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西支部現在会員数 223名 
 

 

西支部の皆様には格別のお引き立てをいただ

き、厚く御礼申し上げます。 

さて、私が昨年に廿日市大竹地区会長を仰せ

つかりまして、気づけば 1 年になろうとしてい

ます。「原点回帰」というスローガンで、皆様が

楽しく経営勉強でき、良い地区

会を作りたいという思いでこ

の1年間活動して参りました。 

自分自身も会長職を仰せつ

かった時は、社員もいない会社

の代表が地区会を引っ張って

いけるかが不安でいっぱいで

したが、何とか歴代の廿日市大

竹地区会長や支部の方や他地

区会長の皆様の力をお借りし

ながら運営をしてきました。 

そして、1 年を経て、様々な

課題も出てきています。昨年同

様、役員会・例会の出席人数は

少なく、小組によっては、例会

の人数が多かったり少なった

りしています。この状況を打破していかないと

いけません。良い地区会を目指すためにも、ま

ずは役員会の参加人数を増やす事が重要です。

役員が参加しない会に例会人数が増えることあ

りません。そして、将来的には若い経営者及び

次期後継者が率先して参加できる会にしたいと

思っています。 

私たち経営者は素直な気持ちと好奇心を持ち

前進していくことが重要だと思います。 

どんな事にも、アンテナを張りめぐらせてヒ

ントやチャンスを掴み行動し

ていかないといけません。私

も、同友会へ参加して 11 年

たち会長職を経験して失敗ば

かりしていますが、同友会が

なければ今の自分がないと思

います。「良い会社をつくろう」

「良い経営者をつくろう」「良

い経営環境をつくろう」そし

て、良い仲間をつくろう・・・

これが出来るところが同友会

の地区例会だと私は思います。

皆様の活動で必ず変わると思

います。 

今期は、例会企画はもちろ

ん廿日市大竹地区会に興味を

持っていただくためにも、オブザーバーも呼び、

今後さらに発展できるように頑張ります。皆様

ぜひ例会への参加をお願い致します。 

広島西支部 廿日市大竹地区会長 岡浦 好伸 

  ㈱星光  代表取締役 

 

【今月のメニュー】 
① 今年度の地区会方針 廿日市大竹地区会 P1  ④ 青年部会、女性部会 P4 

② 西支部オープン例会、西地区会 P2  ⑤ コラム、編集後記 P5 

③ 佐伯地区会、廿日市大竹地区会 P3  ⑥ 企業訪問 ㈱シンテツ P6 

お問い合わせは以下へ 広島県中小企業家同友会 事務局 
〒730-0037 広島市中区中町8-18広島クリスタルプラザ８Ｆ TEL:082-241-6006 FAX：082-241-6007 

E-mail：info@hiroshima.doyu.jp   URL  http://www.hiroshima.doyu.jp 
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2月行事のご報告 

 

西支部オープン例会 

逆境経営  

山奥の地酒 獺祭を世界に届ける逆転発想法 
日時：2 月 14 日(火) 18:00～ 会場：広島サンプラザ 参加者：92 名  

報告者：旭酒造㈱ 会長 桜井博志 氏 記入者：㈱島村製作所 島村知恵 

 

 2月 14日に広島サンプラザにて西支部のオープ

ン例会が開催され、「獺祭」の製造元である酒造メ

ーカー旭酒造㈱の桜井博志会長にご講演頂きまし

た。 

桜井会長が社長に就任された 1984 年にはすで

に日本酒業界の市場が狭くなっており、山口県の

過疎地にある小さな酒造会社では小売りには相手

にされず、農業関係者から良い米をもらえないと

いった状況もあったそうです。そんな中でも、お

いしいお酒を造れば売れるはずと最高級である山

田錦を求めて各地の米農家・農業関係者にお願い

に行き、「獺祭」を開発。また大きな市場を求めて

東京へ販売していったそうです。転機となったの

は、地ビール造りと飲食店経営の失敗を見て杜氏

が他の酒造へ移ってしまったとき。杜氏不在のま

ま社員 5 人で酒造りを始めたことから今の生産体

制が出来上がったそうです。 

「伝統を守るためにお酒がある訳ではない。酒

蔵も企業。『伝統の手法』に固執することは弱点に

もなる。日本はヨーロッパと比べてフラットな社

会だから、日本酒もより良く変わっていく」と桜

井会長は語られました。 

また、近年では、日本酒のおいしさを広めるた

め、海外への講演も積極的に行っているそうです。

獺祭の試飲後のグループ討論では「あなたにとっ

て越えなければならない常識とは？その先へ」を

テーマに自社の今後について熱く討論しました。  

桜井会長のお話しを聞いて、既存の概念にとら

われず、これだと思ったものを突き詰める力が私

にも必要だなと感じました。 

 

