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事業承継座談会 

何のための事業承継か？ 
  継がれる想いを語る  

同友会３つの目的 

表紙：田野口 和矢 会員 （株）サクセスブレイン 常務取締役・税理士  

２社タイアップで抗菌トイレットペーパー開発 
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■ 「抗菌トイレットペーパー」を開発 

   新型コロナウイルス感染拡大以降、手洗いや手指の

消毒の慣行など、人々の衛生環境に対する関心は非常

に高まってきています。身の回りのものに対して、清潔なの

かどうか、安全かどうか、今まで気にかけてこなかったものに

まで気にするようになってきています。 

   そこで人々のために何かできることはないかと考え、両

社がタイアップし、「抗菌トイレットペーパー」という新商品

を開発しました。この商品はトイレットペーパーの包装紙に

抗菌インクを塗布したもので、このインクの性能は、「黄色

ブドウ球菌・大腸菌」の繁殖を抑える効果があり、抗菌

性及び耐久性試験にて実証されています。 
 

■８月初旬リリース、全国から引き合い 

 コロナを機に抗菌加工が注目され、様々な製品が度々

メディアにも紹介されていますが、数ある抗菌の製品の中

では、使用目的から衛生管理の必要性として、トイレット

ペーパーはより適していると考えます。単なる1枚の包装

紙でも、使用するとき一番はじめに手にするものです。 

   新型コロナウイルスを排除するものではありませんが、8

月初旬リリース直後から、「衛生管理の大切さ、清潔さの

安心感を与えたい」という目的で、医療・介護・飲食・食

品の施設など、すでに全国から引き合いがあります。 
 

■健康と安全を守れることが存在価値 

 私達の業界は、コロナ禍において、トイレットペーパーロス

から始まり、ペーパーレスへの加速と矛盾した流れに振り

株式会社橋本清文堂 専務取締役 橋本 雅生 会員 

新型コロナウイルス感染拡大により、事業に深刻

さが増す中、改めて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の体

験を交流しましょう。本企画はコロナ禍での会員

の奮闘体験を掲載します。 

２社がタイアップ「使う人々の安心のため」  

株式会社北國製紙所 代表取締役社長 澤田 親則 会員 
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○自主的に自粛で売上減 

