
一般社団法人 北海道中小企業家同友会 定款

第 １ 章 総 則

（名 称）

第１条 この法人は、一般社団法人 北海道中小企業家

同友会といいます。

（主たる事務所等）

第２条 この法人は主たる事務所を札幌市に置きます。

２．この法人は、理事会の決議により従たる事務

所（以下、支部と呼びます）を設置することが

できます。

第 ２ 章 目的及び事業等

（目 的）

第３条 この法人は、中小企業家の自主的・民主的な組

織として次のことを目的に活動をすすめます。

⑴ 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 な経営体質をつ

くることをめざします。（良い会社をつくろう）

⑵ 同友会は、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。（良い経営者にな

ろう）

⑶ 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

本と北海道経済の自主的・平和的な繁栄をめざ

します。（良い経営環境をつくろう）

（事 業）

第４条 この法人は、前条の目的を会員の力を合せて達

成して行くために、次のような事業を行います。

⑴ 経験・知識・技術・経済などあらゆる分野に

わたる交流を図り、〝知りあい・学びあい・援け

あい"を促す運動。

⑵ 労使が共に学びあう立場からの各種教室の開

催をはじめ、労使の信頼と協力関係の確立など、

中小企業における労使問題を創造的に解決して

行くための活動。

⑶ 中小企業の労働力の確保と定着化をはかるた

めの共同求人活動、職業紹介事業。

⑷ 会員の相互の親しみと信頼を基礎に、自主的

な共同・協業化をすすめる活動。

⑸ 会員に情報を提供し、会の団結をはかるため

に必要な資料、機関誌（紙）の発行。

⑹ 学識経験者、他団体などに蓄積された知恵を

ひろく吸収する活動。

⑺ 中小企業の経営を守り、繁栄を促すために、

国や地方自治体、その他に対する働きかけ。

⑻ 中小企業家の幅広い協力と団結をつくりあげ

るために、中小企業家同友会全国協議会に加盟

しその発展強化を図るとともに、あらゆる中小

企業関係団体との協調、交流をすすめる活動。

⑼ その他、この法人の目的を達成するために必

要な事業。

第 ３ 章 会員及び社員

（会員及び社員）

第５条 この法人の趣旨に賛同する中小企業家、および

それに準ずる者は、誰でも会員になることができ

ます。

２．この法人は、会員の中から選出された代議員

をもって、「一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律」（以下、「法人法」という）上の社員

とします。

３．会員は、代議員によって行使される社員（代

議員）総会の議決権を除き、法人法に規定され

た社員（代議員）の権利を、社員（代議員）と

同様にこの法人に対して行使することができま

す。

（代 議 員）

第６条 代議員の定数は、支部均等割り分（一支部３名）

と支部会員比例分（会員20名につき１名）の合計

とします。なお、会員比例分の基準日は理事会で

定めることとします。

２．代議員は会員で構成される支部の定時総会で

選任します。
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３．代議員の任期は、選任された日から翌事業年

度の定時支部総会の終結までとし、再任を妨げ

ません。

４．代議員は、会員の資格を喪失した場合には、

その地位を失います。

５．代議員が欠けた場合には、当該代議員を選出

した支部において総会を開催し欠員を補充する

ことができます。この場合の代議員の任期は、

前任者の残任期間とします。

（入 会）

第７条 この法人に入会を希望する者は、会員１名以上

もしくは事務局の推薦を得て入会申込書に入会

金・会費をそえて申し込み、常任理事会の承認を

得るものとします。

（入会金、会費）

第８条 入会金は20,000円、会費は一名につき月額

5,000円とし原則として６カ月分を前納するもの

とします。但し、再入会の場合の入会金は5,000円

とします。会費には、中小企業家同友会全国協議

会分担金、機関誌・紙代が含まれます。

（会員の退会等）

第９条 会員が退会を希望する場合は、常任理事会に対

し退会の申し出をし、任意に退会することができ

ます。

２．会員が著しく会の規律を乱したり、名誉を汚

すような言動を行った場合、社員（代議員）総

会の決議により退会していただくこともありま

す。

３．会員がたびたびの請求にもかかわらず、会費

を１年間滞納した場合は、会員資格を喪失する

ものとします。

４．前３項の場合は、当月分までの会費を納入し、

すでに納入した入会金・前納会費は返戻しませ

ん。

（運 営）

第10条 この法人は、会員の悩み・意見・要求を基礎に

運営され、考え方・経験・年齢にかかわりなく会

員は誰もが対等平等な関係であり、民主的な運営

をなによりも大切にします。

（政党との関係）

第11条 この法人は、目的を達成するためにすべての政

党とわけへだてのない関係を築きます。また、こ

の法人は、会員個人の思想信条の自由を保障し、

特定の政党と特別な関係を持ちません。

第 ４ 章 機 関

（社員（代議員）総会）

第12条 社員（代議員）総会は最高の決定機関で、①活

動の総括、②活動方針の決定、③決算及び予算の

承認、④定款の変更、⑤理事、監事の選任、解任、

⑥解散、⑦その他法令・定款で定めた事項を決議

します。

２．総会は、議決権数の３分の２以上の出席（委

任状を含みます）で成立します。議決権は、社

員（代議員）１名につき１個とします。議決は

全員一致をめざして討議を深め、出席者の３分

の２以上の賛成によるものとします。但し、本

項に、法令に別段の定めがあるときを除きます。

３．定時総会は、毎事業年度の終了後３カ月以内

に年１回開催し、理事会の決議に基づき代表理

事が招集します。臨時総会は必要がある場合に

開催します。総社員の議決権の10分の１以上の

議決権を有する社員は、理事会に対し、社員総

会の目的である事項及び招集の理由を示して、

社員総会の招集を請求することができます。

（社員（代議員）総会議事録）

第13条 社員（代議員）総会の議事については、法令で

定めるところにより、議事録を作成しなければな

りません。

（理 事 会）

第14条 この法人に理事会を設けます。

２．理事会は、この法人の業務執行を決定する機

関で、過半数の出席で成立し、原則として３カ

月に１回開催します。理事会の招集は代表理事

が行います。

３．前項の外、理事会は、代表理事と専務理事が

共に必要と認めたとき、および理事の３分の１

以上の申出があった場合に開催します。

４．議決は全員一致をめざして討議を深め、出席

者の３分の２以上の賛成によるものとします。
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５．前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要

件を満たしたときは、理事会の決議があったも

のとみなします。

（理事会議事録）

第15条 理事会の決議については、法令で定めるところ

により、議事録を作成します。

２．代表理事は、前項の議事録に署名又は記名押

印します。

（常任理事会）

第16条 常任理事会は、社員（代議員）総会、理事会の

決定に従い、理事会から委任された事項及び緊急

に処理すべき事項を議決します。

２．常任理事会は、代表理事と専務理事が共に必

要と認めたときに代表理事が招集し、過半数の

出席で成立します。

３．議決は全員一致をめざして討議を深め、出席

者の３分の２以上の賛成によるものとします。

（各機関に対する意見表明）

第17条 会員は誰もが、会のいかなる機関に対しても自

由に意見を述べる事ができます。各機関では、提

出された意見に対し誠実に検討・審議し、回答い

たします。

第 ５ 章 役 員

（役 員）

第18条 この法人に次の役員を置きます。

⑴ 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款

の定めるところにより、この法人の業務を執行

します。理事は、50名以上90名以内とし、社員

（代議員）総会で選任します。理事は会員より選

任しますが、必要あるときは会員外からも選任

できるものとします。

⑵ 代表理事は、会務の全般を統括し、内外にこ

の法人を代表します。代表理事の人数は理事会

が決定し、理事会において選定します。

⑶ 副代表理事は、代表理事をたすけて業務の全

般を補佐し、代表理事に事故ある時はその職務

を代行します。副代表理事の人数は理事会が決

定し、理事会において選任します。

⑷ 専務理事は、代表理事、副代表理事をたすけ

て会の総務を統括し、代表理事、副代表理事に

事故あるときはその職務を代行します。専務理

事は１名とし、理事会において選任します。

⑸ 常任理事は、本会の常務を審議処理します。

常任理事は30名以内とし、理事会において選任

します。

⑹ 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で

定めるところにより、監査報告を作成します。

監事は、社員（代議員）総会において会員から

２名選任します。

⑺ 名誉役員：理事会は、理事経験者、その他永

年にわたりこの法人の発展に貢献した会員にた

いして、相談役・顧問等を委嘱することができ

ます。

（役員の任期）

第19条 理事の任期は、選任後１年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時社員（代議員）

総会の終結の時までとし、再任を妨げません。

２．監事の任期は、選任後２年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時社員（代

議員）総会の終結の時までとし、再任を妨げま

せん。

第 ６ 章 支部・委員会及び事務局

（支 部）

第20条 この法人は、地域単位ごとに支部を設置します。

支部の設立は理事会の決定によります。支部活動

は、社員（代議員）総会、理事会の方針に沿って

行い、その運営については別に定める支部運営規

程によるものとします。

（委 員 会）

第21条 この法人の事業を推進するために、理事会は必

要な委員会を設置します。委員会の設置・運営に

関する取り決めは総務運営規程によるものとしま

す。

（事 務 局）

第22条 この法人は、運営を円滑に行うため事務局を設

け、事務局員をおきます。事務局員の任免、待遇

については常任理事会が決定します。
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第 ７ 章 会計及び資産

（財政・基金）

第23条 この法人の財政は、入会金・会費・特別会費・

寄附金・その他の収入で運営します。

２．この法人は、基金を引き受ける者の募集をす

ることができます。

３．拠出された基金はこの法人が解散するときま

で返還しません。

４．社員（代議員）総会において基金の返還につ

いて決議した後の基金の返還に関する具体的事

項については理事会が決定します。

（事 業 年 度）

第24条 この法人の事業年度は、毎年４月１日より翌年

３月31日までとします。

（剰余金の分配の禁止）

第25条 この法人は、剰余金を分配することができませ

ん。

第 ８ 章 定款の変更及び解散・残余財産の帰属

（定款の変更）

第26条 この定款の変更は、社員（代議員）総会の決議

を必要とします。

（解 散）

第27条 この法人は、社員（代議員）総会の議決その他

法令で定められた事由により解散します。

（残余財産の帰属）

第28条 この法人が解散したときに残存する財産は、類

似の目的を持つ一般社団法人に譲渡するものとし

ます。

第 ９ 章 公告の方法

（公 告）

第29条 この法人の公告は電子公告により行います。た

だし、やむをえない事由により電子公告によるこ

とができない場合は、官報に掲載する方法により

行います。

第 10章 附 則

（最初の事業年度）

第30条 この法人の最初の事業年度は、法人成立の日か

ら平成22年３月31日までとします。

（法令の準拠）

第31条 この定款に定めのない事項は、すべて法人法そ

の他の法令によるものとします。

（設立時社員の氏名及び住所）

第32条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、別紙

のとおりとします。

（実施期日）

第33条 平成27年５月27日変更後の本定款第８条は、

平成27年10月１日から実施するものとします。

以上、一般社団法人北海道中小企業家同友会を設立す

るため、別紙記載の発起人の定款作成代理人である蛭田

清樹郎は、電磁的記録を以て本定款を作成し、電子署名

する。

平成21年５月18日

平成22年５月21日 第42回社員総会にて一部変更

平成24年５月29日 第44回社員総会にて一部変更

平成25年５月28日 第45回社員総会にて一部変更

平成27年５月27日 第47回社員総会にて一部変更

平成28年５月25日 第48回社員総会にて一部変更
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一般社団法人北海道中小企業家同友会