西地区会 

同友会と広島精機 
日時：2 月 22 日(水)18:30～ 会場：西区民文化センター 参加者：26名  

報告者：㈱広島精機 代表取締役 柳原邦典 氏  記入者：Rebirth 三浦義晃 

 

みなさんこんにちはリバースの三浦です。西地

区会2月例会は22日に㈱広島精機の柳原さんを報

告者に迎え、会員 24名、オブザーバー(広信)2名、

合計 26名で行いました。 

この度の例会は同 2 月に行

われた西支部のオープン例会

を受け、当日参加されたオブザ

ーバーの方々に対してさらに

同友会をしって頂き、入会への

後押しとなるような例会にな

るようにと「同友会と広島精機」のタイトルで柳

原さんと同友会との関わり方や、入会して学んだ

こと、メリットや活用法などをお話頂き、グルー

プ討論では現会員さんの会で

の学びや各々の会の活用法な

どを話し合うこととしていま

したが、残念ながら当日オー

プン例会に来られていたオブ

ザーバーの方には仕事の都合

などでお越し頂けませんでし
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た。例会担当としては非常に残念な結果ではあり

ましたが、参加頂いた会員の方々や、新入会員の

方々には「改めて会の良さや会での学びを実践す

ることの大切さを知ることが出来た」、「柳原さん

の話がとても分かりやすかった」など、好評もあ

りました。  

私自身も今回の例会で改めて会の良さや会員同

士の繋がりを実感することが出来た例会でした。  

今回の例会の趣旨であった「オブザーバーさん

の入会への後押し」を成すことは出来ませんでし

たが、この例会が今後の会員増強に少しでも役立

ち、また、現会員、新入会員の方々の更なる会へ

の深く積極的な関わりのきっかけとなれば幸いで

す。 

 

