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中谷 剛 会員 (株)ロード 支店長 

（金沢城南支部） 

  弊社は情報通信会社として今年で26年

目を迎えました。OA機器・NW・インターネット・

電話回線・モバイル・監視カメラなど、幅広い通

信ネットワークを通じお客様の「不」の解消と

「利」の提供を使命としています。 

 

山岸 恒平 会員 (株)第一地所 取締役専務 

（金沢駅西支部） 

  弊社は今年40周年を迎え地域の皆様に

安心・安全な不動産サービスを提供しておりま

す。開発事業、売買事業、管理事業を中心

に不動産に関する相続や税金対策等幅広い

ニーズに専門スタッフがご対応致します。 

 

杉本 貴史 会員 (株)OST 所長 

（金沢城南支部） 

 OSTでは複合機を中心に、それに繋がるネッ

トワーク環境からPCまで、最近ではリモートワー

ク導入でのセキュリティ対策も。お客様のオフィ

スが安心安全に継続できる快適な環境をサ

ポートとしています。 
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池高 純子 会員 (株)Ｂ．Ｓ．Ａ 取締役 

（金沢城南支部） 

 サウナ・薪ストーブの設計、施工、メンテナン

スに携わり35年。疲れゆく現代の生活の中

に、心身ともに健康で安らぐ暖かい空間、感動

や喜びのある暮らしをご提案し、炎の番人とし

てお客様をトータルサポート致します。 

 

藤島 健一 会員 (株)クリエイターズ 取締役 

（金沢城南支部） 

 私たちは障がい者の就労支援事業所

を運営しています。この春、施設と企業

を繋ぐマッチングサービス事業を立ち上げ

ました。マンパワー不足、障害者雇用に

困っている企業様はぜひ一度、施設の力を試してみませんか。 

 

中嶋 幸恵 会員 ヘアメイクスニップ 代表 

（金沢城南支部） 

   緑の美しい杜の里で25年お客様と共に歩ん

でいます。ベーシックで手入れのしやすいライフス

タイルに添ったスタイル作りで、ご夫婦・親子・三

世代で通って頂け、リラックスできる空間でお客

様、スタッフの笑顔と幸せがあふれるサロンです。 

 

石川同友会では約400名の中小企業家が会内での

活動や交流、学びの機会を生かして、よりよい経営の

実現を目指しています。そうした会員の自社での取り

組みや事業を紹介しています。 

今回は新型コロナの影響で対面取材が困難となりま

したが、より多くの企業を紹介するために、100文字

程度のPRとして掲載します。（※順不同） 

企業として「経済を回すこと」と「命を守ること」の両立

をはかりながら、この困難を一緒に乗り越えましょう。 

より多くの企業と知り合い、知恵と力を出し合おう！ 
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北本 聖悟 会員 (株)バイセル 取締役 

（金沢中央支部） 

   「売ると買うの間をつなぐ、共に分かち合う明

日の笑顔」この言葉を企業理念に掲げていま

す。 トラックを含む新車、中古車の販売から

ピットサービス、保険業などお客様のお困りごと

を解決します！ 

 

惣田 将一 会員 (有)石川労務研究所 

（金沢中央支部） 

   社会保険労務士法人ROMUは石川県・

富山県を中心に全国各地の企業のお手伝い

をさせて頂いています。弊社が一番大切にして

いることは「迅速・丁寧・正確」です。弊社の

PRポイントは豊富な経験と知識です。助成金

の相談や申請、人事労務相談、給与計算でお悩みの方は

弊社にお任せください。皆様に寄り添った事務所経営を目指

しています！ 

 

山本 彩加 会員 むう マネージャー 

（金沢中央支部） 

   金沢市片町で母がラウンジを経営して今年

で38年目になります。老若男女問わず沢山の

お客様に可愛がっていただいております。1人で

まったりと遊びにこられる方もいれば、団体で楽

しんでいかれる方も。常にスタッフに伝えている

ことは「どんな事があっても変わらぬ自分でお客様をお迎えする

こと」です。日々、生きていたら色んなことがあります。その中で、

いつも変わらず自分を迎えてくれるような温かみのある場所を

目指して、日々スタッフと学びながら頑張っています。 

 

