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はじめに

政権交代で「株高円安」が景気浮揚効果を発揮するかのよう

に言われる中、円安でエネルギーコストが上昇し、さらに原材

料を輸入に頼る中小企業は厳しい状況を迎えています。

そのような中、昨年度は最高の会員数を迎えた同友会が16同

友会となり、全国の会員数は過去最高の４万2,858名（純増882

名）となりました。これは、東日本大震災で先頭に立って復興

へ向けて奮闘する会員企業の姿や経営指針を持って強じんな

経営体質を持つ企業づくり運動を展開し、中小企業振興基本条

例を制定して地域をも変えていこうとする同友会への期待の

高まりによるものです。

また、地域の雇用を守るためにも、行政や研究機関、金融機

関などと連携し、金融円滑化法終了へ向けた対応や、中小企業

振興基本条例をすすめる活動も大きく進み、これまでに25道府

県で制定され、同友会運動への確信が広がっています。

昨年度の活動には以下の３点の特徴があります。

①「人を生かす経営」を推進する経営指針成文化運動と社員教

育、共同求人活動の連携がすすみ、障害者雇用も視野に入れ

た企業づくりが広がりました。その上で「第３回人を生かす

経営全国交流会」のアピールでは時代がどう変わっていこう

としているかをつかむ時代認識を高め、付加価値の高い仕

事づくりをし、その輪を広げていくことを発信しました。

中同協では「企業変革支援プログラムステップ２」を発刊し、

企業変革の具体的な道筋を示しました。

②地域の危機感を共有して、中小企業家の声を発信し、各同友

会で行政や研究機関、他の経営者団体などとの対外的な連携

が進んできました。６月に東京で開かれた「中小企業憲章推

進月間キックオフ集会」には、中小企業４団体、諸政党の参

加を得るなど、全国の運動を励ましました。また、企業経

営、同友会運動、地域づくりは、理念、方針、計画のもとで

進め、同友会で学んで実践してきた経営者がその核となって

取り組むことが大切であるという確信が広がってきました。

③「すべての地域に同友会をつくろう」を方針に、同友会理念

に基づく企業づくりを運動の中心にすえて進め、会員訪問や

小グループ活動などで、経営者の顔と企業が見える取り組み

が広がりました。同友会の学びの内容をホームページや機関

紙・誌などで「見える化」して発信するなど、対外的な発信

も強化され、「自社を何とか変えていきたい」「このままでは

先が見えない」などの声がある中、「一人で悩まないで同友

会で学ぼう」と声をかけ、輪を広げている同友会への期待が

高まっています。

1.中同協第45回定時総会議案

企業づくり
～環境変化に対応した強じんな
企業づくりの実践へ

同友会では「労使見解」にあるように、社員との信頼関係を

築き、企業を維持発展させていくために、「組織的経営」に取

り組み、強じんな体質の企業づくりを進めてきました。

「組織的経営」とは、まず社員を雇用して経営指針を共有し、

社員をパートナーとして企業経営を進めていくことです。

また、同友会では「一人で悩まないで」と誘いあい、経営課

題を出しあい、本音が語りあえる会風をつくり、会員一人ひと

りが、謙虚に学び、経営者としての資質を身につけ、若者が将

来に希望をもって働き続けられる企業づくりを進めてきまし

た。「同友会ではどのような企業をめざし、何をどのように学

ぶのか」の議論を深め、多くの同友会でも、経営指針のもとに

新卒採用して共に育つ社風づくりを進めていくための委員会

（経営労働、共同求人、社員教育、障害者問題）間の連携した

活動が進められてきています。

１、「人を生かす経営」を推進する活動へ

(1)「人を生かす経営全国交流会」の成果とアピールから

隔年で開かれている「人を生かす経営全国交流会」が愛知で

開かれ、44同友会1,308名が参加しました。「人を生かす経営」と

は、経営者自らの経営姿勢を確立し、経営指針を社内外に明示

して社員教育を進め、持続可能な企業・地域をつくっていくた

めに、若者の計画的採用を行うとともに、障害者の力を生かす

雇用を進めることです。確認されたアピールでは、「21世紀型

中小企業づくり」を推進することの重要性を改めて確認すると

ともに、以下の教訓を得ることができました。

①経営者が時代認識をもち、自社の強みを明確にして発信し、

企業間連携や外部（行政、教育・研究機関、金融機関など）

との連携で、国内外を問わず市場を創造しやすくする仕組み

をつくり、付加価値の高い仕事をして、雇用を増やしていく

第１章 昨年度の活動をふりかえって
～会員を増やすことが地域を変える確かな力に
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こと。

②経営者として同友会で学び、学んだことを経営実践し、同友

会で学ぶ仲間を地域に増やし、同友会理念に基づいて地域を

変えていくこと。

これらをふまえて、「人を生かす経営」をすべての同友会活

動の柱にすえて学び、実践していくことを呼びかけました。

各同友会では「若者が将来に希望の持てる企業や地域」にし

ていこうと、新卒採用の実践を広げる例会や共同求人活動の活

性化と社員教育活動との連携による組織的経営の強化が図ら

れてきました。中同協の委員会間（経営労働・共同求人・社員

教育）でも相互に成果と課題を共有しながら連携を深めていま

す。障害者雇用の推進では外部からの期待も高まっています。

【実践事例1：埼玉】

共同求人サイトＪｏｂｗａｙの登録企業数は732社（前年比

109％）でしたが、登録学生数はのべ３万9,420人（前年比64％）、

合同企業説明会参加企業数はのべ1,912社（115％）、参加学生

数は１万5,494人（77％）と、公務員や大企業への安定指向な

どから学生の参加が大きく減っています。インターンシップな

どを通じてさらに中小企業への理解を広げる運動が必要です。

(2)経営指針実践検証・見直し運動

～経営指針の実践へ仕組みづくり、

企業変革支援プログラムの活用

中同協企業環境研究センターのＤＯＲ100号オプション調

査（経営指針）では、経営指針を成文化するだけでは業績に結

びつかず、社員と共有して外部発信し、計画の到達点を毎月確

認している企業の業績が高いことが明確になりました。【実践

事例2：ＤＯＲ100号オプション調査】

昨年度は45同友会で経営指針成文化セミナーが開かれ、827

が修了しました。成文化した会員が例会報告を行うとともに、

さらに共同求人や社員教育活動に参加し、実践を促す動きが生

まれています。【実践事例3：兵庫】

「企業変革支援プログラムステップ１」で自社の立ち位置を明

確にし、昨年度新しく発行された「ステップ２」で、経営課題

を克服していくための道筋を明確にして経営指針に反映する

ことができるようになりました。

(3)共に育ちあい、地域の未来を担える企業づくりを

～経営者と社員が共に学びあう場の創出と指針の実践へ

社員一人ひとりの人生を大切にし、共に育つ社風をつくって

いくことが重要です。「会社の方向性と社員のめざすものとの

共有が大切、それが経営指針を実践すること」という認識が広

がっています。社員教育活動を経営指針実践運動と結びつけ、

社長と社員が共に学ぶ場をつくる同友会が増えています。【実

践事例4：岩手】

中同協では『新共に育つ』と改訂版『人材育成で企業の活性

化を～共同求人活動のすすめ』を発行しました。第16回障害者

問題全国交流会（９月13～14日・大阪、34同友会664名）は、

過去最大の規模となり、地域からも注目されてきています。

(4)労働環境の改善強化にむけた活動が課題

経営指針成文化が進む一方で、「労働環境改善の課題が方針・

計画の中に位置づけられていないのではないか」との指摘があ

ります。厳しい時代だからこそ積極的に現場の声を取り入れて

効率化を進め、ワーク・ライフ・バランスを推進し、人口増に

貢献できる企業づくりなどが期待されています。「労使見解」

の精神を生かした労働環境の改善を経営計画に位置づけるた

めの学びの場が求められています。

(5)企業づくりを支援する企業変革支援プログラムの活用

これまでに「企業変革支援プログラムステップ１」は約１万

8,000冊普及し、e.doyuへの登録は2,500社を超えました。昨年

11～12月に５同友会が積極的に「ステップ１」のe.doyuへの登

録を推進しています。【実践事例5：大阪】

各同友会で例会や経営研究集会、新会員オリエンテーション

での活用、企業訪問でプログラムチェックシートを基に経営課

題を深める活動などが行われてきています。【実践事例6：徳

島】

昨年「企業変革支援プログラムステップ２」が発刊されて、

3,800冊普及しました。「ステップ２」には会員企業の実践の英

知が生かされ、「ステップ１」で明確になった経営課題を経営

指針に反映して実践に移すための有効なプログラムとして活

用が期待されています。

２、新しい仕事づくりへ～連携を広げ国際的視点で

(1)海外視察増える～連携しながら市場開拓

この２年間で、20同友会が海外視察などを行いました。特に

東アジアへの視察や交流が進んでおり、同友会としての取り組

みが広がっています。会員間で先進事例に学び、現地に行って

実態をつかみ、足がかりをつくって市場や生産拠点を求める動

きが生まれています。全研では中同協としてアジア進出に関す

る分科会を持ち、海外展開の成果と教訓などを学びました。【実

践事例7：石川】

(2)多彩な連携で新事業をつくる、農商工連携、地域間連携

各同友会で新事業創造に向けた企業連携、産学、産学官、産

学官金連携などさまざまな動きが生まれています【実践事例

8：長野】。農業関連の部会をつくり一次産業との連携や地域

間の連携、国際連携を図る取り組みも生まれてきました。【実

践事例9：山形、岩手と宮崎、釧路と三重】

中同協・企業連携推進連絡会では、研究グループ活動の推進

を図り、「食と農連携」グループが誕生し、具体的な全国レベ

ルの企業連携の活動に弾みがつきました。
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(3)環境経営に取り組み、資源循環型地域づくりと仕事づくり