2016年度活動のまとめ

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％プロジェクトを推進し、組

織強化と財政基盤の充実に取り組もう

2016年度 活動の力点

企業づくり>

１．経営指針の成文化と実践に力を注ぎ、全社

が一丸となれる企業づくりを進めます

２．新卒採用に取り組み、社員教育を充実させ、

次世代へ事業を継承させる企業づくりを推進

します

３．国内外の新市場・新分野に目を向け、新規

事業進出への学びと交流を促進します

地域づくり・経営環境づくり>

１．中小企業憲章の理念を広め、中小企業振興

基本条例の制定、活用を広げます

２．持続可能な地域をめざし、課題を明確にし

た学びと交流を推進します

３．消費税増税と軽減税率、外形標準課税など、

税制問題の学習を進めます

同友会づくり>

１．「人を生かす経営」を実践し、本音で語り合

える例会にしましょう

２．新会員やごぶさた会員も参加しやすい活動

にしましょう

３．10％プロジェクトを推進し、道内のすみず

みに同友会のなかまをつくりましょう

４．役員研修、事務局員研修を充実・強化しま

しょう

５．第19回女性経営者全国交流会を成功させ

ましょう

はじめに

2016年度は、北海道同友会の中長期の視点として

基本方針を定めました。その中で、特に下記の「活

動の力点」を柱として全道各地において積極的な活

動を推進してきました。今年度の特徴的な成果は以

下の６点です。

① 全道各地で、充実した学びあいの活動が展開さ

れました。６月には旭川で「第19回女性経営者全

国交流会」が行われ690名の参加で成功しました。

函館では「第33回全道経営者〝共育"研究集会」、

北見では「全道青年部・後継者部会交流会」、釧路

では「全道農業関連部会交流会」が開催され、会

員の経営実践から学び、相互交流が深まりました。

② 新卒採用をはじめ、人材確保に一層厳しさが増

した一年でした。今年度は北海道科学大学、室蘭

工業大学など理工系学部を有する大学の教職員と

の懇談会や学内説明会も実施しました。高校や大

学への講師派遣を積極的に行い、学校との信頼関

係が強まって採用に結びつく事例も生まれていま

す。
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③ 北海道小規模企業振興条例が昨年４月１日に施

行され、同日、室蘭市中小企業振興条例が、６月

22日には真狩村小規模企業振興基本条例が施行

されました。これで道内の条例制定自治体は、22

市町村となりました。

④ 伊達信金理事長を招いた西胆振支部例会、道北

あさひかわ支部と旭川信用金庫のパートナー協定

締結、北海道同友会と北海道信用金庫協会との初

の懇談会など、地域金融機関との対話と連携が進

みつつあります。

⑤ 釧路、根室、南しれとこの３支部が４月26日に

統合して「くしろ支部」となり、釧根地域が文字

通り一体となった支部運営が開始されました。広

域ゆえの問題点を緩和するためテレビ会議システ

ムも導入し、全道専門委員会や全道事務局長会議、

全道事務局朝礼などでの活用も始まりました。

⑥ 2016年度末の会員数は、期首から64名減の

5,812名となりました。厳しい環境の中でも全国・全

道行事に取り組んだ函館支部、道北あさひかわ支部

が会勢を増やし、苫小牧支部も増勢となりました。

企業づくり

１．経営指針の成文化と実践に力を注ぎ、全社が一

丸となれる企業づくりを進めます

今年度も、８支部で合計58名が経営指針づくりに

取り組みました。札幌支部では経営指針研究会の修

了者が会員の１割を突破しています。

2016年度より委員会名を「全道経営指針づくり推

進委員会」から、「全道経営指針委員会」に改称し、

経営指針成文化と実践に取り組む委員会として方向

性を明らかにしました。２月24日、25日に網走で行

われた全道経営指針委員会拡大一泊研修会では、各

地の取り組みを共有し、さらに全道で経営指針成文

化運動を推進していくことを確認しました。

また、中同協では２年の歳月をかけて改訂作業を

行い、2016年12月に『経営指針成文化と実践の手引

き』を発刊しました。各支部でも、新しい『手引き』

と『企業変革支援プログラム』の学びと活用が始まっ

ています。

全道農業関連部会交流会 inくしろ

くしろ支部設立総会（釧路、根室、南しれとこが統合）

全道経営指針委員会拡大一泊研修会（於；網走）

函館道研で講演する㈱マザーハウス 山口絵理子社長
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２．新卒採用に取り組み、社員教育を充実させ、次

世代へ事業を継承させる企業づくりを推進します

⑴ 時代が求める共同求人活動の模索

学生の就職活動の変化、採用活動の長期化、内定

辞退の増加等に加え、労働関係法令違反に関する自

己申告書の提出や青少年の雇用促進等に関する「情

報開示」など外部環境の急激な変化とともに採用活

動は一層厳しさが増しています。全道共同求人委員

会では、未来の共同求人活動指針をもとに学習会を

５回開催した他、共同求人活動のすすめ『新卒採用

で強い会社をつくる』を作成し、同友会がめざす共

同求人活動は企業の変革活動であること、活動の主

体者は経営者であることを前面に打ち出して活動を

行ってまいりました。

合同企業説明会は８回開催（札幌、旭川、函館、

帯広、釧路）し、延べ512社が参加。学生の来場総

数は1,199名でした。参加企業数は増えてきたもの

の、来場学生の減少傾向は改善されていません。一

方、個別大学との連携が進み、北海道科学大学、札

幌市立大学、東海大学札幌キャンパス、室蘭工業大

学と教職員との懇談会を開催した他、高校や大学へ

の講師派遣を行い好評でした。

また、３月、４月には札幌、とかち、道北あさひ

かわ、函館、くしろ（釧路会場、別海会場）、オホー

ツク支部で合同入社式が開催されました。のべ、494

名の新入社員が社会人としての第一歩を踏み出しま

した。

さらに新たな取り組みとしては、とかち支部が帯

広市と連携し、首都圏から移住希望者を迎えての移

住体験ツアーや東京で開催したUIJターン移住・就

職相談フェアを開催するなど、「移住」をキーワード

とした取り組みもはじまりました。くしろ支部でも

釧路市と連携して、釧路市内で2016年８月10日、

2017年１月３日にUIJターン就職相談会を開催し、

2016年度実績で８月６名、１月１名が就職していま

す。実績は少ないですが、会員企業への人材供給と

地域の人口対策に一役買っています。

⑵ 活発に行われた社員教育活動

全道各地で社員教育活動も実施されました。新入

社員向けの研修から、中堅社員、幹部社員までの階

層別・分野別の社員教育が71回開催され、合計

1,858名が参加しました。

新入社員研修会は全道７支部で開催され212社が

参加。その後新入社員フォローアップ研修会も６支

部で実施されました。

中堅社員・幹部社員向け研修会は７支部で開催。

とかち支部の「中堅幹部学校（全15講）」、「ステッ

プアップセミナー（全10講）」、しりべし・小樽支部

「スキルアップセミナー（全６講）」、「しりべし未来

創造大学（全12講座）」、「くしろ幹部大学（全８講）」、

道北あさひかわ支部「幹部社員・幹部候補〝共育"

講座（全16講）」、函館支部「幹部大学（全14講）」、

札幌支部では２回のセミナーの他、半年から１年か

けて学びあう地区会主催の幹部養成講座が実施され

ています。

室蘭工業大学と教職員との懇談会（共同求人委員会） 中堅幹部学校（とかち支部）
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同友会大学は64期生41名が卒業し、卒業生は通

算2,500名となりました。経営者大学は札幌で第８

期「PART 人間と教育論」、とかち支部十勝経営

者大学「教育論コース」が開講されました。

⑶ 事業承継やＭ＆Ａをテーマに広がる学び

しりべし・小樽支部や札幌支部で、事業承継やＭ＆

Ａをテーマにした勉強会が取り組まれ、11月には、

北見で「全道青年部・後継者部会交流会 inオホーツ

ク」を開催。オホーツク支部青年部・北昴輝学舎が

設営を担当し、全道各地から267名が集い学び合い

ました。「元気があれば何でもできる 」をスローガ

ンに掲げ、㈱植松電機の植松努社長の記念講演のほ

か、北見工業大学や東京農業大学の学生約40名も交

えたグループ討論を実施し、新たな発想を柔軟に取

り入れた企業・地域づくりの在り方について学び合

いました。

2015年から障害者法定雇用人数（常時雇用してい

る労働者の２％）に満たない事業主に課せられる「障

害者雇用納付金制度」の対象事業主が常用雇用101

人以上となっています。障害者問題委員会では、障

害者雇用の実態と意識調査を実施し、経験交流や実

習のサポートにも取り組みました。

３．国内外の新市場・新分野に目を向け、新規事業

進出への学びと交流を促進します

⑴ 学びから実践へ広がる販路開拓、新商品開発

北海道のブランド力を生かし、優れた地域産品を

全道、全国へ売り込む活動が各支部で展開されまし

た。とかち支部では、十勝総合振興局や帯広市、日

本食農連携機構と連携して、首都圏を中心とした全

国の飲食、小売関係のバイヤーを迎えた農産品、加

工品の商談会「とかち食の展示・商談会」を10月に

開催しました。同支部では受託事業を活用して専任

担当者を配置し、全道全国各地からの農産品、食品

の取引支援を実施してきました。

また、オホーツク支部では、「東京スペシャルツ

アー 第３弾」と銘打ち、築地市場などの視察研修、

懇談を実施、さらに道北あさひかわ支部では、６月

より農商工連携の支援機関として、新商品開発など

に取り組みました。

⑵ 海外展開、海外視察も活発に行われる

各支部で、海外視察や商談、物産展への出店など

が積極的に行われました。道北あさひかわ支部では、

４月にフィンランド、スウェーデン、デンマークの

北欧三国の研修視察。とかち支部では、10月にイン

ドネシア、１月にはベトナム視察研修を実施。

さらに、とかち支部は、JICA草の根技術協力事業

を受託し、モンゴル国に対する「農産物等の流通改

善および土壌改良による農業者の収益向上事業」に

スキルアップセミナー（しりべし・小樽支部） 全道青年部・後継者部会交流会 inオホーツク
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取り組み、研修受け入れや現地へのモデル農産物直

売所建設へ向けた準備へ入るなど、新しい活動の可

能性を広げています。

地域づくり・経営環境づくり

１．中小企業憲章の理念を広め、中小企業振興基本

条例の制定、活用を広げます

2016年度は、４月１日に北海道小規模企業振興条

例と室蘭市中小企業振興条例が、６月22日には真狩

村小規模企業振興基本条例が施行されました。

６月13日には中小企業憲章制定６周年セミナー

を開催し、中小企業庁・石崎隆事業環境部企画課長

（当時）に「中小企業の経営力強化に向けた政策課題」

についての基調講演と、2007年に中小企業振興基本

条例を制定した下川町の谷一之町長から事例報告を

していただきました。

札幌支部では、2017年３月に札幌市産業振興ビ

ジョン懇談会を開催し、１月に改定されたビジョン

について札幌市担当から説明を受け、分野別のグ

ループ討論で意見交換しました。苫小牧支部では、

苫小牧市中小企業振興審議会メンバーによる活動報

告を支部例会で実施。とかち支部新得地区会では産

業振興基本条例制定後の動きについて、町議会議長

や行政職員との懇談会を実施しました。

12月にはしりべし・小樽支部では、小樽商工会議

所と小樽市の３者で（仮称）小樽市中小企業振興基

本条例の制定準備会がスタートするなど、条例制定

へ向けた動きが進んでいます。くしろ支部では隔月

で釧路市中小企業振興条例を実践するために円卓会

議を開催しています。その中で釧路公立大学の下山

准教授（当時）を迎えて域内投資の効果測定や、観

光対策を協議しています。

その他、政策委員会主催で８月に「イギリスの EU

離脱を考える緊急セミナー」（講師；北海道大学公共

政策大学院教授遠藤乾氏）、２月には北海道大学名誉

教授の佐々木隆生氏を迎えて「トランプ政権の政策

と世界経済への影響」をテーマに緊急の学習会を開

催しました。

２．持続可能な地域をめざし、課題を明確にした学

びと交流を推進します

少子高齢化と、人口減少などの地域課題にどう向

き合い企業経営に取り組んでいくか、そのための学

びと実践が求められています。オホーツク支部では、

地域のあるべき姿を提起することを目的に「オホー

ツクビジョン」の検討が始まりました。道北あさひ

かわ支部では、2017年２月に支部２月例会として西

川将人旭川市長をパネリストに迎え「若者が地域に

残る・戻るために、産学官が連携して何ができるの

か」をテーマにディスカッションを開催しました。

また、とかち支部（10月）や道北あさひかわ支部

（１月）では、地域エコノミストで「里山資本主義」

などの著書でおなじみの日本総合研究所・藻谷浩介

中小企業憲章６周年セミナー（下川町町長 谷一之氏）北欧視察研修（道北あさひかわ支部）
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氏をお招きして持続可能地域について講演会を開催