繩手 伸一 会員 (有)繩手建築 専務取締役 

（白山・野々市支部） 

   大工業を生業とし、クリニック、マ

ンション、店舗、住宅などの仕事を

請け負っています。業界では数少な

い大工の社員化に努め、大工育成

と継続に日々奮闘中です。丁寧、綺麗、喜んで頂ける仕事を

目指しています。 

辰野 伸也 会員  辰野建設工業(株) 代表取締役 

（白山・野々市支部） 

  昭和46年創業以来、旧松任

地内（現白山市）を中心に土

木工事を中心に幅広い建設関

連事業を展開しております。「地

域のお客様と共に行動する‼」を基本理念に、地域に根ざ

し、地域を大切にした事業展開及び地域活動を行い、安

全・品質重視の経営方針より、石川県・白山市等の諸官

庁、その他不動産関係者の民間工事を受注しています。こ

れからもお客様と共に行動できる企業を目指していきます。 

 

平野 光祐 会員 末広フーズ(株) 

（南加賀支部） 

   北陸3県を中心にお酒のおつまみを扱ってい

ます。主にホームセンターやディスカウントスト

ア、スーパーなどに商品を卸して、自社でリパッ

クする商品や各メーカーの商品を取り扱ってい

ます。 地域、年齢層によってニーズが違ってく

る中、取引先の要望にお応え出来るよう、営業社員が直接

お店の方と打ち合わせをして、商品の規格を行うことが強み

であり、お客様と共に成長出来る企業を目指しています。 

 

本田 成広 会員  Ｐａｓｔｅｌ Ｌｅａｆ 代表 

（南加賀支部） 

   同社では会社案内やHP作製、商

材撮影では動画やドローンでの撮影

まで可能です。スタジオでは子供の撮

影を得意とし、震災をきっかけに子供

を応援するオンリーワンのノートプレゼント活動を続けています。 

 