中同協として環境経営とＣＯ2の排出量削減に取り組む企業

を顕彰する「同友エコ」に、16同友会から86社が応募しまし

た。省エネや新たにエネルギーを作り出す創エネへ取り組む企

業が増え、地域や社員とともに環境経営の実践が広がっていま

す。

３、広がる青年経営者の連携と、
後継者と事業承継の取り組み

(1)青年部連絡会、青全交、青年部活性化の取り組み

昨年２月に第１回目の会議が持たれた「中同協青年部連絡

会」は、近畿圏や首都圏、北陸３県などのブロックでの青年部

活動の活性化のなかで、同友会では何を学ぶのか、どのように

学ぶのか、次代を担うリーダーとしての課題を明確にした議論

が行われるようになりました。【実践事例10：北海道】

「第40回青年経営者全国交流会」（島根）は46同友会から984

名が参加し、「 縁 創造」をスローガンに青年経営者が連携を
えにし

深めました。

(2)将来の事業を担う若者を育成

国内企業の66％が後継者不在（帝国データバンク調査、2011

年）という重い現実がある中、次代の経営者を育てる幹部教育

と事業継続の課題を取り組む活動が出てきました。事業承継す

る側（現社長）からの取り組みとして、後継者育成としてベテ

ラン会員のグループで学ぶ場を設けています。【実践事例11：

三重、鹿児島】

４、女性が活躍できる企業づくりを広げる

(1)内閣府との連携による、ポジティブ・アクション、

ワーク・ライフ・バランスの取り組み

中同協として内閣府男女共同参画局との連携が進み、男女共

同参画推進連携会議に５年連続で委員を派遣。ワーク・ライフ・

バランスや女性のエンパワーメント推進委員会でも委員とな

り、中小企業の立場から発言してきました。

同局との共催事業「ワーク・ライフ・バランスシンポジウ

ム」（2013年2月・東京）では企画段階から協議の場を持ち、

中小企業憲章の推進も兼ねためざす企業像への取り組みにつ

いて議論しました。女性の活躍を推進する企業としての国際的

な公約の署名（ＷＥＰｓ）にも代表役員が取り組みました。

第15回女性経営者全国交流会（６月21～22日・沖縄、40同

友会457名）を「日本の地域の再生に女性の力を」をメインテ

ーマに開き、女性経営者の力の発揮が社会的に求められている

ことを確認し、生活者の視点での仕事づくり、命や平和の大切

さなどを学びました。

(2)女性部の活性化

ポジティブ・アクション（2030年に指導的地位における女

性の割合を30％にする国際的な取り組み）を受けて、組織的に

女性会員を役員として迎え、女性リーダーを育てようという同

友会が出てきました。また、女性経営者や経営者夫人、女性幹

部社員の学びの場として女性部が活発化、再生されるなどして

います。【実践事例12：和歌山】

第16回障がい者問題全国交流会（2012.9大阪） 第40回青年経営者全国交流会（2012.10島根）

内閣府との共催で行われたワーク・ライフ・バランスシンポジウム（2013.2）
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地域づくり
～中小企業振興基本条例制定の動
き広がる

１、中小企業振興基本条例の制定・活用、
中小企業憲章を普及し強化する運動の広がり

(1)条例制定自治体が広がり、同友会も積極的な役割を果たす

持続可能な地域にするために地域産業をどのように振興す

るのか、行政や各地域主体の模索が強まっています。そうした

中、中小企業憲章閣議決定が追い風となり、各地域で中小企業

振興基本条例への注目が増しています。2012年は８県12市２

町、2013年は５月までに２県10市で制定され、現在25道府県、

95市区町（69市16区10町）に広がっています。都道府県レベ

ルでは半数を超えたことになります。

この間の特徴を３点にまとめると、一点目は、条例の内容に

ついて同友会が作成段階から関わることが増え、地域の将来を

考える中小企業家によって同友会の新地区・支部づくりと条例

づくりが一体に取り組まれる事例が生まれています【実践事例

13：秋田・仙北市、14：大阪・ひらねか支部】。二点目に、

中小企業振興のために金融機関や教育機関が果たす役割に言

及する条例も生まれるなど、内容の豊かさと多様化が見られま

す。三点目に、さらに制定後の条例の普及と活用について、取

り組み状況を点検しＰＤＣＡサイクルを明確にしている事例

【実践事例15：神奈川・横浜市】、市内小学生向けに中小企

業を知るＤＶＤを作成した事例【実践事例16：大阪・八尾市】

など独自の工夫が展開されています。行政組織に山形県では

「中小企業振興課」、横浜市では「中小企業振興部」が新たに

設置されるなどの変化も見られます。

(2)憲章推進月間を軸に、国会決議をめざした動きを展開

中小企業憲章推進月間には多様な取り組みが展開されまし

た。2012年６月に中同協が開催した「キックオフ集会」には

中小企業庁・中小企業４団体・６つの政党（国会議員13名）の

臨席もあり憲章の国会決議をめざす取り組みの弾みとなりま

した。2012年度、憲章推進月間には全国38同友会が取り組み、

約2,600名が参加、行政や他団体の参加者とともに学びあい、

条例制定運動に加速度を与える契機となりました。憲章普及・

強化の取り組みの中で「憲章の理念に立って考える」、「憲章に

沿って求める」という気風が生まれました。東日本大震災の被

災地では「復興は憲章の精神で」との声が上がっています。

2012年末の衆議院選挙に際しては、候補者に対して憲章の国

会決議を求める取り組みに９割の同友会が取り組みました。国

会決議への賛否を尋ねたアンケートでは、回答されたほとんど

の候補者が賛成を表明。その後、安倍首相は国会で「中小企業

憲章の理念を踏まえ、支援策を着実に実施していく」と表明し

ました。今後は中小企業憲章の国会決議が求められます。

２、高まる地域からの期待と、
会外との連携の取り組みの広がり

(1)行政・他団体との連携、政策提言の取り組み

各同友会では他団体・行政とのさまざまなテーマでの連携、

また、同友会としての政策提言が取り組まれています。最初は

単発の連携であったものが、同友会を知ってもらい信頼が高ま

ることで、多面的な連携につながり地域での存在感が増してい

ることが特徴です。

中小企業金融円滑化法終了の問題では多くの同友会が影響

調査に取り組み、行政・他団体・金融機関との懇談や、行政へ

の政策提言が展開されました。京都同友会は影響調査に基づき

行政と懇談したほか、他団体と「中小企業経営安定セミナー」を

共催し、その場で金融機関も「“オール京都体制”で総合的支

援」を表明するなど、連携体制を強化しています【実践事例

17：京都】。

中同協はさまざまなテーマで機敏に対応しました。毎年の

「国への政策提言・要望」に加え、金融円滑化法終了問題につ

いて個別の要望・提言を発表して中小企業庁・金融庁に要請。

「国への政策アイデア提言アンケート」を実施し中小企業庁と

の懇談にも取り組みました。また中小企業庁の「中小企業会計

要領」策定作業に参画し、中小企業憲章に関する記述が盛り込

まれました。

東京同友会は、民法改正に伴う債権法の大幅改定作業に際

し、第三者保証の全面禁止と個人保証の規制を求めて行動しま

した。この過程で日本弁護士連合会（日弁連）との連携が発展

し、中同協と日弁連の共催でシンポジウム（2013年２月・東

京、150名）を開催。一連の取り組みを通じて会内での関心が

高まったのと同時に、大手マスコミの報道もあり社会的注目が

高まりました【実践事例18：東京】。

(2)調査活動と一体となった地域づくりの展開

―ＤＯＲ100号記念行事を開催

各同友会で景況調査をはじめ各種調査が引き続き取り組ま

れ、政策提言への活用や会内の活動の指標として活用されてい

第2第2節節
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ます。同友会景況調査（ＤＯＲ）100号記念行事では、景況調

査が会員企業で積極的に活用されていること、経営指針の徹底

した実践と社内共有、理念の外部発信が業績改善につながって

いるなどの調査結果を共有しました。

行政、大学の研究者、他団体などと積み重ねてきた信頼関係

を基礎に、地域の中小企業の実態調査に取り組むことで地域の

現状が共有され、地域づくりの現状と内容について具体的な議

論につながっています。

地域での全事業所調査や地域の産業連関を分析する取り組

みも、地域経済の現状を知り、産業振興政策について有意義な

示唆を与えるものとして注目されます。【実践事例19：愛媛・

東温市、宮崎・川南町】

東日本大震災からの復興
～全国規模で復興シンポジウム

１、ＲＥＥＳ（中同協東日本大震災復興推進本部研究
グループ）立ち上げ

東日本大震災から２年、地域経済と中小企業を尊重した復興

が重要な課題となっています。中同協では2012年11月に、東

日本大震災復興推進本部研究グループ「ＲＥＥＳ」※を立ち上

げました。大震災の経験を風化させず、政策的対応を促進させ、

原発・エネルギー問題を深めるための活動をはじめました。

甚大被災３県を対象とした企業実態調査（2013年１月調査・

673社回答）と、「第１回東日本大震災復興シンポジウム」を

福島で開催し、43同友会および中同協234名が参加しました。

また福島同友会相双地区会が発刊した『逆境に立ち向かう企

業家たち』（同地区の85社すべての会員による手記を収録）は、

他県の同友会事務局員も手記の作成に協力し、中同協としても

普及に取り組んでいます。

２、地域復興にむけた企業づくりに地域からの期待が
高まる

岩手・宮城・福島など東日本大震災被災地域の各同友会は、復

興にむけて企業の実態を共有し、企業づくりを運動の中心にす

えて取り組みました。全会員訪問に取り組み、実態を聞き取り、

企業づくり・地域づくりの方向性を議論してきました。岩手同

友会は気仙事務所、宮城同友会は気仙沼事務所を立ち上げ、会

員の企業づくりをサポートするとともに、震災復興と地域の未

来をつくる礎として活動を展開しています。岩手同友会は、
いしずえ

地域企業の実態を知り、企業と地域の復興を一体に取り組むた

めに、陸前高田市で企業実態調査を実施して行政施策への提言

や企業づくりの参考にしています【実践事例20：岩手・陸前

高田市】。福島同友会いわき地区会では、地域に若者が残るこ

とができるようにといわき市内の全高校で合同企業説明会を

開催。地域の若者の雇用を担う中小企業に、地域からの期待が

高まっています。

※REES：中同協東日本大震災復興推進本部研究グループの別

称。震災の経験を風化せず、教訓を蓄積することを目的に設立。

原発事故とエネルギー問題を検討するグループと、復興政策を

検討するグループに分かれて活動を継続中。REESとはThe

RecorveryfromthegreatEastjapanEarthquake&theShiftto

a"SustainableSociety"の略。

第3第3節節
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同友会づくり
～企業づくり・地域づくりを一体とし
て取り組み、全国で最高会勢を更新

