域づくりを進めます。

2019年度　活動のまとめ

①企業づくり
・外部講師を招聘し、「指示ゼロ経営」、「SDGｓ」、「RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）」を
テーマにした例会を開催。時代の変化に対応できる企業づくりを目指した学びあいに取り組みました。
・会員報告例会でともに学びあう仲間の仕事を知り、グループ討論も取り入れることで、お互いに経営
のヒントとなる気づきを得ることが出来ました。

②同友会づくり
・例会にゲストを積極的に紹介する「ワンゲスト運動」を推進し、1年間でのべ37名のゲストに参加いただ
くことが出来ました。
・白石・厚別地区会や未知の会との合同例会では、地域や業種の垣根を超えた仲間と経営を語りあう
ことが出来ました。

③地域づくり
・長沼町での新たな小学校づくりを目指した活動報告例会は、教育の在り方や地域とのかかわりにつ
いて改めて考えるきっかけとなりました。
・アクティブラーニングの導入で変わる教育現場について学ぶ例会はコロナウイルスの感染拡大を考
慮し、開催を延期いたしました。
・恵庭市中小企業振興審議会に委員1名、恵庭市中小企業振興基本条例の基本計画推進管理専門
部会に1名、千歳市中小企業振興審議会に委員2名を当地区会幹事から選出し、同友会の見地から
提言を行いました。

2020年度　活動方針

千歳・恵庭・
北広島・長沼地区会
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No. 地区会役職 会社名 役職 氏名 支部幹事 委員会

1 （新）会長 リサイクルファクトリー（株） 専務取締役 本村　信人 ○ 総務

2 副会長 （有）肉の山本 代表取締役社長 山本　歳勝

3 〃 相互建材工業（株） 代表取締役 成田　茂利

4 〃 たちばな法律事務所 弁護士 橘　功記 インクルーシブ

5 〃 山田農園 代表 山田　誉 経営指針

6 （新）幹事長 （有）北海道新聞南販売所 代表取締役 南　仁 ○

7 （新）副幹事長 （有）マルイケ生杉共電 代表取締役 生杉　泰志 政策

8 〃 （株）おたに新聞販売所 代表取締役 尾谷　敏利

9 〃 （株）ＦＰプロジェクトワン 代表取締役 川合　雅之

10 〃 （株）長沼成吉思汗 取締役会長 小原　修一 組織・企画

11 幹事 （株）アール･アンド･イー　札幌事業所 営業部門　統括責任者 齊藤　富明

12 〃 （株）エーデルワイスファーム 専務取締役 野崎　徹

13 〃 （株）島田農園 代表取締役 島田　龍哉

14 〃 （株）新生ゴム 代表取締役社長 新田　誠 共育

15 〃 （株）駿河 専務取締役 大井　潤慈

16 〃 （株）ツヨシオカ 代表取締役 吉岡　毅 広報・情報

17 〃 （株）テクノス 代表取締役 宍戸　千郁

18 〃 （有）天恵農場 取締役 小林　邦弘

19 〃 （株）ハイテックシステム 専務取締役 酒井　裕司 共同求人

20 〃 北海道純馬油本舗（株） 相談役 磯崎　律子 インクルーシブ

21 〃 （株）北海道ワーク 代表取締役 登立　和紀

22 〃 宮崎こうじ社会保険労務士事務所 代表 宮崎　好司 経営厚生労働

23 〃 （株）よねざわ工業 代表取締役社長 米澤　稔

24 （新）〃 （株）北央機工 代表取締役 岡藤　謙昌

25 （新）〃 山二総合保全（株） 代表取締役 南雲　勇次

26 顧問 （株）北央商事 代表取締役 行澤　勇

27 〃 鈴木造園(株） 代表取締役 蕪木　清文 ○

28 〃 （有）内山新聞店 代表取締役 内山　亘理 ◎ 広報・情報

支部幹事/地区会選出○、支部・委員会・部会選出◎
2020年度　役員
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■江別市、南幌町

■会員数：81名（2020年3月末）

「多様性のある江別地区会」
私たち江別地区会は、北海道同友会の中でも珍しく一つの江別市のみで地区会が構成されており、地
域に対する熱い想いを持っている経営者が多いです。また、農業からサービス業まで幅広い業種の会
員様が所属しており、事業規模も様々です。江別地区会は、その多様性があることが魅力であり、地区
会の強みであると思います。今年はさらにその個性・強みを活かしながら、同友会3つの目的に沿った
例会・イベントを行っていきます！

同友会　3つの目的
〇良い会社をめざそう　〇良い経営者になろう　〇良い経営環境をめざそう

つたえる
◎江別地区会は「おもしろい」
・多種多様な業界の経営者が集まる江別地区会の活動内容を内外へ伝え、共感・共鳴する仲間を増
やしていきます。

そだてる
◎会員同士のつながり
・世代を越えて本音で語り合える江別の経営者に出会える江別地区会。会員同士の絆を深め、横のつ
ながりを広げていきます。また地域の他団体との交流し、価値観の多様性を広げて行きます。

つなげる
◎次世代により魅力な地域を
経営者一人ひとりの経験・知恵を共有し合う地区会。自社の課題と地域課題に向き合い、解決していく
ために、学び合います。一人ひとり、一つひとつの事業が江別の魅力であり、地域活性の源です。自己
変革・企業変革を推し進め、多様性のある業種、会社が江別に存在することが、魅力ある地域を維持
し、未来へつなげることにつながります。

2019年度　活動のまとめ　

１．ジモトの経営者との学び合いを通じて、地域に必要とされ、地域の魅力を創造する仲間を
つくります
・「全国のまちづくり事例報告」、「自己分析」、未知の会と合同で学んだ「チームビルディ
ング」は自分や地域を見つめ直すきっかけづくりにつながりました。
・地区会員報告は身近な仲間を知るだけではなく、地域に必要とされる経営者、企業にとって
大切なことが何かを考える機会になりました。

２．変革を恐れず、時代の変化に柔軟に対応できる経営者になります
・10月は押さえるべき経営のポイントを学び、持続する企業づくりの戦略上の特徴や各企業が
抱える課題を再点検し、学びあい成長することの重要性に気づきを得ました。
・2017年以来の開催となった500円の会では大規模酪農経営の視察から時代の変化にあった働
き方、環境への取り組みを学びました。

３．持続可能な地域のために、貢献できる事業を生み出します
・野幌高校の生徒や教員との懇談会、北海道情報大学の学生との懇談会は地域の未来を担う子
どもたちの職業観の醸成、地元企業や中小企業で働く魅力を伝える取り組みになりました。
・WEえべつ祭りは23社の出展企業があり、のべ1200名の子供たちが職業体験を行いました。来
場した600名の家族連れとともに地元企業を知る機会につながりました。

４．社員やその家族、関わる人を幸せにすることが経営者の役割であることを自覚し、人が幸
せになる経営環境をつくります
・以上の活動を通して、人が幸せになる経営環境づくりを目指しました。

2020年度　活動方針

江別地区会
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No. 地区会役職 会社名 役職 氏名 支部幹事 委員会

