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西支部現在会員数 226名 
 

 

特定派遣の廃止 

2015 年秋、改正派遣法案が可決されました。 

派遣事業には一般派遣事業と特定派遣事業の二

種類に分かれていましたが、この改正で特定派遣

事業が2018年9月までの経過措置を持って廃止

になります。 

私たちの IT 業界は今後この影響

が非常に大きくなると予測されて

います。 

一般派遣事業の許認可を取得す

るためには、いくつか要件があり 

・貸借対照表で資産が 2,000 万

円 x 事業所数であること 

・現金・預金の額が 1,500 万円 

x 事業所数であること 

など中小企業が取得するにはハ

ードルが高いと言わざるを得ませ

ん。 

特に広島は大手企業と中小企業

の派遣関係のケースが多く、一般

派遣認可が取得できない場合、経

営の存続が危ぶまれる非常に深刻な事態です。 

弊社は、受託業務をメインとしていますが、派

遣事業をメインとしていた会社が受託業務にシフ

トしてくることになります。 

これまでの IT 業界は長らくの下請け構造から、

営業・提案力に注力しなくても、仕事が受注でき

ることが多いとされてきましたが、特定派遣廃止

により業界の再編成が始まります。また、2020

年オリンピックを終えた後は急激な業務減少も予

想されます。 

自社の事業の見直しと営業強化を行うことが生

き残りを決定していきます。 

 

10 年毎のパラダイムシフトに向けて 

今年２月の県経営労働委員会で 10

年後のビジョンについて考える機会

を得ました。IT 業は特に大きな変化が

約 10 年に一度あります。携帯電話の

普及、インターネットの普及、スマー

トフォンの普及など、当初は想像もつ

かない出来事でパラダイムシフトが

起こります。 

皆さんは10年後のビジョンを持つ

ことができていますでしょうか？ 

私は経営労働委員長のお役目をい

ただくことができとても感謝してお

ります。初めて経営指針を作成するこ

とができ、会社のビジョン、経営方針

をまとめることができました。 

今年は、企業変革プログラム ステップ１、2 の

支部勉強会を２回開催する予定ですので是非皆さ

んにご参加頂き、自社の経営を見直し強化してい

きましょう。 

広島西支部 経営労働委員長 藤原 克明 

  ㈱デイ・ディライト  代表取締役 

 

【今月のメニュー】 

① 経営労働委員会 方針 P1  ④ 女性部会、西支部オリテ P4 

② 西地区会、佐伯地区会 P2  ⑤ 広信コラム、編集後記 P5 

③ 廿日市大竹地区会、青年部会 P3  ⑥ 企業訪問 ㈱ルームスタイル 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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4月行事のご報告 

 

西地区会 

西地区会 新会員 PR例会② 
日時：4 月 18 日(火)18:30～ 会場：西区民文化センター 参加者：20名  

報告者：ピース総合事務所 代表 工藤 祥規氏、㈲みぐち  代表取締役 三口 哲治氏 

㈱タワ商会 代表取締役 宇川 浩由氏、（一社）もみのき会 代表理事 西村 恵美子氏 

記入者：安齋税理士事務所 安齋康司 

 

西地区会 4 月例会は、前回に引き続き新入会員

による PR例会を行いました。 

工藤氏は土地家屋調査及び

不動産登記等について、三口

氏は特許出願について、宇川

氏はビル建設等の附属設備に

ついて、そして西村氏は保育

園の運営についてと現在の西

地区会の会員にはいなかった

業種の方が多く、話も慣れた

もので、質問も具体的なもの

が多く、新入会員の皆さんも

自社の業務内容を上手に PR できたのではないで

しょうか。 

また、懇親会は前回に引き続き新しいお店で行

いました。今回発表の新会

員 4 名も全員出席いただ

き気づいたら 23 時を過ぎ

ており、あっという間の楽

しい時間でした。 

前回に引き続き全 8 名

の新入会員 PR 会も無事に

終了し、西地区会の新年度

がスタートします。今年度

も活気のある新会員さん

の入会が楽しみです。 

 

 