しました。

南空知支部でも、櫻庭誠二月形町長（当時）を講

師とした講演会、西胆振支部では、伊達信用金庫の

舘崎雄二理事長を迎えて例会を開催。さらに道北あ

さひかわ支部では、2017年３月に旭川信用金庫と

パートナー協定を締結し、ひとづくり、まちづくり、

しごとづくりを目的に活動を進めています。くしろ

支部別海地区会の新年交礼会では「人口減少と地方

創生の方向」のテーマで釧路公立大学地域経済研究

センター長の佐野修久氏に報告いただいたことを契

機に、「親になる世代の確保と出生率の向上（人口減

の抑制）」を主な目的とした地域課題プロジェクトが

発足しました。

また札幌支部や函館支部では、岩手同友会のエネ

ルギーシフトの取り組みについて学びました。

同友会づくり

１．「人を生かす経営」を実践し、本音で語り合える

例会にしましょう

2016年度は全道10支部で、1,684回の例会・研究

会を開催し、のべ36,026人が参加しました。

道北あさひかわ支部空知中央西地区会と南空知支

部は、６月に合同例会を開催し「人が生きる経営」

をテーマに学びました。また、函館支部では『日本で

一番大切にしたい会社』の著者、法政大学の坂本光

司教授を講師に新規事業セミナーを開催しました。

２．新会員やごぶさた会員も参加しやすい活動に

しましょう

新会員やご無沙汰会員のみなさんに同友会の活動

をよく知ってもらうために、道北あさひかわ支部で

は、新会員ガイダンスやパワーアップランチセミ

ナーなどを開催。また、札幌支部、道北あさひかわ

支部、とかち支部なども Doyu交流会を開催。苫小牧

支部では「会員企業 PR交流会」を行うなど、同友会

に参加しやすい仕組みづくりに取り組んでまいりま

した。

とかち支部では、同時期に入会した新入会員が１

年間同じグループで学び合う、「いろはの会」の取り

組みも成果を挙げ、いろはの会卒業生から支部活動

の運営を担う方が出てきています。苫小牧支部でも

入会３年未満の会員を対象とした「魁塾（さきがけ

じゅく）」を実施しました。

くしろ支部では組織委員会が主体となり新会員の

登竜門として一歩の会（小集団活動）を３年前から

立ち上げました。2016年度は４グループが毎月お互

いに報告者になり例会を開催しました。支部全体と

しては報告者が一番勉強になるとの合言葉の元、支

西胆振支部11月例会（伊達信用金庫理事長 舘崎雄二氏）

企業PR交流会（苫小牧支部）

同友交流会（とかち支部）
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部会員の報告率10％プロジェクトを実施し、13％に

あたる92名が報告しました。

３．10％プロジェクトを推進し、道内のすみずみに

同友会のなかまをつくりましょう

2016年度は全道で新しい仲間を398名迎えたも

のの退会者が462名となり、期首会員数を下回る結

果となりました。

全道的に厳しい状況にある中で、第19回女性経営

者全国交流会を成功させた道北あさひかわ支部、12

年ぶりの全道経営者〝共育"研究集会を成功させた

函館支部、そして苫小牧支部は、見事期首会員数を

上回りました。

また、会員不在自治体での入会も留寿都村（しり

べし・小樽支部）、乙部町（函館支部）、新十津川町

（道北あさひかわ支部）などで相次ぎ、活動の範囲も

広がる１年となりました。

４．役員研修、事務局員研修を充実・強化しま

しょう

次代へつなぐ同友会づくりのため、役員研修会に

も積極的に取り組みました。全道役員研修会は、８

月に福岡同友会代表理事で中同協経営労働委員長の

中山英敬氏を講師に、９月には福島同友会の豆腐谷

栄二参与より「役員と事務局が一体となった同友会

づくり」について学びました。

道北あさひかわ、オホーツク支部でも役員研修会

を実施。とかち、しりべし・小樽支部では正副代表

理事との役員懇談会を開催するなど、同友会運動の

歴史や理念を率先して学んできました。

事務局でも、６月には事務局指針を策定し、2017

年２月にはより具体的な「事務局行動指針」ができ、

事務局員の成長の羅針盤となるよう行動計画や評価

基準の作成へと深化させています。

また、事務局員の研修にも取り組み、のべ63名の

事務局員が階層別研修、中同協の研修に参加し、日々

の実践に活かしています。くしろ支部では歴代の役

員から学ぼうと毎月第１土曜日に事務局研修会を開

催しています。ベテラン会員による同友会への想い

や事務局への期待などが率直に語られ、行動指針と

合わせて実践に生かされています。

５．第19回女性経営者全国交流会を成功させま

しょう

６月16日、17日に「第19回女性経営者全国交流

会」が旭川市で開催されました。設営には、道北あ

さひかわ支部や全道女性部連絡会が中心となり、全

道全国から集まった690名の参加者をもてなしまし

た。「北の大地に凛と咲く」をスローガンに、全８分

科会で女性経営者、女性社員の実践事例から学びま

した。記念講演では、㈱クリエイティブオフィス

キュー鈴井亜由美社長が、「北の大地に育まれて～企

業理念は北海道を愛すること」をテーマに講演。多

くの男性会員も共に学びあい、交流を深めることが

できました。

全道役員研修会（福岡同友会代表理事 中山英敬氏） 第19回女性経営者全国交流会in北海道（設営；道北あさひかわ支部)
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むすび

地域経済を取り巻く環境は厳しさが増し、地域を

支える中小企業の人材難も簡単には解決できそうに

ありません。人間尊重、人が育つ企業づくりに力を

注いできた同友会の真価が問われる時代となりまし

た。

2019年に北海道同友会は創立50周年を迎えま

す。会内外からの期待にこたえ、新たな歴史を創っ

ていくためにも、改めて一人ひとりの会員の声を受

け止め、同友会の活動に生かし、2017年度は大きく

前進する年にしてまいりましょう。
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年度別開催回数と参加人数

例会・各種経営研究会

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

回数 1,335 1,119 1,221 1,954 1,869 1,472 1,407 2,132 1,828 1,443 1,507 1,734 1,825 1,524 1,684
例会・地 区 会
研究会・部 会 参加

人数
34,438 28,301 26,551 40,933 32,144 29,194 26,392 37,016 34,253 24,578 32,543 32,865 30,465 31,334 36,026

回数 0 1 1 1 3 1 2 9 1 1 1 1 1 3 4
経 営 者 大 学
取 締 役 講 座 参加

人数
0 21 28 30 70 30 68 188 29 35 32 45 47 79 269

社員教室・社員研修会

回数 10 9 9 12 10 10 10 11 7 6 8 5 15 11 13
新 入 社 員
研 修 会 参加

人数
376 444 342 445 415 444 428 361 474 376 453 397 562 530 607

回数 9 8 4 7 7 7 13 13 13 7 5 2 5 9 10
社 員
マ ナ ー 教 室 参加

人数
344 231 113 218 219 251 366 325 526 197 143 82 114 209 198

回数 11 3 5 11 27 13 26 37 20 4 6 7 5 4 4
幹 部 学 校

参加
人数

230 60 117 221 206 182 498 484 635 251 199 294 91 78 272

回数 14 9 9 14 32 40 25 31 22 20 26 23 7 17 24
幹 部 学 校
同 窓 会 活 動 参加

人数
199 278 262 563 808 296 461 385 473 340 331 283 111 459 371

回数 11 4 7 7 6 3 3 4 1 1 2 2 14 2 2幹部社員研修会
（一泊研修会を
含む) 参加

人数
331 250 210 460 175 69 96 122 26 20 55 80 281 36 89

回数 22 8 20 21 15 10 27 16 12 17 22 15 11 13 3
営業マン講座、
他 実 務 講 座 参加

人数
841 356 835 663 850 325 431 460 467 603 422 453 443 615 159

回数 10
その他の講座

参加
人数

349

回数 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
同 友 会 大 学

参加
人数

67 55 57 58 67 23 79 59 31 46 51 45 37 41

回数 8 4 2 11 1 0 2 4 3 1 1 1 0 8 4
同 友 会 大 学
同 窓 会 活 動 参加

人数
206 138 126 176 15 0 131 75 223 29 32 56 0 106 121

回数 87 47 58 85 100 85 107 118 79 57 71 56 58 65 71
合 計

参加
人数

2,594 1,812 2,050 2,803 2,746 1,634 2,434 2,291 2,883 1,847 1,681 1,696 1,647 2,070 1,858

合同入社式

企業
数

127 142 143 145 140 142 133 110 129 129 154 137 161 185 192
合 同 入 社 式

参加
人数

394 404 402 444 419 377 339 353 417 327 460 399 403 443 494

※シリーズ企画は１回として計算してあります。理事会、幹事会、世話人会、同好会は含まれません。
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札 幌 サ ン プ ラ ザ

北海道厚生年金会館
8,518名679社

※(6/15)・
7/1・8/3・
9/17・11/16

1992年 232社

共同求人活動の足跡

北海道厚生年金会館
223社1990年

札 幌 パ ー ク ホ テ ル
5,119名754社

※(6/20)・
※(6/21)・
8/20・9/18・

11/19

206社1989年 〃2,902名427社
※(6/19)・
8/21・9/18

180社1988年 〃4,565名397社
※(7/4)・
8/22・9/16

1987年 150社 8/20・9/16 244社 5,105名 北海道厚生年金会館

1986年 161社
札 幌 サ ン プ ラ ザ

札 幌 パ ー ク ホ テ ル
7,927名375社

※(7/2)・
※(8/4)・
8/26・10/1

1985年 188社 10/1・11/14 231社 5,418名 〃

1984年 197社 10/3・11/14 224社 5,052名 〃

1983年 194社 10/3・11/15 212社 4,493名 〃

1982年 175社 10/4・11/16 204社 3,528名 〃

1981年 151社 10/2・11/20 102社 2,800名 〃

1980年 131社 10/6・11/20 165社 1,950名 〃

1979年 92社 10/12・11/22 135社 1,500名 北海道厚生年金会館

札幌市教育文化会館

北海道厚生年金会館

北 海 道 建 設 会 館

〃

第 一 ビ ル

750名

530名

150名

108名

72社

25社

25社

18社

10/11・12/16

10/15

11/13

11/22

53社

40社

32社

21社

20社

1978年

1977年

1976年

1975年

1974年

ガイドブック発行始まる。学校訪問で活用。

会 場参加学生数参加企業のべ数説明会実施日

合 同 企 業 説 明 会

1972年 ４回開催 90社 84名

1973年

新聞広告による求人

５回開催 99社 116名

46名16社１回開催

参加企業数

240社1991年 北海道厚生年金会館4,728名754社
※(6/25)・※(6/26)・
8/9・9/26・11/19

11,713名442社
※(6/1)・7/1・
8/2・11/17

1993年 211社 〃

※(6/8)・7/1・
8/3・9/16

382社 11,344名198社1994年 〃
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3,964名158社
4/21・5/26・
6/28・9/27