1 会長 Ambitious Farm(株) 代表取締役 柏村　章夫 ○ 経営指針

2 副会長 (株)アグリ＆コミュニティサポート総合研究所 代表取締役 小西　穣 政策

3 〃 (有)機弘社 代表取締役 前田　昭二 総務、組織・企画

4 〃 (株)Doコンパス 代表取締役 出村　謙二 ○
共育、共同求人
インクルーシブ

5 幹事長 (株)龍田工務店 代表取締役 龍田　昌樹

6 幹事 ALES 代表 田中　麻耶

7 〃 SOCブルーイング(株) 代表取締役社長 坂口　典正

8 〃 (有)コミニティー・システム・プランニング 取締役 高田　敬太郎

9 〃 (株)ナラ工業 代表取締役 奈良　幸則

10 〃 星畜産 会長 星　克明

11 （新）〃　 藤塗装工業(株) 代表取締役 後藤　一樹

12 （新）〃　 クリーンハウス（株） 部長 貴下　樹洋

13 （新）〃　 合同会社シリカマテリアル 代表社員 高田 哲也

支部幹事/地区会選出○、支部・委員会・部会選出◎
2020年度　役員
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2019年度　活動のまとめ

共育の原点に立ち返ることをテーマに、委員会内勉強会を中心に実施し、委員が改めて共育を学
びました。セミナーの開催数は減らしましたが、委員自身がまずはじっくり学び、次年度の方向
性を確立する1年となりました。

１．「社員は経営者を映す鏡」～委員自身が学びを深める
社員には、教えることよりも潜在力を引き出すという共育の観点から、委員を講師にコーチング
研修会を複数回実施。グループワークを通して社員の自主性や、可能性を引き出すスキルを磨き
ました。

２．「共育」を深める～グループ討論研修
委員が社員教育の悩みを出し合う機会や、委員が報告者となり、事例報告とグループ討論を行い
ました。討論を通して、自分とは異なる相手から「学び方を学ぶ」という同友会の基本姿勢の
他、社員の多様性を尊重し、承認することが社員のやりがいにつながると学びました。また、委
員を講師にグループ長研修も兼ねて実施しました。

３．若手社員向けセミナーの開催
社外同期会Lacラボ.を全7講で開催し、新入社員38名が受講。社外に仲間をつくり、約7か月間に
わたり学びながら励まし合う関係ができあがりました。毎回のレポートを講師の講評とともに各
社に送り、社内教育に活用していただきました。また、入社一年目フォローアップ研修会を開催
し、社会人1年目の悩みを出し合いながら今後の希望を語る場としました。

2020年度　活動方針

   『共育』の原点に立ち返ろう！

・委員会内で「共育理念」を深め、経営者自身の成長を目指すことを通して、社員
　との共育関係を支部に広げる。

・中堅幹部研修など、社員共育企画はまず委員会内で実施し、経営者としての課題
　を踏まえた上で、経営者と幹部が共に学べる内容として企画する。

・社外同期会Lacラボ.など、若手社員向けのセミナーを運営する。

・委員の主体性を尊重し、委員の課題意識や、地区会の議論の中から出された課題
　から企画を作り上げる。

・グループ討論による「学び方を学ぶ」という同友会らしい学びをいっそう効果的
　にするため、グループ長研修を企画する。

・他の委員会・地区会と連携し、会員の同友会活用を促進する。

共育委員会
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No. 委員会内役職 企業名 役職 氏名 地区会

1 委員長 シオンテクノス（株） 代表取締役社長 村野　篤 東

2 委員 （株）小枝 代表取締役 久保　毅仁 中央東

3 〃 （株）シシーダ 代表取締役 宍戸　拓仁 中央東

4 〃 （株）アメージングアンク 代表取締役 小原　木聖 中央西

5 〃 （株）ヴァンガードネットワークス 代表取締役 廣澤　健 中央西

6 〃 （有）能澤理美容院 代表取締役 能澤　和博 中央西

7 （新）〃 （株）阿部塗装店 代表取締役 阿部 直光 中央南

8 （新）〃 （株）カズノ 代表取締役 鹿角 一之 東

9 〃 社会保険労務士事務所テラス 代表 倉　雅彦 東

10 〃 ECCベストワン琴似駅前校 学校長 高橋　忍 西・手稲

11 〃 （有）小堀配管工業所 代表取締役 遠藤　一徳 西・手稲

12 〃 （株）ジョイワークス パートナー・北海道責任者 伊東　かおり 西・手稲

13 〃 （有）スタジオ嶋 代表取締役 源　真紀 西・手稲

14 〃 （株）セーコー 代表取締役 三井　尚子 西・手稲

15 〃 （株）秀岳荘 代表取締役社長 小野　浩二 北

16 〃 アペックス（株） 代表取締役 中田　貴司 白石・厚別

17 〃 インフォネット（株） 代表取締役 岩谷　公司 白石・厚別

18 〃 （株）出口塗工店 代表取締役 出口　則夫 白石・厚別

19 〃 パックマンアサヅマ（株） 代表取締役 田中　康一 白石・厚別

20 （新）〃 （株）リューツー 専務取締役 川原　晋仁 白石・厚別

21 〃 （株）リペアサービス 代表取締役 富田　訓司 豊平・清田

22 〃 （有）エス・エー・ジー 代表取締役 高橋　一彦 豊平・清田

23 〃 （株）新生ゴム 代表取締役社長 新田  誠 千歳・恵庭・北広島・長沼

24 〃 （株）Doコンパス 代表取締役 出村　謙二 江別

2020年度　委員会体制
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2019年度　活動のまとめ

学生の売り手市場意識や仕事に対する意識変化から、就職活動そのものに対する意欲が低下している中、大手中
堅企業が秋まで採用を延長するといった、まさに「採用戦国時代」とも言える一年となり、中小企業における新卒採
用の厳しさをひしひしと感じた一年でした。

１、 共同求人活動の理念を広げ、「人を生かす経営」を踏まえた企業づくりの波及を目指す

採用という視点から、企業に人を生かす経営を広げることを目的とした学習会を2回開催いたしました。大
阪同友会と広島同友会から報告者をお招きし、のべ107人にご参加いただきました。「良い会社をつくる」
を実現していかないと、採用や定着につながらないという危機意識をもち、人を生かす経営の実践の重要
性を広める機会になりました。

２、地域への同友会理念の浸透を図ると共に、若者に地域で働く意義を伝える運動を推進する

学校との懇談会は８回、大学への講師派遣はのべ36講義と、若者に地域で働く意義を伝える活動を精力
的に行いました。また、合同企業説明会は同友会主催の3回に加え、学内合同企業説明会は13校15回
と、昨年度より多く開催することができ、若者へ中小企業の魅力を伝える運動をより精力的に推進しまし
た。次年度の活動に向けて、2月には若者の就職に対する意識や活動の変化に対応すべく、同友会らし
いインターンシップ実践の重要性を伝えるオリエンテーションも実施し、道筋をつけることができました。

2020年度　活動方針

１、共同求人活動を深く理解し、「人を生かす経営」の学びを広める

三位一体サイクル（経営指針・共同求人・共育）の一軸として、特に若者の特性を理解した上での企業変
革を推進すべく、経営者の学びの場をつくり、実践する。

２、同友会理念に基づいた活動の地域における認知を進める

学校・先生との連携や若者との接点機会増に積極的に取り組み、地域企業及びそこで働く人々を知って
もらう・興味を持ってもらう活動を推進する。

３、若者の地域愛を醸成し、地域に残り共に育つための取組みについて、準備を行う

若者に対する団体としての信用を強化し、学校・先生と連携して地域で生きる意味を若者に伝えるための
プロジェクトを始動すべく、その企画・準備を開始する。

共同求人委員会
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No. 委員会内役職 企業名 役職 氏名 地区会