佐伯地区会 

同友会に付き合いで入ってみたけれど…こんなに

役に立ちました 
日時：2 月 15 日(水)18:30～ 会場：佐伯区民文化センター 参加者：26 名  

報告者：グッドプランコム 代表 寺尾光生 氏  記入者：㈱アクト 原田和志
 

今回の報告者は、穏やかな顔

立ちと率直な話しぶりで佐伯

地区会の盛り上げ役となって

いる寺尾氏。ホームページ制作

やノベルティ販売（グッドプラ

ンコム）を行いながら、本業と

して保険代理店（㈱ベスト

プランコム）を行っている

と自己紹介がありました。

氏が販売するうちわキット

は、手渡す相手の名前がセ

ンス良く配置されており、

反対面にはメッセージと落

款風の印がプリントされて

います。出席者 3人に実際

に名前が入ったうちわが手

渡され、一同その出来映えに感心しました。 

寺尾氏が、営業経験を通して気づいたこと、そ

れは「お客様の役に立つこと、信頼を得ること」

の大切さ。うちわ販売も元はと言えばご自身がお

客様に喜んで頂いた経験がきっかけとなっており、

営業下手な方でもお客様に近づけるツールとして

活用してほしいとの思いで販売されているそうで

す。 

同友会への入会は、㈲濱崎精版印刷所の濱崎社

長に声かけ頂いたのがきっかけ。しかし、入会当

初のモチベーションは低く、

面倒なことは避けたいと感じ

ながらの参加だったそうです。

その後、広報委員として活動

した際に、自分が書いた記事

を社員研修に使っている企業

があることを知り、とて

も嬉しく思ったとのこと

でした。 

そして、現在「グルー

プ討論がマイブームです」

と語る寺尾氏。同友会の

活動に取り組むことで

「労使関係のない状況下

での組織づくり」「話を取

りまとめる力」「限られた

時間の中での思いの伝え方」「自分の視野を広げる

こと」等、同友会だからこそ得ることができるも

のがあると感じ、常に自分なりの「狙い」（テーマ）

を持って会に参加されているとのことでした。 

報告後のグループ討論は、各人が同友会に入っ

てから得ることができたもの、そしてこれから得

たいものについて考える場となり、狙いを持って

臨むことの大切さを再認識するとても良い時間に

なりました。 

廿日市大竹地区会 

西支部オープン例会に参加しよう 
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青年部会 

４支部青年部会合同例会『自分が変わらんと会社は変わらん』 
～三谷流価値づくりへの挑戦 誰もやってないからこそ 価値がある～ 

日時：2 月 4日(土) 14時～18時 会場：アークホテル広島駅南  参加者：62 名  

報告者：㈲三谷製菓 代表取締役 三谷憲生 氏 記入者：㈲アナヴァン 今田敬義 
 

報告者の㈲三谷製菓 三谷氏は製造業で、原価

7円のもなかの皮のみを作る

会社でした。 

そこから同友会活動での経

験を活かし広島を代表するメ

ーカーに変わられた報告でし

た。 

三谷氏は 21歳にして同友会

青年部に入会され今年で入会

歴 20年。入会した当初青年部

の先輩から様々な叱咤激励を

もらい『覚悟』を持たれるようになりました。自

分の車を売り全国に調査に行かれたり、家族経営

に近かった状況を改善し、従業員の方が働きやす

い環境を作るなど取り組みをされたそうです。 

そんな中、日本で流行る以前フランスでマカロ

ンを発見され当時はこの色は日本人には受け入れ

られないと感じていた。が、のちに東京でのブー

ムが起き、もなかの皮にマカロンのような色を付

けることに取り組み始められ

ました。当時は同業他社から

の批判などを受けましたが社

長の努力によりモナロンを開

発されました。現在では東京

のセレブ達の食卓を彩り、ア

ーティストのライブグッズに

なったりと大活躍されていま

す。モナロンの開発により原

価 7円のもなかの皮の会社か

らメーカーとして変わられました。 

三谷氏は変わる覚悟も持ち、実現するために行

動し、そのための計画をしっかりと練られていま

した。 

今後は私自身も計画を立て、行動し、変わって

いきたいと思いました。

 

女性部会 

全県女性部会交流会 in 尾道 

会社を良くしよう！～男性も女性も働きやすい職場づくりの実践～ 
日時：2 月 10 日(金) 14:00～ 会場：グリーンヒルホテル尾道  参加者：70 名  

報告者：㈱オーザック 専務取締役 岡崎瑞穂 氏 記入者：㈱キャピタルコーポレーション 村井由香
 

広島県内の女性部会員、各支部の男性会員、オ

ブザーバーを含めて参加者数 70名。年に 1度の全

県女性部会交流会では、私たちはその時代が抱え

る経営の課題を女性の視点から学んでいます。こ

こ数年は育児、介護、経営指針書作成、そして今

年は「仕事と家庭の両立」 今までの学びからさ

らに踏み込んで中小企業における生産性と働き方

改革を考えていきました。 

前段で広島県商工労働局政策監の新宅郁子氏が

広島県の情勢や県の取り組み事例を詳細なデータ

を使い説明。それを受けて㈱オーザックの岡崎瑞

穂氏が今まで取り組んでこられた仕事と家庭の両

立支援の仕組みづくりを報告されました。 

そもそもの発端は社長を支えたいという思いか

ら始まりました。社長と同じ価値観を持たなけれ

ば会社はだめになるという危機感のもと同友会に

入会、同友会活動で成長されていきます。共同求

人活動に取り組み、会社の組織をそれに伴い刷新、

理念・経営指針書を社員の思いを組み入れながら

作り上げていかれました。 

経営が苦しい中、人間尊重の経営に気づかれま

す。「育児のために早帰りする社員に、早帰りして

ごめんなさいと言わせる会社はつまらん」と岡崎

さんは断言されました。自身の育児体験から育児

休暇制度、キッズルーム設置、キャリアカウンセ
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ラー在籍、地域活動休暇、さまざまな仕組みを社

内に作り上げていかれた㈱オーザック。その取り

組みを評価され安倍首相が議長を務める「働き方

改革実現会議」の有識者議員に就かれました。「経

営者の究極の顧客は社員さん。社員さんの満足が

顧客満足につながるのです。彼らと本音で関わる

こと、嫌なことから逃げない」 中小企業の働き

方改革は経営者の決断あるのみということを岡崎

氏の凛としたたたずまいから教えていただきまし

た。 

社員とどう関わるのかを語っていただいた濃密

な 60分。岡崎氏のこれまで、これからを拝聴し私

たちは決意を新たにします。私たちもまた、これ

までも、これからも進んでいく、と。 

  