95社2011年 ホテルさっぽろ芸文館

ホテルポールスター札幌

ホテルさっぽろ芸文館
2010年 112社

4/19・5/26・
6/29・9/27

153社 4,191名

主にWeb共同求人サイトを活用し、ガイドブックは説明会ごとに作成。

〃6,361名188社
4/21・6/2・
7/14・9/26

ガイドブック参加企業 86社
Web参加企業 87社

2003年

2002年 95社
4/22・5/21・
7/9・10/7

222社 5,486名 〃

118社2001年 〃5,553名297社
4/12・6/1・
7/4・8/2

2000年 134社 〃7,385名281社
4/20・5/24・
7/3・8/3

■※印の86.7.2は「就職ガイダンス」、続く8.4は「企業セミナー」
89年以降の※印は「産業セミナー」、97年は「学生のための就職セミナー」の参加人数です。

143社1999年
4/23・5/18・
7/1・8/3

283社 9,461名 〃

170社1998年
4/28・5/25・
7/1・8/11

348社 8,625名 〃

1997年 188社 〃8,024名510社
※(4/14)・5/8・
7/1・8/1・10/23

1996年 169社 〃8,483名403社
※(5/14)・

7/1・8/1・9/2

1995年 175社 9,549名346社
※(6/5)・7/3・

8/1・9/1

2004年
ガイドブック参加企業 81社
Web参加企業 86社

4/21・6/2・
7/6・8/4

208社 5,861名 〃

〃5,179名257社
4/18・5/30・
7/4・8/4

ガイドブック参加企業 81社
Web参加企業 95社

2005年

2006年 165社
4/19・6/7・
7/4・8/9

309社 4,356名 〃

〃2,691名305社
3/13・4/17・
5/22・9/26

156社2007年

2008年 149社
3/24・4/28・
5/27・9/24

309社 2,593名
北海道厚生年金会館

ホテルポールスター札幌

北海道厚生年金会館

ホテルポールスター札幌
4,414名173社

4/21・5/26・
6/16・9/15

120社2009年

Web共同求人サイト運用開始。ガイドブックと併用

ホテルさっぽろ芸文館・経済センター2012年 65社
4/19・5/22・6/27・

9/13・10/28
226社 2,703名

2,242名333社
2/12・4/16・5/20・

6/26・10/10
67社2013年 ホテルさっぽろ芸文館・札幌パークホテル

ホテルさっぽろ芸文館・札幌パークホテル2014年 89社
4/28・5/21・
6/16・10/2

312社 894名

北海道厚生年金会館

札 幌 サ ン プ ラ ザ

872名343社
3/9・5/7・8/6・

10/7・2/1
123社2015年

ニューオータニイン札幌・
ホテルさっぽろ芸文館・ACU

参加企業数

合 同 企 業 説 明 会

説明会実施日 参加企業のべ数 参加学生数 会 場

ニューオータニイン札幌2016年 107社
3/14・5/23・
8/8・10/24

288社 528名

― ―37

prodesk
テキストボックス



資本金分布会員年齢分布

入会年数分布 従業員数分布

業種分布企業設立年数分布

一般社団法人北海道中小企業家同友会 会員構成

集計出力日 2017/04/01 属性（北海道）
企業数 5,653社

構成員数 5,812名
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(2017.3.31 現在)

2017.3.31 増減数

設立 入会 ％ 退会 ％ 会員数Ｂ Ｂ - Ａ

とかち 1975.8 41 4.6% 61 6.8% 876 -20 -2.2% 348,423 5,142 17.04%

くしろ 2016.4 32 4.6% 49 7.0% 684 -17 -2.4% 327,899 5,198 13.16%

しりべし・小樽 1973.8 16 4.5% 17 4.8% 353 -1 -0.3% 232,969 3,555 9.93%

函館 1971.5 84 13.3% 75 11.8% 642 9 1.4% 469,830 6,773 9.48%

道北あさひかわ 1974.7 63 8.7% 55 7.6% 733 8 1.1% 799,316 11,178 6.56%

オホーツク 1982.6 11 3.9% 17 6.1% 274 -6 -2.1% 309,961 4,491 6.10%

札幌 1986.6 129 6.8% 162 8.5% 1,877 -33 -1.7% 2,366,110 31,316 5.99%

南空知 1977.2 3 3.1% 8 8.3% 91 -5 -5.2% 161,262 1,966 4.63%

苫小牧 1978.3 17 9.1% 9 4.8% 194 8 4.3% 291,438 4,411 4.40%

西胆振 1979.11 2 2.1% 9 9.5% 88 -7 -7.4% 200,248 2,670 3.30%

全道 1969.11 398 6.8% 462 7.9% 5,812 -64 -1.1% 5,507,456 76,700 7.58%

1,910

96

186

95

5,876

2016.3.31 今期入退会数・％

増加率

会員数Ａ

280

896

701

354

633

725

＊「企業数」は、株式会社、有限会社、合資会社、合名会社の合計（2012年2月「経済センサス」）。「人口」は2010年度「国勢調査」。

支部名

　　「１０％プロジェクト」の取り組み　　支部別会員数と対企業組織率

今期会員数の増減 人口・企業対比

人口
2010.10

企業数
2012.2

現在の
組織率







一般社団法人北海道中小企業家同友会

2017年度活動方針

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靱な経営体質を

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、社会・経済・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。

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．全道会員組織率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、活動をみつめよ

う

2017年度 活動の力点

スローガン

「入ってよかった 続けてよかった

おかげで会社がよくなった」

企業づくり>

１．経営指針の成文化と実践に力を注ぎ、全社

が一丸となれる企業づくりを進めます

２．人材確保に取り組み、社員教育を充実させ、

次世代へ事業を継承させる企業づくりを推進

します

３．国内外の新市場・新分野に目を向け、新規

事業進出への学びと交流を促進します

地域づくり・経営環境づくり>

１．中小企業憲章の理念を広め、中小企業振興

基本条例の制定、活用を広げます

２．持続可能な地域をめざし、課題を明確にし

た学びと交流を推進します

３．金融・税制問題の学習を進めます

同友会づくり>

１．グループ討論をしっかり位置づけ、例会の

充実をはかりましょう

２．新会員やごぶさた会員も参加しやすい親し

みある活動を工夫しましょう

３．全道会員組織率10％をめざし、道内のすみ

ずみに同友会のなかまをつくりましょう

４．役員研修の充実をはかりましょう

５．事務局員の育成強化につとめましょう

６．第34回全道経営者〝共育"研究集会 in
 

NISEKOを成功させましょう

７．2019年度の創立50周年に向けて準備を開

始します
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はじめに

5,800社を超える同友会会員企業の１社１社は、

社員や家族、取引先にとって、かけがえのない存在

です。厳しい経営環境に負けず、地域からあてにさ

れ、なくてはならない企業へと成長発展させていく

ために、経営体質のさらなる改善強化が求められて

います。

「同友会に入ってよかった。続けてよかった。おか

げで会社がよくなった」。そのような実感を一人でも

多くの会員に体験してもらうため、今年度は下記の

活動に力を入れ、自ら主体的に同友会活動に参加す

る会員を増やしてまいります。

企業づくり

１．経営指針の成文化と実践に力を注ぎ、全社が一

丸となれる企業づくりを進めます

中同協は、昨年度末に全国の英知を集めて、新し

い『経営指針成文化と実践の手引き』を発刊しまし

た。大きな特徴は、①経営指針の成文化と実践の各

段階で『企業変革支援プログラム』を明確に位置付

けたこと、②理念を見える化し、自社の未来像を示

すものとして「10年ビジョン」を新たに加え、「経営

理念」「経営方針」「経営計画」と合わせて「経営指

針」と再定義したことです。

経営指針の根幹は「労使見解」の精神にあります。

障害者雇用も含め、社員の採用、教育、労働環境の

整備などを進めていくために、今年度は各支部で『経

営指針成文化と実践の手引き』を普及活用していく

と共に、就業規則の見直しなどの学びあいも進めて

いきます。

２．人材確保に取り組み、社員教育を充実させ、次

世代へ事業を継承させる企業づくりを推進します

中小企業の採用難・人材難は、引き続き大きな課

題となっています。共同求人活動は、会社を変え、

レベルアップさせていく活動として位置付け、広

報・採用・共育・経営改善を一つのサイクルとして

進めてまいります。新卒採用だけに限らず、既卒者、

第二新卒、UIJターンなど、幅広い採用チャネルへの

アプローチについても検討します。また、大学等教

育機関との相互理解・信頼を強め、懇談会や学内説

明会、キャリア教育のサポートなどの連携強化をは

かり、若者が残る地域づくりに寄与していきます。

採用後は重層的な社員共育活動を充実させ、社員

の定着と成長を促し、経営者と社員が共に育ちあう

社風づくりを進めて参ります。全道共育委員会では、

各支部で実施する階層別・分野別の社員研修に関す

るプラットホームとして、成果や課題について交流

を深めます。

とりわけ、後継者や幹部育成のために、経営者大

学や同友会大学、幹部学校などの充実をめざします。

また、決算書の見方や雇用者としての役割など、経

営の基礎を学べる「経営入門講座」なども検討しま

す。

３．国内外の新市場・新分野に目を向け、新規事業

進出への学びと交流を促進します

海外、特にアジア圏における北海道の知名度は大

きく、食品を中心に海外展開を進める企業は増加傾

向にあります。全道経営者〝共育"研究集会が開催

される「NISEKO」地域で、国際化戦略で特色ある

地域づくりをすすめてきた事例に学ぶと共に、海外

視察などの国際交流活動や産学官金連携を推進しま

す。

学校と企業との就職情報懇談会（しりべし・小樽支部）
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また、市場動向の調査や戦略策定、販路開拓等を

目的とした支援機関との連携や、受託事業の実施な

ど多方面の活動を進めてまいります。

地域づくり・経営環境づくり

１．中小企業憲章の理念を広め、中小企業振興基本

条例の制定、活用を広げます

2007年に帯広市で道内初の中小企業振興基本条

例が制定されてから、現在まで22の道内市町村が中

小企業や小規模企業の振興条例を制定し、すでに３

分の２の道民が条例のあるまちで暮らしています。

札幌市では、2008年の条例に基づいてつくられた

「産業振興ビジョン」を雇用環境の変化などを鑑みて

見直し、改定にあたっては同友会と懇談会を行いま

した。引き続き条例未制定の市町村に継続してはた

らきかけていくと共に、既に条例を制定している市

町村についても、産業振興会議や円卓会議などを通

じて、施策づくりや施策活用に役立てていきましょ

う。

２．持続可能な地域をめざし、課題を明確にした学

びと交流を推進します

地域における中小企業の役割はさらに大きくなっ

ています。北海道同友会の景況調査（2016年10～12

月期）でも、次期の見通しは概ね悪化の傾向が見ら

れます。「民間需要の停滞」、「同業者間の価格競争の

激化」、「人件費の増加」、「従業員の不足」、「熟練技

術者の確保難」等経営課題が浮き彫りになり、自社

や地域で解決する術としての学びと交流の機会をつ

くります。

また、今年度は函館支部の障がい者問題研究会が

委員会に改組するほか、道北あさひかわ支部では「障

がい者の就労を考える会」が発足します。障害者雇

用を通じて、誰もが働きやすい職場づくりをすすめ、

障害者も働ける地域づくりを支えていきましょう。

３．金融・税制問題の学習を進めます

昨年金融庁は、「金融仲介機能のベンチマーク」を

策定するなど、地域金融機関に対する行政方針を「事

業性評価」を重視する政策に大きく転換しました。

これまで北海道同友会は、北洋銀行、北海道銀行

との包括連携協定にはじまり、支部例会等の講師に

金融機関のトップや幹部を招いたり、定期的な意見

交換会（とかち支部）や釧路信用金庫との業務協力

覚書（釧路支部＝当時）、旭川信用金庫とのパート

ナー連携協定（道北あさひかわ支部）の締結などを

積み重ねてきました。今年度は、共に地域経済を支

える中小企業と地域金融機関の相互理解をさらに進

めてまいります。

また、中小企業経営に影響が大きい税制改正に関

しては、早期に情報を掴み学習会等を積極的に開催

します。

札幌市産業振興ビジョン懇談会

旭川信用金庫との北の大地パートナー協定調印式
（道北あさひかわ支部）
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同友会づくり