1 （新）委員長 （株）恒栄工業 代表取締役 上原　伸也 中央西

2 副委員長 （株）エムジー・コーポレーション 代表取締役社長 後藤　章仁 豊平・清田

3 〃 （株）トータルデザインサービス 代表取締役 西田　高穂 北

4 〃 （株）ハイテックシステム 専務取締役 酒井　裕司 千歳・恵庭・北広島・長沼

5 委員 （株）内池建設 代表取締役 内池　秀敏 中央西

6 〃 （株）テックサプライ 代表取締役 幡　優子 中央西

7 〃 （株）井上技研 専務取締役 犬嶋　ユカリ 東

8 〃 FRSコーポレーション（株） 取締役 間瀬　彩佳 東

9 〃 （株）ヤブシタ 取締役管理部長 山下　英丈 東

10 〃 （株）ティーピーパック 代表取締役 池川　和人 西・手稲

11 〃 （株）レイジックス 代表取締役 敬禮　匡 西・手稲

12 〃 札幌ペック（株） 代表取締役 前田　卓哉 北

13 〃 しごとつくる（株） 代表取締役 本宮　大輔 北

14 〃 （有）ホクレア　行政書士佐々木ひとみ事務所 代表取締役 佐々木　ひとみ 白石・厚別

15 〃 （有）山下組 代表取締役 山下　陽一 白石・厚別

16 〃 （株）アセットプランニング 資産活用本部本部長 五反田　典之 白石・厚別

17 （新）〃 （株）北海砥石商会 代表取締役 鏡　庄吾	 白石・厚別

18 〃 須藤建設（株） 執行役員札幌支店長 須藤　隆　 豊平・清田

19 〃 （株）Doコンパス 代表取締役 出村　謙二 江別

2020年度　委員会体制
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2019年度　活動のまとめ

2020年度　活動方針

経営指針委員会の目的と役割
「労使見解」の精神を生かした経営指針の成文化と実践は、経営者の責務であり、
「三つの目的」や「21世紀型中小企業づくり」をめざす具体的実践課題と位置付けられています。
当委員会は、すべての会員企業が経営指針の成文化と実践に取り組む運動を推進します。

 1.「労使見解」の精神に基づく経営指針の成文化と実践運動が、支部・地区会で活発になるよう
　　活動します。
 　(1)成文化に取り組む会員企業を支援するため「経営指針研究会」を運営します。
 　(2)経営指針セミナーや実践報告会の開催を支部・各地区会と連携して行い、実践経験の交流
　　　と、経営指針の成文化と実践の意義の共有を図ります。
　 (3)『経営指針成文化と実践の手引き』『働く環境づくりの手引き』を普及します。
 　(4)経営指針の実践に取り組む会員企業に向けて『企業変革支援プログラム』を活用した
　　　「経営指針実践ゼミ」を運営します。
　 (5)各地区会との双方向のコミュニケーションを密にします。
 2.全道経営指針委員会と連携し、経営指針成文化と実践運動の実態調査を行い、課題の共有を
　　図ります。
 3.他の専門委員会や部会と連携し「人を生かす経営の総合実践」を具体的にすすめます。
 4.道央ブロック活動を推進し、実践事例の共有を図ります。

1.「労使見解」の精神に基づく経営指針の成文化と実践運動
経営指針研究会第16期は研修生13名、8名のサポーターの協力を得て4月から全15回にわたる勉強会を経て経営
指針（理念・方針・ビジョン・計画）成文化が修了し、修了生は延べ271名となりました。受講生は「幹部と一緒に経営
指針に向き合ったおかげで会社組織が変化してきた」「霧が晴れて向かうべき方向がハッキリしてきた」「メンバー同
士相手を大事に思い真剣に考え言いたいことを言い合える関係はこの研究会だからこそできた」と述べ、運動の確
かさと広がりを実感しました。

2.経営指針実践セミナーの開催
2月に共同求人委員会と共催で徳島同友会のサンフォート山城真一社長を招き「危機を乗り越えた人を生かす経営
実践」をテーマに実践セミナーを開催し、60名が参加しました。山城社長は新卒採用と社員共育を意識的に取り組
むことで自社の経営指針を進化させていく重要性を語り、グループ討論で深め合いました。こうした活動を通して、
来期第17期の申込が15名となりました。
　
3.『企業変革支援プログラム』を活用した「経営指針実践ゼミ」
昨年の第1期実践ゼミ（2年半コース）に続き第2期が4名でスタートしました。『企業変革支援プログラム』step2をテキ
ストに１～2章を１年かけて学び自社の実践に落とし込んでいます。

4.他の専門委員会や部会と連携し「人を生かす経営の総合実践」を具体的にすすめます。
7地区会と女性部会で経営指針をテーマにした例会が開催され延べ260名が参加、また農業経営部会では農場指
針研究会として継続的な学びを行っています。
全道経営指針委員会と連携し、12月に全道会員を対象に経営指針成文化と実践運動の実態調査を行いました。

経営指針委員会
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No. 委員会内役職 企業名 役職 氏名 地区会

1 委員長 （株）工藤商事 代表取締役 工藤　英人 白石・厚別

2 副委員長 （株）シンクシステムズ 会長 小椋　俊秀 白石・厚別

3 〃 （株）正文舎 取締役 白藤　沙織 中央東

4 〃 Ambitious Farm（株） 代表取締役 柏村　章夫 江別

5 〃 （株）札幌杢幸舎 代表取締役 渡邊　陽一 北

6 〃　　　　 亀田成春法律事務所 弁護士 亀田　成春 中央南

7 〃　　　　 （株）たいわや 代表取締役 中村　文昭 東

8 〃 （有）トライアド 代表取締役 三原　広聡 中央西

9 委員 函館魚まさ すすきの店 専務取締役 髙野　拓哉 中央東

10 〃 たからべ司法書士事務所 代表 財部　朗 中央南

11 〃 朝日新聞札幌中央販売（株） 代表取締役社長 松尾　光雄 中央北

12 〃 （株）ほりぞんとあーと 代表取締役 大野　頌 中央北

13 〃 （株）ケルプ研究所 代表取締役 福士　宗光 東

14 〃 （株）サムライ設備工房 代表取締役 北島　鉄也 東

15 〃 マルサン塗料（株） 専務取締役 立花　秀樹 東

16 〃 （株）りんゆう観光 代表取締役社長 植田　拓史 東

17 （新）〃 （株）ICHI 代表取締役 松本 恵治 東

18 （新）〃 （株）サン設計事務所 専務取締役 吉岡　雄一 東

19 （新）〃 日美装建（株） 代表取締役 大澤 寛晃 東

20 （新）〃 北海道ビジネスマネジメント 代表 早坂　展 東

21 〃 和工房Ltd（株） 代表取締役 佐藤　和広 西・手稲

22 〃 （株）豆太 代表取締役 岡内　宏樹 西・手稲

23 （株）ワコーバイオケミカル 代表取締役 佐々木　和秀 北

24 〃 あんしんホーム（株） 専務取締役 紀本　潤子 北

25 〃 イズコーディネートオフィス 代表 鈴木　いずみ 北

26 〃　　　　 K.iオネスト 代表 平澤　恵 北

27 〃 ビジネスコンサルタンツ CEO 小坂　充廣 北

28 〃　　　　 （株）北裕 代表取締役 西村　壽子 北

29 〃　　　　 下村速配（有） 代表取締役 小林　宏幸 白石・厚別

30 〃 大平洋建業（株） 代表取締役会長 佐藤　芳郎 豊平・清田

31 （新）〃 （株）あしだファーム 代表取締役 蘆田 裕介 千歳・恵庭・北広島・長沼

32 〃 山田農園 代表 山田　誉 千歳・恵庭・北広島・長沼
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〇札幌支部の会員企業が経営・厚生・労働について学ぶ機会をつくる
経営・厚生・労働に関する知識、関係する法令、実情を学ぶための機会をセミナー、企業訪問、施設訪問
などを通してつくっていく。