佐伯地区会 

「社会変化」と「教育改革」 
～経営とは社会変化予測にほかならい！～ 

日時：４月１９日（水）18:30～ 会場：佐伯区民文化センター 参加者：18 名  

報告者：学習共同体 河浜塾 代表取締役会長 河浜 一也氏 

記入者：㈲藤岡保険コンサルタント 藤岡徹也

この度の 4月例会では、現在、広島で塾を数店

舗経営されておられる、広島私塾連盟特別顧問、

全日本私塾教育ネットワークス副理事長、郷土歴

史家など、多彩なお顔をお持ちで、FMはつかいち

ラジオパーソナリティなどを

努めておられます、学習共同

体 河浜塾 代表取締役会長 

河浜一也先生に「社会変化と

教育改革」と題して、お話を

頂きました。 

冒頭に、「経営とは社会変化

予測にほかならない」とのお

言葉から、昨今の社会変化に

伴い、我々の身の回りも以前とは比べ、目まぐる

しく変わりつつあると。最近では大手企業では「人

口知能（AI）」を活用した業務の効率化で、社員を

3割近く削減するとの発表した会社や、「ハウステ

ンボス」のホテルで、ロボットが受付業務をスタ

ートしたり、郵便局では、2020年から仕分けなど

のロボット化でこれも作業員が 3 割以上削減する

見通しとの報道あったとこのこと。 

また、最近無くなった職業や、極端に少なくな

った職業についてもお話さ

れ、経営者の仕事とは「的

確にニーズをとらえ、経営

に必要な投資（人・物・金）

整え、未来を予測し、予測

に基づいた舵を切る事であ

る」と。そのために経営者

は、徹底した情報集めとシ

ミュレーションを実施する

事が大事であるとのことでした。 

続いて、昨今の社会変化に伴い、国は未来を担

うこれからの子供たちの教育環境も劇的に変わり

つつあるとのこと。これから数年後にも大学入試

が大きく変わるそうです。例えば、数年後にも大

 
報告者の皆さん 
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学入試の出題が「知識や解法パターンの暗記」中

心から、学んだ知識や技能を使って、問題を発見

し解決に取り組むため、「思考力・判断力・表現力」

中心とした入試へと改革されるとのこと。また、

各大学の個別入試で、英語の試験が無くなる？と

の衝撃的なお話も。代わりに「英検・TOEIC」など

を採用するらしいです。 

つまり、自分が希望する大学に入学したいので

あれば高校 3 年までに、個別大学が指定した英語

外部検定を受かっていないと、入試すら受けられ

ないとのことでした。身近なところでは、2019年

度から、公立小学校でも、小学 5 年生から英語教

科が必須となるとのことです。 

いずれにしても、最大の変化はテストの問題の

質がこれからは「思考力・表現力」中心となるこ

とであり、暗記中心では、大学入試も通用しない

時代がもうすぐにやってくる。学校現場もすでに

変わってきており、2 年前からの高校入試では、

思考力・表現力を中心とした記述問題がかなり多

く出題されたとのこと。これにより、学校での中

間期末テストも大きく変化してきているとのこと

でした。 

 

河浜塾 教育理念「自立した子ども達を伸ばす自

由な教育」 

経営理念「時代と共に生きる青春企業」

廿日市大竹地区会 

経営指針の成文化と実践 
日時：4 月 21 日(金)18:30～ 会場：廿日市商工会議所 参加者：12名  

報告者：リベル 安塚綾子 氏 記入者：石原工芸㈱ 石原弘善 
 

4月 21日（金）、廿日市大竹地区会はエステテ

ィックサロン リベル「美は心の健康なり」の経

営理念、安塚綾子さんに「経営指針の成文化と実

践」のテーマでお話しを頂きま

した。 

参加者は 12名、（内オブザー

バ 3名）の参加で開催しました。 

安塚さんは資生堂に入社 3

年でビュティーコンサルタン

トメーキャップ部門日本一に

輝き、そして才能を買われアド

バイザーとしてフランス、ヨー

ロッパで勤務されていました。 

しかし、顔だけのメイクに限界を感じられ「ス

エーデンマッサージ」の習得にスエーデンの大学

に入学、そこで解剖学などさまざまな知識、技術

を取得されエステティックサロンを 3年前に開業

されました。 

そして、昨年 9月に西支部「経営指針セミナー」

にスタッフと一緒に参加され指針書を作成されま

した。16社の内 15社が再受講させていたので指

針書は毎年更新していくもだと理解されたとの事

です。 

例会報告ではセミナーテキストを使ってのワー

クもあり自社の指針を深める

内容でもありました。 

 討論のテーマの『活用方法』

として、朝礼やミーティング

で「行動規範」「理念」の読み

合わせ、目標・計画の進捗を

書面で確認出来ている等々沢

山の効用が出ていました。ま

た無い人は SWOT分析の必要

性などを痛感されていました。 

 「指針書」は経営を営んでいく上で将来像を明

確にする未来予想図です。 

また補助金の申請、銀行の資金調達にも大変役

立ち、お客様との信用度もアップする大きなメリ

ットもあります。毎年少しずつ更新して『良い会

社』作りの目的実現に向けて学んでゆきます。 

 