１．グループ討論をしっかり位置づけ、例会の充実

をはかりましょう

同友会は、悩みや課題をもつ経営者が相互の経営

体験を交流し、学びあうことに最大の特色がありま

す。学びの場は、支部や地区会の月例会が中心であ

り、同友会の例会は、会員の経営体験の報告とそれ

を受けてのグループ討論が基本です。経営体験は、

何よりもその人の経営者としての生き方、経営姿勢

を深く理解することが大切です。学び方を学べる例

会、自社で実践したくなる例会をめざし、例会の充

実をはかっていきます。

２．新会員やごぶさた会員も参加しやすい活動にし

ましょう

新会員は会に新しい風を送り込んでくれます、し

かし最初から積極的に活動に関わるにはきっかけが

必要です。よく「同友会は活動が多岐にわたり何に

参加してよいかわからない」といった声も聞かれま

す。新会員ガイダンスや、例会等で積極的に紹介す

る機会をつくりましょう。また、足が遠のいている

会員もいます。原因は様々でしょうが、折に触れ会

員同士で声掛けをできるような関係を作りましょ

う。また役員や事務局員は積極的に会員企業訪問を

行い、会員の状況を正確に把握し、役員会にフィー

ドバックしていきましょう。

３．10％プロジェクトを推進し、道内のすみずみに

同友会のなかまをつくりましょう

会員が増えることは、「経営に役立つ辞書」の１頁

が増えることであり、組織の活性化を促進し、同友

会への社会的期待も高めます。全道の会員組織率

10％をめざす「10％プロジェクト」は14年目を迎え、

組織率は7.6％まできています。

孤独な経営者を一人でも減らし、地域の未来をひ

らいていくため、今年度も「10％プロジェクト」を

推進してまいります。

４．役員研修の充実をはかりましょう

今年度も全道役員研修会の他、正副代表理事と支

部の役員懇談会を実施いたします。

同友会のリーダーは、①同友会理念を経営に取り

入れ、同友会と共に発展する企業づくりをめざす。

②会運営に「自主・民主・連帯の精神」を生かすこ

とに習熟し、既存の権威や習慣にとらわれず、会員

一人ひとりの声や要望を大切にし、会の団結を重視

する。③会内では自由闊達な論議を保障し、相手の

意見を尊重し、謙虚に学びあい、絶えず経営者とし

て自己変革を遂げていくことをめざしています。

役員は中同協の全国行事にも率先して参加し、学

びの先頭に立ちましょう。

５．事務局員の育成強化につとめましょう

同友会運動の推進には、役員と事務局が運動推進

の両輪でありパートナーの関係です。また事務局は

武部建設㈱見学後のグループ討論（南空知支部） 新会員歓迎会（函館支部）
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昨年事務局指針を定めました。それに伴い事務局行

動指針を策定し、一人ひとりの行動に反映する仕組

みづくりを進めています。使命と情熱をもって行動

する事務局集団を、役員と共に作ってまいります。

（P58）

６．第34回全道経営者〝共育"研究集会 in NISEKO

を成功させましょう

全道経営者〝共育"研究集会（道研）は、北海道

同友会最高の学びの場です。今年はしりべし・小樽

支部の設営で、10月６日に第34回全道経営者〝共

育"研究集会 in NISEKOが倶知安町で開催されま

す。蝦夷富士・羊蹄山を眼前に仰ぎ、NISEKOで熱

く地域の中小企業の可能性を探ってまいります。積

極的に参加し、成果を自社と地域に持ち帰りましょう。

７．2019年度の創立50周年に向けて準備を開始し

ます

2019年北海道同友会は創立50周年を迎えます。

2019年には６千名会員で50周年を祝い、新たな半

世紀に向けてスタートを切れるよう、準備を開始し

たいと思います。

先人が築いた50年の中小企業運動の積み重ねを

礎に、同友会理念を継承しながらも時代に即した活

動を拡げてまいりましょう。また、2020年には中同

協総会の北海道開催を予定しています。新たな51年

目の第１歩にふさわしいものにしてまいりましょう。

むすび

1993年に札幌で開かれた中同協第25回定時総会

で、私たちは「新しい時代が求める企業のありよう」

を「21世紀型中小企業づくり」として次のようにま

とめました。

「第１に、自社の存在意義を改めて問い直すととも

に、社会的使命感に燃えて事業活動を行い、国民と

地域社会からの信頼や期待に高い水準でこたえられ

る企業。第２に、社員の創意や自主性が十分に発揮

できる社風と理念が確立され、労使が共に育ちあい、

高まりあいの意欲に燃え、活力に満ちた豊かな人間

集団としての企業」。

総会宣言は、「ごく当たり前な企業像でありなが

ら、具現化への道程は決して平坦なものではありま

せん。しかし、今まさに直面している政治、社会、

経済構造の急激な変化に対応するためには、なんと

しても追求しなければならない経営課題です。また、

中小企業にかけられる期待にこたえるための、不可

欠要件でもあります」とうたいます。

「同友会に入ってよかった。続けてよかった。おか

げで会社がよくなった」。そして、「地域もよくなっ

た」という実感を広げていけるよう、会員の皆様の

お力添えをお願いいたします。

NISEKO道研を宣伝するしりべし・小樽支部の皆さん
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一般社団法人北海道中小企業家同友会　2017年度収支予算書

自　2017年4月1日　至　2018年3月31日

（単位：円）

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（1）経常収益

１）受取入会金 10,150,000 7,310,000 9,000,000 1,150,000 112.8% 入会515名（内、再入会10名）
２）受取会費 354,600,000 355,722,000 353,760,000 840,000 100.2% 期中平均会員数 5,910名
３）受取還元入会金 0 0 0 -
４）受取還元会費 0 0 0 -
    事業還元金 0 0 0 -
５）法人運営会費収入 11,015,000 9,319,170 11,473,000 △ 458,000 96.0%
６）事業収益 230,562,937 209,526,479 201,522,884 29,040,053 114.4%
　　　(公益目的事業収入) ( 0) ( 344,964) ( 0) (0) -
　　　(学び合い活動会費収入) ( 80,826,500) ( 89,423,333) ( 89,028,500) (△8,202,000) 90.8%
　　　(社員教育負担金収入) ( 15,132,000) ( 13,910,040) ( 15,318,000) (△186,000) 98.8%
　　　(共同求人負担金収入) ( 23,796,000) ( 25,297,896) ( 17,890,000) (5,906,000) 133.0%
　　　(広報宣伝負担金収入) ( 15,244,000) ( 15,361,752) ( 13,884,000) (1,360,000) 109.8%
　　　(図書等販売事業収入) ( 1,432,000) ( 1,693,712) ( 1,432,000) (0) 100.0%
　　　(受託事業収入) ( 90,732,437) ( 58,856,867) ( 58,949,605) (31,782,832) 153.9% とかち（84,965千円）、くしろ（5,767千円）
　　　(受託調査事業収入) ( 400,000) ( 353,020) ( 400,000) (0) 100.0%
　　　(賃貸事業収入) ( 3,000,000) ( 4,284,895) ( 4,620,779) (△1,620,779) 64.9%
７）受取寄付金 60,000 0 0 60,000 -
８）雑収益 1,306,000 3,290,111 1,300,000 6,000 100.5%
９）法人資産使用料収入 0 0 0 0 -

経常収益計 607,693,937 585,167,760 577,055,884 30,638,053 105.3%
（2）経常費用

1）事業費 494,961,596 450,001,373 460,335,361 34,626,235 107.5%
　　　給料手当 185,683,816 176,399,144 177,423,364 8,260,452 104.7%
　　　賞与 23,534,758 22,031,603 23,417,343 117,415 100.5%
　　　退職給付費用 4,101,535 3,486,032 3,716,000 385,535 110.4%
　　　福利厚生費 28,580,741 25,857,323 26,955,749 1,624,992 106.0%
　　　退職金 0 7,562,060 0 0 -
　　　会合費 121,717,959 100,313,704 103,836,444 17,881,515 117.2%
　　　図書等販売費用 1,044,800 1,314,202 1,044,800 0 100.0%
　　　研修会費 11,076,420 9,708,088 12,586,120 △ 1,509,700 88.0%
　　　支払調査料 280,000 250,636 320,000 △ 40,000 87.5%
　　　交通費 5,389,285 4,954,390 6,343,885 △ 954,600 85.0%
　　　出張宿泊費 9,653,438 5,623,304 6,071,820 3,581,618 159.0%
　　　通信費 20,297,630 20,040,060 19,452,846 844,784 104.3%
　　　情報システム整備費 3,682,193 2,772,680 2,625,618 1,056,575 140.2%
　　　減価償却費 4,210,777 4,373,517 3,806,680 404,097 110.6%
　　　消耗什器備品費 878,850 1,377,902 2,368,780 △ 1,489,930 37.1%
　　　消耗品費 3,651,648 3,082,964 1,640,860 2,010,788 222.5%
　　　修繕費 239,940 548,576 230,640 9,300 104.0%
　　　印刷費 19,754,624 17,107,067 20,759,460 △ 1,004,836 95.2%
　　　記録費 27,900 2,846 27,714 186 100.7%
　　　水道光熱費 5,095,732 4,820,293 5,198,947 △ 103,215 98.0%
　　　賃借料 11,724,676 11,391,520 11,221,346 503,330 104.5%
　　　法人資産使用料 0 0 0 0 -
　　　リース料 5,893,474 5,010,882 4,958,324 935,150 118.9%
　　　諸謝金 15,236,228 11,952,205 14,577,259 658,969 104.5%
　　　租税公課 11,095,776 7,992,402 9,785,396 1,310,380 113.4%
　　　委託費 0 0 0 0 -
　　　雑費 2,109,396 2,027,973 1,965,966 143,430 107.3%
２）管理費 114,102,550 124,611,442 113,432,797 669,753 100.6%
　　　役員報酬 12,800,000 12,286,500 12,286,500 513,500 104.2%
　　　給料手当 12,608,333 11,825,989 12,194,320 414,013 103.4%
　　　賞与 2,130,196 1,994,131 2,119,567 10,629 100.5%
　　　退職給付費用 313,465 266,468 284,000 29,465 110.4%
　　　役員退職慰労引当金繰入額 0 15,000,000 0 0 -
　　　福利厚生費 6,020,643 5,453,855 5,678,332 342,311 106.0%
　　　退職金 0 577,940 0 0 -
　　　会議費 17,967,200 17,739,252 18,135,550 △ 168,350 99.1%
　　　事務局研修費 2,393,200 2,685,789 2,000,000 393,200 119.7%
　　　交通費 484,475 372,316 573,725 △ 89,250 84.4%
　　　出張宿泊費 3,103,272 4,554,067 2,609,200 494,072 118.9%
　　　通信費 5,091,622 3,631,253 3,792,686 1,298,936 134.2%
　　　ID使用料 899,880 603,090 717,000 182,880 125.5%
　　　コンピュータ関係費 1,136,000 701,326 1,302,000 △ 166,000 87.3%
　　　情報システム整備費 2,168,138 1,468,951 3,052,049 △ 883,911 71.0%
　　　減価償却費 4,542,618 3,075,789 2,331,497 2,211,121 194.8%
　　　消耗什器備品費 166,150 89,927 223,620 △ 57,470 74.3%
　　　消耗品費 172,990 176,985 133,460 39,530 129.6%
　　　修繕費 18,060 302,448 17,360 700 104.0%
　　　印刷費 2,687,723 2,486,336 2,850,541 △ 162,818 94.3%
　　　調査研究費 3,370,188 3,265,879 3,837,180 △ 466,992 87.8%
　　　記録費 12,100 214 12,086 14 100.1%
　　　水道光熱費 404,068 376,435 382,853 21,215 105.5%
　　　賃借料 853,524 712,717 748,454 105,070 114.0%
　　　法人資産使用料 0 0 0 0 -
　　　保険料 2,834,375 2,500,172 2,330,700 503,675 121.6%
　　　リース料 1,292,626 927,657 4,634,683 △ 3,342,057 27.9%
　　　諸謝金 4,056,940 3,793,975 3,599,700 457,240 112.7%
　　　慶弔費 1,115,000 1,303,272 1,105,000 10,000 100.9%
　　　租税公課 906,664 696,943 938,854 △ 32,190 96.6%
　　　支部助成金 0 0 0 0 -
　　　支部事業助成金 0 0 0 0 -
　　　中同協関係費 21,700,000 20,997,493 21,400,000 300,000 101.4%
      賦課金 144,000 144,000 144,000 0 100.0%
　　　雑費 2,709,100 4,600,273 3,997,880 △ 1,288,780 67.8%

