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西胆振支部活動報告

2010年度活動方針>

１．変化に揺らがない、足腰の強い企業づくりに取り組もう

２．新しい仲間が新たな力に 会員のネットワークを地域に広げよう～目指せ150社～

３．地場企業の企業力を地域に知らせ、企業連携でチャンスを探ろう

４．地域経済の核となる、中小企業憲章・中小企業振興基本条例の制定を

５．互いに声を掛け合い、積極的に活動に参画しよう

１．支部例会、経営基礎講座に加えて、経営指針がスタートし、活動に広がりが

今年度は、支部総会でグループ討論を行い、活動方針に対する要望や意見を踏まつつ、具体的な活動とを結び付けてスタートを切

りました。支部例会では、会員の経営実践から学ぶ例会のほか、会員が自社の評価制度の取り組みを問題提起し意見交換する例会、

また、しりべし小樽支部から㈱深川硝子工芸社長の出口新一郎氏を招き、「中小企業は地域にとって、社員にとってオンリーワン」を

テーマにお話いただく例会など、〝会員から学ぶ"を積極的に行いました。そのほか、中小企業応援センター事業として、「企業の魅

力づくり＝差別化戦略を発信しよう～WEBマーケティングは経営理念とブランドの確立から」をテーマに、栃木同友会理事の㈲アル

フォサポート社長の稲見君枝氏からWEBマーケティングの具体的な事例を学びました。

また、昨年から取り組み始めた経営基礎講座も今年度も引き続き実施しました。今回は、室蘭信用金庫さんに「金融機関の上手な

使い方」をご担当いただいた他、「中小企業の営業を考える」「パレートの法則を経営に活かそう」「中小企業だからこそ ITを積極活

用しよう」等々、新たな内容も交えて全８回行いました。

しばらくお休みしていた経営指針研究会も、全道経営指針づくり推進委員会の道南ブロック担当副委員長函館支部副支部長の昭和

製菓㈱社長の田口修氏をお迎えし、８月例会で経営指針について学んだことがきっかけとなって、第２期経営指針研究会が７名のメ

ンバーでスタートし、毎月１回の勉強会を進めています。

２．「西いぶりの企業力2010」～３年目の最後を室蘭工業大学で開催～

洞爺湖サミットを記念した〝環境展"から始まった企業展「西いぶりの企業力」を、最終回の今回は室蘭市にて９月10～11日に開

催しました。会員でもある室蘭工業大学と地元の企業支援団体の㈶室蘭テクノセンターと共催し、室蘭工業大学を会場に新たな連携

で取り組みました。38社に出展いただいた展示会のほか、「あきらめない経営～突然の後継、工場全焼、ものづくりへの執念が自社と

地域を変える～」をテーマに東京同友会理事の㈱浜野製作所の浜野慶一氏、「ものづくり、人づくり、まちづくり～魂に火を灯せ～」

をテーマにソニー学園湘北短期大学教授の田村新吾氏の講演会も行いました。また、地元室蘭の若手企業家によるパネルディスカッ

ション、キャンパスツアーなども行いました。

３．中小企業振興基本条例の学びも進む

全道で進めている中小企業振興基本条例制定運動についても継続して取り組みました。支部の６月例会として、「中小企業振興基本

条例を理解しよう」と題して北海道同友会経営政策局長の西谷博明氏にお話いただき、道内で条例を制定した先進地の具体的な事例

を学びました。

４．着実に前進する支部づくりのために

今年度、会員数は一進一退でしたが、昨年、一昨年と大幅に会員が増えたことから、新会員のフォローアップや会員同士の交流に

注力しました。会員同士、お互いが変化を生み出す刺激になるのが同友会の学び合いです。会員の結集度を高めつつ、それぞれの地

域でしっかりとした経営を進め、地域の経済を担う経営者をどんどん仲間に迎えながら、条例など地域のこれからを考える取り組み

を進めています。

総会・幹事会

2010年

4月 7日 第13回幹事会 8名