金川 武司 会員  ｇｅｍ ｃｌｏｖｅｒ 代表 

（南加賀支部） 

   地元に根付いた地域密着のお店

で、創業14年になります。宝石、ブラ

イダルリング、時計、バッグ、小物など

石川県唯一の取り扱い商品が充実

し、またアクセスしやすい路面店ならではのサービスも喜ばれ

ております。 
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試行錯誤の苦い承継体験 

Q：社長自身の承継の体験はどうでしたか？  

   弊社は1956年に先代が創業、半世紀に渡り地元企業

様を中心に商業・事務・美術各種印刷物を提供して参りま

した。1989年頃先代が病で現場に出ることが困難となり実

質会社経営はその頃からスタートしました。事務所を現在の

示野に拡張移転する等順調でしたが1998年突然訪れた

社長就任、同時に事業承継という大きな壁にあたる事になり

ました。事業継承に対する準備を全くしておらず、また、現代

と違い税理士や金融機関に聞いても手続きのアドバイスをも

らえませんでした。試行錯誤のうえ何とか事業継承が完了し

ましたが大きな損失（税金）も出してしまい事業の継続すら

悩んだ時期もありました。 

 次の事業承継時に向けては先の苦い経験を活かし会社や

後継者に苦労させない様、準備しています。事業継承のタイ

ミングについては早い方が良いと考えており、8割程準備は出

来ています。あとは後継者の気持ち次第ですが、息子は時

期尚早と考えているのではないでしょうか。 
 

経営者にとって重要な要素は備わっている  

 Q:後継者をどのように見ていますか ？ 

  経営者としては未熟でも、「うそをつかない」「まじめ」「行

株式会社橋本清文堂   

代表取締役社長    

橋本 修一 氏（橋本雅生会員の父親） 

中小企業経営者がいずれ向き合わなければならない

経営課題の一つが「事業承継」です。石川同友会会員

の事業承継の事例を、その想いを含め紹介します。 

時代の変化に柔軟対応 

動する」この３点において、経営者にとって重要な要素は備

わっていると思います。本人は大学卒業後、全く業界の異な

る企業に就職しましたが、その際も進む道に口出しすることが

嫌で全て任せてきました。入社する際も私から直接話しはせ

ず、母親経由で話をしました。母親を介すことで息子の想い

をより尊重したいと考えたからです。 

当たり前にあるものが無くなる 

Q：後継者に一番伝えたいことは何ですか？  

  「時代の変化に柔軟な発想をもって、当たり前にあるもの

が無くなる、作用・反作用の法則で良い時代が来れば悪い

時代も来る」その様な時代の変化に柔軟に対応して欲しい

です。 

***************************************** 

○取材後記： 橋本会員（後継者）は入社以来、会社

の方向性や将来への不安を感じ日々葛藤する中、同友会

で経営指針講座を受講し、「承継」に向けて準備をしていま

す。今回の取材で、経営者と後継者が共にしっかり準備をし

ていることが伺えました。橋本社長の後継者（息子）を語る

優しい眼差しがとても印象的でした。 

（取材：山岸 恒平 広報委員） 

※今回は、承継する立場（渡す側）の社長に、会社

を譲る時にどんな言葉や想いを託したいかを後継者

である会員本人は交えずに取材しました。 
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Ｚｏｏｍでキックオフ 