 

青年部会 

西支部青年部会総会と広島４支部青年部会合同卒業式 
日時：4 月 14 日（金）18:00～ 会場：同友会事務局、エンジェルパルテ 参加者：  

記入者：㈱島村製作所 島村知恵 
 

4月 14日に同友会事務局にて西支部青年部総会

が開催されました。 

江崎前部会長より 2016 年度の活動報告として

この一年の取り組みと成果についてご報告があっ

た後、2017年度の役員選出と福山新部会長のご挨

拶、2017年度活動方針が発表され、承認されまし

た。 
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また同日、広島４支部青年部会合同卒業式がエ

ンジェルパルテにて開催されました。今年度は「輪

～感謝の想いから繋ぐ 感動と挑戦～」をテーマに

卒業式と卒業セレモニーの二部構成となっており、

17名の方がご卒業されました。 

西支部では今年度卒業生はいらっしゃらなかっ

たのですが、実行委員長を西支部の今田さんが務

める等、運営のサポートをさせて頂きました。卒

業セレモニーの余興では、各支部卒業生への思い

がこもったものとなっており、とても感動的だっ

たり面白かったりと素晴らしかったです。 

また、最後に卒業生一人ひとりからお言葉を頂

き、先輩達の歩みや同友会に入って良かったこと

を聴き、自分自身のこれからの同友会活動につい

て考える機会となりました。 

 

女性部会 

女性部総会 
日時：4 月 12 日(水) 18:30～ 会場：オリエンタルホテル広島  参加者：30 名  

記入者：ビーエルシー㈱ 石田美子
 

 去る平成 29年 4月 12日、オリエンタルホテル

にて広島4支部女性部の定時総会が30名の参加で

執り行われました。 

村井会長の強力なリーダ

ーシップのもと、各幹事の

ぬかりない事前準備により

総会は滞りなく順調に進行

いたしました。 

女性部は 2020年ビジョ

ンを掲げ昨年は“チャレン

ジの一年”でした。 

様々な委員会の発足、そ

して同好会の再開、昼間の

例会初開催、女性部会名簿

等々、様々な事例にチャレンジしてまいりました。 

今期は“チェンジの一年”です。これまで 40

数年の歴史をつないでこられた先輩方の教えを大

切にしながらも今の時代の女性経営者、経営幹部 

経営者夫人たちに役立つ、そして必要とされる例

会つくりを村井会長と一丸となってそして変化を

楽しみながら取り組む

心意気を感じられるよ

うなスタートとなりま

した。 

その後の懇親会もほ

のぼのとした雰囲気の

中 美味しいお食事を

いただきながら会話を

楽しみ恒例のみんなで

輪になっての合唱、本

当に居心地の良い時間

でした。 

皆様、この一年の“4支部女性部”乞うご期待

下さいませ。 

 

 

西支部新会員オリエンテーション 
日時：4 月 4日(火) 18:30～ 会場：同友会事務局  参加者：24 名 うち、新会員 10名 

 

去る 4月 4日、事務局にて西支部新会員オリエ

ンテーションが開催さ

れました。参加者は新会

員 10名、その他 14名の

合計 24名でした。 

先輩会員の体験談「わ

が社の現状と課題」を西

研㈱ 代表取締役社長 

寺本博氏（西地区会）に

報告して頂きました。 

同友会がよくわかる DVDの上映や新会員さんの

一言自己 PRもあり、和気

あいあいと進みました。 

以下、参加者の感想です。 

・同友会の組織がわかっ

た。 

・同友会の目的が具体的

にわかってよく理解でき 

た。 

 

 
新会員オリエンテーションの模様 
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・先輩会員の報告が学べた。積極的に参加してい 

きたい。 

・社員とのつき合い方を主に学んでいきたいと思

います。 

 

広島信用金庫 支店紹介 
～庚午支店の巻～

 

1.広島信用金庫庚午支店について 

当支店は昭和 44 年 5

月に支店開設され、今年

で 48 年になります。窓

口営業係 6名、渉外係 5

名、融資係 3名に支店長

1名で総勢 15名です。 

信用金庫の目指す地

域密着への近道は、地域

のみなさまと同じ時間

を「一緒に楽しむ」こと。

昨年度は庚午神社の「俵

みこし」を担いだり、「町

民駅伝大会」で高須台を

駆け抜けたり。そんな「姿」

も私どもの一面です。 

 