「すべての地域に同友会をつくろう」を方針に、同友会理念

に基づく企業づくりを運動の中心にすえて同友会づくりを進

めました。昨年度は初めて４万2,000名を突破し全国の会勢は

４万2,858名と４年連続で最高会勢を更新しました。各同友会

では、増える組織、減らない組織をめざして同友会づくりに取

り組みました。各同友会では最高会勢を達成する同友会が16同

友会に及ぶなどの成果がでています。【実践事例21：最高会勢

更新の同友会】

１、企業づくりの運動を中心にすえる同友会活動

すべての会員の強じんな企業づくりが進むことを柱にして

活動が展開されました。経営指針を理事会で報告し学びあい、

お互いの企業を訪問したり、地域であてにされる支部活動を展

開して会勢を大きく増やした実践がありました。

中同協では、中同協幹事会で「同友会運動と企業経営は不離

一体」として、役員育成の課題について学びあうとともに、

2012組織問題全国交流会（８月23～24日・東京）では、地域

から信頼される良い企業が多数生まれる同友会にしていくこ

とや、地域からあてにされる企業や同友会を生み出すリーダー

の役割を学びあいました。【実践事例22：愛知、愛媛、徳島、

富山】

(1)同友会理念に基づく企業づくりを運動の中心にすえて

経営課題が解決できる例会づくりをめざして、グループ長研

修を実施する同友会や支部が増えてきました。同友会を知る会

や新会員オリエンテーションでも新会員の経営課題や悩みを

グループ討論で引き出していく工夫をしたり、地域をテーマに

したグループ討論をするなどの取り組みがありました。

(2)会員一人ひとりを主人公に、本音の学びから、

顔と企業が見える取り組み

全国の同友会では、425の支部・地区があり、さまざまな活

動が展開されました。また、会員一人ひとりを主人公に、顔と

企業が見える取り組みとして小グループ活動を行う同友会が

増えてきました（全国推計で33同友会、750グループ以上）。

お互いに会社を訪問するなど経営課題が論議されてきていま

す。会員が自主的・主体的な活動を行うことで、本音で学びあ

える環境が広まりつつあります。委員会・部会活動やテーマ別

活動への参加も増えてきています。参加率を高め、今後も本音

の学びができ、顔と企業が見える取り組みをしていきましょ

う。

(3)一人ひとりの経営課題に寄り添える本音の討論

昨年は全国の各支部・地区で5,666回例会が開かれ、平均の

グループ討論時間は約47分でした。同友会の各支部・地区や小

グループ活動では、身近な会員の経営体験に学び実践していく

ことを大事にしています。特に例会では経営指針をテーマにす

えるなど経営指針成文化ならびに実践運動が展開されていま

す。一方で、例会のグループ討論が短く、表面的な討論になっ

てしまい、本音の討論ができなくなってきているとの課題も出

されてきています。一人ひとりの経営課題に寄り添う本音の討

論をしていきましょう。

２、地域づくりに責任の持てる強い同友会へ

全国の会員企業の雇用者数の合計は約160万人にも及び、経

済センサスの全産業従業者数（約6,280万人）の2.5％、働く人

の約40人に1人は同友会会員企業で働いています。支部・地区

づくりと地域づくりを一体として取り組み、同友会理念に基づ

いて実践する会員企業が地域に広がってきています。地域の条

例運動や同友会と行政との連携での新支部・地区づくりが進む

などの事例もでてきました。

(1)中期的なビジョン・方針をもって、増える組織・

減らない組織づくり

中期的なビジョン・方針をもって増える組織・減らない組織

づくりを実践している同友会や支部・地区が成果を上げてきて

います。ビジョンや方針などに基づいた計画的な組織づくりが

成果を上げました。【実践事例23：熊本、愛知】

(2)すべての地域に責任の持てる強い組織づくり

同友会の組織がある地域ほど震災からの復興への取り組み

開始が早かったという事例に示されたように、同友会を地域に

広げることが地域の活性化につながっています。

同友会の会員企業は、全国1,897市区町村のうち1,432市区町

村と75％以上の地域にあり、同友会が地域に広がりをみせてい

ます。昨年度は10同友会で新支部・地区づくりが進みました。す

べての地域に責任の持てる強い組織づくりが課題となってき

ています。組織や地域の分析など科学的に現状を把握して取り

組むことや、同友会の学びで企業変革を支援していきましょ

う。【実践事例24：北海道、新潟他】

３、役員、事務局の連携強化と組織的な同友会づくり

(1)同友会運動を担う役員研修の体系的な取り組み

同友会運動を担う役員研修の体系的な取り組みが広まって

きています。同友会の歴史と理念をしっかりと学ぶ役員研修の

体系的、継続的な取り組みを進めていきましょう。また、同友

会の役員として、企業づくり・地域づくりを学び、同友会づく

りに生かしていきましょう。

第4第4節節
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中同協としては、中同協役員研修会（宮城・愛知）、新代表

理事研修（岐阜）を開催。同友会理念や歴史、リーダーとして

の役割などについて学びあいました。【実践事例25：役員研修

の継続的な取り組み】

(2)組織強化と広報情報化の戦略的な推進

広報情報化では機関誌・紙を重視するとともに、報道機関や

行政への継続的な働きかけなどの対外広報に取り組み、

e.doyu、ホームページの活用を広げている同友会も増えていま

す。また、同友会で蓄積された情報や見解などを対外的に発信

して地域に広めていくことで、組織強化につながってきていま

す。同友会の発信力を高め、中小企業が主役の時代をつくって

いくために、「情報創造」に取り組んでいきましょう。「情報創

造」とは、会員の声や会員企業の情報を調査やデータに基づい

てまとめ、同友会運動を分かりやすく会内や対外的に発信し連

携を深めていくなど組織強化と広報情報化を戦略的に推進す

ることをいいます。

中同協では、「2012全国広報・情報化交流会」（９月６～７

日・大分）を開催。また、中同協として「中小企業家しんぶ

ん」（月３回）や「中同協」誌（年２回）、各種交流会の報告集

を発行したほか、メールマガジン「ＤｏｙｕＮｅｗｓ」では

「共に育つ」を47回連載しました。e.doyuのリニューアルは構

築が遅延し、2013年９月に再延期されることになりました。

【実践事例26：東京、神奈川、埼玉】

(3)同友会運動を担う事務局づくり

各同友会では同友会運動を担う誇りと使命をもって事務局

づくりに取り組みました。事務局指針の策定と実践や同友会理

念や歴史を学ぶ事務局研修・学習会を実施する同友会が増えて

きました。事務局体制の強化で新事務局員の採用を行う同友会

も数多くあり、同時に事務局業務や労働環境の改善などに取り

組みました。

中同協として全国事務局員研修会・フォローアップ研修会

（神奈川）では、現場・現地から学ぶ研修会を開催し、事務局

リーダー研修交流会（岐阜）を開いたほか、関東甲信越、中日

本、関西、中四国ブロックで事務局研修会が行われました。

４、全国やブロックの連携・連帯が広がる

(1)全国行事への参加が広がる

全国行事に参加することで、会員としての学びを深めていま

す。中同協定時総会（７月12～13日・岐阜、1,167名）、中小企

業問題全国研究集会（2013年２月14～15日・福岡、1,301名）

など多くの参加がありました。

(2)ブロック活動の連携が強化

全国的運動課題を学び、地域の先進事例に学び各同友会の経

験や教訓が活発に交流され、ブロック内の連携が強化されてき

ました。昨年度はブロック内の活動として、すべてのブロック

で代表者会議が行われ、北海道・東北、関東甲信越、関西、中

国・四国、九州・沖縄の各ブロックで支部長交流会が開催され

ました。また、ブロックでの組織強化活動や役員と事務局の連

携強化などの経験交流もさかんになってきています。今後もブ

ロック活動を強化し、連帯の輪を広げていきましょう。【実践

事例27：九州・沖縄ブロック】

新年度の活動に向けて
～時代の確かな動きをつかみ、

企業実践し、同友会運動の前進を～

中小企業が危機を乗り越えるためには、自社を取り巻く内外

の課題を共有し、方針を明確にして遂行し、全社一丸となって

取り組むことです。東日本大震災で甚大な被害を受けた沿岸部

の会員の９割以上が早期に事業再開しているという事実は、何

よりもそれを裏づけるもので、同友会で学び実践することへの

確信が広がっています。

「一人で悩まないで同友会で学ぼう」という方針をさらに強

め、同友会で経営課題を明確にし、同友会で学びながら時代の

動きを掴んで強じんな経営体質をつくり、若者を採用し育てら

れる企業を増やしていきましょう。

そのことは中小企業への信頼を高め、地域で中小企業の魅力

を発信することにつながります。

新年度はこれらの成果をふまえ、中小企業憲章を中小企業自

らが社内外に広めて国会決議へと運動を進め、全国的な同友会

運動を強化し、地域からさらにあてにされる同友会をつくって

いきましょう。
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不確実性が高まる世界経済

今、世界も日本も大きな時代の転換期を迎えています。第二

次世界大戦以降、あるいは産業革命以来続いてきた先進国の経

済発展モデルが各所で行き詰まりを見せ、また政治・経済の中

心が多極化し、新たな枠組みを求めて模索が続いています。

私たちは、今どのような時代にあり、これからどのような時

代に転換していくのか、時代認識をもつことが求められていま

す。

また世界では、平和秩序を脅かすような状況もある中で、「平

和の中でこそ中小企業は存続・発展することができる」という

原点を改めて認識することが一段と大切になっています。

本章では、時代の大きな転換の中、日本経済と中小企業の発

展をめざし、世界情勢と日本、地域の経済社会の課題を検討し

ます。

１、停滞が続く先進国経済

昨年10月に48年ぶりに日本で開催された国際通貨基金（Ｉ

ＭＦ）・世界銀行年次総会では、共同声明で「世界経済は減速

し、不確実性が高まり、さらに悪化する恐れ」があると指摘し

ています。

内閣府の「世界経済の潮流2012Ⅱ」でも「世界経済は、2008

年の世界金融危機後から回復を続けてきたものの、2012年に

入ってからは政府債務危機を背景とするヨーロッパ経済の弱

さが一層鮮明になり、その影響が中国などの新興国を中心に波

及する中で、景気減速の動きに広がりがみられるようになっ

た」と分析。さらに「世界金融危機後の大規模な財政出動によ

り、多くの先進国では財政状況が大幅に悪化した状況にある。

そこでこれらの国・地域では財政再建に向けた取組を進めてい

るが、これが更なる景気の下押し要因ともなっている」と指摘

しています。

国際通貨基金（ＩＭＦ）が今年３月に発表した世界経済見通

しでも、前回（2013年１月）より下方修正した見通しを発表

するなど、2013年の世界経済は予断を許さない状況です（図

1）。

不安定さが続くヨーロッパ経済

世界経済の大きな不安定要因のひとつとなっているのが欧

州債務・金融危機の問題です。

2009年秋、ギリシャが財政赤字の粉飾と財政収支見通しの

下方修正を発表したことをきっかけに表面化した欧州債務危

機問題は、2012年10月の欧州連合（以下ＥＵ）による欧州安

定メカニズム（ＥＭＳ）発足などを受けて、小康状態が続いて

います。しかし、依然として先行きへの懸念は大きいものがあ

ります。

ＥＵは2012年12月24日の首脳会議で、「経済・金融統合の工

程表」に合意。金融危機の再発を防止するため銀行監督や破綻

処理を一元化する「銀行同盟」を盛り込みましたが、財政統合

と呼ばれる財政の権限委譲や欧州共同債の発行については、合

意に至りませんでした。2013年２月８日には、ＥＵ理事会（首

脳会議）が2014～2020年の中期予算を決定しましたが、ＥＵ

離脱を問う国民投票の実施を掲げる英国が強硬姿勢で臨み、加

盟国間の利害が対立。３月には緊縮のやり過ぎだとして欧州議

会が中期予算を否決するなど混乱は続いています。キプロスの

金融危機も表面化するなど、今後も予断を許さない状況が続き

そうです。

ＥＵでは、「ＥＵ小企業憲章」の検証とＳＢＡ（欧州小企業

議定書）フォロー会議・報告書の作成を10年間実施し続けてい

ます。2010年には欧州経済社会の新たな再生と発展を目指す

“ＥＵ2020戦略”を提起。戦略の実行にあたっては、中小企

業とＳＢＡ実践が不可欠との認識のもとで、10項目にわたる中

第2章 中小企業をめぐる情勢

第1第1節節

見通し
2012

20142013
4.03.33.2世界経済成長率
2.21.21.2先進国・地域
3.01.92.2アメリカ
1.1-0.3-0.6ユーロ圏
1.50.60.9ドイツ
0.9-0.10.0フランス
0.5-1.5-2.4イタリア
0.7-1.6-1.4スペイン
1.41.62.0日本
1.50.70.2イギリス
2.41.51.8カナダ
5.75.35.1新興市場及び途上国・地域
2.82.21.6中・東欧
3.83.43.4ロシア
7.37.16.6アジア途上国
8.28.07.8中国
6.25.74.0インド
5.55.96.1ASEAN5カ国※
3.93.43.0ラテンアメリカ及びカリブ諸国
3.73.14.7中東及び北アフリカ
6.15.64.8サブサハラアフリカ