 5月19日（火）、金沢中央支部5月例会が石川同友会

の例会としては初めてWeb会議サービス「ZOOM」を用いて開

催され、他支部を含め72名が参加しました。 

 第１部では新役員による今年度方針発表が行われ、第２

部ではコロナ禍での会員企業の実践報告がありました。 

 (株)栄光プリントの出村会員は小売店など、対面販売が難

しくなった業種向けにECサイトを爆速で立ち上げるサービスを

開始し、他にも仲間の情報を積極的にSNSで発信していま

す。鳴和プラスチック(株)の岡谷会員は飲食店などに無償で

「TAKEOUT」とデザインされたステッカーを配布して地元企業

を応援しています。また、アンケートを募り行政へ働きかけるアク

ションを起こしています。(株)ネオ金沢の高峰会員は対面営

業が難しい中で、サービスを紹介する動画を作成しネットを介

しての営業に取り組んでいます。 

 第3部 で は

「ZOOM」の ブ

レイクアウトルー

ムを使いグルー

プ討論を行い、

そ の 後、石 川

労務研究所の

惣 田 会 員 か

ら、コロナ禍を

乗り切るための

金沢中央支部５月例会 5月19日（火） 

コロナの現状と今後を３社が報告し交流 

 活動を止めるな！オンラインで活発に始動 

助成金の紹介と活用するための説明を受けました。 

 河内支部長は「厳しい中でも事業を続けることが経営者の

仕事。少しでも例会がきっかけになれば」と語りました。 

（寄稿：笠井 一里 広報委員） 

 金沢城南支部では、5月25日（月）～29日（金）を

【金沢城南支部会員の集い週間】とし、5夜連続でZoom

でグループ会を行いました。 

 各グループにおいて、現状の報告と共に、ウイズコロナ、ア

フターコロナにおける対応策を中心に活発な議論が交わさ

れました。中には、雇用を守る、社員の健康のため会社が

できること、テレワークの経験から新たな働き方改革などの経

営談から、コロナを経験したことで見えてきた人間のあるべき

姿や家族との絆、感謝する心にまで話題が発展するグルー

プもありました。具体的には「企業活動ができない中、社員

のスキルアップをしてアフターコロナに活かしたい」「この機会に

経営理念の社会性をより深く考え、使命観を持てた」といっ

た声がありました。 

 また今後は、オンラインを活かした仕事の仕方を真剣に考

えていく必要があるといった意

見や、手を取り合いながら新

たなチャレンジ、オンラインを活

かした新たなサービスの開発な

ど、ピンチをチャンスに変える前

金沢城南支部会員の集い週間 ５夜連続Ｚｏｏｍでグループ会 

オレたちは決して一人ではない、話し合える仲間がいる！ 

向きな議論もありました。仕事以外でも「家族と過ごす時間が

増えたことで家族のありがたさを再認識できたり、そのことが活

力になり、仕事にも良い影響が出た」といった声もありました。 

 金沢城南支部は5月の支部大会を６月に延期して今回の

企画を実施し、5日間で延べ62名の会員が参加しました。人

と話す機会が減っていた中で、Zoomで会員同士の交流がで

きたことは有意義で、「オレたちは決して一人ではない、話し合

える仲間がいる！」そんな思いを新たにしました。 

（寄稿：織田 兼太朗 金沢城南支部長） 
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知ってますか? 助成金と補助金の違い 
 

   助成金も補助金も国や県市町村などの地方公

共団体から支出され、原則、返済不要ですが、その

性質には大きな違いがあります。 

   助成金は受けとるための要件が決まっていて、それ

を満たしていればほぼ支給されるため、申請書類に

不備がなく期限を守っていれば比較的容易に受給

出来ます。コロナ支援として従業員を休ませた場合に

人件費を助成する雇用調整助成金や家賃の一部

を助成する家賃支援給付金などがこれにあたります。 

 一方補助金は予算が決まっているため、最大何件

という決まりがあります。そのためコンペなどで審査さ

れ、その内容の如何によっては申請してももらえない

可能性もあります。石川県の新分野チャレンジ緊急

支援費補助金などがこれにあたります。コロナの影響

 新型コロナウイルス感染拡大の問題は、さまざまな業種で事業の継続に深刻な危機をもたらしていま

す。未だワクチン開発などウイルス対策の確立を見るには至っておらず、「第二波」「第三波」の可能性

は否めません。深刻さを増す危機の中で、あらためて事業継続のために手を尽くしましょう。そのために

も一人で悩まず会員同士相談し知恵を出し合いましょう。今回は、支援施策を活用し徹底した資金手当て

のため、社会保険労務士の三井敏彦会員に助成金や補助金の活用について伺いました。 

（取材：宮野 晃 広報委員）  

を受けながら事業継続のため、自ら活路を見出す前

向きな取り組みに対して助成されますが、その取り組

み内容が審査されて支給が決定するのです。簡単に

言うと助成金が確実にもらえるのに対して補助金は

審査しだいといったところです。 
 

 

国、県、市の取り組みから 
         戦略的な受給を 
 

   テレワークの導入を支援する助成金に、国の働き

方改革推進支援助成金（テレワークコース）や金

沢市の中小企業テレワーク導入支援助成金があり

ます。 

 金沢市の助成金は上限30万円、助成率50%で

パソコンなどの対象機器購入を助成してくれるもの

で、一般的にはどの企業においても有益だと思われま

すが、支給の要件に国の助成金（テレワークコー

ス）の交付決定が必要となっています。そのため、も

し国の助成金そのものにそれほど魅力を感じなくて

も、金沢市の助成金を取りたければ国の交付を受け

るなどの戦略も大切になってきます。 

 当事務所では助成金や補助金の受給サポートも

しています。お気軽にお問い合わせください。 

（電話076-221-2114番 三井まで） 

 助成金や補助金を上手く活用しよう！ 

社会保険労務士  

 山田事務所   
 

代表    

三井 敏彦 会員 

石川同友会新型コロナウイルス特別委員会メンバー 
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７ 月の 
行事予定 

I N F O R M A T I O N  

すべての行事は事前登録制です。 

会員外の経営者の参加希望は事務局までご連絡下さい。 

能登支部         7月例会 

白山・野々市支部    7月例会 

7月20日（月）18：30～ 

会場未定（後日ご連絡します）  
 

「白山・野々市支部 

  中小企業宣言について」  

   