経常費用計 609,064,146 574,612,815 573,768,158 35,295,988 106.2%
当期経常増減額 △ 1,370,209 10,554,945 3,287,726 △ 4,657,935

２．経常外増減の部

（1）経常外収益

1）退職給付引当金取崩益 0 8,140,000 0 0 -
2）賞与引当金取崩益 27,871,398 24,025,734 25,907,590 1,963,808 107.6%

経常外収益計 27,871,398 32,165,734 25,907,590 1,963,808 107.6%
（2）経常外費用

１）移転費用 0 0 0 0 -
２）原状回復費 0 0 0 0 -
３）賞与引当金繰入額 27,871,398 24,750,793 25,907,590 1,963,808 107.6%
４）50周年記念事業引当金繰入額 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 100.0%
５）固定資産除却損 0 0 0 0 -

経常外費用計 28,871,398 25,750,793 26,907,590 1,963,808 107.3%
当期経常外増減額 △ 1,000,000 6,414,941 △ 1,000,000 0

３．予備費の部

　　　予備費 54,050 0 1,932,000 △ 1,877,950 -
当期一般正味財産増減額 △ 2,424,259 16,969,886 355,726 △ 2,779,985
一般正味財産期首残高 227,210,234 210,240,348 210,240,348 16,969,886
一般正味財産期末残高 224,785,975 227,210,234 210,596,074 14,189,901
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 224,785,975 227,210,234 210,596,074 14,189,901

予算対比
①/②

増減
①-②

16年度予算
②

16年度実績17年度予算
①

備考科目



No. 企業名 役職 氏名 支部名

1 (有)ITマネジメントシステム 代表取締役 石塚　真彰 札幌

2 あいりす(株) 代表取締役 出口　修 札幌

3 (株)アクアグレース 代表取締役会長 小仲　美智子 札幌

4 (株)アグリ＆コミュニティサポート総合研究所 代表取締役社長 小西　穣 札幌

5 朝日新聞札幌中央販売(株) 代表取締役社長 松尾　光雄 札幌

6 (株)ASCe 代表取締役 後藤　亮太 札幌

7 (有)ASシエーラ 代表取締役 渡部　光夫 札幌

8 (株)アセットプランニング 代表取締役 及川　学 札幌

9 アルファシステムソリューションズ(株) 代表取締役 明田　憲司 札幌

10 安藤行政事務所 代表取締役所長 安藤　壽建 札幌

11 Ambitious Farm(株) 代表取締役 柏村　章夫 札幌

12 (株)インフォマテリア 代表取締役 石川　辰義 札幌

13 (株)宇佐美商会 代表取締役 宇佐美　隆 札幌

14 (有)内山新聞店 代表取締役 内山　亘理 札幌

15 (株)FPプロジェクトワン 代表取締役 川合　雅之 札幌

16 (株)エムジー・コーポレーション 代表取締役 後藤　洋 札幌

17 (株)大橋冷機 常務取締役 塚本　教博 札幌

18 合同会社　オークニック 代表社員 笹川　伸之 札幌

19 カサシマ建設(株) 代表取締役 笠島　守 札幌

20 亀田成春法律事務所 弁護士 亀田　成春 札幌

21 北電力設備工事(株) 専務取締役 伏木　康 札幌

22 協栄建物管理(株) 代表取締役 風間　満 札幌

23 業務用グラス　Vaisselle 代表 和田　亜希子 札幌

24 社会福祉法人　草の実会 理事長 手塚　玄 札幌

25 (株)ケーアイジャパン 代表取締役 齋藤　雄一 札幌

26 (株)KNコーポレーション 代表取締役 金城　錦花 札幌

27 (株)ケルプ研究所 代表取締役 福士　宗光 札幌

28 恒星設備(株) 代表取締役 太田　正則 札幌

29 (株)宏陽 代表取締役社長 髙島　幸志朗 札幌

30 (株)小枝 代表取締役 久保　毅仁 札幌

31 (株)櫻井 代表取締役 櫻井　信夫 札幌

32 (有)札幌すこやか介護サービス 代表取締役 内田　薫 札幌

33 (株)札幌デンタル・ラボラトリー 代表取締役社長 山賀　英司 札幌

34 丸金　佐藤水産(株) 代表取締役社長 佐藤　允省 札幌

35 (株)サンコー 代表取締役会長 山田　修三 札幌

36 三晃化学(株) 代表取締役社長 渡辺　民嗣 札幌

37 (株)丸髙三信堂 代表取締役社長 服部　信吾 札幌

38 サンマルコ食品(株) 代表取締役社長 藤井　幸一 札幌

39 (株)シオン 代表取締役会長 関口　ひろみ 札幌

40 (株)秀岳荘 代表取締役社長 小野　浩二 札幌

41 (株)新札幌倉庫 代表取締役 松下　信一 札幌

42 鈴木造園(株) 代表取締役 蕪木　清文 札幌

43 (株)スタイルゲート 代表取締役 山崎　充 札幌

44 (株)寿時 代表取締役社長 寿時　康二 札幌

45 (株)セーコー 代表取締役 三井　尚子 札幌

46 (株)第一エンヂニアリング 代表取締役 寺田　治 札幌

47 (株)第一葬祭 代表取締役社長 栗原　眞由美 札幌

48 (株)第一ホテル 代表取締役 米澤　佳晃 札幌

49 大和ユニフォーム(株) 代表取締役社長 内田　芳史 札幌

50 (株)タカジン 代表取締役 髙橋　正幸 札幌

51 拓北電業(株) 代表取締役社長 鈴木　暁彦　 札幌

52 (株)龍田工務店 代表取締役 龍田　昌樹 札幌

53 (株)ダテハキ 取締役会長 守　和彦 札幌

54 (有)谷越印刷 代表取締役 谷越　律夫 札幌
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55 (株)Ｄ＆Ｃ 代表取締役 髙橋　恵 札幌

56 (株)ティーピーパック 代表取締役 池川　和人 札幌

57 (株)テスク 代表取締役 丹　英司 札幌

58 (有)トライアド 代表取締役 三原　広聡 札幌

59 トーワラダンボール(株) 代表取締役 大場　勝博 札幌

60 (株)ナオヰ工芸社 代表取締役 直井　泰憲 札幌

61 (株)ながかみ 代表取締役 永上　和宏 札幌

62 (株)長沼成吉思汗 取締役会長 小原　修一 札幌

63 (株)日本アメニティクリエイト 代表取締役 眞田　和宏 札幌

64 橋谷(株) 代表取締役社長 橋谷　秀一 札幌

65 (株)花の八幡屋 代表取締役 八幡　有一 札幌

66 光情報通信(株) 代表取締役 南部　賢 札幌

67 (株)光美容化学　 取締役本部長 玉澤　研一 札幌

68 (株)ビームオン 代表取締役 熊坂　和也 札幌

69 (株)ビルメン日新 代表取締役専務 井口　信幸 札幌

70 (株)ふじ研究所 代表取締役 佐橋　光好 札幌

71 藤建工業(株) 代表取締役 藤川　誠二 札幌

72 (株)ブレンドワークス 代表取締役 前川　裕一 札幌

73 ベル食品(株) 代表取締役社長 福山　恵太郎 札幌

74 (株)北翔 代表取締役 清水　誓幸 札幌

75 北清商事(株) 専務取締役 押切　正明 札幌

76 (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 札幌

77 北嶺不動産(有) 代表取締役 大石　清司 札幌

78 (株)補償セミナリー 取締役副社長 中野　むつみ　 札幌

79 北海葬祭(株) 代表取締役会長 松井　髙志 札幌

80 北海道オフィス・マシン(株) 代表取締役社長 神野　裕三 札幌

81 北海道オリンピア(株) 代表取締役 宮本　典英 札幌

82 (株)北海道建設新聞社 代表取締役会長 松木　剛 札幌

83 北海道自動車共済協同組合 専務理事 大塚　博貴 札幌

84 (有)北海道新聞岸販売所 代表取締役 岸　信行 札幌

85 (株)ほりぞんとあーと 代表取締役 大野　頌 札幌

86 (株)町村農場 代表取締役 町村　均 札幌

87 (株)松江印刷 代表取締役 大山　修司 札幌

88 (株)豆太 代表取締役 岡内　宏樹 札幌

89 マルサン塗料(株) 専務取締役 立花　秀樹 札幌

90 山﨑建設工業(株) 代表取締役社長 江野　英嗣 札幌

91 山田農園 代表 山田　誉 札幌

92 横山製粉(株) 代表取締役 横山　敏章 札幌

93 (株)リポートサービス北海道 代表取締役 西田　宙文 札幌

94 (株)りんゆう観光 代表取締役会長 植田　英隆 札幌

95 (株)レイジックス 代表取締役 敬禮　匡 札幌

96 (株)和光 代表取締役会長 田中　傳右衛門 札幌

97 (株)ワコーバイオケミカル 代表取締役社長 佐々木　和秀 札幌

98 岩見沢液化ガス(株) 代表取締役 渡辺　美智留 南空知

99 (株)組合印刷 代表取締役 小川　有積 南空知

100 (株)サン研ライフサービス 代表取締役 南部谷　靖 南空知

101 武部建設(株) 代表取締役 武部　豊樹 南空知

102 (株)中田建築設計 代表取締役 中田　信広 南空知

103 (株)平塚建具製作所 代表取締役 平塚　勝也 南空知

104 本田農機工業(株) 代表取締役 本田　雅義 南空知

105 リブラス(株) 道央圏担当執行役員 羽沢　卓志 南空知

106 (株)兼正　阿部製麺 代表取締役社長 阿部　恭久 しりべし・小樽

107 (株)イコル 代表取締役社長 寺下　知志 しりべし・小樽

108 (株)石井印刷 代表取締役社長 石井　伸和 しりべし・小樽

109 (株)丸大 大川組 代表取締役 大川　久美子 しりべし・小樽
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110 (株)小樽海洋水産 代表取締役 松田　亙 しりべし・小樽