 

広島信用金庫 支店紹介 
～五日市支店の巻～

 

１．支店長より一言 

皆さまはじめまして、広島信用

金庫五日市支店の末田文之です。 

五日市の小・中学校出身で、子供

の頃はよく地元の「海老山」で遊

んでいました。 

ひろしんに入庫以来、地元の五

日市支店での勤務を夢見ていま

したので、今は仕事にとても喜び

を感じています。これからも

同友会の会員の皆さまと連携

させて頂き、地域の発展に貢

献できればと考えております

ので、よろしくお願い致しま

す。 

 

２．広島信用金庫五日市支店

について 

五日市支店支店長は五日市駅前出張所も兼務し

ており、男性 11名、女性 9名の店舗です。渉外担

当は経験の浅い若手職員が中心となっております

が、皆様に笑顔をお届けすべく

雨の日も負けじとスーパーカブ

に乗り営業活動に邁進しており

ますので、皆さまの企業に訪問

させて頂いた際は、どんなこと

でも構いませんのでお声掛け下

さい。また、月末近くの夜には、

一部職員がコイン通りを中心に

出没していることもあるかと思

いますのでその際もよろしく

お願い致します。 

 

３．中小企業家同友会会員の

皆様へ 

広島信用金庫の経営理念の

一つでもあります「地域と共

に豊かな未来をつくる」をモ

ットーに、同友会西支部会員

の皆様と一緒になり五日市地区ひいては広島経済

を盛り上げて参りたいと思っておりますので、引

き続きよろしくお願い致します。 

 

広報委員の一言コラム お題「芽生え、雪解け」

我が家の庭先にある桜のつぼみがピンクに色付

き始めた。 

全てのものに春の息吹を感じる今日この頃であ

る。 

重いコートを脱ぎ捨てると心までウキウキと踊

りだす。 

啓蟄の虫たちと一緒で、さあ今から、何から行

動に移そうか。 

あれも、これもと、頭をよぎる。（岡本）
 

編集後記                                     
 

原稿を書くとき、自分の場合は文章を書きだす

までに相当時間を要します。 

短文であれ、長文であれ文章を考えるのは生み

の苦しみで、パソコンの前でフリーズ状態に度々

陥ります。 

散々迷った末にようやっと結論にたどり着きま

す。つまり、「このテーマに対し自分はこう思う」

です。それが決まれば後は何とかなります。 

曖昧な考えだと、なかなか文章にしにくいです

し、読んだ人に伝わらないと思います。普段から

自分の考えを文章化することって大事ですね。 

その習慣がきっと「経営指針の成文化」につな

がると思います。 

（広報委員 山崎） 
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㈱シンテツ  専務取締役  河野新一 氏 
【企業 PR0FILE】創業・設立：平成１４年６月５日 3,000万円 社員数 80 名  

事業内容：家屋解体工事・産業廃棄物処理業 住所：広島県廿日市市木材港北５番２０号  

TEL：0829-32-4627 HP：http://www.sintetu.com/index.html 

 

 

 

この度の企業訪問は、廿日市市木材港北にある

㈱シンテツを訪問し、専務取締役の河野新一さん

を取材させて頂きました。 

 

会社の事業内容について                                                     

会社の事業は、一つは解体工事業で一戸建て・

ビル・工場設備等幅広くされていらっしゃるそう

です。もう一つは、産業廃棄物の収集・運搬業で

す。いずれの事業も事業者向けの事業です。 

そして、解体工事で発生する木材くず、コンク

リートくず、石膏ボードや産業廃棄物として収集

したものについては会社のリサイクル工場でリサ

イクルをし、木材くずは燃料用チップにしたり、

ボード用チップとしてリサイクルボードの原材料

として、コンクリートくずは破砕し、土木工事に

再利用できるコンクリート砕石として、石膏ボー

ドは粉にし、石膏ボード原料やセメント原料に再

利用しているとのお話でした。 

特に燃料用チッ

プは会社の近くに

ある㈱ウッドワン

の発電燃料として

使われているそう

です。  

事業エリアとし

ては広島県内・山口

県の岩国市周辺で

す。 

シンテツさんは

解体工事から解体

物の運搬そしてリ

サイクルまで一貫

して自社で行うこ

とが出来るのが強

みで木材港北の本

社工場と木材港南

の第 2工場と二つの工場をもっておられます。 

 