   7月20日は中小企業庁の定める中小企業の

日です。我々は支部設立1周年として、白

山・野々市支部の行動宣言を会外に対し発信

します。7月例会ではこの宣言をさらに会内

で深め、支部並びに会員企業の活動に落とし

込んでいけるような例会にします。 

7月16日（木）17：30～20：00 

能登食祭市場パーラーのと 
  

「危機対応の温故知新（新型コロナ 
    ウイルスと過去の危機）」 
 

 町居 浩徳  氏 (株)加賀屋 営業部長 

 瀬戸 三代  氏 (株)和倉第一観光ホテル 

  ホテルのと楽 経営企画社長室長 
   

 新型コロナウイルス感染防止の経済的な影

響として、特に飲食・接客業や観光業に大き

な被害を与え、その余波が他の産業にも及ん

でいます。このような危機に対する教訓とし

て、過去におけるバブル崩壊、能登半島地

震、リーマンショックなどを乗り切ってきた

経験談と、新型コロナウイルスへの対応等に

ついて討論を行います。 

金沢城南支部       7月例会 

7月28日（火）18：30～21：00  

学生のまち市民交流館 

懇親会/公式な懇親会は設定しません 
  
「経営指針とSDGs、 

    コロナと向き合う新集団」 

  ～SDGsをどう生かすか～ 

 片糸 洋介 会員  

 (株)リーズン･フォーム 取締役 
 

 昨年度、経営指針書を策定した片糸会員。 

今、新型コロナウイルスと向き合い更に

SDGsの必要性を感じました。2030年に向け

た経営指針とSDGsの捉え方と取り組み例を

交え、ポストコロナの社会を見据えた未来へ

の展望を報告します。 

南加賀支部※Zoom    7月例会 

金沢中央支部※Zoom   7月例会 金沢駅西支部       

7月は一斉グループ会月間として、 

グループ会や合同グループ会を 

企画します。ｅ.ｄｏｙｕ等でご案内

します。是非ご参加ください。 
 

 2020年度グループ 

    新出 グループ 

   村上（文） グループ 

   野崎 グループ 

    澤田 グループ 

7月21日（火）18：00～20：30 

「変革と挑戦」 

 ～コロナ禍でも俺たちは前に進む～ 

パネラー 

 愛知同友会 中山 幸彦 氏  
  日間賀観光ホテル 代表取締役   

 岐阜同友会 梅田 益生 氏 
   有限会社ウメイチ 代表取締役 
 静岡同友会 深沢 圭吾 氏 
  有限会社 深沢米店 代表取締役  

 コーディネーター 木下 恒喜 会員 

 (株)丸一観光 主任/青年部会特別例会実行委員長 
 

※青年部会との合同例会です。 

 この未曾有の状況で事業に大きな影響があ

りながらも現状を悲観せず、必死に前を向

き、挑戦を続ける全国の青年部会員を招いて

パネルディスカッション形式で行います。青

年経営者の覚悟と姿勢から、明日への活力に

なる学びにつなげます。    

§ 広告募集 § 
縦3cm×横6cm 

1か月3,000円×12か月 

詳細・問合は同友会事務局まで 

TEL.076-255-2323 

7月17日（金）15：30～17：00 
  

「地域経済発展のための 

  今後の産学連携を探る」 
      

公立小松大学   

千葉  正 事務局長（理事） 

香川 博之 教授 

（キャリアサポートセンター長） 

松木 礼子 キャリアサポート 

         センター専任講師 
 

 今回は、①求人情報のWEB配信②イン

ターンシップの受け入れ先のサポート③学生

模擬面接の指導（企業は面接体験でのスキル

アップ及び人事サポート）等について、小松

公立大学と連携を探る機会とします。 

 

       



 

 

