
6／21（月）ＫＩＲＣ ミニプレゼン・理事会 開催報告
期 日 令和 ３年 ６月２１（月） 10：00 ～ 11：30
場 所 オンラインzoom開催（岩崎理事のパーソナルミーティングルーム）

ＺＯＯＭホスト：岩崎理事、司会進行 小川理事
参 加 者 会員１０名 ＋ ゲスト１名（講演者 株式会社太陽住建 河原勇輝代表）

■開会ご挨拶 猪 狩 理 事 長より
本日、ミニプレゼンで 株式会社太陽住建 河原勇輝代表にお話しを頂く予定ですが、
渡邊副理事長より後程ご紹介を頂く前にＫＩＲＣが「ヨコハマSDGｓ文化祭」の運営協力
団体として表示され、また渡邊様が実行委員長に就任されたことをご報告します。

渡邊様には河原代表の本日のミニプレゼンのとりもちも頂きました。
本日は、10：30頃より参加される予定です。

先日皆様にお諮りしたＫＩＲＣの運営協力の件が、表示されているというご報告。
各社のＳＤＧsの取り組みについて報告されているので、ＫＩＲＣも今後に向けにどう
取り組むかの足掛かりとして参考にして欲しい。

■事務局より報告： 今後の会議の開催
〇次回理事会 ・・・・・7／19（月）zoom10：00～11：30 に決定。
〇８月夏季会員会・・・・・
開催時間帯：2時間

※昨年同様、海外の駐在者の参加候補者（ミュンマー等）も考慮したい（猪狩様）
zoomならでは内容など、次回理事会までに決定する。
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開 催 日 時（zoom）日本時間
Ａ 案 8／11（水）15：00～17：00
Ｂ 案 8／12 (木）15：00～17：00

⇐ ＫＩＲＣが運営協力団体として登録



「ＫＩＲＣ通信第５２号」
２部 委員各位からの報告

①オランダ 新型コロナウイルス関連情報 ： ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾞﾘｯｼﾞ にえけ氏より

ワクチン接種率も向上し、レストランでは人数制限も撤廃された。2001年・2002年生ま

れの接種が開始され、それ以前の国民は接種済み。デジタル証明書（ＥＵデジタル
COVIDサティフィケート）が発行され、ｺﾝｻｰﾄ会場でも入場がフリーとなります。仏・スペ
イン・独国は観光客の受け入れがＯＫとなっています。サッカーの開催も開始している。

第１部 オランダ 新型コロナウイルス最新情
報 ：

グローバルブリッジ （ＫＩＲＣ法人会員）
にえけ氏よりの報告

オランダの第４弾の緩和処置の内容が6／18に発表された。マスクは着用無し、距離を
とること（1.5m） 渡航については、オランダのリスク国から日本が外れたので、日本か
らオランダはフリー（証明なし）渡航となった。 ※昨日オーストリア・ウィーンで大観客
のｺﾝｻｰﾄ開催が放映されてました（猪狩理事長）



「ＫＩＲＣ通信第５２号」
■「ヨコハマＳＤＧs文化祭」の開催紹介 渡邊副理事長より
７／１０（土）10：00～18：00 みらいチューブ（みなとみらい駅）で開催されます。
ＫＩＲＣには、運営協力団体に登録していただいているので、参加方よろしくお願いします