〇所属委員の知識を深める
委員会内にて行う勉強会やセミナーを、委員会開催時に毎回おこなうようにする。

〇札幌支部における経営厚生労働委員会の認知度をあげていく
委員会の存在と活動内容をより知ってもらうために、委員会に委員以外の方も見学参加できるようにす
る。

〇サポート体制をつくる
専門家が多い経営厚生労働委員会の特徴を活かし、札幌支部の会員企業が抱える課題や問題につい
て、委員会がサポートできる体制をつくる。

経営課題、厚生課題、労働課題の3つのテーマに分かれてセミナーを開催しました。

＜経営課題＞
・「事業承継セミナー」では、北海道事業引継ぎ支援センターの新宮隆太統括責任者補佐を講師に迎
え、地域社会と雇用を支える視点からM&Aについて実例をもとに学び、中小企業が直面する後継者問題
について理解を深めあいました。
・2020年4月に120年ぶりに改正される民法の要点についてセミナーを開催。経営者・社員86名が参加し、
関心の高さが示されました。経営に直結する分野を中心に法律のプロである会員弁護士2名がわかりや
すく解説しました。

＜厚生課題＞
・経営の継続は経営者の健康の継続から、社長の健康リスクは会社の経営リスクと題して、北翔大学 北
方圏生涯スポーツ研究センターの見学会を実施しました。自分の健康状態を科学的数値として測定し
「一人ひとりの身体に合わせた健康づくり」を体験しました。
・2018年の胆振東部大震災の影響で開催延期となっていた禎心会病院の施設見学会を実施しました。
体を傷つけず生活の質を担保できる放射線療法「陽子線治療」を道内民間病院として初めて導入。最先
端のがん治療から「健康経営」を学びました。

＜労働課題＞
・同友会では「経営指針（理念・ビジョン・方針・計画）」と「働く環境づくり」を一体として捉え、就業規則の
策定・見直しを考えていきます。全道経営厚生労働委員長を務める石見秀樹氏（日の出運輸社長）の経
営実践事例から企業経営における働く環境づくりの重要性について学びあいました。
・就業規則の見直しについてフレックスタイム制、労働時間管理は中心的なテーマとなっています。経営
者の責任として労使見解が提起している、経営を維持し、発展させる責任と労働者の自発性が発揮され
る状態を企業内に確立する努力と正しい労使関係の樹立を考える機会となりました。

2019年度　活動のまとめ

2020年度　活動方針

経営厚生労働委員会
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No. 委員会内役職 企業名 役職 氏名 地区会

1 （新）委員長 （株）Pay it Forward 代表取締役 佐藤　文昭 白石・厚別

2 副委員長 安藤行政事務所 代表取締役所長 安藤　壽建 西・手稲

3 〃 陶氏診療院 院長 陶　恵栄 北

4 〃 （株）北翔 代表取締役 清水　誓幸 江別

5 〃 （株）レストレイション 代表取締役 目黒　久美子 中央西

6 （新）〃 （株）A.I.P 副支店長 藤田　学 北

7 （新）〃 シオンテクノス（株） 取締役部長 村野　充 北

8 委員 （株）進幸 代表取締役 渡邊　典子 中央東

9 〃 アイ・ティ・エス（株） 代表取締役社長 河瀬　恭弘 中央西

10 〃 弁護士法人札幌英和法律事務所 副所長弁護士 田中　康道 中央西

11 〃　 のぞみ・ひかり法律事務所 弁護士 古山　忠 中央南

12 〃 ハヤシ電興（株） 代表取締役社長 林　隆志 中央南

13 （新）〃 弁護士法人太田・小幡綜合法律事務所 行政書士 関上　健一郎 中央南

14 〃 山田敬純法律事務所 弁護士 山田　敬純 中央北

15 〃 （株）ウヤマ 代表取締役社長 橘　八重子 北

16 〃 坂井経営労務事務所 所長 坂井　信弘 北

17 〃 （株）札米 代表取締役社長 亀井　勇弥 北

18 〃 （株）ゆい 部長 鹿内　清和 北

19 （新）〃 新道東コンサルオフィス 代表 塚田　秀和 東

20 〃 特定医療法人とこはる 東栄病院 理事・法人事務局長 八木澤　一明 東

21 〃 佐藤寿志税理士事務所 税理士 佐藤　寿志 西・手稲

22 〃 （株）保険のベストケア 代表取締役 矢島　嘉信 西・手稲

23 （新）〃 一般社団法人日本相続知財センター札幌 常務理事 成田　幹 白石・厚別

24 〃　 人事労務コンサルタント 代表 伊藤　雅之 白石・厚別

25 〃　 よしだ労務管理事務所 代表 吉田　泰彦 白石・厚別

26 （新）〃 （株）防災コンサルタント 代表取締役社長 馬場　暁子 豊平・清田

27 （新）〃 宮崎こうじ社会保険労務士事務所 代表 宮崎　好司 千歳・恵庭・北広島・長沼
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共生社会の形成に向けて、「共に働き共に育ち合う企業づくり」を促進します。

＜活動計画＞
・複数のチーム（障がい者就労、社会的養護、求職困難者就労等）に分かれて活動の計画を立て、
　課題に取り組みます。

・「障がい者雇用を通して企業づくりを考えるフォーラム」を開催します。

・札幌市障がい者就労体験実習に協力します。

・会員に当委員会の取組みを知ってもらう活動を強化します。

2019年度　活動のまとめ

2020年度　活動方針

チームごとに分かれ、より深く効率的に委員会運営を行いました。

①障がい者雇用企業や障がい当事者から話を聞き合う学習会の開催
・難病を発症し車いすユーザーとなった経営者、(有)環工房の牧野准子社長の講演を行いました。
　障がい者の「働きたい」と思う気持ちを尊重してあげることが障がい者雇用には重要だと学びました。
・障がい者を雇用している会員企業と、就労支援事業を行う会員のパネルディスカッションを開催し、
　雇用する側・送る側の意見を率直に語り合いました。

②「障がい者雇用を通して企業づくりを考えるフォーラム」の開催
札幌市委託事業である当フォーラムを今年も開催し、174名が参加しました。滋賀同友会・代表理事 (株)
ピアライフの永井 茂一氏をお招きし、「多様な人が輝ける職場を理想に掲げて～障がい者雇用で見えて
きた、人が生きる経営の本質～」をテーマに、様々な種類の働きづらさを抱えた人たちを採用してきた経
緯と、経営者としての自身の変化について語っていただきました。

③障がい者の働く現場の見学例会をオープンで開催
・北海道コカ・コーラプロダクツ社の見学例会を開催し、障がい者の働く工場内を実際に見ることで、
　自社での雇用をイメージできました。
・精神障がい者施設「こころのリカバリー総合支援センター」の見学会を開催しました。当日は職員の
　方々の案内のもと館内を見学し、利用者がグループで活動する様子を見ることができました。
　見学後は、精神科医であり同センター所長の阿部 幸弘 氏の講演に学びました。

④活動の本質を見つめ直しながら、委員会名称の変更を検討
・当委員会設立の経緯や「障がい者問題」という言葉の意味を学び、これからの時代に即した委員会
　名称を考えました。障がい者に関わらず様々な働きづらさを抱える人たちの課題に取り組んでいくた
　めに、「インクルーシブ委員会」という名称を考えました。