4月17日 第32回定時総会 34名

4月29日 ４月四役会 6名

5月 6日 第２回幹事会 10名

5月 8日 第１方針グループ会議 5名

5月28日 第３方針グループ会議 4名

6月 2日 第３回幹事会 12名

6月 9日 第１方針グループ会議 3名

6月15日 第３方針グループ会議 5名

7月 7日 第４回幹事会 8名

8月 4日 第５回幹事会 6名

9月 1日 第６回幹事会 10名

10月 6日 第７回幹事会 5名

11月 4日 第８回幹事会 7名

11月17日 第２方針グループ会議 4名

11月29日 第９回幹事会 8名

2011年

1月12日 第10回幹事会 7名

2月 1日 ２月四役会 7名

2月 2日 第11回幹事会 12名

3月 2日 第12回幹事会 8名
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専門委員会

西いぶりの企業力2010

2010年

6月28日 第１回実行委員会 5名

7月23日 第２回実行委員会 4名

8月26日 第３回実行委員会 7名

9月 8日 第４回実行委員会 8名

9月10日 西いぶりの企業力2010（１日目） 300名

テーマ：「あきらめない経営」

～突然の後継、工場全焼、ものづくりへの執念が

自社と地域を変える～

講師：㈱浜野製作所

代表取締役 浜野 慶一 氏

（東京同友会)

9月11日 西いぶりの企業力2010（２日目）

①講演会

テーマ：「ものづくり、人づくり、まちづくり」 ～魂に火

を灯せ～

①講師：ソニー学園 湘北短期大学

教授 田村 新吾 氏

②パネルディスカッション

テーマ：地域で輝く起業（企業）を目指して ～地域の原

動力～

②パネリスト：㈱住まいのウチイケ

代表取締役 内池 秀光 氏

ノールド・デザイン

代表 須藤 大介 氏

室蘭まちづくり放送㈱

代表取締役 沼田 勇也 氏

コーディネーター：北海道同友会

西胆振支部長 牧野 康則 氏

9月30日 西いぶりの企業力2010反省会 9名

例会・特別企画

2010年

5月19日 ５月例会 30名

テーマ：危機を乗り越えて

～会社を変える時、変わる時～

発表者：㈱ミナミ

代表取締役 川南 忠士 氏

㈲ヤマコしらかわ

代表取締役 白川 皓一 氏

6月22日 ６月例会 15名

テーマ：『中小企業振興基本条例』を理解しよう ～なぜ

我々が中小企業憲章、中小企業振興基本条例を考

えるのか～

発表者：北海道同友会

理事・経営政策局長 西谷 博明 氏

7月21日 ７月例会・2010年度経営基礎講座第１講 15名

テーマ：人事労務：人を雇うということ ～全社一丸と

なって困難に立ち向かう企業づくりのために～

講師：社労士 ヤナセ事務所

所長 柳瀬留美子 氏

（苫小牧支部幹事)

8月19日 ８月例会 16名

テーマ：「こんな会社にしたい」を表す〝経営指針" ～経

営指針を画餅にするのも、活かすのも経営者と気

づいて～

講師：昭和製菓㈱

代表取締役 田口 修 氏

（函館支部副支部長)

10月15日 第28回全道経営者〝共育"研究集会 in札幌

西胆振から11名

10月20日 特別経営セミナー 15名

①テーマ：地域におけるこれからの中小企業経営

講師：法政大学大学院政策創造研究科

教授 岡本 義行 氏

②テーマ：地域活性化の論点

講師：室蘭工業大学大学院公共システム工学科

教授 永松 俊雄 氏

11月29日 11月例会・中小企業応援センター事業マーケティ

ングセミナー 26名

テーマ：企業の魅力づくり＝差別化戦略を発信しよう

～WEBマーケィングは経営理念と〝ブランド"の

確立から～

講師：㈱アルフォサポート

代表取締役 稲見 君枝 氏

（栃木同友会理事)