   かなざわ・凛やでは、4月11日から緊急事態宣言解

除される5月25日まで、サロン営業を自粛しておりまし

た。営業内容のメイクレッスンなどは、お客様に直接触れ

る濃厚接触ですが、休業要請される職種ではなかったの

で休業補償も無く、4月の売上は賃料にも満たないもの

でした。 
 

○いち早くオンラインでセミナー開始 

 私は、いち早くオンラインに切り替えることを考えました。

困っている方に何ができるか？を考えると、学校が休校に

なり、就職活動をする学生にとっては、面接もオンラインに

なり戸惑っているのではないかと思い、就活生を支援する

ことにしました。 

 オンラインでの企業説明会や面接時のヘアメイクはもち

ろん、カメラの位置、話し方、目線、照明や窓の位置な

ど、印象を上げるポイントを細かく学生に伝えました。 

   金沢星稜大学からも依頼があり、セミナーを受けた学

生から内定の連絡があった時はとても嬉しかったです。 

就活生にオンラインでの印象アップを支援 

かなざわ・凛や 代表 藤元 澄代 会員 

○新しい常識に対応 

  オンラインでは、リアルと

違い見られている意識が

無い方が多いので、会議

やミーティングでも映ってい

る自分の姿を見て、態度

を改めて振り返ってみること

も必要です。 

 やむなく携帯を触る場合

は、ビデオを停止して相手

側から見えないようにして

からにしましょう〈写真:悪

い例1〉。頬杖をついたり、

画面から顔がはみ出ない

ように心がけましょう〈写真:悪い例2〉。真面目な顔は怖く

見える場合があります。口角を3ミリ上げるだけでも印象が

変わります〈写真：良い例〉。また、進行する方が進行し

やすいように参加することも思いやりの行動になります。 

 新たに気をつけること、マナーなど新しい常識にも対応し

ていきたいものです。（寄稿：本人） 

回されています。 

 そんな中でも、「使う

人々の安心の ため」

に、健康と安全を守る

ことが企業の存在価

値として、この時代と

戦っていきます。 

（寄稿：澤田 親則 

会員） 

※この製品の使用特性として、最も懸念される菌に特に効果があります。 

〈悪い例１〉 

〈悪い例２〉 

〈良い例〉 

■抗菌インキの抗菌性試験データ（JISZ2801） 

試験菌 測定 試験片 生菌数 

黄色ぶどう球菌 

接触直後 無加工 14,100 

室温23℃ 
湿度39％ 

（24ｈ後） 

無加工 800 

抗菌プラスにおわなインキ 検出せず 

大腸菌 

接触直後 無加工 14,100 

室温23℃ 
湿度39％ 
（24ｈ後 

無加工 1,071,500 

抗菌プラスにおわなインキ 検出せず 
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北川＝事業承継は必要ですか？また、事業承継を考え

るきっかけはありましたか？   

河内＝経営者の責任は会社を続けることと考え、必然的に

承継は必要だと思います。承継について意識したのは経営

理念を作ってからです。一番経営理念を理解してもらえる人

(血縁問わず)に承継したいという気持ちが芽生えてきました。 

新家＝事業承継は必須だと思いますが、相手は誰でも良い

わけではないです。法人化して経営理念が固まってから承継

について考えるようになりました。自分が死んだ時の会社のこ

とを考えたら、ドキッとしました。 

宮地＝事業承継は、血縁に拘る必要はないと思います。私

自身は家業は別にあり後継者の立場でもあります。今は別

の道を進みました。将来家業の承継時に経営者として貢献

したい想いはあります。 

堀岡＝承継については必要だと思います。事前準備が必要

で時間もかかりますが、承継は「何を渡すか？」が大事なので

はないでしょうか。 
 
北川＝2代先(30年先)について想像してみて下さい。   

新家＝30年先を考えることは難しいです。ただ、最前線には

いたくないです。 

宮地＝人としてどう生きたかを伝えて行きたいです。事業のや

り方は、若い人のやり方でいいと思います。 

河内＝今のSNSには、ついて行けていないです。居場所は

【座談会参加者】 

堀岡 昭夫 会員 堀岡製本印刷(有) 代表取締役／後継者 

河内 勇二 会員 (株)河内物産 代表取締役社長／後継者 

新家 雄太 会員 (株)あて 代表取締役／創業者 

宮地 亮  会員 BARBER STAGE RYOUEN 代表／創業者 

【ファシリテーター】 

北川 喜隆 広報委員 (有)ウィズｙｏｕ 代表取締役 

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。 

確保しながら想いは伝えたいです。 

新家＝若い社員はインターネット検索すらしないです。インス

タで調べるらしいです。 

堀岡＝コロナ禍において、もう以前には戻らないと思います。

新しい考え方で新しいビジネスモデルを模索する必要があり、

今がそのチャンスではないでしょうか。 
 

北川＝何があるから（何のため）事業承継が必要？ 

宮地＝企業理念を作り、地域に対してやりたいことがありま

す。それに対して賛同して頂けるお客様の為にも、事業承継

して行きたいです。 

新家＝実現したい未来があるからです。経営理念を作り、想

いをわかってもらえる人に継いでもらいたいです。 
 
北川＝事業承継について、会員へメッセージをお願い

します。  

河内＝事業承継に関心がないということは、経営者として責

任感が足りないのではないかと感じます。経営理念が出来た

瞬間、承継の目的ができ、会社を繋ぐ意味を見出せました。

現在から未来を考えられる様になりました。 

堀岡＝社員、顧客、協力会社を安心させる為に事業承継

は必要だと思います。火を消さないこと、そして経営指針を成

文化して伝えることが重要です。 

（寄稿：山岸 恒平 広報委員） 

30年後の自社を想い、事業承継に対する考えを座談会
形式で話し合いました。  

何のための事業承継か？継がれる想いを語る  
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能登支部7月例会 