入会のお申込み・お問い合わせは       
石川県中小企業家同友会事務局 

Ｔｅｌ.076-255-2323 
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   新型コロナウイルス長期化に備えた対応として、金谷代表理事

の「コロナに負けない全社一丸の経営...今こそ同友会で知恵を

絞って難局を乗り切ろう」という方針の下、同友会活動の『判断

  

『金澤パフェむらはた』ひがし茶屋街店オープン 

 6月5日、金沢を代表する観光

地のひとつ東山にフルーツパー

ラー『金澤パフェむらはた ひ

がし茶屋街店』を開店しまし

た。金沢でパフェをつくって35

余年。金沢の文化のひとつとして、『金澤パフェ』を発信し

ています。和の趣を感じるフォトジェニックな街。そんな情

緒溢れる古い街並みを楽しみながら、金澤パフェをお楽しみ

ください。店内では飲食メニューのほか、テイクアウト商品

のパフェやジュレ、ドリンクなども用意しています。 

 場所は金沢市東山3-2-18。営業時間は10時～18時。 

（同社FBより） 

（株）フルーツむらはた  

取締役営業本部長 直山 亮 会員 

鳴和プラスチック（株） 

代表取締役社長 岡谷 勝史 会員 

石川県看護協会にフェイスシールド1000個オーダー寄付 

 岡谷勝史会員は6月1日に石川県看護協

会にて医療従事者用のフェイスシールド

1000個を寄贈しました。本業は看板製作

のため、医療との繋がりはなく、新型コロナウィルス拡大を

受け「何か世間の役に立てることはないか」と考えた結果、

飛沫防止のフェイスシールド製作に取り掛かりました。 

 寄贈にあたり、医療従事者に「どのような製品だと使いや

すいか」を徹底的にヒアリングし、シールドの厚み・重さ・

透明感に拘りました。看護協会理事は「これは注文通り！着

けやすくて軽い！」と太鼓判！岡谷会員は「いわゆるオー

ダー寄付です」と顔を綻ばせました。医療現場の下支えに中

小企業の技術が光っています。（取材：吉村  浩史  広報委員） 

■公式行事開催可否の判断主体 ･･･ 「活動レベル1または2」の場合について  

対象の行事・会議 判断主体 

①全県行事（定時総会、6支部合同例会、フォーラム） 正副代表理事会 ＋ 実行委員長 ＋ 事務局長 

②支部例会、支部グループ会 常任理事以上（正副代表理事会 ＋ 支部長）と事務局長 

③委員会等主催の行事 担当副代表理事 ＋ 当該委員長・部会長 ＋ 担当事務局 

④支部・委員会等の会議（支部役員会、委員会等） 当該の支部長・委員長・部会長 ＋ 担当事務局 

主体』と『判断基準』を策定しました（6月末現在「レベル2」）。 

 また、6月より会員企業のための特別委員会として、新型コロナ

ウイルス特別委員会を発足しました。会員企業のための新型コロ

ナウイルス関連に伴う情報発信と、会員企業のための新型コロナ

ウイルス相談窓口を設け、会員企業の課題解決をサポートしま

す。皆さんと共にwithコロナの状況を乗り越えていきましょう！ 

（絹川善隆 副代表理事／新型コロナウイルス特別委員長） 

■活動レベルの判断主体  

①正副代表理事会で決定し、理事会へ報告し、全会員に結果をe.doyu等で公表する。 

②公式会合の「中止」ないし「延期」期間中＝レベル3は（期間を定めなかった場合）おおむね1週間の単位で状況判断 

  を行い、その結果を逐次、e.doyu等で公開する。 

「新型コロナウイルス特別委員会」発足 withコロナの状況を共に乗り越えよう！ 

■活動レベルの区分 
「レベル１」～感染症予防対策（新しい生活様式）の徹底等 
「レベル２」～不要不急の会合・懇親会等の自粛を検討  
「レベル３」～公式行事の中止・延期等（緊急事態対応） 