インクルーシブ委員会
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No. 委員会内役職 企業名 役職 氏名 地区会

1 （新）委員長 光情報通信（株） 代表取締役 南部　賢 白石・厚別

2 副委員長 （株）ライズエンジニアリング 取締役 柳川　久美子 中央西

3 〃
特定非営利活動法人　障がい者
就労支援の会

あかり家　施設長 妻倉　ゆかり 中央南

4 〃
社会福祉法人はるにれの里
就労移行支援事業所あるば

所長 吉岡　俊史 北

5 〃 たちばな法律事務所 弁護士 橘　功記 千歳・恵庭・北広島・長沼

6 （新）委員 （株）アド三広 代表取締役 川崎 貴憲 中央東

7 （新）〃 MIRAI connects（株） 代表 東 早栄子 中央東

8 〃 札幌緑地開発（株） 代表取締役 大笹　進 中央西

9 〃
NPO法人きなはれ 就業・生活応
援プラザとねっと

センター長 重泉　敏聖 中央西

10 〃 （有）トライアド 代表取締役 三原　広聡 中央西

11 〃 （株）バリアフリーフロント 代表取締役 山田 もと子 中央西

12 〃 （株）和光 代表取締役会長 田中　傳右衛門 中央西

13 〃 ルピナス法律事務所 弁護士 船山　暁子 中央南

14 （新）〃 コレモッタ（株） 代表取締役 廣澤 克美 中央北

15 〃 髙野エンタープライズ（有） 代表取締役 髙野　園子 中央北

16 〃 社会福祉法人さっぽろひかり福祉会 常務理事 小畑　友希 東

17 〃 社会保険労務士事務所テラス 代表 倉　雅彦 東

18 〃 （有）ケアアシスト 代表取締役 谷口　紀代美 西・手稲

19 〃 ユニバーサルデザイン（有）環工房 代表取締役 牧野　准子 西・手稲

20 〃 （株）リビングサプライ 代表取締役社長 奈須野　諒子 西・手稲

21 〃 NPO法人ネクステージ 理事長 加藤　宏昭 北

22 〃 （株）エールアライブ 代表取締役 近藤　健志 北

23 〃 （株）ゆい 部長 鹿内　清和 北

24 〃 アトリエプラス 代表 上杉　祐史 白石・厚別

25 〃
NPO法人きなはれ 白石障がい者
就労センタースカイ

センター長 常盤野　晴子 白石・厚別

26 〃
公益財団法人北海道精神保健推
進協会ここリカ・プロダクション

管理者 橋本　達志 白石・厚別

27 〃 （株）セブンブレンチ 専務取締役 村瀬 和亮 白石・厚別

28 〃 北海道はまなす食品（株） 専務取締役 渡邊　浩司 白石・厚別

29 〃 横山製粉（株） 代表取締役 横山　敏章 白石・厚別

30 （新）〃 合同会社MIS平岸 代表 千葉　範人 豊平・清田

31 〃 NPO法人地域生活きたのセンターぱお 代表 荒野　耕司 豊平・清田

32 〃 藤建工業（株） 代表取締役 藤川　誠二 豊平・清田

33 〃 （株）リペアサービス 代表取締役 富田　訓司 豊平・清田

34 〃 社会福祉法人北ひろしま福祉会 常務理事 高橋　信重 千歳・恵庭・北広島・長沼

35 〃 北海道純馬油本舗（株） 相談役 磯崎　律子 千歳・恵庭・北広島・長沼

36 〃 （株）Doコンパス 代表取締役 出村　謙二 江別
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2019年度　活動のまとめ

１．中小企業憲章の理念を活かし、中小企業振興基本条例の学習・制定・普及・活用をはかる。
・7月17日に行われた北海道同友会の中小企業憲章制定9周年記念セミナーに支部からの出席を呼びか
けました。当日は下川町長の谷一之氏と（株）佐藤工務店社長の佐藤聡氏 （同友会とかち支部地域政策
委員長）のお二方の実践を学び、その後は行政や金融、他の団体の出席者とともに地域づくりと中小企
業の役割等についてグループ討論で学びました。

２．中小企業を取り巻く経営環境分析の充実をはかる。
・北海学園大学 大貝健二准教授に引き続きご協力いただき、四半期毎のＷｅｂアンケート形式の支部景
況調査DORを行いました。大貝先生の調査概要に、政策委員会で自社や業界の現状などを意見交換し
て、それらをまとめてホームページで結果を報告してきました。また、今期は、オプション項目で消費税増
税の影響を尋ねる特別調査を行い、また、従業員の規模を尋ねる項目を追加し、クロス集計によってより
詳しく実態をつかむよう心掛けました。しかし、毎回300件の回答数を目指していますが、最近は回答数が
減少しており課題となっています。

３．中小企業にかかわる政策課題の学びの場をつくる。
・2019年10月に改定された消費税について、札幌支部の会計監査を務める佐藤寿志税理士事務所の佐
藤寿志税理士を講師に消費税セミナーを開催。今回の増税のポイントと今後のインボイス制度について
学びました。
・今期は、地域の経済や産業等について研究する研究者の方との懇談会を初めて開催しました。

４．3月に予定していた恒例の「札幌産業の振興に向けて求められる企業・行政の取り組み懇談会」は、新
型コロナウイルス感染症の拡散防止のため延期しました。

2020年度　活動方針

テーマ：よい経営環境をつくるための活動を広める

1． 政策委員会内での中小企業憲章・中小企業振興条例の学習会の実施
　・まずは委員が憲章・条例の理解を深め、会内に広める。

2． 同友会景況調査「DOR」の実施と普及の推進
　・DORアンケートの回答数を増やし、実際の経営に役立つ資料づくりと発信を目指すとともに
　　大学教授との懇談会を実施し、連携を深める。

3． 行政との懇談会回数を増やす
　・行政との関わりを増やし、お互いの情報共有を促し、一緒に考える。

政策委員会
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No. 委員会内役職 企業名 役職 氏名 地区会