 能登支部では、新型コロナウイルスの対策として、6月まで

はZoomを使って例会を開催していましたが、7月に県内の

感染状況を踏まえて感染防止対策の会としての活動レベル

が1に緩和したことを受け、2月以来のリアル開催として7月

例会を開催し21名が参加しました。 

 はじめに司会の茶谷会員が、例会開催における新型コロ

ナウイルス感染防止に関するガイドラインを説明し、理解と

協力をお願いしてスタートしました。  

 今回は、新型コロナの影響を多大に被った和倉温泉で会

員企業の旅館に勤務している(株)加賀屋の町居氏とホテ

ルのと楽の瀬戸氏がコロナ禍での取り組みを報告しました。 

 両旅館とも3月4月はキャンセルが相次ぎ、5月6月はやむ

なく休業する事態となり、7月より営業を再開し石川県の

『県民限定宿泊割』の効果もあり順調に予約も回復してい

るが、コロナ収束が見えない状況で出来る限りの対策を講じ

ているという状況を報告しました。 

 7月16日（木） 能登食祭市場  

「危機対応の温故知新」 ～新型コロナウイルスと過去の危機～ 

 今回は企業訪

問として、(株)ネ

オ金沢（高峰茂

会 員）の 親 会

社である高岡市

衛生公社のPRF

（プラゴミの固形

燃料化再生処

理）施設である

TEKリサイクルセンターを見学し、11名が参加しました。 

    産業廃棄物は排出者責任を課せられ事業主は適切に

PRF施設を企業訪問  ～循環型社会への貢献を学ぶ～ 

環境経営委員会 

これを処理しなくてはいけません。マイクロプラスティックの海洋

汚染は身近な問題として取り組む企業も多い中、廃棄物

処理業者には得意とする廃材があり、効率よく処理を行うこ

とで処理料金が異なります。廃棄物業者毎に得意な廃材

を分別し、まとめて業者毎に処理すると安くかつ循環型社会

に貢献できることを学ぶことができました。また、同施設は特

に清潔に配慮した取り組みで、地域住民を雇用して、地域

との垣根を取り払う経営姿勢が表れていました。 

    環境経営を実践して、利益を出して地域を良くする運動

に参加しましょう。 

（寄稿：野村 昭夫 環境経営委員長） 

 瀬戸氏は地

元活性化に取

り組んでおり、

コ ロ ナ 禍 で は

“地域内循環

型”の 経 済 を

進めなければ

ならないと強調

し、これがSDGsに繋がると話しました。 

 町居氏は、13年前の能登半島地震を乗り越えた経験と

今回のコロナ禍においての加賀屋グループの取り組みとし

て、雇用を守りながら『うつらない・うつさない・うつさせない』を

念頭にコロナ対策を行い、さらなるサービス向上を目指して

研修を実施したことを紹介しました。さらに『地元に育てられ

た“加賀屋”』であることを再認識したと報告を結びました。

（寄稿：永田 寿昭 広報委員）  

 7月29日（水） （株）高岡市衛生公社 TEKリサイクルセンター  

報告者 町居 浩徳 氏 （株）加賀屋 営業部長 
報告者 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  
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菊池 佳寿代 会員  社会保険労務士法人  

菊池事務所 （金沢駅西支部） 

 弊社は社労士事務所として、昭和50

年に父の菊池寛治が個人創業しました。

現在法人化し、約10名のスタッフと共に、

役所への手続代行、人事労務の相談・

指導ほか給与計算代行業務等を行って

おります。私がモットーとすることは、お客様との信頼関係を

大切に、できるだけ法律や社会保障制度の複雑な仕組

みを分かり易い言葉でお伝えすること。そして日々の些細

な相談も気軽にしていただけるような事務所づくりを目指し

ております。 

 