２部 ミニプレゼン（11時～11時30分）
【ナビゲーター渡邊桃伯子副理事長よりヨコハマＳＤＧs文化祭の紹介および株式会社
太陽住建河原勇輝代表についてのご紹介】
みなとみらいの「みらいチューブ」というスペースがあって、今回実行委員長を拝命し
ました。
未来都市ＳＤＧsのデザインセンターを作って、認定を実施している。 最上位認定で
ある石井造園の石井社長、大川印刷の大川社長、太陽住建の河原社長の３社が
ＳＤＧsのトップ企業として選ばれた：ＳＤＧsを事業の一つとして取り組み収益も実現
されていることが評価されてます。そういう実現をされている企業家と質疑応答も出
来るという企画です。ＫＩＲＣの皆様も中小企業を支援されている立場で参加されるこ
とを希望します。
マイクロプラスチック・ストーリーはプラ ステックごみの問題をﾆｭｰﾖｰｸの子供達が、
発生から人体への悪影響等を調べてニューヨーク市長まで報告に行って学校の給食
のノーマイクロプラスチックＤＡＹの実現という映画で、日本でも各団体が上映活動を
しています。 監督が佐竹氏で、当日会場で上映されます（76分 小学生は無料）
18：00から音楽会も当日開催されます：水野さん（バイオリニスト）他出演。
繰り返しになりますが、当日お時間がある方は参加をお願いします。

本日、ミニプレゼンの講師である太陽住建の河原社長は当日11：00～トークイベントに参加さ
れますので、ご都合の付く方の参加をお勧めします。
※ＫＩＲＣの会員の皆様も、この１年半はＺoomでしかお会いしていません。



「ＫＩＲＣ通信第５２号」
渡邊副理事長より株式会社太陽住建 河原勇輝代表の紹介：
先日、フジテレビ（全国）で「地域の空き家活用」というテーマで放映されました。

１２期目になる小さい企業です。
多種多用な仕事を継続していた。

小さい仕事の積み重ねによる事業の成立
を志向した➡地域密着型事業を主体

地域密着に特化した事業活動を推進。
⇢「プレミアム企業認定」を受けた。
市内で、５社が認定を受けている。

上記２つの事業を主体とした活動。
スタンスを変えての事業に特化した。
障害者の低給料の改善に貢献したい。

１５歳で工事会社の職人に
なって以来、24歳で独立して

創業したが、多額の負債を
負ってしまうという経験も積
んだ。地域密着型企業の在
り方を企業理念としました。



「ＫＩＲＣ通信第５２号」

障害者の就労に対しての取り組み：仕事の細分
化⇢防水加工・太陽光パネル架台組み立て等
ＳＤＧsに直結した事業を展開した。

「２０年後の自分に手紙を書く」 ⇢
20年後にまたここに集おう。
閉電式にまた胸を張って立ち会う。

横浜環境活動賞の受賞：

横浜市に関わっていただいて、推進し
ています。

横浜市住宅供給公社の課題である空き家（250
㎡）に解決策として提案：企画書を提出した。
ポイント：“街づくりの拠点にしましょう”