出所：IMF2013年4月世界経済見通し

※インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム

図１ IMF 世界経済見通し
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小企業の可能性発揮と問題解決策を提示しています。

「小企業はヨーロッパ経済の背骨である」「小企業が最優先の

政策課題に据えられてはじめて、“新しい経済”の到来を告げ

ようとするヨーロッパの努力は実を結ぶだろう」と謳った「Ｅ
うた

Ｕ小企業憲章」をいかに本格的な実践へと進めるか。そこにＥ

Ｕ経済安定化のひとつの鍵があります。

アメリカの「財政の崖」と「シェールガス革命」

アメリカ経済は、雇用環境が改善基調となり、個人消費もや

や回復。一方、いわゆる「財政の崖」の対応をめぐる不透明感

もあり、全体として緩やかな回復となっています。

「財政の崖」問題では、昨年末の減税失効はギリギリで乗り

越えたものの、与野党対立の溝は深く、連邦政府歳出の強制削

減が行われることになりました。９月末までの削減規模は政府

予算の約一割で、先行きへの懸念が広がっています。世界経済

にも大きな影響を及ぼしかねない問題であるだけに、アメリカ

の財政問題の行方からは目を離せません。

そもそも「財政の崖」問題は、アメリカが2008年の金融危

機後、４年間にわたって毎年１兆ドルを越える巨額の赤字国債

を発行し、こうした政策が限界にきて、一定の財政引き締めを

せざるをえなくなってきていることが背景にあります。財政や

金融に頼らずに、いかに自律的な景気回復を図るかが課題と言

えます。

またアメリカ経済の本格的な景気回復には、格差問題や雇用

問題を乗り越える必要があります。二期目を迎えたオバマ大統

領は、一般教書演説で、中間所得層を「アメリカの経済成長の

エンジン」と位置づけ、その底上げでアメリカ経済の再生をめ

ざす決意を示しました。中間所得層のための良好な雇用の創出

を通じて個人消費の裾野を広げるシナリオを描いています。

一方、アメリカの「シェールガス革命」に世界からも注目が

集まっています。シェールガスとは、従来のガス田ではない

頁岩から生産される天然ガス。「ガスでは従来の可採埋蔵量の
けつがん

実に20倍、オイルでも８倍に当たる」（『週刊東洋経済』２月

16日号）ともいわれています。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）

の見通しでは、アメリカが2015年に天然ガスでロシアを、2017

年に原油でサウジアラビアを抜き、世界最大の生産国になると

見ています。「大資源国としての米国の台頭はエネルギー需給

だけでなく、マネーの流れや産業競争力、安全保障の構図も変

える可能性を秘める」（日本経済新聞2013年２月７日付）との

指摘もあります。ただシェールガスの採掘は水や化学物質を多

用するため、環境への影響を懸念する声もあり、環境面でのハ

ードルをクリアすることが求められています。

２、減速傾向の新興国経済、中長期的には一層高まる存在感

中国経済の2012年の経済成長率は13年ぶりに８％を下回る

など、内外需の伸び悩みによる景気拡大テンポの鈍化が続いて

います。背景としては、2010年以降の金融引き締め、不動産

価格抑制策の実施などによる固定資産投資を中心とした内需

の鈍化に加え、欧州政府債務危機の再燃による輸出の鈍化が挙

げられます。

また中国政府の発表によると、2012年末の労働力人口（15

～59歳）が前年比0.6％減と初めて減少しました。これまで経

済を大きく牽引してきた豊富な労働力に陰りが出始め、労働力
けんいん

の需給もひっ迫する状況も生まれ、「人口ボーナス」（一国の人

口構成で、生産年齢人口が相対的に多くなり、高度経済成長が

可能になる状態）が消えつつあるとの指摘もあります。格差問

題や環境問題なども大きな課題となっています。

ただし、長期的に見れば中国の成長は続くと見られます。ア

メリカ中央情報局（ＣＩＡ）などで組織する国家情報会議（Ｎ

ＩＣ）が昨年12月に発表した報告書「変貌した世界」では、2030

年までに「中国が米国をしのいで世界最大の経済大国に成長

し、アジアの経済規模が北米と欧州の合計を上回る」と予測し

ています（日本経済新聞2012年12月11日付）。他のＢＲＩＣＳ

諸国も経済成長は鈍化しているものの、中長期的には世界経済

を牽引するといわれています。

ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）は、欧米先進国が低成長

にあえぎ、中国、インド経済が減速する中、着実な発展を遂げ

ています。ＡＳＥＡＮの日本との貿易総額は2011年で2,473億

ドルにのぼり、日本の貿易相手としては中国に次ぎ、米国を上

回る規模となっています。

近年、ＡＳＥＡＮは生産拠点としての魅力だけでなく、高

めの経済成長が持続する中で着実に中間層が増加しているた

め、有望な消費市場としての魅力も高まってきています。2015

年にはＡＳＥＡＮ 経済共同体が発足する予定で、実現すれば

域内関税が原則ゼロになる見込みです。年齢構成をみると、Ａ

ＳＥＡＮは若者の人口が相対的に多いのが特徴で、人口が伸

び盛りの地域と言えます（東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の

論点」）。

今年に入りＡＳＥＡＮ各国では、経済成長を背景に賃金引き

上げの動きも目立ってきています。インドネシアでは首都ジャ

カルタで最低賃金が44％アップ。タイは全国一律の最低賃金を

設定し、地域によっては約四割の増額となりました。ベトナム

でも16.1％から18％の引き上げを実施。マレーシアでも最低賃

金制度が初めて導入されました。この傾向は今後も加速する見

通しで、「安い賃金のみに着目した製造業の『国際分業』は岐

路に立っている」（日本経済新聞2013年１月16日付）との指摘

もあります。

３、急速に進む経済連携の動きとＴＰＰ交渉参加問題

世界の各地域で経済連携を推進する動きも加速しています。

日本貿易振興機構（ジェトロ）の調査によれば、交渉中や構

想・検討段階のものも含めれば、2012年９月時点で経済連携

は398にも達したといいます。

日本に関わるものだけでも13の経済連携協定が発効済みで、
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さらに環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）、ＡＳＥＡＮ、日本・