12月15日 望年会 28名

2011年

1月19日 2011年新年交礼会 28名

テーマ：「私」と「我が社」の〝2011年 " ～未来への一

歩となる１年にするために～

発表者：①㈲寺田生花店

店長 古田 庸宏 氏

（登別)

②㈱風のがっこう

代表取締役 平賀 農 氏

（伊達)

2月16日 ２月例会 13名

テーマ：みんなでディスカッション ～どうしてますか？

あなたの会社の評価制度～

事例報告：①須藤建設㈱

代表取締役副社長 須藤 芳巳 氏

②㈱牧野

代表取締役 牧野 康則 氏

3月16日 ３月例会 24名

テーマ：中小企業は地域にとって、社員にとってオンリー

ワン

講師：㈱深川硝子工芸

代表取締役 出口新一郎 氏

（しりべし小樽支部会員)

2010年度経営基礎講座

2010年

8月23日 第２講 23名

テーマ：『計数の理解なくして未来なし』 ～模擬のお店の

立ち上げから、P/Lと B/Sの繫がりを理解してみ

よう～

発表者：㈱楠本

代表取締役 楠本 啓子 氏

㈱牧野

代表取締役 牧野 康則 氏

9月27日 第３講 14名

テーマ：金融機関の上手な使い方 ～身近な経営サポート

ができること、目指すもの～

講師：室蘭信用金庫 審査管理部

部長 渡邊 芳昭 氏
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審査管理部 経営サポートチーム

次長 伊藤 剛 氏

審査管理部 経営サポートチーム

中小企業診断士 高木 創 氏

10月25日 第４講 14名

テーマ：中小企業の営業を考える ～経営者・経営幹部と

して、どう〝売る力"のある会社、社員を育てる

か～

問題提起：みぞぐち事業㈱室蘭営業所

取締役所長 氣屋村 寛 氏

11月22日 第５講 19名

テーマ：いざという時の経営者の判断、企業の対応を考え

る

講師：㈱東京商工リサーチ室蘭支店

支店長 矢野 英樹 氏

2011年

1月24日 第６講 17名

テーマ：「パレートの法則（80：20の法則）」を経営に活か

そう

講師：SUS-J㈲

代表取締役 諏訪 晃久 氏

2月21日 第７講 12名

テーマ：中小企業だからこそ、ITを積極活用しよう

講師：富士通㈱サービスコンダクターセンター

パートナーコラボレーション部 坂倉 守 氏

3月28日 第８講 11名

テーマ：あなたの思い伝わっていますか？ ～プレゼン

テーションのイロハ～

講師：SUS-J㈲

代表取締役 諏訪 晃久 氏

部会・研究会

第２期経営指針研究会

2010年

10月12日 第１講 6名

中同協の『労使見解』に学んで

11月 9日 第２講 7名

「経営理念」の根本課題

12月 6日 第３講 6名

「経営理念」とは⑴

2011年

1月17日 第４講 7名

「経営理念」とは⑵

2月14日 第５講 6名

「経営理念」とは⑶

3月 8日 第６講・第７講 5名

経営理念中間総括・「経営方針をつくる」

農業経営部会

2010年

5月13日 三役会 3名

5月27日 2010年度総会 7名

8月27日 ８月打ち合わせ 2名

8月28日 ９月打ち合わせ 5名

9月14日 食の商談会（北海道銀行主催） 6名

12月27日 12月打ち合わせ 4名

2011年

1月15日 新年会 5名

3月29日 3月打ち合わせ 3名

その他

2010年

5月 8日 全道経営指針づくり推進委員会道南ブロック会議

牧野支部長、和田副支部長、諏訪副支部長、鈴木幹事長が

が出席

2011年

2月18日 全道経営指針づくり推進委員会一泊研修交流会

諏訪副支部長、鈴木幹事長が出席
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