1 （新）委員長 （株）リポートサービス北海道 代表取締役 西田　宙文 西・手稲

2 副委員長 勇気会医療法人北央病院 最高経営責任者 清水　昭子 白石・厚別

3 〃 ㈱アグリ＆コミュニティサポート総合研究所 代表取締役 小西　穣 江別

4 委員 くどう珈琲 代表 工藤　光夫 中央東

5 〃 北海道自動車共済協同組合 専務理事 大塚　博貴 中央東

札幌緑地開発（株） 代表取締役 大笹　進 中央西

〃 司法書士さくらい事務所 司法書士 櫻井　惠介 中央西

6 〃 （株）北海道建設新聞社 代表取締役会長 松木　剛 中央西

7 （新）〃
公益財団法人パブリックヘルスリサーチセン
ター 附属健康増進センター札幌商工診療所

健康増進事業本部部長 澤谷　奈津子 中央南

10 〃 （有）フォアキャスト 取締役社長 杉本　潔 中央南

11 〃 山﨑建設工業（株） 代表取締役社長 江野　英嗣 中央南

12 〃 （株）落合建設 代表取締役 落合　靖巳 東

〃 行政書士小和田康文事務所 行政書士 小和田　康文 東

13 〃 （有）谷越印刷 代表取締役 谷越　律夫 東

14 〃 北海道特殊自販（株） 代表取締役社長 川井　千香子 東

15 〃 （株）りんゆう観光 取締役相談役 植田　英隆 東

16 〃 （株）共同舎 代表取締役 大石　清司 東

17 〃 （株）ekbサービス 代表取締役 髙室　典子 西・手稲

18 〃 （株）三玄設備 代表取締役 森　剛 西・手稲

19 （新）〃 （株）ビルメン日新 代表取締役専務 井口　信幸 西・手稲

20 〃 合同会社ジダイグループ 代表社員 上口　素司 北

21 〃 すがさわ法律事務所 弁護士 菅澤　紀生 北

22 〃 （有）ASシエーラ 代表取締役 渡部　光夫 白石・厚別

23 〃　　　 （株）どうしん厚別販売センター 取締役会長 熊　敏彦 白石・厚別

24 〃　　 時計台バス（株） 代表取締役社長 木村　高庸 白石・厚別

25 〃 （株）BONITA-DENTAL-ART 代表取締役 富井　由加子 豊平・清田

26 （新）〃 （有）マルイケ生杉共電 代表取締役 生杉　泰志 千歳・恵庭・北広島・長沼

2020年度　委員会体制
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【スキル】

 
札幌支部において当委員会はどういった寄与貢献に繋がるのか再検証し、委員会内学習から委員各人
のスキルアップを図る
 
 
【ムーブメント】

 
札幌支部の活動方針を推進している他の委員会とともに、縦横無尽に企画を連動させ、会員の同友会
フル活用によって「３つの目的」を促進する。
 
 
 【ステップアップ】

 
会員の皆さんに、より効果的に同友会を活用いただくために、Join to the Doyu（ゲストとの交流会）や

Guide to the Doyu（新会員ガイダンス）の新しいかたちを実施。また、早期定着、同友会紹介にまつわる
新しい事業の展開を検討する。

2019年度　活動のまとめ

『入りたくなった！』『入っていてよかった！』を合言葉に、北海道同友会創立50周年を2000名会員で

迎える魅力ある地区会・支部づくりをすすめました

１．会員フォローの具体的取り組みが退会減・会員増強の雰囲気づくりに
・北海道同友会創立50周年記念式典に向けて、各地区会を中心に会員増強運動を展開しまし
　た。委員会では各地区会の会員増強と、会員フォローの取り組み状況を共有し合い、各地区会
　にフィードバックしました。委員・幹事による徹底した会員フォローが退会防止につながり、また、
　新会員が安心して参加できる雰囲気づくりにもつながりました。

２．同友会の魅力を伝え、入会を促進するJoin to the Doyuを開催しました

・札幌支部2000名達成の目標を目指し、Join to the Doyuを開催しました。同友会を紹介する動画

　を制作・上映した他、3名のプレゼンターから同友会の活用法、自身と自社の変化を披露いただ

　き、合計で26名の入会につながりました。

３．新会員の居場所づくりをすすめ、会への早期定着を図りました
・新会員オリエンテーション(Guide to the Doyu)を4回行い、計37名の新会員が参加しました。

　Q＆A形式のグループ意見交換を行い活動への理解と参加のきっかけづくりに努めました。

・第3期新会員同期会(Eternal meeting)を開催し地区会を越えた仲間づくりを支援しました。

2020年度　活動方針

イメージとリアリティ
～組織・企画委員会として、何をすべきか創造し具現化し体感する～

組織・企画委員会
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No. 委員会内役職 企業名 役職 氏名 地区会

1 （新）委員長 （株）小枝 代表取締役 久保　毅仁 中央東

2 副委員長 （株）アンサー 代表取締役 春木　崇 白石・厚別

3 〃 （有）木舎 代表取締役 佐々木　宏正 東

4 （新）〃 北海道オリンピア（株） 代表取締役 宮本　典英 北

5 （新）〃 （有）機弘社 代表取締役 前田　昭二 江別

6 （新）委員 （株）エクシード 取締役部長 寺山　響 中央東

7 〃 （株）PAネットワーク 常務取締役 金戸　公彦 中央東

8 〃 （株）ブレンドワークス 代表取締役 前川　裕一 中央東

9 （新）〃 （有）叶多プランニング 代表取締役 平塚　智恵美 中央西

10 〃 （株）松木測量 代表取締役社長 松木　要 中央西

11 （新）〃 （株）ライフマップ 代表取締役 大西　克幸 中央西

12 〃 （株）オルファン 代表取締役 朝倉　護 中央南

13 〃 （株）KONiSI 取締役 小西　由子 中央南

14 〃 弁護士法人小寺・松田法律事務所 弁護士 熊谷　建吾 中央南

15 （新）〃 曲堀 幸和産業（株） 代表取締役社長 堀内 駿 中央北

16 〃 スタークリエイツ 代表 梅沢　太一 中央北

17 〃 北洋自動車（株） 取締役部長 田中　悟 中央北

18 〃 はやしの企画 代表 林　正治 東

19 〃 （株）ダスキンすずらん 代表取締役社長 宮内　啓子 西・手稲

20 〃 （株）専秀堂 代表取締役 中川　伸行 西・手稲

21 〃 （株）アカシヤビルサービス 代表取締役 三浦　貴之 南

22 〃 司法書士すみかわ事務所 司法書士 鈴木　郁子 南

23 〃 （株）神建設工業 代表取締役 神　正人 北

24 （新）〃 （株）ノースウイング 代表取締役 小林　敬章 北

25 〃 （株）レアックス 代表取締役社長 成田　昌幸 北

26 〃 （有）エコテクノベ－ス 代表取締役 宮野　達司 白石・厚別

27 〃 （株）第一葬祭 代表取締役社長 栗原　眞由美 白石・厚別

28 〃 （株）ゆるり 代表取締役 原田　朋憲 白石・厚別

29 〃 ワコー北成メタル（株） 部長 川田　洋志典　 豊平・清田

30 〃 （株）長沼成吉思汗 取締役会長 小原　修一 千歳・恵庭・北広島・長沼
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2019年度　活動のまとめ

①ＭｙＤｏｙｕの利用率および利便性向上のために改修を続けています。昨年度はカテゴリー分類を追加
し、合わせてスマホ画面への最適化を図りました。

②北海道同友会50周年に関連して同友会（札幌支部）を周知するため、ローカルＦＭの番組出演を行い
ました。会員でもある三角山放送局で、同友会の概要、実際の活動、活用事例の紹介等4回放送しまし
た。

③ＩＴ経営部会と合同で、ウェブ会議について学びました。近年注目を集めるサービスである「ＺＯＯＭ
（ズーム）」の仕組みや使い方を、ランチセミナーの会場と同友会会議室を結び、実際の接続も行いまし
た。

④ＭｙＤｏｙｕやホームページ、フェイスブックなど発信媒体を多様化、広範囲化してきた一方、アクセスの
分散化により統一感を持たせることも難しくなってきました。これらを解決する方法として、ポータルサイト
のようなページの在り方について検討を進めてきました。

⑤2020年1月に発生した新型コロナウイルス感染症によって、感染リスク回避のため不要不急の外出は自
粛となり、同友会では会合が軒並み中止・延期となりました。同友会の最大の魅力である会員同士が会っ
て情報交換することを保証しようと、これまで広報・情報委員会で温めてきた機能であるウェブ上の掲示板
等「会員交流のページ」を時限的に開設しました。

2020年度　活動方針

①同友会の理念や札幌支部の活動を広く発信します
・ウェブサイトやFacebookを利用し、会の内外に同友会・札幌支部を伝えます。

②広報・情報を通した札幌支部のブランドづくりを進めます
・札幌支部を効果的に発信、かつ、活動へのイメージを伝えられるように、地区会や他委員会、
　他支部の活動を学びながら札幌支部のブランドについて検討します。