中国・韓国など16カ国による東アジア地域包括的経済連携（Ｒ

ＣＥＰ＝アールセップ）、さらに日中韓ＦＴＡ（自由貿易協定）、

日ＥＵのＥＰＡ（経済連携協定）などが議論されています。ア

メリカとＥＵとの間でも自由貿易協定を含めた貿易・投資協定

の交渉がはじまりました。

この背景には、世界貿易機関（ＷＴＯ）の多角的通商交渉

（ドーハ・ラウンド）が広域であるがゆえに各国の利害が絡み

合って行き詰まり、交渉再開の目処がたっていないことが挙げ

られます。

経済連携・地域連携の動きが多方面で、かつ急速に進む中、昨

年の中同協総会決議では次のように指摘しています。

「地域連携協定等に参加する場合、次のような原則を堅持す

べきです。

①地域にとっても参加国にとっても利益と繁栄があるような

政策であること。

②一国が覇権を取る体制でなく、参加国の関係が対等であるこ

と。

③「例外なき関税撤廃」と一挙に市場開放するのでなく、そ国

の国益や社会構造に関わる問題については、例外品目を設定

し、交渉だけでなく制度や法を設けてそれを守り保証するこ

とです」

これらの点は、経済連携・地域連携を進める上で今後も重要

な原則です。

ＴＰＰ交渉参加と地域経済・中小企業への影響

政府は、ＴＰＰ交渉参加を表明しましたが、政府与党内や地

方議会からも反対の声が出されるなど、まだ広く国民の合意が

できているとは言えない状況にあります。自民党自身も先の衆

議院選挙では、①政府が「聖域なき関税撤廃」を前提にする限

り、交渉参加に反対する、②自由貿易の理念に反する自動車等

の工業製品の数値目標は受け入れない、③国民皆保険制度を守

る、④食の安全安心の基準を守る、⑤国の主権を損なうような

ＩＳＤ（投資家対国家紛争）条項は合意しない、⑥政府調達・

金融サービス等は、わが国の特性を踏まえる、の６点を公約と

して掲げており、これは国民への約束として守らなければなり

ません。

2012年３月に発効した米韓ＦＴＡは、ＴＰＰの先行モデル

ともいわれています。米韓ＦＴＡでは、ＩＳＤ条項やラチェッ

ト条項（自由化措置を後戻り不能とする条項）、未来最恵国待

遇、批准後は再協議できないとの項目などが含まれており、韓

国ではさまざまな問題が起きつつあります。韓国にとって不平

等な内容が多いとの国民の批判もあり、国際協定の取り扱いと

しては異例ですが、2011年12月30日に韓国国会は、米韓ＦＴ

Ａに関してアメリカとの再交渉を政府に求める決議を可決し

ているほどです。

ＴＰＰが締結された場合、各地で制定が進んでいる中小企業

振興基本条例に対する影響を危惧する声もあります。大企業に

地域貢献を求める内容や、中小企業の公共事業の受注機会拡大

などを定めた内容が、外国企業から非関税障壁に該当すると提

訴される可能性もあるといわれています。

中小企業憲章では「中小企業の声を聴き、どんな問題も中小

企業の立場で考え、政策評価につなげる」という政府の姿勢を

謳っています。ＴＰＰ問題でもこのような立場にたった政策決

定を強く望みたいものです。

一方、ＲＣＥＰは、実現すれば域内人口33.7億人とＴＰＰや

ＥＵを上回る最大規模の自由貿易圏となります。基本方針では

関税の撤廃をめざしながらも、「参加国の個別かつ多様な事情

を認識」することが盛り込まれています。

経済のグローバル化が進む中、今後一段と地域連携・経済連

携の動きが強まるものと思われますが、各国の経済主権や食料

主権を尊重した貿易ルールを確立し、中小企業憲章の精神にの

っとった新しい国際経済秩序を中小企業の立場から訴えてい

くことが求められています。

国連グローバルコンパクトや女性のエンパワーメント原則

（ＷＥＰｓ）など、国際的に共通する企業のあり方・原則を普

及・実践していこうという動きも広まっています。

このように世界経済の見通しは不透明な部分が多くありま

すが、経済・金融のグローバル化が進む中、世界の動きが日本

やそれぞれの企業を直撃する時代になっています。他人ごとで

なく、しっかりと世界の動きをとらえ、対処することが求めら

れます。
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日本経済と地域経済

１、安倍政権の経済政策（アベノミクス）

昨年12月に発足した安倍政権は、「大胆な金融政策」「機動的

な財政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」

により、長引く円高・デフレ不況から脱却し、雇用や所得の拡

大をめざす、としています。

日銀との共同声明を発表し、２％の物価上昇率目標、そして

さらなる金融緩和を進めることを強調する過程で、円安・株高

傾向が進み、景気回復に期待する声も一部では高まっていま

す。円安の進行により大手輸出型企業などは景況感の改善を見

せています。

一方、円安は輸入原材料などの上昇につながり、企業収益を

圧迫しつつあります。日銀が公表した企業物価指数（2013年

２月）によれば、輸入価格（円ベース）は前年同月比で13.2％

上昇しました。契約通貨ベースでは0.8％下落しており、為替

変動の影響によるものと言えます。反面、国内で生産した国内

需要家向けの財の出荷価格を表す国内企業物価は0.1％のマイ

ナスになっており、仕入れ単価の上昇を販売価格に転嫁できて

いない状況が読み取れます。

ここ数カ月の株高も、もっぱら外国人投資家の買い（東京証

券取引所「投資主体別株式売買状況」参照）や「円安効果」に

よる輸出企業の業績好転への期待によって生じており、投機的

要素が強く、実体経済の回復を反映したものとは言えません。

金融緩和によって本格的な景気回復が進むのでしょうか。日

本の政策金利は1995年以降１％以下、2008年末以降は実質0％

の水準にあり、先進国一の低金利の状態にあります。量的緩和

については、1990年代後半以降のマ

ネタリーベースを、対名目ＧＤＰ比

率でみると、日本は足もと25％程度

と、10％台後半の欧米を大きく上回

っています（日本銀行「経済・物価

情勢の展望」2012年10月）。これほど

長期にわたり強力な金融緩和を行っ

ているにもかかわらず、景気は回復

してきませんでした。むしろ金融緩

和による「バブル」の発生や財政の

一層の悪化を危惧する声もあること

に注意が必要です。

後退する中小企業の景況

同友会景況調査（ＤＯＲ）2013年

１～３月期調査では、一部の大企業

景況の上向きと対照的に中小企業景

況は後退が続いている姿が鮮明に現

れています。売上・業況・採算ＤＩは、いずれも水面下で悪化

し、特に製造業での悪化が大きくなっています（図２）。円安

の影響で仕入単価が大きく上昇し、採算が圧迫されています

（図３）。次期以降に改善への「期待感」が存在する一方、製

造業などで業界の先行き不透明感がぬぐえず、設備投資に踏み

切れない状況もあります。アベノミクス効果が中小企業景況に

及んでいるとは現況ではいえません。むしろ円安先行による利

益圧迫との攻防が当面する課題となっています。

２、被災地の動向と原発・エネルギー問題

復興庁の「復興の現状と取組」（2013年１月10日発表）によ

れば、災害廃棄物（瓦礫）の処理・処分割合は34％、津波堆積
がれき

物の処理・処分割合は15％にとどまっています。復興住宅の着

手割合は27％、津波被災農地面積に対する営農再開可能面積の

割合は38％、陸揚げ岸壁の機能がすべて回復した漁港の割合は

35％と遅々としたものになっています。

東京電力原発事故の影響が大きい福島県では、約15.7万人が

未だ避難生活を余儀なくされています。除染の問題も深刻で、

中間貯蔵施設がいつできるかも不明のままであり、特に森林の

除染はほとんど進んでいない状況です。原発事故で全町避難す

る浪江町などでは、避難指示の解除を2017年３月11日以降と

する復興計画をまとめるなど、今後も長期にわたる避難生活を

余儀なくされる見込みとなっています。

復興行政の縦割りの弊害や、復興予算が復興とは関係のない

事業に使われている予算流用問題など、国の復興への取り組み

に疑問を呈する声も少なくありません。

中同協企業環境研究センターが実施した「被災地企業の実態

と要望 特別調査」（2013年１月）には岩手・宮城・福島三県

の会員673社が回答しました（回答率21％）。特に激甚災害地

第2第2節節

『同友会景況調査報告（DOR）2013年1～3月期』より

図２ 業況判断、売上高、経常利益DI（前年同期比）、業況水準DIいずれも後退が続く
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域では、震災後休業を余儀なくされた企業が64％にものぼるな

ど、被害の大きさが改めて浮き彫りになりました。

帝国データバンクの「東北三県・沿岸部『被害甚大地域』5,000

社の再追跡調査」（2013年２月時点）によれば、今回の調査で

「事業再開」を確認できた企業は3,645社（72.8％）で全体の

７割超。ただ2012年２月の前回調査に比べ、事業再開比率は2.7

ポイントの上昇にとどまっています。

県別に見ると、原発被害の続く「福島県」が最も深刻な状況

で、「事業再開」を確認できた企業は35.5％。他方、「休廃業」

が62.8％となっています。

そのような中で、震災や原発事故で甚大な被害を受けた同友

会の会員企業の事業再開状況をみると、岩手で87社のうち86

社、福島で86社のうち85社、宮城で185社のうち181社が事業

再開をしており、98％の事業再開比率がありました。

東日本大震災から２年が経過し、一部では「風化」も指摘さ

れていますが、被災地の復興は依然として課題が山積していま

す。地域全体の産業と雇用の循環や生活基盤が回復されておら

ず、特に子育て世代の人口の流出、復興を担う働き手の不足が

課題となっています。復興を進めるため、被災地自治体への国

からの権限委譲や国による一層の被災地への支援の強化が求

められ、全国的な課題として捉える必要があります。

原発・エネルギー問題と中小企業

原発・エネルギー問題では、原発事故を経験した日本が今後

どのような判断をするのかが問われており、世界も日本の動向

に注目しています。原発事故により被災した福島県は「福島県

復興ビジョン」（2011年８月発表）の基本理念に、①原子力に

依存しない、安全・安心で持続的に発展可能な社会づくり、②

ふくしまを愛し、心を寄せるすべての人々の力を結集した復

興、③誇りあるふるさと再生の実現、の３点を掲げました。

政府は国民や被災地の意向をふまえ、歴史の検証に耐えられ

る判断を行うことが求められていま

す。

私たち中小企業家も「社会の主役」

としてこの問題にどう関わるかが問

われています。原発問題を考える上

で私たちの基準のひとつになるのは

同友会理念や「科学性・社会性・人

間性」など同友会運動の中で培われ

てきた考え方です。

原発の安全性は確保できるのか、

放射性廃棄物の最終処理はどうする

のか、原発なしで電力は不足するの

か、原発による電力コストは本当に

安いのか、原発に「依存」していた

地域経済をどうするのか、再生可能

エネルギーの可能性はどうなのかな

ど、論議を重ねる中で方向性を導き

出す努力が今求められています。こうした課題がある中での原

発再稼動は慎重であるべきです。

愛知同友会が中日新聞社と合同で行った会員を対象にした

調査（2012年10月）では、日本の原発政策について原発ゼロ

を望む人が約６割、「減らした方が良いが、ゼロにすべきでは

ない」が約３割、現状維持は５％でした。「原発ゼロが日本経

済に与える影響」については、「プラス」と考える人は35％、

「マイナス」と考える人は42％でした。原発・エネルギー問題

についてはさまざまな意見がありますが、国民的議論を巻き起

こしていくことが必要です。

また、電力の自由化を早急に進め、大手電力会社に依存する

のではなく、電力会社を選択できる制度をつくり、再生可能エ

ネルギーを中心とした地域分散型エネルギー社会、エネルギー

の地産地消をめざしていくことで、地域での仕事づくりにつな

げていくことが求められます。

３、懸念される円滑化法終了、消費税増税の影響

中小企業金融円滑化が今年３月に終了を迎えるにあたり、中

小企業や地域経済への影響を危惧する声が広がりました。各同

友会が行った「中小企業金融円滑化法終了についての緊急影響

調査」（21同友会から2,651名の回答）では、円滑化法施行以降

の「貸付（返済）条件の変更」を行った会員は、16.9％でし

た。「円滑化法終了で、貴社への影響は生じると思いますか」

の問いに対しては、「影響があると思う」が22.8％、「影響はな

いと思う」が46.5％、「わからない」が28.9％。「影響があると

思う」と回答した人にどのような影響か聞いたところ（複数回

答）、「取引先の倒産」が40.3％で一番多く、以下「景気低迷に

よる受注減少」（31.1％）、「貸し渋り」（28.6％）、「資金繰り困

難」（26.6％）、「新規融資不可」（22.5％）の順となりました。

多くの中小企業の円滑化法終了の影響を危惧する声を受け、
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昨年11月には金融担当大臣が「今後も引き続き貸付条件の変更