青木 裕江 会員 （株）ニジイロクリエイト 

代表取締役（金沢駅西支部） 

   弊社では、食品微生物検

査や水質検査、又、それらに

係わるご提案等を通してコロナ

禍で奮闘する飲食店のテイク

アウト、デリバリーへの取組みに

おいてその衛生管理や製品の安全性へ一助しています。 
 

伯耆 身奈子 会員 美心身菜（株）代表取締役 

（金沢駅西支部） 

 全国の方へ、“軌道修正”のためのコンサ

ルティングをご提供中です。劇的にオンライ

ン化が進む中、オンライン会議「ZOOM」

を利用しての企画とその運営方法のご相

談が多くなりました。集客面では特に、

「LINE公式アカウント」や「メールマガジン」などのツールが

見直され、現状と強みを活かしての別分野への着手などの

ご相談も増加しています。オンラインならではの体系的な

考え方が、中小企業がチャンスをつかむ大切な視点となっ

ているようです。 

 

前田 陽介 会員 前田印刷（株）代表取締役社長 

（白山・野々市支部） 

 当社では、新型コロナウイルス感

染拡大防止の一助となるように、

抗菌マスクケースを作成しました。

飲食店でマスクを外した時に、マス

クの置き場所に困りませんか？お店

側にとっては、外したマスクがテーブルに並ぶと不衛生だと

感じたことはありませんか？そのお困りを解決！当社のマス

クケースは両面を抗菌加工した紙製で安価です！プラス

チックスマートです！お店のロゴやメニューを印刷すること

で、お店のアピールにもなります。使い捨てなのでとっても安

心安全！飲食店、ホテルなどの業界の皆様、ぜひご利用

いただき、金沢の食を安心して楽しんでいただきましょう！ 

 

飯田 泰広 会員 ばんき和漢堂薬局・鍼灸院 

代表 （金沢駅西支部） 

 ばんき和漢堂薬局・鍼灸院は、1人1

人、じっくりお話をお聞きし、 漢方カウンセリ

ングを通じて、病気の改善はもちろん、 病

気を克服した先の、明るい未来を一緒に

考えていくお店です。 鍼と灸、そして漢方

薬のコラボレーションによって、過度なストレスで崩れた体の

バランスを整え、誰もが持っている自然治癒力を高めるお

手伝いをします。 

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。 

コロナ禍で直接の交流が希薄になる中、より多くの企

業を紹介するために、前号に続き5社が会社や商品

のPRを寄稿しました。（※順不同） 
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９ 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 ※Zoom    9月例会 