111 社会保険労務士法人オフィス小笠原 社会保険労務士・行政書士 小笠原　俊介 しりべし・小樽

112 (有)大一ソーイング 代表取締役 山本　和光 しりべし・小樽

113 (有)髙橋設備工業 代表取締役 髙橋　健 しりべし・小樽

114 曲イ　田中酒造(株) 代表取締役 田中　一良 しりべし・小樽

115 (株)樽石 代表取締役社長 上参郷　光祐 しりべし・小樽

116 (株)ディスワンオート木原 代表取締役 木原　誠司 しりべし・小樽

117 (株)富田 専務取締役 富田　旭 しりべし・小樽

118 永井石油(株) 代表取締役 永井　恵亮 しりべし・小樽

119 中野ファーム(株) 取締役会長 中野　勇 しりべし・小樽

120 (株)新倉屋 代表取締役社長 新倉　吉晴 しりべし・小樽

121 西尾弘美法律事務所 弁護士 西尾　弘美 しりべし・小樽

122 (有)ふなば農場 代表取締役 船場　英雄 しりべし・小樽

123 本田興業(株) 代表取締役 本田　哲 しりべし・小樽

124 安川自動車興業(株) 代表取締役社長 安川　匠 しりべし・小樽

125 横関建設工業(株) 代表取締役社長 柏谷　匡胤 しりべし・小樽

126 (株)リフォーム企画　舩水 代表取締役 舩水　浩司 しりべし・小樽

127 (株)アイザックス 取締役 相澤　勲 とかち

128 (株)石山商店 代表取締役 石山　拓 とかち

129 伊藤産業(株) 代表取締役 伊藤　仁浩 とかち

130 (有)大石農産 代表取締役 大石　富一 とかち

131 (有)大沢商会 代表取締役 及川　悟　 とかち

132 太田寝装(株) 代表取締役 太田　隆博 とかち

133 (株)大野ファーム. 代表取締役 大野　泰裕 とかち

134 オムニス林産協同組合 代表理事 瀨上　晃彦 とかち

135 (株)共同電設 代表取締役 原田　健太 とかち

136 (株)K’s　FARM 代表取締役 梶　宗徳 とかち

137 (有)合同保険事務所 代表取締役 羽田　武史 とかち

138 児玉ヘルス商事(株) 代表取締役 児玉　誠也 とかち

139 (株)珈琲専科ヨシダ 代表取締役 三野宮　厚子 とかち

140 (株)近藤商会 常務取締役 近藤　真治 とかち

141 紺野建設(株) 代表取締役 紺野　宏 とかち

142 (株)佐藤工務店 代表取締役 佐藤　聰 とかち

143 佐山建設工業(株) 常務取締役 伊藤　好男 とかち

144 サンテクノ(株) 代表取締役 兼子　賢 とかち

145 社労士･行政書士　しまや事務所 所長 嶋谷　耕治 とかち

146 砂原会計事務所 所長 砂原　政広 とかち

147 税理士法人FPC 代表社員 井上　理 とかち

148 ソーゴー印刷(株) 代表取締役社長 高原　淳 とかち

149 (株)大地 代表取締役 林　秀康 とかち

150 (株)タム 代表取締役 松原　雅人 とかち

151 (株)テキサス 代表取締役 落合　洋 とかち

152 デジタルグラフィックス(株) 代表取締役 河村　知明 とかち

153 (有)テーラー髙森 代表取締役社長 髙森　一郎 とかち

154 東洋印刷(株) 代表取締役社長 角　髙紀 とかち

155 トォータルフーズ(株) 代表取締役社長 香川　澄子 とかち

156 (有)十勝しんむら牧場 代表取締役 新村　浩隆 とかち

157 (有)十勝スロウフード 代表取締役 藤田　惠 とかち

158 とかち豚丼　夢の蔵 代表 高橋　利幸 とかち

159 中村農場 代表 中村　正信 とかち

160 (有)ニューパックとがし 代表取締役社長 富樫　雅道 とかち

161 (株)ネオプロセス 代表取締役 松田　英明 とかち

162 (株)ネクサス 代表取締役社長 曽根　一 とかち

163 (株)花 代表取締役 久保　陽一 とかち

164 (有)尾藤農産 代表取締役 尾藤　光一 とかち
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165 (株)藤森商会 代表取締役社長 藤森　裕康 とかち

166 前田農産食品(資) 代表取締役専務 前田　茂雄 とかち

167 松田孝志税理士事務所 所長 松田　孝志 とかち

168 (株)まつもと薬局 代表取締役 松本　健春 とかち

169 (有)マミィ 代表取締役 南出　雅樹 とかち

170 (株)マリエッタ 代表取締役 成田　孔一 とかち

171 (株)ミドリ機材 代表取締役 小野寺　慎吾 とかち

172 (株)山本忠信商店 代表取締役 山本　英明 とかち

173 (有)夢がいっぱい牧場 代表取締役 片岡　豪 とかち

174 (有)ワン・エックス 代表取締役 辻田　茂生 とかち

175 (有)青山商会 代表取締役 青山　隆志 くしろ

176 (株)アシスト 代表取締役 浅野　葉子 くしろ

177 雨宮印刷(株) 代表取締役 雨宮　慶一 くしろ

178 (株)オイコス 代表取締役 森川　浩一 くしろ

179 (有)カーショップ　オモテ 代表取締役 表　共良 くしろ

180 (有)小林自動車整備工場 代表取締役社長 小林　浩 くしろ

181 (株)近藤建設 代表取締役 近藤　明 くしろ

182 西興建設(株) 代表取締役社長 杉本　眞美 くしろ

183 坂巻歯科医院 院長 坂巻　秀敏 くしろ

184 (株)サトケン 代表取締役 佐藤　紀寿 くしろ

185 サワベスタジオ 映像事業部　室長 澤辺　慎也 くしろ

186 鈴木圭介税理士事務所 税理士 鈴木　圭介 くしろ

187 (有)鈴木建設興業 代表取締役 鈴木　尚寿 くしろ

188 釧根開発(株) 取締役総務部長 葭原　聡 くしろ

189 綜合設備(株) 代表取締役 亀岡　孝 くしろ

190 (株)高橋工業 代表取締役 髙橋　宗靖 くしろ

191 (株)ダスキン釧路 代表取締役会長 木内　敏子 くしろ

192 (株)津村測量設計 代表取締役 日下　雪夫 くしろ

193 (株)丸物出口興産 代表取締役 出口　将平 くしろ

194 (有)道東暖熱工業所 代表取締役 大久保　芳直 くしろ

195 特定非営利活動法人 和 副理事長 酒田　浩之 くしろ

196 (株)トップオブ釧路 代表取締役 藤井　芳和 くしろ

197 (株)トーテック 代表取締役 福井　克美 くしろ

198 富田屋(株) 代表取締役 山口　寿 くしろ

199 長江建材(株) 取締役会長 長江　勉 くしろ

200 (株)ナリテツ 代表取締役社長 成澤　則充 くしろ

201 日本郵便(株)根室有磯郵便局 局長 千葉　武 くしろ

202 (有)バースコム 代表取締役 加藤　昌之 くしろ

203 浜中町農業協同組合 代表理事会長 石橋　榮紀 くしろ

204 (有)平良木新聞店 常務取締役 中島　健洋 くしろ

205 ファーストコンサルティング(株) 代表取締役 乗山　徹 くしろ

206 (株)プライムネス 代表取締役 八幡　好洋 くしろ

207 (株)ほくえい 代表取締役 外村　武 くしろ

208 北泉開発(株) 常務取締役 曽我部　元親 くしろ

209 (株)森川商店 代表取締役 森川　一郎 くしろ

210 (株)山一　佐藤紙店 代表取締役社長 佐藤　公一郎 くしろ

211 リブラス(株) 代表取締役社長 櫻井　英裕 くしろ

212 (有)ワタナベ葬儀社 常務取締役 渡辺　政之 くしろ

213 赤坂木材(株) 代表取締役専務 渋谷　光敏 オホーツク

214 (株)アンサー建築企画 代表取締役 高田　裕一 オホーツク

215 (株)エムリンクホールディングス 代表取締役社長 本見　研介 オホーツク

216 岡村塗装 代表 岡村　廉明 オホーツク

217 (株)オフィスプラン・Ｋ 代表取締役 三塚　慶蔵 オホーツク

218 (株)海田鋼材 代表取締役社長 海田　有一 オホーツク

219 (株)協和土木工業 代表取締役 森　安春 オホーツク
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220 (株)ゴダイ 専務取締役 濱名　靖博 オホーツク