いろいろなイベントにも関わって
います。例.大岡川の魅力の発信。

地域住民の方に100㎡のスペースの確保：中小企業
としてのビジネスの課題・解決を探る



「ＫＩＲＣ通信第５２号」 つづき

情報の収集 → 地域社会での問題は
「空き家」であった。

横浜市磯子区の例を紹介：今ここから参加
しています。 １階・２階で仕分けしている。
ｺﾐｭﾆﾃｨとﾋﾞｼﾞﾈｽの融合にも苦心している。

熊本の被災地を訪問:３km先の避難所に行く
のが大変だということで空き家に住んでいる。
眼の前の町内会館も一杯。

2033年には、3軒に1軒は空き家になると
いう予測⇢地域防災拠点にすれば良い。
耐震ｼｪﾙﾀｰく導入、太陽光発電を導入。

ＳＯＬＡＲ ＣＲＥＷ：ワークショップを提案したら、壁を壊
すことから参加したい・デザインから参加したい：作り上
げるストリーから参加

12番のつくる責任・つかう責任に

該当するので、会員制で関わって
もらうことで進めている



「ＫＩＲＣ通信第５２号」

会員制で関わってもらうということにしてい
る。資金は企業側から拠出してもらう。

個人会員は拠点を作るところから参加。

6／9にフジテレビにこのことが取り上げら
れ放映された。

神奈川県を始め現在９拠点で活動している。

昨年、環境大臣賞を受賞した。
地域コミュニティを活性化させた。

横浜では150人の仲間と清掃活動を実施し
ている



「ＫＩＲＣ通信第５２号」

以上我が社の活動についてお話しをさせて頂きました。このようなお時間を頂き有難うござ
いました。

【質疑応答】：
●地域防災拠点の停電の課題 小学校での太陽光による発電は良い解決策と感じました。

→ 千葉の大規模停電の経験から太陽光発電の必要性はあると思う。
太陽光の発電も費用は？
→ これから社会問題化する中古パネルの有効利用を手掛けている。

「中古パネルで机を作る」・・・ソーラパネルの机 （動画鑑賞）
※ソーラパネルに足がついているイメージ

●空き家のテーマは外せないテーマと感じている。家主様との関係はどうされているか。
→当然家主様には賃料をお支払いしている。家主様も物件の管理に困っていたので、
有効利用してもらうのは有難いという関係。
山北・真鶴地区は行政より紹介を受けることが多い。
ソフトバンクさんにオンライイン講座を実施いて貰っている。

●杉田駅のＹワイ広場を一度ご覧いただくことをお勧めしたい（渡邊副理事長より）
※ 7／10のヨコハマＳＤＧs文化祭の河原社長の講演をお聴きください。
→予算の使い方：百万単位が数拾万単位で活用できるので、関心を持って欲しい。

資源循環という授業を通じて、教育関係に
も携わっています。資源循環の教育。

目標・ターゲット・指標を明確に掲げて進め
ています。地域住民の方からも評価を頂く。

2019年7月にニューヨークでＳＤＧsリポート
を発表した。

縁によって起こる 見えない価値を大切に



「ＫＩＲＣ通信第５２号」

２部 委員各位からの報告
②ワクチン接種の近況を参加者から聴取しました。（5～6月の状況）

※２回目の接種については、ワクチンのメーカーについて間隔期日に差あり。
（ファイザー以外は、３～４週間空ける）

※20代女性が副反応が出やすい（渡邊塾理事長談）

③米国のワクチン開発：テレビ東京ﾓｰｻﾃ上映画像紹介 （小川理事より）
陸軍大将が総指揮官として進行している。
参加している多くの省庁を総指揮している。
オペレーション・ワープ・スピード（OWS）の手法で推進・管理を実行。
①複数のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを同時進行②3万人のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱでデータを積み上げ
③治療の際中に精算を開始④ﾜｸﾁﾝ完成前から「配布と接種」準備開始
【特徴】資料に記載されてる上記①～④のｽﾃｯﾌﾟを同時進行させて国民へ
のﾜｸﾁﾝ接種を早めた（１年数か月） OWS手法を駆使した。

↓ 参加者の画像

〚編集者 小川康雄〛

小川 岩崎 猪狩
理事 理事 理事長

（ホスト）

中山 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 石川
理事 ﾌﾞﾘｯｼﾞ 副理事長

にえけ氏

ミニ
プレゼン
講師

猪原理事 渡邊副理事長 太陽住建 河原社長

接種会場 接 種 者 進 捗 状 況

市町村の
設定会場

猪狩理事長（１，２回目終了）

小川理事
中山理事

鎌倉市：円滑な運営でした。
30%進捗している。

15分安静含めて45分かかる。
藤沢市の場合、近隣医院ＯＫ
接種券がやっと届く。電話予約した

自衛隊
大規模会場

清水理事、岩崎理事
（２回目は4～6週間後）

岩崎理事：体調、変化なし
モデルナは4週間空ける。

近隣
かかりつけ医院

日野理事
猪原理事
渡邊風理事長

日野理事：翌日筋肉痛あり（1回目）
（音声の不調で通話なし）
接種券持参：20本／日の接種本数
（限定）2回目7/4の予定

自宅まで
医師の往診

石川副理事長
（１回目・２回目共）

近隣の医師
常日頃往診でお世話になっている