白山・野々市支部  ※Zoom 9月例会 

9月11日（金）18：30～21：00 
 

「コロナに負けない経営者」  
 

 河端  徽岳 会員 
 (株)アース 代表取締役社長 
   

   新型コロナウイルスの影響により、外食

業界は大きな打撃を受けています。日々状

況が変わる中で、生き残るためには何が必

要なのか？また経営者として何を成すべき

か？ 

 今年７月に「小木曽製粉所」を金沢新神

田に新規出店した河端会員。苦境の中でも

常に前向きに新たな取り組みを行う経営者

の覚悟を報告します。 

 また、企業変革支援プログラムを利用

し、「経営者の責任」について学び直し、

自社の課題を明らかにしていきます。 

9月15日（火）17：30～20：00 

※Zoom例会 
 

「夜間・早朝の活用による新たな 

 時間市場の創出事業（観光庁） 

 連携による地域活性化」 
 

佐藤 孝俊 氏 

一般社団法人ななお・なかのとDMO 次長 
 

   和倉温泉の「宿」と七尾市内の「食」を

観光客にアピールしようと観光庁連携の新

規事業を11月にスタートするななお・なか

のとＤＭＯ。例会で目的や概要などを講

演、その後のグループ討論で能登支部とし

ての地域づくりを見直し、また両団体の連

携を模索する例会と致します。 

金沢城南支部 ※Zoom×ﾘｱﾙ 9月行事 

9月26日（土）～27日（日） 

    13時～13時（時間は予定） 
 

「金沢城南支部流  

      幸せになる24時間」 
 

 会員同士の絆を深める、Zoom×リアル、

学び×楽しみ等の企画を練っています。 

 どこかの時間、どこかの企画だけでも是

非ご参加ください。 

 詳細は追ってe.doyu等にて、ご案内し

ます。 

南加賀支部       9月例会 

金沢駅西支部・金沢中央支部・広報委員会合同 ※Zoom      9月例会   

9月23日（水）18：00～20：50 ※Zoom例会 
 
「広報活動と経営は不離一体」 
 ～同友会会活動と自社での広報実践を通して、広報の本当の意味と力を知る～ 
 

 加藤 昌之 氏 (株)加藤設計 代表取締役 

 （前中同協広報委員長／愛知同友会副代表理事） 
 

『金沢中央支部と金沢駅西支部と広報委員会の合同例会です。』 

 コロナ禍において、改めて自社をどう魅せるか、知ってもらうかが重要になってきてい

ます。 

 中同協前広報委員長の加藤昌之氏より、広報活動を通して自社を変革した報告、広報活

動の力と意義を学び、今私たちが自社で必要な広報活動に気づく例会とします。 

9月25日（金）18：30～20：45 

こまつ芸術劇場うらら 
 

「楽しく生き生きした 

     会社になるには？」 
 

 中野 真吾 会員  
 北陸白山生コンクリート(株)  

  代表取締役社長   
  

 約10年前に父親が亡くなり事業承継をす

ることになった中野会員。 

 5年前に例会で報告したが、その後どの

ような心境の変化があったのか？ 

 楽しく生き生きした会社にしたいと思い

ながら、北陸新幹線工事が終わりに向かっ

ている昨今、何ができて何ができていない

のかを赤裸々に報告していただきます。  



 

 

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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田野口 和矢 会員 （株）サクセスブレイン 常務取締役・税理士 

 （ 経営コンサルティング。税務会計コンサルティング ）              

表紙写真提供：ヘアメイク：かなざわ・凛や 藤元澄代 会員 

   新型コロナウイルスの中小企業への影響調査（7月15～27日実施）を実施し61社が回答しました。このこの調査は3月、6月に実

施した調査に続く第３回目となります。 

◆マイナス影響ある、懸念が前月同様８割超 

  新型コロナウイルス感染症拡大による経営へのマイナスの影響

が「出ている」と回答した企業は、6月実施時は56％だったのが

2％減となり、「懸念される」が26％から28％に微増しました。合わ

せると先月と同じ8割超になりました。 

◆年同月期比の売上は5割の企業が「減少」 

   前年同月期比は、「ほぼ変わらない」が6月調査19％から今回

25％に増加しました。増加（1％以上増加）した割合は前回

19％から今回26％に増え、減少した割合（1％以上減少）は

64％から今回は49％へと減少しました。前年同期比で6月調査

時点よりも少し落ち着いてきたことを示していますが、まだまだ減少

が約半数を占めており予断を許さない状況が続いています。 

  「新しい生活様式」の業績への影響については、プラスの影響

が8％、マイナスの影響31％、プラス・マイナス両方の影響が

31％、わからないが30％でした。 

※詳細は石川同友会HP「新型コロナウイルス関連情報」参照。 

 

■日時 9月17日（木）-18日（金）オンライン開催  

9/17 15:00-15:30分科会オンライン受付 15:30-18:00分科会 

9/18 9:00-9:30オンライン受付 9:30-12:00全体会（開会挨拶、パネルディスカッション、2030ビジョン発表、挨拶、まとめ） 

■会費 3,000円 ■詳細・申込はe.doyuで。 ■申込締切 9/4（金） 

第3回新型コロナウイルスの影響調査集計    新型コロナウイルス特別委員会 

舘 喜洋 会員（農事組合法人 北辰農産 代表理事）が第12分科会で報告 