221 (有)サンヨー工業 代表取締役 新鞍　富士夫 オホーツク

222 (株)CNS 代表取締役 川口　由美 オホーツク

223 (株)スマートプロジェクト 代表取締役 諏江　春樹 オホーツク

224 大幸建設(株) 代表取締役社長 佐々木　雄一 オホーツク

225 (株)TOM LINE 代表取締役 大谷　忠義 オホーツク

226 (株)林鉄工 代表取締役 林　正道 オホーツク

227 ファイナンシャルプランナー事務所アップデート 代表 田村　友朗 オホーツク

228 Free Factory(株) 代表取締役 幅﨑　一亮 オホーツク

229 (有)まこと屋 代表取締役 佐藤　修三 オホーツク

230 アイビイ通信(株) 代表取締役 飯尾　和夫 道北あさひかわ

231 (株)アーキ・ファイブ 代表取締役 秡川　正人 道北あさひかわ

232 アートクリーン(有) 代表取締役 佐藤　邦彦 道北あさひかわ

233 (株)植松電機 代表取締役 植松　努 道北あさひかわ

234 AIコンサルタント(株) 鶴羽　洋子 道北あさひかわ

235 (有)AI総合保険事務所 代表取締役社長 大野　雅志 道北あさひかわ

236 川上総合法律事務所 所長 川上　義尚 道北あさひかわ

237 カワテックス(株) 代表取締役社長 河戸　三千之 道北あさひかわ

238 北村林業(株) 代表取締役 北村  彰 道北あさひかわ

239 (有)ギャラリーシーズ 代表取締役 久木　佐知子 道北あさひかわ

240 (株)キョクオー 代表取締役 松井　完 道北あさひかわ

241 (有)ぎんねこ 非常勤役員 久保　あつこ 道北あさひかわ

242 グラース(株) 代表取締役 早川　舞 道北あさひかわ

243 (株)クリエイトファニチャー 代表取締役 岩満　昌史 道北あさひかわ

244 クローバーシステム(株) 代表取締役 粟田　和成 道北あさひかわ

245 後藤英文司法書士事務所 所長 後藤　英文 道北あさひかわ

246 (株)ササキ工芸 代表取締役 佐々木　雄二郎 道北あさひかわ

247 三葉製菓(株) 代表取締役 水上　崇 道北あさひかわ

248 (株)菅原組 取締役副社長 菅原　吉孝 道北あさひかわ

249 税理士法人薄井会計 代表社員 薄井　タカ子 道北あさひかわ

250 (有)タイタス 代表取締役社長 金子　正九 道北あさひかわ

251 (株)丸タ　田中青果 統括本部長 田中　美智子 道北あさひかわ

252 デザイントーク(有) 代表取締役 大谷　薫 道北あさひかわ

253 日新運輸(株) 代表取締役社長 森　俊一 道北あさひかわ

254 畠山かおる司法書士事務所 司法書士 畠山　かおる 道北あさひかわ

255 (有)ファインルーフ 代表取締役 井上　茂樹 道北あさひかわ

256 (株)フレアサービス 代表取締役 西村　達一郎 道北あさひかわ

257 弁護士法人小寺・松田法律事務所 滝川事務所所長 村田　雅彦 道北あさひかわ

258 (株)北友ストアー 代表取締役社長 吉川　勝 道北あさひかわ

259 保険サービス(株) 藤田　貴宏 道北あさひかわ

260 (株)ポプラ舘 代表取締役 佐藤　弘子 道北あさひかわ

261 まいしょあ 代表 畠山　晃美 道北あさひかわ

262 森川綜合紙器(株) 代表取締役 森川　唯志 道北あさひかわ

263 (有)森脇モータース 代表取締役 森脇　幸二 道北あさひかわ

264 (株)ライナーネットワーク 代表取締役 安井　清吉 道北あさひかわ

265 (株)ラッツ９９４ 代表取締役 伊藤　勝治 道北あさひかわ

266 (有)良栄・PLAN 代表取締役 小山　良榮 道北あさひかわ

267 渡辺贈商(株) 代表取締役社長 渡辺　千晃 道北あさひかわ

268 渡辺農機(株) 代表取締役 渡辺　幸洋 道北あさひかわ

269 (有)アイ・エス・アイ 代表取締役 石岡　大明 函館

270 (株)アイズ 代表取締役 高橋　泰助 函館

271 (有)アースフレンド･ハシモト 代表取締役 橋本　篤 函館

272 ＡＺ ｗｏｒｋｓ 代表 中澤　篤 函館

273 (有)石川青果 代表取締役 石川　千尋 函館

274 一般社団法人日本終活協会 代表理事 打田　智明 函館



所属支部別・企業名50音順、敬称略

第49回定時総会　社員（代議員）名簿

275 AIDほっとライン(株) 代表取締役社長 輪島　敏弘 函館

276 (株)大竹商店 代表取締役 大竹　昌尚 函館

277 (有)ガーディアン美警 代表取締役 堀抜　まり子 函館

278 カドウフーズ(株) 代表取締役 嘉堂　聖也 函館

279 (有)河村工業 代表取締役 河村　末明 函館

280 (株)環境科学研究所 代表取締役 藤島　浩 函館

281 キョーツー(株) 代表取締役社長 藤山　幸伸 函館

282 (株)コーノ 執行役員 阿部　節子 函館

283 社会保険労務士　吉田事務所 特定社会保険労務士 吉田　則幸 函館

284 (株)ジョイワン 代表取締役社長 加藤　省吾 函館

285 (株)青函設備工業 監査役 斎藤　光子 函館

286 西友エンジニアリング 代表 西川　勝夫 函館

287 (株)タザキトーヨー住器 代表取締役 中島　明 函館

288 (株)田畑建設 代表取締役 田畑　昌伸 函館

289 (有)鳥海 取締役副社長 恩田　泰久 函館

290 (株)道南工業七飯工場 常務取締役 小川　聡 函館

291 とのさき社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 外崎　晋也 函館

292 (株)にしざき事務所 代表取締役社長 西﨑　康博 函館

293 (株)函館クリーン 代表取締役 鎌鹿　玄介 函館

294 (有)函館十字屋 代表取締役 菅原　雅仁 函館

295 函館電子(株) 取締役会長 林　洋一 函館

296 日乃出食品(株) 代表取締役 工藤　英洋 函館

297 (有)フラワーハウスまえだ 代表取締役社長 前田　貫 函館

298 平和石油(株) 代表取締役 本間　和幸 函館

299 (株)前田組 専務取締役 前川　敏雄 函館

300 (有)マルトミ松前商店 代表取締役 松前　富弥 函館

301 (株)みよい 代表取締役 明井　清治 函館

302 八百ねっと髙坂農園 代表 髙坂　重勝 函館

303 八雲運輸商事(株) 専務取締役 平野　百合子 函館

304 山田総合設計(株) 代表取締役 山田　俊幸 函館

305 (株)来夢 代表取締役 大和　京子 函館

306 今成興業(株) 代表取締役専務 今成　忠司 苫小牧

307 (株)クレエ 代表取締役 阿部　満 苫小牧

308 KM社会保険労務士法人　苫小牧事務所 所長 定蛇　萌 苫小牧

309 光陽商事(株) 代表取締役社長 杉立　貴昭 苫小牧

310 (有)志のぶ 代表取締役 髙橋　憲司 苫小牧

311 (株)新興電気 代表取締役社長 長居　順一 苫小牧

312 (株)スギウラ 代表取締役 杉浦　真城 苫小牧

313 (株)鈴木住建 取締役会長 長谷川　智 苫小牧

314 (株)電気工事西川組 代表取締役社長 西川　良雄 苫小牧

315 (有)苫小牧広告美術社 代表取締役 福井　洋幸 苫小牧

316 (株)ほしの 代表取締役 星野　岳夫 苫小牧

317 (株)北海道ソイルリサーチ 代表取締役 畠澤　顕秀 苫小牧

318 (有)ポプラ 代表取締役 出頭　万志子 苫小牧

319 (株)ウロコ 代表取締役 斎藤　光太郎 西胆振

320 川田自動車工業(株) 代表取締役 川田　弘教 西胆振

321 クリーンビル開発(株) 代表取締役 西尾　拓也 西胆振

322 興和工業(株) 代表取締役 鈴木　高士 西胆振

323 須藤建設(株) 代表取締役社長 須藤　正之 西胆振

324 日の出運輸(株) 代表取締役社長 石見　秀樹 西胆振

325 室蘭まちづくり放送(株) 代表取締役社長 沼田　勇也 西胆振

326 (株)望月製麺所 代表取締役 望月　一延 西胆振



顧問>

井 上 一 郎 ㈱光合金製作所 取締役会長 しりべし・小樽

代表理事>

守 和 彦 ㈱ダテハキ 取締役会長 札幌

藤 井 幸 一 サンマルコ食品㈱ 代表取締役社長 札幌

副代表理事>

曽 根 一 ㈱ネクサス 代表取締役社長 とかち

高 橋 泰 助 ㈱アイズ 代表取締役 函館／支部長

安 井 清 吉 ㈱ライナーネットワーク 代表取締役 道北あさひかわ／政策委員長

渡 辺 美智留 岩見沢液化ガス㈱ 代表取締役 南空知／財務・法人運営委員長

常任理事>

山 田 修 三 ㈱サンコー 代表取締役会長 札幌／組織・企画委員長

池 川 和 人 ㈱ティーピーパック 代表取締役 札幌／共同求人委員長

寺 下 知 志 ㈱イコル 代表取締役社長 しりべし・小樽／共育委員長

高 原 淳 ソーゴー印刷㈱ 代表取締役社長 とかち／経営指針委員長

石 見 秀 樹 日の出運輸㈱ 代表取締役社長 西胆振／経営厚生労働委員長

田中 傳右衛門 ㈱和光 代表取締役会長 札幌／障害者問題委員長

渡 辺 民 嗣 三晃化学㈱ 代表取締役社長 札幌／産学官連携委員長

福 山 恵太郎 ベル食品㈱ 代表取締役社長 札幌／経営者大学学長

服 部 信 吾 ㈱丸髙三信堂 代表取締役社長 札幌／国際交流担当役員

新 久 門 和 木 ㈲久和コーポレーション 取締役
札幌／全道青年部・後
継者部会連絡会代表

中 野 むつみ ㈱補償セミナリー 取締役副社長 札幌／全道女性部連絡会代表

宇佐美 隆 ㈱宇佐美商会 代表取締役 札幌／支部長

平 塚 勝 也 ㈱平塚建具製作所 代表取締役 南空知／支部長

上参郷 光 祐 ㈱樽石 代表取締役社長 しりべし・小樽／支部長

松 本 健 春 ㈱まつもと薬局 代表取締役 とかち／支部長

新 長 江 勉 長江建材㈱ 取締役会長 くしろ／支部長

海 田 有 一 ㈱海田鋼材 代表取締役社長 オホーツク／支部長

新 粟 田 和 成 クローバーシステム㈱ 代表取締役 道北あさひかわ／支部長

杉 立 貴 昭 光陽商事㈱ 代表取締役社長 苫小牧／支部長

望 月 一 延 ㈱望月製麺所 代表取締役 西胆振／支部長

前 川 裕 一 ㈱ブレンドワークス 代表取締役 札幌／支部幹事長

専務理事>

細 川 修 (一社)北海道中小企業家同友会 常勤役員 員外

理事>

後 藤 亮 太 ㈱ASCe 代表取締役 札幌

新 及 川 学 ㈱アセットプランニング 代表取締役 札幌

新 手 塚 玄 社会福祉法人 草の実会 理事長 札幌

髙 島 幸志朗 ㈱宏陽 代表取締役社長 札幌

蕪 木 清 文 鈴木造園㈱ 代表取締役 札幌

寿 時 康 二 ㈱寿時 代表取締役社長 札幌

米 澤 佳 晃 ㈱第一ホテル 代表取締役 札幌

谷 越 律 夫 ㈲谷越印刷 代表取締役 札幌

清 水 誓 幸 ㈱北翔 代表取締役 札幌

新 佐々木 ひとみ
㈲ホクレア 行政書士
佐々木ひとみ事務所

代表取締役 札幌

神 野 裕 三 北海道オフィス・マシン㈱ 代表取締役社長 札幌

新 松 木 剛 ㈱北海道建設新聞社 代表取締役会長 札幌

大 野 頌 ㈱ほりぞんとあーと 代表取締役 札幌

町 村 均 ㈱町村農場 代表取締役 札幌

西 田 宙 文 ㈱リポートサービス北海道 代表取締役 札幌

植 田 英 隆 ㈱りんゆう観光 代表取締役会長 札幌

新 佐々木 和 秀 ㈱ワコーバイオケミカル 代表取締役社長 札幌

新 羽 沢 卓 志 リブラス㈱ 道央圏担当執行役員 南空知

新 松 田 亙 ㈱小樽海洋水産 代表取締役 しりべし・小樽

本 田 哲 本田興業㈱ 代表取締役 しりべし・小樽

新 柏 谷 匡 胤 横関建設工業㈱ 代表取締役社長 しりべし・小樽

大 野 泰 裕 ㈱大野ファーム． 代表取締役 とかち

林 秀 康 ㈱大地 代表取締役 とかち

松 原 雅 人 ㈱タム 代表取締役 とかち

新 松 田 英 明 ㈱ネオプロセス 代表取締役 とかち

尾 藤 光 一 ㈲尾藤農産 代表取締役 とかち

藤 森 裕 康 ㈱藤森商会 代表取締役社長 とかち

山 本 英 明 ㈱山本忠信商店 代表取締役 とかち

新 辻 田 茂 生 ㈲ワン・エックス 代表取締役 とかち

雨 宮 慶 一 雨宮印刷㈱ 代表取締役 くしろ

坂 巻 秀 敏 坂巻歯科医院 院長 くしろ

木 内 敏 子 ㈱ダスキン釧路 代表取締役会長 くしろ

山 口 寿 富田屋㈱ 代表取締役 くしろ

石 橋 榮 紀 浜中町農業協同組合 代表理事会長 くしろ

曽我部 元 親 北泉開発㈱ 常務取締役 くしろ

渋 谷 光 敏 赤坂木材㈱ 代表取締役 オホーツク

田 村 友 朗
ファイナンシャルプラン
ナー事務所アップデート

代表 オホーツク

河 戸 三千之 カワテックス㈱ 代表取締役社長 道北あさひかわ

大 谷 薫 デザイントーク㈲ 代表取締役 道北あさひかわ

森 俊 一 日新運輸㈱ 代表取締役社長 道北あさひかわ

森 川 唯 志 森川綜合紙器㈱ 代表取締役 道北あさひかわ

新 伊 藤 勝 治 ㈱ラッツ994 代表取締役 道北あさひかわ

新 小 山 良 榮 ㈲良栄・PLAN 代表取締役 道北あさひかわ

新 橋 本 篤 ㈲アースフレンド・ハシモト 代表取締役 函館

嘉 堂 聖 也 カドウフーズ㈱ 代表取締役 函館

藤 山 幸 伸 キョーツー㈱ 代表取締役社長 函館

新 本 間 和 幸 平和石油㈱ 代表取締役 函館

新 前 川 敏 雄 ㈱前田組 専務取締役 函館

髙 坂 重 勝 八百ねっと髙坂農園 代表 函館

山 田 俊 幸 山田総合設計㈱ 代表取締役 函館

髙 橋 憲 司 ㈲志のぶ 代表取締役 苫小牧

沼 田 勇 也 室蘭まちづくり放送㈱ 代表取締役社長 西胆振

佐 藤 紀 雄 (一社)北海道中小企業家同友会 事務局長 員外

監事>

池 戸 俊 幸 ㈱戦略会計ネットワーク 代表取締役 札幌

髙 野 一 夫 髙野公認会計士事務所 所長 札幌

一般社団法人北海道中小企業家同友会2017年度役員

2017年６月12日 第49回定時総会で選出

順不同・敬称略
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