③MyDoyuの普及、活用に取り組みます
・MyDoyuの使いやすさや見やすさをを追求し、会員の関心を高め、回答率の向上を図ります。

④札幌支部の活動の一助となるツールの検証・提起を進めます
・全国一の規模を誇る札幌支部だからこそ、会員と同友会例会の接点、会員同士のつながりを
　生むためには複数のチャンネルが必要だと考えます。ウェブからの例会参加や各組織間の情報
　共有など、活動に活かせるツールや仕組みを検証し、提起していきます。

広報・情報委員広報・情報委員会
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No. 委員会内役職 企業名 役職 氏名 地区会

1 （新）委員長 （有）内山新聞店 代表取締役 内山　亘理 千歳・恵庭・北広島・長沼

2 副委員長 （株）正文舎 取締役 白藤　沙織 中央東

3 〃 （株）日本アメニティクリエイト 代表取締役 眞田　和宏 中央東

4 〃 （株）エスアンドエスネットワーク 代表取締役社長 吉田　潤生 中央西

5 〃 （有）札幌すこやか介護サービス 代表取締役 内田　薫 西・手稲

6 （新）委員 （株）OWL 代表取締役 酒井 圭介 中央東

7 （新）〃 日本総合商会（株） 代表取締役 町田 武文 中央東

8 〃 （有）ITマネジメントシステム 代表取締役 石塚　真彰 中央西

9 〃 ノースメディア 代表 安居　潔人 中央南

10 〃 Blue Sheep 代表 杉本　英範 中央北

11 （新）〃 シオジリプラス（株） 代表取締役 塩尻　一也 西・手稲

12 〃 幡本印刷（株） 代表取締役社長 加藤　景 西・手稲

13 〃 マーケティング北海道（株） 代表取締役 高橋　洋之 西・手稲

14 〃 KSビジネス 代表 清水　和好 南

15 〃 （株）中央水道設備 代表取締役 坪　隆志 北

16 〃 （株）り・ぷらんにんぐ 代表取締役 原　恵介 北

17 （新）〃 （株）誠塗装店 代表取締役 大和　友幸 北

18 〃 （株）メディアプラネット 代表取締役 伊藤　靖記 白石・厚別

19 〃 （株）コルテ 代表取締役 小川　さやか 豊平・清田

20 〃 （株）ツヨシオカ 代表取締役 吉岡　毅 千歳・恵庭・北広島・長沼
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2019年度　活動のまとめ

札幌支部および南空知支部の財政の状況確認と活動の運営全般、事務局の働き方等について検討、審
議を進めてきました。

①201９年度は北海道同友会の50周年6000名プロジェクトに対して、札幌支部は2000名、南空知支部は
90名を目標に、積極的な展開のための予算を組み活動を進めてきました。2019年度末には、札幌支部が
８２名の会員増となり、入会金還元金および会費還元金収入がいずれも予算を上回りました。一方、突然
発生した新型コロナウイルス感染症により、2月と３月はほとんど会合が実施できず、また予定していた支
出も行われなかったため、経常増減額は当初0円に対して、1,049,807円となりました。経常外では、昨年
12月に北海道同友会本部とともに新たにデ・アウネさっぽろビルの１３階に移転し、その移転関係費を予
算通り支出し、最終的には一般正味財産増減額は、マイナスの5,250,193円となりました。

②昨年度も、地区会の活動を財政的に支援するため、地区会活動活性化費の予算を計上し、各地区会
の会場費や講師関係費等で活用されました。年々有効に活用されつつあり、引き続きより使い勝手よく活
用いただけるように検討しています。

③組織の運営や事務局の働き方についても継続して検討してきました。

2020年度　活動方針

以下の点を検討、議論し進めて参ります。

①会員増強、支部活性化、会員への還元などを念頭に置き、支部財政の適切な運用を進めます。

②運営面の課題の解決に向けた議論を開始します。

③持続可能な札幌支部・南空知支部づくりのため、事務局の業務改善、役員や活動のあり方について検
討します。

総務委員会
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No. 委員会内役職 企業名 役職 氏名 地区会・部会

1 委員長 （有）久和コーポレーション 代表取締役 久門　和木 北

2 副委員長 協栄建物管理（株） 代表取締役 風間　満 北

3 〃 RITA税理士法人 代表社員 山美　幹生 中央西

4 委員 リブラス（株） 道央圏担当執行役員 羽沢　卓志 南空知支部

5 〃 北海道自動車共済協同組合 専務理事 大塚　博貴 中央東

6 〃 （株）フクイ製作所 代表取締役社長 福井　智明 中央西

7 〃 北海道オフィス・マシン（株） 代表取締役社長 神野　裕三 中央西

8 （新）〃 （株）レストレイション 代表取締役 目黒　久美子 中央西

9 （新）〃 セントラル法令オフィス 代表 村田 菊男 中央南

10 〃 医療法人K２　北２条歯科クリニック 事務長 二俣　博信 中央北

11 〃 （株）櫻井 代表取締役 櫻井　信夫 東

12 〃 平松食品（株） 代表取締役 平松　雄一郎 西・手稲

13 〃 （株）補償セミナリー 代表取締役 中野　芳 南

14 〃 （株）ケーアイジャパン 代表取締役 齋藤　雄一 北

15 〃 （株）新札幌倉庫 代表取締役 松下　信一 白石・厚別

16 〃 （株）若山建設 代表取締役 若山　英史 白石・厚別

17 （新）〃 （株）リペアサービス 代表取締役 富田　訓司 豊平・清田

18 （新）〃 リサイクルファクトリー（株） 専務取締役 本村　信人 千歳・恵庭・北広島・長沼

19 （新）〃 （有）機弘社 代表取締役 前田　昭二 江別

20 〃 雉子谷食品（株） 取締役 雉子谷　忠 農業経営部会

21 （新）〃 plusM 代表 長谷川　久美子 女性経営者部会

22 （新）〃 （株）ナオヰ工芸社 代表取締役 直井　泰憲 未知の会

23 （新）〃 （株）エルコム 代表取締役 相馬　督 無二の会
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（企業名50音順、敬称略、全101名選出）