2.支店長より中小企業家同

友会のみなさまへ 

～「姿勢」；①見た目の姿形

②心構え気構えや決意、の意

味～ 

いずれの「姿勢」も少しで

も良く、正しくありたいと思

うものの、一朝一夕には理想に届かないものとつ

くづく感じます。ドタバタ

とする中でついつい忘れて

しまったり、弱い自分が出

たり…、と反省の毎日です。 

日々の心掛けは地道な積

み重ねなのですね…。仁・

義・礼・智を尽くして「信」

を得る。まだまだ道のりは

長くなりそうですが、支店

職員一同、理想とする「姿

勢」を目指し、地道に努力

して参りますので、中小企

業家同友会の皆様におかれ

ましても、今後ともご愛顧の程、

宜しくお願いいたします。 

 

広島信用金庫庚午支店  

支店長 日丸哲志 

 

 

 

広報委員の一言コラム お題「アート」

「アート」について一言コラムを書くようにと

依頼がありしばらくの間、何も書けずにいた。そ

うこうするうちに締め切りが迫りなんとか書き始

めた！ 

「アート」って馴染みある言葉だけど普段はあ

まり考えてはいないもんですね。 最適な日本語

訳は「芸術」ですが 個人的には『心を動かすモ

ノ』と思っている。「人の心を動かす」「琴線に触

れる」など、日常でもなかなか簡単に出来ること

ではないですね。よし！意識してガンバロー 

（田尾）

 

編集後記                                     
 

ゴルフの絶好の季節となりました。思い返せば

一昨年の初コンペで、ロングコースの中央の旗（あ

と 250 ヤードの印）をゴールの旗と思い込み、1

人で反対向きになりアプローチをしたあの事件か

ら早 2年。「ここはパターでしたかね？」と振り向

くと皆が大爆笑！スコアは 40 ほど縮まりました

が、ゴルフは奥が深いですね！毎回違う発見や喜

び、反省の繰り返しです。心と身体のバランスと

体幹が大切です。 

今、ゴルフが楽しくてたまりません！これから

の季節、太陽のプラスのエネルギーを浴び、爽快

なスウィングと目標のスコアを目指して、思いっ

きり楽しみたいと思います。 

（広報委員 沖野） 

 
広島信用金庫庚午支店の皆さん 
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橋沢宏弥氏 

 
取材の様子 

(株)ルームスタイル 代表取締役 橋沢 宏弥 氏 
【企業 PR0FILE】創業・設立：2014 年 6 月 10日 500万円 社員数 9 名（内、ルームスタイル 5

名、KIZUKU4 名） 事業内容：不動産賃貸仲介業 賃貸マンションの企画・コンサルティング 事務所

テナント仲介  

住所：広島市中区河原町 1-26 広島県環衛ﾋﾞﾙ 1F TEL：082-231-6106 HP：http://room-style.jp/ 

 

 

 

今回の GOWESTは、中区河原町という好立地に本

社を構える㈱ルームスタイルへご訪問させて頂き、

代表取締役である橋沢宏弥氏にお話を伺いました。 

 

ルームスタイルの事業内容                                                     

㈱ルームスタイルは、

不動産オーナーのための

資産管理会社です。 

オーナー様の賃貸物件管

理を始め、不動産売買の

仲介、賃貸の仲介など幅

広くサポートするコンサ

ルティング会社です。平

成 26年 6月の創業から着

実に実績を伸ばし、現在

250 室前後を管理してい

ます。 

また昨年、新規賃貸ア

パート・マンションの企

画プロデュースに力を入れるため、新たに㈱

KIZUKUを立ち上げており、現在まで広島市－6棟、

岡山市－1 棟、出雲市－3 棟の計 10 棟を受注。考

え抜かれた経営プランとデザイン性の高い施工で

人気を呼び、高い収益率を出しています。 

 

 

ルームスタイルの成り立ち                     
 代表取締役である橋沢氏は東京都出身。都内の

大手不動産管理会社に就職後、転勤を希望して広

島へと来られたそうです。その後 7 年半勤務して

店長も務めましたが、大手のルールに縛られずに

自分がやりたいことに挑戦したいという思いが芽

生え、独立を決意。 

平成 26年 6月にルームスタイルを立ち上げられ

ました。なぜそのまま広島で創業されたのかと尋

ねると、仕事がしやすい環境で、広島の街が好き

だった。緑も好きで、広島の人も好きだと広島の

魅力を語って頂きました。  

 

サラリーマンのアパート経営              

昨年6月に設立した㈱KIZUKUは、「賃貸でキズク、

賃貸にキヅク、遊び心」をコンセプトに、新たに

アパート・マンション管理をしたいオーナー様へ
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社内にある賃貸用のショールーム 