等や円滑な資金供給に努めるよう促していく」旨の談話を発

表、「金融検査マニュアル」の改訂も行われましたが、今後も

動向に注視が必要です。

消費税増税は、2013年４～６月期の景気動向をもとに2013

年秋口に政府が消費税増税するかどうかの判断があります。消

費税率が2014年４月から８％、2015年10月から10％に引き上

げられると言われていますが、景気条項の厳格な適用が求めら

れます。

帝国データバンクが実施した「消費税率引き上げに対する企

業の意識調査」（2012年８月３日発表）によると、税率引き上

げで、業績への「悪影響」を懸念する企業は67.1％となってい

ます。業績への影響理由については、49.7％が「税負担の上

昇」を挙げ最多。「販売価格に転嫁できない」も39.2％になっ

ています。税率引き上げ分を価格に「すべて転嫁できる」企業

は31.1％。一方、「まったく転嫁できない」も１割を超え、「不

公正取引への対処を万全にすることが肝要」と指摘していま

す。さらには、企業の86.1％が税率引き上げ後に国内消費が

「縮小する」と懸念しており、消費マインドの悪化を危惧する

声が多く挙がっています。

中小企業にとっては、消費税は価格への完全転嫁は難しく、

現行の５％税率でもその納税資金確保に苦慮しています。政府

は、引き上げを実施する前に価格への完全転嫁が可能な環境を

整備することが求められます。

４、加速度的に進む人口減少

国土交通省が2011年２月に発表した「『国土の長期展望』中

間とりまとめ」は衝撃的な内容となっています。「中間とりま

とめ」では、1945年から急増した人口は、2004年12月にピー

クを迎え、それ以降は減少の一途を

たどり、経過するにつれ加速度的に

減少傾向が強まり、2050年には9,515

万人と約3,300万人減少（約25.5％減

少）するとしています。そして今後

100年間で100年前（明治時代後半）

水準に戻っていく可能性があるとし

ています（図４）。

また「東京圏などの人口シェア（占

有）が加速度的に高まり」、「過疎化

が進む地域では、人口は現在の半分

以下」になる。さらに「現在、人が

居住している地域のうち約２割の地

域が無住化する」とした上で、50年

には65歳以上の高齢化率が40％近く

になるとしています。

国立社会保障・人口問題研究所の

発表（2013年3月）でも、日本の人口

は2010年の１億2,806万人から2040年には１億728万人と、

2,000万人以上減少。2010年に比べ２割以上減少する自治体は

約７割、４割以上減少する自治体が約２割と推計しています。

国の政策として、ワーク・ライフ・バランスなど仕事と家庭

の両立支援の推進、女性就労の促進、若者にとって希望のもて

る社会づくりなどの少子化対策を進めるとともに、人口減少に

対応した街づくりへの転換などが求められています。また地域

の崩壊を防ぐためにも、地域の雇用やくらし、文化を守る「砦」
とりで

としての中小企業の振興をはかることが一層重要となってい

ます。

企業経営の面でも、社内でのワーク・ライフ・バランスの推

進など労働環境の改善に力を注ぎ、人口減に歯止めをかけるこ

とに貢献できるような企業づくりが求められています。

人口減少社会への突入を、これまでの社会や経済のあり方を

見直す機会として捉えることも必要です。例えば、戦後一貫し

て減少してきた「地域密着人口」（人口全体に占める子ども・

高齢者人口の割合）が今後は増加に転じ、「地域」や「コミュ

ニティ」の重要性が一層高まるという指摘があります（広井良

典『人口減少社会という希望』朝日選書）。また、「縮小都市化

を、それまでのムダ遣い体質を反省し、環境を重視しながら豊

かさを追求するチャンス」と捉え、「賢く衰退する」ための都

市政策の模索も始まっています（矢作弘『都市縮小の時代』角

川ｏｎｅテーマ21）。

中小企業家として人口減少をどう捉え、どう対応していく

か。人口減少社会に対応して生活や事業のあり方の転換を提案

していくような企業活動が課題になっています。

図４ 日本の人口の長期見通し（国土交通省「『国土の長期展望』中間とりまとめ」より）
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中小企業憲章の
内容実現をめざして

１、2012年の日本経済の動向

多くの課題に直面している日本経済ですが、その再生の方向

を考えるために、改めて統計データなどに基づき、2012年の

日本経済の特徴を振り返ってみます。

財務省発表の「法人企業統計」の2012年速報値によれば、

全産業の売上高は、リーマンショックの影響を受けた2009年

より悪化傾向にあります。反面、全産業の経常利益はリーマン

ショック前に近いレベルに戻りつつあり、全産業の人件費総額

は大きくマイナスとなっています。2012年は売上が減少する

中、人件費を削減し、経常利益を確保している形となりました。

2012年の日本の貿易赤字は６兆9,300億円と前年比３倍近く

に達し、過去最大となりました。政府が円安政策を進めている

こともあり、エネルギーの輸入コスト高騰が大きく影響してい

ます。貿易収支の赤字の増大により、2012年の経常収支は約4.6

兆円の黒字と、2011年から黒字額がほぼ半減しました。これ

は1985年の統計開始以来、最も少ない水準です。

総務省発表2012年平均の「労働力調査詳細集計」によれば、

雇用者（役員を除く）に占める非正規雇用労働者の割合は2000

年の26.0％から9.2ポイント増加し35.2％と、1984年の調査開

始以来、最も高い割合となりました（前年比0.1％増）。男性は

0.2％低下し19.7％、女性は0.1％増加し54.5％となりました。

雇用者総数は5,154万人と、前年に比べ９万人減少。このうち

正規雇用労働者は12万人減少の3,304万人、非正規雇用労働者

は２万人増加し1,813万人と、調査開始以来最多となりました。

厚生労働省「2012年勤労統計調査」によると、基本給、残

業代、賞与などを合わせた１人当たりの現金給与総額は、月平

均31万4,127円と、比較可能な1990年以降の最低を３年ぶりに

更新しました。給与総額のピークは97年の月平均37万1,670円

で、それ以降減少傾向が続いています。

若者の就職難や貧困化も深刻です。25～34歳の長期失業者

数（失業期間が１年以上に及ぶ人）は2011年時点で28万人と

なり、20年前の７倍。若者（15～24歳）の非正規雇用労働者

の比率（1988年の17.2％から2012年の48.7％）、年収150万円未

満の割合（1992年の25％から2007年39％）も上昇しており、

就職難・非正規化が所得の低下をもたらし、かつそれが長期化

しつつある様子がうかがえます。

2000年以降、金融資産ゼロの世帯も急増しています。金融

広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査」では、

2000年の12.4％から年々増加し、2012年は26％と、４人に１

人以上の人が金融資産を保有していない状況となっています。

国の財政も一段と悪化しています。財務省の発表によれば、

国債と借入金、政府短期証券を合計した国（政府）の借金は、

2012年12月末時点で997兆2,181億円にのぼっています。

雇用を増やした中小企業

一方、国税庁「民間給与実態統計調査」によると、資本金10

億円以上の株式会社における給与所得者は、2002年の約849万

人から2011年の約751万人へと約98万人減少しています。それ

以下のすべての資本金規模の株式会社において給与所得者は

増加。とりわけ資本金2,000万円未満の株式会社では、2002年

の約840万人から2011年の約1,027万人へと給与所得者を約

187万人も増加させているのとは対照的です。厳しい経営環境

の中にあっても、中小企業が雇用の場として一段と重要な役割

を果たしている姿が浮き彫りになっています。

公共事業についても中央自動車道笹子トンネル事故などを

契機に大きな転換が迫られています。国土交通省によると、全

国の道路にかかる橋（長さ15メートル以上）のうち、2010年

度時点で建設後50年以上が経過した橋は全体の8％。2020年度

には26％、2030年度には53％になる見込みで、今後一斉に老

朽化の時代を迎えることになります。2030年度に建設後50年

が経過している施設の割合は、下水道が19％、水門などの河川

施設が60％、港湾岸壁が53％。国交省の計算によると、建て

替えに必要な費用は2011年度からの50年間で総額190兆円に

なる見通しです。新規建設から維持・管理・更新に重点を移

し、地域密着型の公共事業に切り換えていくことが求められて

います。

２、日本経済再生の方向～「中小企業の見地から展
望する日本経済ビジョン」（討議資料）

日本経済再生の方向については、さまざまな立場から指摘が

なされるようになってきています。

2012年度版「労働経済白書」（厚生労働省）は、「分厚い中

間層の復活に向けた課題」がテーマ。そこでは非正規雇用者が

増加するなど雇用情勢は依然として厳しいと指摘。消費につい

てはバブル以降の所得の伸び率の鈍化が消費の伸び率の鈍化

の最大の要因になったと分析しています。そして世帯所得の分

布が全体的に低い層にシフトしている中、消費を最も期待でき

る中間所得者層の増加が潜在需要の顕在化のためにも重要だ

と強調。また労働者の所得の増加が消費の増加を通じて日本経

済の活性化につながる好循環を取り戻すことが必要だと指摘

しています。

ＩＬＯ（国際労働機関）「世界労働レポート2012」では、冒

頭に「どうやって緊縮の罠から脱出するか？」と題した論文を

掲載しています。そこでは欧米や日本など多くの先進国は、世

界的経済危機から脱するために多額の財政支出を行ったこと

で財政が悪化。それを立て直そうと緊縮政策や規制緩和などに

取り組みますが、経済と雇用はかえって悪化し、それが一層の

財政悪化を招くという「緊縮の罠」に陥り、抜け出せない状況
わな

にあると指摘しています。

そして同レポートは、「成長・雇用指向型の戦略に移行する

時期が到来している」として、①賃金が生産性と同一歩調で増

第3第3節節
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加するようにすること、②中小企業向けに金融環境を改善し、