会社について                     
 前身は、河野産業として昭和 48年に廿日市市佐

方で創業し、平成 14年に㈱シンテツとして設立し

た頃に現在の廿日市市木材港北に移転しました。 

 従業員数は、80名（平成 27年 4月時点）で従業

員構成は 30代から 40代が半分、50代から 60代が

3割、20代が 2割の構成です。 

 

 
取材の様子 
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 仕事の大半は住宅メーカー・ゼネコン・工務店

等の民間が中心で、公共工事は発注量が少ないそ

うで 5％程度であるとのことです。 

 なお、社名の「シンテツ」の由来は、現在の社

長と専務の名前からとって名付けたとの話でした。 

 

会社の経営理念・社員教育に

ついて              

 会社の経営理念は、基本理念として、「私たち株

式会社シンテツは、地球環境の保全が人類共通の

最重要課題のひとつである事を認識し、地球環境

の保全に努め、環境に配慮した良い事業活動を行

うことを実施します」とし、活動指針として次の

ような指針で臨んでいます。 

 
 社員教育については月 1回の全体会議と現場レ

ベルでの会議で情報共有・経営理念の共有化を図

っています。 

 また、社員のほとんどが何らかの資格（1級建築

施工管理技士・高所作業車運転技能特例講習・安

全衛生監督者等）を所持しているそうですが、ま

だまだ足りないそうで、一人一人の社員の長期的

な希望を踏まえて、資格取得を促しているそうで

す。資格取得の費用は、会社負担とのお話でした。 

 

 

 

環境に配慮した事業活動            
 シンテツさんは前記に記載しております基本理

念の体言化として平成 28年 1月に「エコアクショ

ン２１」を取得されておられます。 

 「エコアクション２１」とは環境への取組を効

果的・効率的に行うシステムを構築・運用・維持

し、環境への目標を持ち、行動し、結果を取りま

とめ、評価し、報告する為の方法として、環境省

が策定したガイドラインに基づき、事業者を審査

し、認証・登録する制度です。 

 なお、シンテツさんは「エコアクション２１」

を取得する為に特別なことをしているわけではな

く、節電やリサイクル等普段から行っている業務

で認証を得ることが出来ているそうです。 

 

今後について             
現在は仕事も順調で忙しいが、今後、新築住宅

の着工件数が 13年後には現在の半分になる予想が

ある等厳しい状況が見込まれるので、売り上げの

大半を占めている解体工事等の工事部門について

現在より質を高めることを行っていきたい。 

また、産業廃棄物の処理についても現在でも多

くのものは処理できるが、特殊なものも扱えるよ

うにしていきたい。 

事業について取引

先から「シンテツさ

んなら安心して任せ

られる」というよう

に信頼してもらえる

ようにしていきたい

とおっしゃておられ

ました。 

今後の課題として

は、資格者の不足や

人材育成がある。ま

た工場についても現

在の工場はこれ以上

効率的にしていくの

は限界があるので、

可能であれば工場を

拡張することを考え

ていきたい。現状の

工場では、安全配慮、

安全教育を万全にしていきたいそうです。 

 

同友会について            
 同友会については、なかなか例会には参加でき

ていないが、広報誌は興味深いことが掲載されて

おり為になっています。今後は、興味が湧く内容

の例会もあるのでぜひ出席したいとおっしゃられ

ていました。 

１．私たちは、お客様の立場になって親切、丁

寧な業務（施工）を目指します。 

１．私たちは、地域の発展に貢献し、勇気と誇

りを持って活動します。 

１．私たちは、解体工事、産業廃棄物収集運搬、

及びリサイクル（中間処理）活動を主事業とし

ていることを踏まえ、法と社会規範を守りま

す。 

１．私たちは、社員一人ひとりが誇りと使命感

を持って能力が発揮できるようチームワーク

を大切にします。 

 

 
会社入口 
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インタビューを終えて             
 現在の事業活動と将来の業界の状況をし

っかりと把握されていらっしゃると感じま

した。普段、消費者の立場からはあまり接

点がない業界ですが、興味深くお話をお伺

いすることが出来ました。       

 （記 あおぞら司法書士事務所 江﨑諭） 

※情報ボックスは掲載無料。掲載希望の方は事務局か広報委員までご連絡下さい。 

 

 

 
社員の皆さん 

 
解体工事の様子 