 
APS工法を取り入れた木造建築 

向けて企画から資金計画・施工までを総合プロデ

ュースする会社です。 

施工後の空室対策、建物の維持等の賃貸管理業

務はルームスタイルで行えるため、施工後までサ

ポートできる体制になっています。こうした業態

を業務として継続的に定期的に行っている会社は

少なく、広島ではルームスタイルだけではないか

とのこと。 

大手建設会社は主に地主さんをクライアントと

していますが、ルームスタイルのクライアントは

個人事業主や一般サラリーマンの方。最近では安

定的に資産を築いていく一つのアイテムとしてア

パート経営を考えている一般の方が増えているそ

うです。大手の建設会社と違って我々は建物を売

って終わりじゃない。施工後の運営計画も含めて

ご提案している、と語られました。 

 

こだわりの施工技術            
 

デザイン性だけでなく建物の構造にもこだわって

おり、中四国では初めて APS 工法を取り入れた木

造建築を行っています。 

APS工法は、従来の軸組工法と金物工法の利点を

併せ持った新工法で、躯体強化の他、耐火性や気

密性などにも優れています。金融機関からの評価

も高く、融資の決め手となった 実績もあります。 

その他、防音システムやスケルトンインフィル

の起用、無料インターネット、宅配ボックスの設

置など、施工価格を抑えつつも資産価値を高める

施工に努めています。 

 

創業時の苦労             
一番苦労した時期についてお聞きすると、ルー

ムスタイルの立ち上げ時が一番しんどかったかも

しれない、とのこと。独立して年収は三分の一に

減り、自分や家族の生命保険を解約して消費者金

融にてお金を借りていた時期もあったそうです。 

今は建てたものを埋めていかないといけないと

いうプレッシャーが常にある。新築は 100％埋ま

っていないといけない。しんどいこともあるけれ

ど自分のやりたいことが出来ているのでそれほど

苦ではない、と語られました。 

 

女性が働きやすい職場を            
 女性が働きやすい職場を作ろうというのが、ル

ームスタイルのモットー。 

現在ルームスタイルの社員 5名中 5名が女性で、

5人中3人は子育てをしながら働いているそうです。

創業時からマネージャーとして勤務している女性

もいることから、社員が主導となって職場づくり

に取り組んでおり、基本的に残業はないそうです。   

今からは女性が働く社会。特に主婦層の力が必

要な時代だと話されました。 

 

新しい事業             
 昨年より、キッチンやトイレ回り等の建築商材

を販売する東京の大手商社と取引できるようにな

ったそうです。安い商社から問屋を介さずに直接

取引するため、通常仕入よりも圧倒的なコストメ

リットを得られるようになったとのこと。 

現在は KIZUKU 物件のみに卸していますが、夏

ぐらいを目途に新しく建築商材販売の会社を立ち

上げ、工務店やオーナー様など一般に向けて販売

できるように計画しているそうです。 

また、KIZUKU に関しては、広島の土地が高い

こともあり県外でも積極的に受注していきたと考

えていらっしゃいました。現段階では岡山、島根

に 4 件の実績があり、今は熊本で 1 件建設中だそ

うです。 

 

使いやすさと遊び心       
入居者の選定基準となる立地や価格帯の他に、

新しい要素を入れたいと思っていたと話す橋沢社

長。KIZUKU ではちょっといい部屋をテーマに、

他社と差別化された遊び心のあるデザインに評判

があります。アパートを見た入居希望者から「ド

ラマに出てきそう」「東京でも見たことないよ」

とのお声を頂いたことも。立地等のデメリットを

どうカバーするかということを常に考え、デザイ

ンにも魅力あるものを、と試行錯誤されています。 
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上安「LA SUITE」の内観 

 
安佐南区上安の賃貸アパート「LA SUITE」 

 
上安「LA SUITE」ロフトの様子 

今までのデザイン事例では、自転車用のスペー

スを設けた土間の広い部屋、キッチンのない部屋、

ボルダリング用のクライミングウォールのある部

屋など様々なタイプをデザインし、どれも好評を

得てすぐに埋まったそうです。 

 

最後に             
賃貸でも売買でも事務所探しでも不動産に関す

るすべてのニーズに応えていく「不動産の総合プ

ロデュース会社」として、他社とは違った仕組み

やオリジナリティでもって事業に取り組んでいら

っしゃるということを、今回の取材で初めて知る

ことが出来ました。 

橋沢社長は、目標にはまだまだ到達していない。

これからやらなければいけないことはたくさんあ

る、と話され、これからも新しいことへチャレン

ジし続けていくという熱意と思いを感じました。 

 （記 ㈱島村製作所 島村知恵） 

※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。 

 

 
西区田方の賃貸アパート「EPIC田方」 
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