もっと良好な事業環境を創出すること、③特に若者を中心に失

業者が新しい仕事を見つけられるように十分な支援を行う、と

いう３つのアプローチを提起しています。

日本経済再生のためには、内需の拡大が必要であり、多くの

内需を支える雇用を重視した政策に転換すること、そのために

も雇用の大多数を支える中小企業の発展・振興を経済政策の柱

にすえることが求められているのです。これはまさに中小企業

憲章のめざす社会づくりの方向でもあります。

中小企業憲章や中同協が提起している「日本経済ビジョン」

（討議資料）がめざす日本経済の方向、すなわち多様な産業の

存在による内需主導型経済、地域内循環型経済の実践に、すで

に歩み始めている地域があります。

岩手県葛巻町（鈴木町長は元岩手同友会会員）は人口8,000

人弱の酪農の街。「何もなかった」農山村が、いまでは「ミル

クとワインとクリーンエネルギーのまち」として、全国から視

察や観光で年50万人もの人が訪れるまでになっています。乳牛

の糞尿を起点にしたメタンガス発電、木質バイオマス、風力発
ふんにょう

電や太陽光発電など、自然エネルギーを積極的に活用し、町の

消費電力の1.7倍の電力を生産、余剰電力は売却し、町の重要

な財源になっています。乳製品や各種加工食品の高付加価値

化、観光など、エコ・森林・食をテーマにした地域内循環を高

めるさまざまな事業が展開されています。岩手同友会会員企業

も町づくりの担い手の重要な一員として活躍しています。この

ような実践が全国で増えつつあります。

これらの実践事例からは、地域住民が主体的に地域づくりに

参画し、それぞれの知恵と力を結びつけ、地域の資源を生かし

ながら、産業政策、雇用政策、環境・エネルギー政策、そして

中小企業政策を一体のものとして展開することで、地域再生・

地域活性化への大きな可能性が開けてくるということが見え

てきます。

「同友会型企業づくり」で地域の再生を

東日本大震災から２年。復興に向けて努力を続ける被災地の

取り組みからは、地域と中小企業にとって学ぶべき多くの点が

明らかになっています。

震災直後の緊急時には中小企業が自社商品の提供や支援物

資の搬送などを通じて、地域の「ライフライン」となりまし

た。復興の過程においても、中小企業が存在することが地域の

存続に欠かせないものであり、まさに中小企業は地域の「イン

フラ」であることが明らかになりました

また前述のとおり、東日本大震災の被害甚大地域では、多く

の企業が休廃業を余儀なくされています。しかし、そのような

中にあっても、同友会会員は、幾多の困難を乗り越え、ほとん

どの会員が事業を再開するなど、地域の再生・復興に向けて努

力を続けています。被災地の会員からは同友会で学んできた経

営指針や「労使見解」、社員教育、そして会員同士の「絆」が

その大きな力になったということが異口同音に語られていま

す（図５）。

私たちは、中小企業の果たしている役割・存在意義に確信を

もつとともに、全国の多くの中小企業家が、長年の実践の中で

築き上げてきた「同友会型企業づくり」に誇りをもち、同友会

型企業が地域で多数派を形成していくことが地域の再生ひい

ては日本の再生につながっていくことにおおいに確信をもっ

て、企業経営と同友会運動に取り組んでいきましょう。



16

はじめに

景気判断に明るさが見えるとはいえ、円安による原材料や燃

料費が値上がりし、消費税増税も控え、欧米の経済危機や中国

との関係悪化などからの厳しい環境が増すことも予想されて

います。そのような中で、仕事をつくり雇用を生み出している

のが中小企業であることは、東日本大震災の会員企業の実践か

らも明らかになりました。震災後すぐに事業再生に向けて取り

組み、奮闘している企業の共通点は、会員間の絆に励まされ、経

営理念が社内で共有されて社員が力を発揮している企業です。

「日本再生の鍵は中小企業」との誇りと自覚を持ち、世界の

政治・経済・環境の大変動と産業構造や消費行動の大転換の中、

先を見抜く力を養い正確な時代認識のもと、強靭な企業づくり

を進めることが大切です。企業づくりと地域づくり、そして同

友会づくりを不離一体として取り組み、地域を再生していきま

しょう。

会員同士が切磋琢磨する同友会の企業づくり運動を充実し
せっさたくま

たものにして広げ、中小企業振興基本条例制定推進の運動を通

して、働き暮らせる地域をつくっていく運動にし、地域の隅々

にまで同友会運動を広げていきましょう。

本年度の重点課題は、

１、時代変化に対応した強じんな企業づくりをめざしましょ

う。そのために「人を生かす経営」をすべての同友会活動の

柱にすえて学び実践していくことです。

２、持続可能な地域社会をつくるために中小企業振興基本条例

制定・活用の取り組みを進めましょう。そのために中小企業

憲章の国会決議を求める世論を拡大することです。

３、企業づくり・地域づくり・同友会づくりを一体として取り

組むことで、地域を元気にし、産業を興し、日本経済を牽引

する力となり、誇りと使命感をもって中小企業が社会の主役

となっていく時代をつくっていきましょう。

第3章 本年度の課題と活動方針
～中小企業の活力と絆で、復興を担い日本と地域の再生を進めよう～

企業づくり
～自立型で強じんな体質の企業づ
くりを地域に広げよう

2013年度は、大きな時代の変化の中で経営者の覚悟が求め

られます。企業経営に誇りと使命感をもち、積極的に対応して

いきましょう。「一人で悩まないで同友会で学ぼう」と会内外

の経営者に呼びかけ、若者に中小企業の魅力を伝え、地域に若

い人材を残すために新たな仕事づくりで雇用を維持・創出する

こと、「人を生かす経営」をすべての同友会活動の柱にすえて

学び実践していくことを推進します。

１、「人を生かす経営」の実践を広げよう

「労使見解」の実践を進めるために昨年度の「人を生かす経

営全国交流会」の確認点に学び、今年度の企業づくりでは以下

の２点の強化を図る活動を行いましょう。

①経営者が時代認識を持ち、自社の強みを明確にして発信し、

企業間連携や外部（行政、教育・研究機関、金融機関など）

との連携で、国内外に市場を創造して付加価値の高い仕事を

し、強じんな体質の企業をつくり、雇用を増やしていく。

②同友会で学び、学んだことを経営実践し、共に学ぶ仲間を地

域に増やし、同友会理念に基づいて、地域を豊かにしていく。

この２点の強化に当たっては「21世紀型中小企業づくり」

（1993年中同協総会宣言から）を柱に進めていきます。「第一

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。第二に、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」 これらを実践していく企業を増やすため、同友

会では以下の活動を強化していくことが大切です。

(1)知り合い、研鑚し励ましあう「本音の討論」ができる

場を多くつくりましょう

「一人で悩まないで同友会で学ぼう」と誘いあい、励ましあ

いの輪を広げましょう。具体的な経営実践、悩み、経営課題を

率直に出しあい、明日の経営に勇気がわくよう多くの経験交流

の場づくりをしましょう。その際、経営実践を具体的に交流す

るために「企業変革支援プログラム」を活用しましょう。

第1第1節節

第3回人を生かす経営全国交流会（2012.11愛知）
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(2)企業が維持・発展し、雇用が守れる取り組みを展開しましょう