企業名 役職 氏名 地区会名

1 （株）OWL（スナックストリート） 代表取締役 酒井　圭介 中央東地区会

2 （株）アクアグレース 代表取締役会長 小仲　美智子 豊平・清田地区会

3 （株）アグリ＆コミュニティサポート総合研究所 代表取締役 小西　穣 江別地区会

4 （株）ASCe 代表取締役 後藤　亮太 中央東地区会

5 （株）アセットプランニング 代表取締役 及川　学 白石・厚別地区会

6 アペックス（株） 代表取締役 中田　貴司 白石・厚別地区会

7 （株）アール･アンド･イー 営業部門　統括責任者 齊藤　富明 千歳・恵庭・北広島・長沼地区会

8 （株）アンサー 代表取締役 春木　崇 白石・厚別地区会

9 （株）安藤電設 代表取締役 安藤　政美 豊平・清田地区会

10 Ambitious Farm（株） 代表取締役 柏村　章夫 江別地区会

11 （株）イデアシーディー 代表取締役 高村　智也 中央西地区会

12 （株）宇佐美商会 代表取締役 宇佐美　隆 中央西地区会

13 （有）エコテクノベ－ス 代表取締役 宮野　達司 白石・厚別地区会

14 SOCパートナーズ（株） 代表取締役 波佐　満成 白石・厚別地区会

15 FRSコーポレーション（株） 取締役 間瀬　彩佳 東地区会

16 亀田成春法律事務所 弁護士 亀田　成春 中央南地区会

17 （株）工藤商事 代表取締役 工藤　英人 白石・厚別地区会

18 社会保険労務士法人熊谷・八重﨑事務所 社会保険労務士 八重﨑　聖子 中央東地区会

19 クレアル工業（株） 代表取締役 柳下　真人 東地区会

20 K.iオネスト 代表 平澤　恵 北地区会

21 （株）KNこーぽれーしょん 代表取締役 金城　錦花 中央西地区会

22 （株）啓成ホーム 代表取締役 柴山　ひろこ 豊平・清田地区会

23 KSビジネス 代表 清水　和好 南地区会

24 医療法人社団K2 北2条歯科クリニック 事務長 二俣　博信 中央北地区会

25 （株）ケルプ研究所 代表取締役 福士　宗光 東地区会

26 （株）宏陽 代表取締役社長 髙島　幸志朗 南地区会

27 （株）小枝 代表取締役 久保　毅仁 中央東地区会

28 （株）櫻井 代表取締役 櫻井　信夫 東地区会

29 （有）札幌すこやか介護サービス 代表取締役 内田　薫 西・手稲地区会

30 社会福祉法人さっぽろひかり福祉会 常務理事 小畑　友希 東地区会

31 （株）サムライ設備工房 代表取締役 北島　鉄也 東地区会

32 （株）サンコー 代表取締役会長 山田　修三 中央東地区会

33 サンマルコ食品（株） 代表取締役社長 藤井　幸一 白石・厚別地区会

34 シオジリプラス（株） 代表取締役 塩尻　一也 西・手稲地区会

35 シオンテクノス（株） 代表取締役社長 村野　篤 東地区会

36 システムデザイン開発（株） 代表取締役 菅野　滿 中央東地区会

37 司法書士加藤真紀事務所 司法書士 加藤　真紀 中央西地区会

（一社）北海道中小企業家同友会　第５２回定時総会

札幌支部選出代議員候補者名簿
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38 （株）ジャワティー･ジャパン 代表取締役 越智　けい子 中央南地区会

39 （株）秀岳荘 代表取締役社長 小野　浩二 北地区会

40 （株）新札幌倉庫 代表取締役 松下　信一 白石・厚別地区会

41 すがさわ法律事務所 代表弁護士 菅澤　紀生 北地区会

42 （株）セーコー 代表取締役 三井　尚子 西・手稲地区会

43 （株）専秀堂 代表取締役 中川　伸行 西・手稲地区会

44 相互建材工業（株） 代表取締役 成田　茂利 千歳・恵庭・北広島・長沼地区会

45 （株）第一葬祭 代表取締役社長 栗原　眞由美 白石・厚別地区会

46 （株）髙砂不動産 代表取締役 江口　豊 中央南地区会

47 たちばな法律事務所 弁護士 橘　功記 千歳・恵庭・北広島・長沼地区会

48 （株）龍田工務店 代表取締役 龍田　昌樹 江別地区会

49 （株）ダテハキ 取締役会長 守　和彦 東地区会

50 （有）谷越印刷 代表取締役 谷越　律夫 東地区会

51 （株）D＆C 代表取締役 髙橋　恵 東地区会

52 （株）ティーピーパック 代表取締役 池川　和人 西・手稲地区会

53 （株）テスク 代表取締役 丹　英司 中央西地区会

54 （株）Doコンパス 代表取締役 出村　謙二 江別地区会

55 （株）トータルデザインサービス 代表取締役 西田　高穂 北地区会

56 （株）ナオヰ工芸社 代表取締役 直井　泰憲 北地区会

57 （有）肉の山本 代表取締役社長 山本　歳勝 千歳・恵庭・北広島・長沼地区会

58 函館魚まさ すすきの店 専務取締役 髙野　拓哉 中央東地区会

59 幡本印刷（株） 代表取締役社長 加藤　景 西・手稲地区会

60 パックマンアサヅマ（株） 代表取締役 田中　康一 白石・厚別地区会

61 ハヤシ電興（株） 代表取締役社長 林　隆志 中央南地区会

62 （株）PAネットワーク 常務取締役 金戸　公彦 中央東地区会

63 （株）ビルメン日新 代表取締役専務 井口　信幸 西・手稲地区会

64 （株）フクイ製作所 代表取締役社長 福井　智明 中央西地区会

65 藤建工業（株） 代表取締役 藤川　誠二 豊平・清田地区会

66 plusM 代表 長谷川　久美子 中央南地区会

67 Blue Sheep 代表 杉本　英範 中央北地区会

68 （株）ブレンドワークス 代表取締役 前川　裕一 中央東地区会

69 （株）Pay it Forward 代表取締役 佐藤　文昭 白石・厚別地区会

70 ベル食品（株） 代表取締役会長 福山　恵太郎 西・手稲地区会

71 （株）防災コンサルタント 代表取締役社長 馬場　暁子 豊平・清田地区会

72 （株）北翔 代表取締役 清水　誓幸 江別地区会

73 北洋自動車（株） 代表取締役社長 田中　悟 中央北地区会

74 （株）ホクラミ 代表取締役社長 矢吹　英俊 中央東地区会

75 （有）ホクレア 行政書士佐々木ひとみ事務所 代表取締役 佐々木　ひとみ 白石・厚別地区会

76 （株）保険のベストケア 代表取締役 矢島　嘉信 西・手稲地区会

77 北海葬祭（株） 代表取締役会長 松井　髙志 中央南地区会

78 北海道オフィス・マシン（株） 代表取締役社長 神野　裕三 中央西地区会

79 北海道オリンピア（株） 代表取締役 宮本　典英 北地区会

80 （株）北海道建設新聞社 代表取締役会長 松木　剛 中央西地区会

66



81 北海道自動車共済協同組合 専務理事 大塚　博貴 中央東地区会

82 （有）北海道新聞岸販売所 代表取締役 岸　信行 南地区会

83 （株）ほりぞんとあーと 代表取締役 大野　頌 中央北地区会

84 （株）bonds 代表取締役 加藤　達矢 豊平・清田地区会

85 （株）誠塗装店 代表取締役 大和　友幸 北地区会

86 （株）松木測量 代表取締役社長 松木　要 中央西地区会

87 （株）丸亀 代表取締役社長 若月　裕之 中央西地区会

88 マルサン塗料（株） 専務取締役 立花　秀樹 東地区会

89 （株）未来花 代表取締役 山下　美保子 中央西地区会

90 （有）木舎 代表取締役 佐々木　宏正 東地区会

91 山﨑建設工業（株） 代表取締役社長 江野　英嗣 中央南地区会

92 山田農園 代表 山田　誉 千歳・恵庭・北広島・長沼地区会

93 横山製粉（株） 代表取締役 横山　敏章 白石・厚別地区会

94 （株）ライフマップ 代表取締役 大西　克幸 中央西地区会

95 （株）リペアサービス 代表取締役 富田　訓司 豊平・清田地区会

96 （株）リポートサービス北海道 代表取締役 西田　宙文 西・手稲地区会

97 （株）りんゆう観光 取締役相談役 植田　英隆 東地区会

98 （株）レイジックス 代表取締役 敬禮　匡 西・手稲地区会

99 （株）レストレイション 代表取締役 目黒　久美子 中央西地区会

100 （株）若山建設 代表取締役 若山　英史 白石・厚別地区会

101 （株）ワコーバイオケミカル 代表取締役 佐々木　和秀 北地区会

2020年4月24日開催の札幌支部第35回定時総会で選出
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