経営指針をつくって強じんな経営体質の企業としていくた

めに、理念・方針・計画策定すべてをフォローし、経営計画を

どのように実践しているか、経営指針を毎年見直しているか、

相互に確認しあえる環境をつくりましょう。また、「共に育つ」

社風づくりで人材育成して顧客の期待に高いレベルでこたえ、

定期採用をめざし、若者の力が発揮される企業づくりに挑戦し

ましょう。

(3)「自社の強み」を明確にし「企業間連携」で、

新たな仕事づくりをしましょう

経営理念を外部にも発信して、付加価値の高い仕事づくり、

価格決定権がもてる企業になれるような活動を確立しましょ

う。新事業・市場創造に向けた企業間連携を強める場をつくり、

対外活動も強化していきましょう。

(4)全国的な教訓を学び、実践しましょう

これらの実践を進めるために全国行事に積極的に参加して

各同友会での活動の成果と教訓を学び、各同友会で運動を推進

しましょう。

課題別の方針は以下のとおりです。

２、「労使見解」の精神を生かして、「人を生かす経営」
を推進する

企業として経営を維持発展していくために、「労働者の生活

を保障するとともに、高い志気のもとに、労働者の自発性が発

揮される状態を企業内に確立する努力が決定的に重要」とする

「労使見解」に立ち返る学びの場をつくりましょう。新卒定期

採用を進め、地域の雇用を創出するという共同求人活動の確

立・再建・強化と、社員とともに経営指針を成文化し実践する

ための組織的経営を実践的に推進することが大切です。その

際、障害者、高齢者雇用も配慮した社風づくりについて経験交

流と学習を深めることが大切です。

同友会では、「人を生かす経営」を、経営指針のもと新卒を

定期採用し、障害者雇用も進め、生き生きと働ける場をつくる

ことで、社会の期待に高いレベルでこたえられる仕事づくりを

することであるとしています。

今年度は経営労働問題全国交流会（９月26～27日・徳島）、

障害者問題全国交流会（10月24～25日・神奈川）、社員教育活

動全国研修・交流会（11月20～21日・秋田）、全国共同求人交

流会（11月28～29日・愛媛）が予定されています。各同友会

の課題となっている活動の強化のためにも積極的に参加しま

しょう。

また、中同協では今年度初めての４委員会合同の研修・委員

会（経営労働・社員教育・共同求人・障害者問題）を開催し、

総合的に実践する企業づくりの活動について研修・交流しま

す。

３、新しい仕事づくりと連携による市場創造と国際展開

新たな市場をつくりだすためにも企業連携、産官学金の外部

資源を活用した連携による仕事づくりと国際的な展開につい

て学ぶ場を設けましょう。中同協企業連携推進連絡会では国際

連携の取り組みについて交流できる場をつくります。また、連

絡会内のグループ活動の一環として、初めての「食と農連携グ

ループ全国交流会」を７月19～20日に北海道で開きます。

４、経営指針の成文化と実践運動

経営環境が急激に変わり、国際的な変化にも対応が求められ

る中、経営者が時代認識を持ち、経営指針をつくっていくため

の情報交換や学習の場が必要です。小手先の戦略を学ぶことに

終始せず、理念を深め社員と共に情報収集して市場を分析し、

社員と共につくり実践する経営指針成文化・実践活動を確立し

ましょう。また、経営計画に人材育成・採用計画と労働環境改

善を明確に位置づけることを推進しましょう。

５、企業づくりを支援する企業変革支援プログラムの活用

「企業変革支援プログラム」を毎年活用し、経営の現状を、

客観的指標をもとに見直して、実践的な経営指針となるように

活動をすすめましょう。その足掛かりとして経営指針成文化セ

ミナーや月例会での活用、「ステップ１」のe.doyuへの登録推

進。「ステップ２」は経営指針成文化セミナーや成文化した企

業の実践の検証に活用し、会員訪問時に「企業プロフィール」を

ヒアリング内容としながら、相互に経験交流するきっかけをつ

くりましょう。

今年も中同協では「ステップ1」のe.doyuへの登録推進月間

を設定します。

６、後継者と事業承継の取り組みを広げましょう

後継者育成は重要な経営課題です。各支部・地区での取り組

みにも事業承継を学ぶ例会などを意識的に設定し、幹部社員教

育やＢＣＰ（事業継続計画）を学びあいましょう。事業継続に

夢が持てるように、研鑽しあう場としての後継者塾・青年部の
けんさん

強化も必要です。 青年部連絡会の活動を推進するとともに、

第41回青年経営者全国交流会（９月12～13日・東京）に多く

の青年経営者を迎えましょう。

７、女性が活躍できる取り組みを広げる

2020年指導的地位における女性の割合を30％にするという

ポジティブ・アクションを推進し、女性が能力を発揮できる場

を広げて女性幹部社員を育成しましょう。同友会として女性起

業家支援と女性経営者の学ぶ場の充実を図りましょう。



18

地域づくり
～持続可能な地域社会をめざして

１、日本と地域の未来は自らの手で

2011年に中同協・中小企業憲章・条例推進本部が発表した

「中小企業の見地から展望する日本経済ビジョン（討議資

料）」は中小企業家が展望する成長戦略という性格を持ってい

ます。中小企業憲章の国会決議が焦眉の課題となるなか、「ビ

ジョン」の議論を広げ、さまざまな機会に展望を語り広げる

ことが求められます。同時に、各地域で新しい仕事をどのよ

うにつくっていくのか、地域ビジョンを描きながら中小企業

振興基本条例制定・活用の取り組みを進めましょう。

中小企業憲章・条例運動がめざす経済社会を担うのは一社

一社の中小企業です。中小企業憲章・条例推進運動を担うこ

とができる企業づくりに取り組みましょう。そのためには、

幾多の局面で普遍性が実証されてきた同友会理念と同友会運

動の歴史を深く学ぶことが重要です。今日の情勢が提起して

いる課題に正面から取り組むことができる企業をめざしまし

ょう。

２、中小企業が安心して経営できる金融環境の実現に
向けて取り組もう

2013年３月に中小企業金融円滑化法が終了しました。影

響発生の状況を注視し、行政や金融機関と連携した対応をと

りましょう。地域と中小企業にとって望ましい金融環境の実

現をめざす「金融アセスメント法」※の制定も視野に入れて取

り組みます。また何よりも重要なことは、どんな経営環境の

変化にも対応できる企業体質をつくることです。金融環境を

注視しつつ企業づくりに力を入れましょう。

政府が2012年2月に公表した「中小企業の会計に関する基本

要領」（中小会計要領）は中同協も参画して策定された、中小

企業の実態に即した会計基準です。自社の経営状況の把握に

役立つ会計基準として設計されており、金融機関に対して会

計の信頼性を向上させることにもなります。同友会としてこ

の普及・活用に取り組みましょう。

３、中小企業憲章推進の運動をさらに広げ、
国会決議実現に向けて取り組もう

中同協は「中小企業憲章推進月間キックオフ集会」を力に、

憲章の国会決議をめざして７月の参議院議員選挙の候補者や

政党・国会議員への働きかけを行います。合わせて中小企業

支援会議・中小企業担当大臣の設置の実現も求めて取り組み

ます。各同友会においても、地元選出の国会議員との懇談会

などに取り組みましょう。

政府が行っている中小企業基本法の「一部見直し」では中

小企業と小規模事業者の定義を分けるなど、今後の中小企業

政策に影響を及ぼす内容が検討されています。改定に当たっ

ては中小企業基本法の全体に中小企業憲章の理念が生かされ

るよう、全同友会での学びを広げましょう。

４、中小企業振興基本条例の制定と活用の取り組みを
発展させよう

条例制定が全国に広がっています。さらに条例制定の取り

組みを広げるとともに、制定された条例を活用する取り組み

を展開しましょう。企業実態調査と条例制定と中小企業振興

会議が一体となった取り組みを基本とし、金融機関や教育機

関の役割についても盛り込んだ総合的な内容にするなど、実

効性ある条例をつくることを追求しましょう。会内で条例づ

くりについて理解を広げ、行政や他団体・金融機関とともに、

制定した条例を活用し、検証する取り組みを広げましょう。

５、社員や家族に憲章を知らせ、国会決議をめざす
「地域の声」をつくり出そう

政府が閣議決定した中小企業憲章は「中小企業は、経済を

牽引する力であり、社会の主役である」と謳っています。中

小企業で働く意義の大きさを政府が宣言したものであり、中

小企業で働く社員に誇りを与えるものです。

女性部連絡会に参加する同友会の輪を広げ、第17回女性経営

者全国交流会（６月13～14日・大阪）では、女性経営者、経

営者夫人、女性幹部社員も共に学べる場としていきます。

８、環境経営～省エネ、創エネと仕事づくり

かけがえのない自然環境を守り、持続可能な社会をめざすた

めにはエネルギー問題への対応は避けて通れません。

エネルギーの海外依存度96％という中、円安によるエネルギ

ー高騰で省エネへの対応が求められています。環境経営がます

ます求められており、同友エコに取り組む企業を増やすととも

に各同友会でも学ぶ場づくりにつとめましょう。

第７回中小企業地球環境問題全国交流会（10月３～４日・熊

本）では、企業経営に明確に環境経営を位置づけ、省エネ、創

エネ、蓄エネについて学びあいます。

第2第2節節

※「金融アセスメント法」：個々の金融機関の営業実態を「地域への円滑

な資金供給」や「利用者利便」の観点から公的機関が評価・情報公開

をし、金融機関の選択を利用者の判断にゆだねる仕組み。
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中小企業憲章閣議決定から３年、憲章の認知を地域の隅々

に広げ、国会決議実現のために世論を拡大することが求めら

れています。

６月の「中小企業憲章推進月間」を一つの契機に、会員企

業で働く社員やその家族に憲章を知らせ、国会決議を求める

「地域の声」をつくり出しましょう。

６、調査と一体に政策活動に取り組もう

大学や研究機関、研究者との連携を広げましょう。同友会

として、景況調査をはじめとした調査活動の強化、地域や中

小企業に関するさまざまな調査・分析や政策立案能力を高め

ましょう。中同協企業環境研究センターは引き続き、景況調

査、情勢分析、企業づくりや同友会運動の実践に即した調査・

提言、政策活動に貢献する取り組みを展開します。

東日本大震災からの復興を
めざして

１、「点」から「線」、「線」から「面」の動きを広げて

危機発生時、経営指針が浸透している企業では社員が自らの

判断で行動し、事業を守り、再開する上で大きな力を発揮しま

した。被災企業の経験と教訓に学んだ企業づくりに取り組みま

しょう。先駆的な努力を続ける「点」としての会員企業がネッ

トワークでつながり「線」になることで、大きな力を発揮する

ことが被災地での企業実践の教訓です。ネットワーク機能が強

化され地域経済が元気になれば、社員とその家族が安心して住

み・働ける地域づくり（「面」の展開）につながります。

「点」から「線」、そして「面」に展開する企業づくりに取り

組みましょう。またこうした政策展開の重要性を行政と共有す

ることも必要です。

２、原発事故・震災復興を全国的な課題として連帯の輪を広げよう

震災復興はまだ緒についたばかりです。引き続き、被災地の

同友会と企業に全国からの連帯の輪を広げましょう。また、震

災復興で直面する経営課題や政策課題を被災地だけの問題と

せずに、全国の地域・中小企業に普遍的な課題と教訓を導き出

し、企業づくりや地域づくり、同友会づくりに生かすことが重

要です。原発・エネルギー問題を中小企業経営者の見地と同時

に、生存し生活する一人の人間としての見地から深めましょ

う。

ＲＥＥＳの取り組みを国外にも発信することや、エネルギー

需給を小さなコミュニティごとに構想することも大切です。産

学連携や企業連携を検討し、新しい仕事づくりにつなげていく

など震災復興の支援とともに、共通する課題として全国的な連

帯の輪を広げていきましょう。

東日本大震災の教訓を風化させないための取り組みとして、

中同協として第２回東日本大震災復興シンポジウムを開催し

ます。ＲＥＥＳの活動の輪を広げ、発展させます。福島同友会

相双地区が発行した『逆境に立ち向かう企業家たち』を普及し

ましょう。

第3第3節節

同友会づくり
～中小企業が主役となる社会を
めざして

企業づくり・地域づくり・同友会づくりを
一体として取り組もう

企業づくり・地域づくり・同友会づくりを一体として取り組

むことが、地域を再生し、産業を興し、日本経済を牽引する力

となり、中小企業が社会の主役となっていく時代をつくってい

きます。そのためには経営者としての資質や力量を高め、経営

課題や地域課題に取り組み、「企業経営と同友会は不離一体」

として仲間づくりとともに、企業と地域を良くしていくことが

必要です。同友会の三つの目的を同時に総合的に実践する運動

の展開と学びの体系化に取り組んでいきましょう。

また、実現への道筋を示すために、すべての同友会で中長期

的なビジョンと会員数の目標をもつとともに、単年度で目標を

達成することが重要になってきます。同時に企業組織率の目標

をもち、地域に占める雇用貢献率の把握などに取り組んでいき

ましょう。

５万名会員達成めざして
中同協設立50周年（2019年）を展望する

中同協では全国５万名の達成を目指します。各同友会の会員

第4第4節節

中小企業憲章推進月間キックオフ集会（2012.6東京）
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数目標の達成とともに、全国での５万名達成にむけて、仲間づ

くりの連帯の輪を広げていきましょう。各同友会が地域に責任

をもつ同友会づくりを実践するとともに、中同協設立50年を迎

える2019年を展望して、経済を牽引する力となり、社会の主

役となる全国組織をつくっていきましょう。

１、ビジョン・方針をもって地域の隅々に同友会を広げよう

(1)中長期のビジョンや方針をもって

増える・減らない同友会づくりを

中長期的なビジョンや方針を持って増える・減らない同友会

づくりを進めていきましょう。地域分析と組織分析を科学的に

行い、かつ会員間の生きた情報から現状認識をしっかり把握

し、地域の隅々に同友会を広げていきましょう。中同協では、全

国の同友会や市区町村の組織分析や地域分析などの基礎デー

タなどを提供していきます。

(2)役員は人を生かす経営を実践し、組織的経営をめざそう

同友会の語り部となる役員は同友会理念を学んで、「人を生

かす経営」を実践し、自社の企業づくりで成果を上げ、そして

同友会運動にフィードバックすることが重要です。同友会の学

びと実践を通じて、企業変革し、組織的経営をめざし、実践を

通して同友会運動を語っていきましょう。また、役員同士での

情勢論議や経営論議を定期的に行うことが重要です。理事会や

役員会などでは、お互いの企業づくりなどを意見交換し、会員

や地域の状況を掴みながら、同友会運動を推進していきましょ
つか

う。

(3)広報情報化で組織強化を進め、対外発信で連携の強化を

組織強化と広報情報化を戦略的に推進する「情報創造」に取

り組みましょう。会員の声や会員企業の情報を調査やデータに

基づいてまとめ、同友会運動を分かりやすく会内や対外的に発

信し連携を深めていきましょう。行政機関や報道機関への働き

かけなど日常的な取り組みを行う体制をつくり、継続的に進め

ましょう。

中同協では、同友会や会員企業の実践の成果や教訓をリアル

タイムでの情報共有する仕組みの構築を検討するとともに、

e.doyuの再構築を本年９月に実施します。また各同友会では、

経営者団体として全国共通のグループウェアを持っている強

みを生かし、e.doyuの活用をもっと広げていきましょう。

広報情報化の課題は、同友会の組織強化の課題として戦略的

に実践していくことが重要となってきています。本年は愛知で

８月に組織強化・広報・情報化全国交流会を開催し、企業づく

り・地域づくり・同友会づくりを一体とした実践事例に学び、戦

略的に取り組む契機とします。

２、同友会理念を実践する企業を
すべての地域（市区町村）に広げよう

(1)地域で責任がもてる支部・地区づくりを展開しよう

地域で責任が持てる同友会づくりには、地域での支部・地区

づくりが大変重要です。地域の特性を理解し、地域資源を生か

した企業づくりや地域再生を展望した支部・地区づくりを進め

ていく必要があります。明確な組織や増強方針をもち、同友会

の各地域における貢献度などを科学的に把握しながら、地域に

同友会を広げていきましょう。

(2)大都市部・地方都市（県庁所在地）での組織を強化していこう

大都市部や政令指定都市、地方都市や県庁所在地などの人口

密集地・企業集積地に同友会運動をどう展開するかが重要な課

題となっています。また、都市部における会員企業の経営課題、

都市部特有の地域課題などが多様化している現状もあります。

会員の自主的・主体的な活動を活性化するとともに企業づくり

を学べる場を増やしていきましょう。

加えて都市部では、地方や国の行政機関や大学・研究機関、報

道機関なども多くあります。対外発信を積極的に推進し、外部

との連携を深めていきましょう。

(3)新支部・地区づくりを進めよう

会員企業がいない市区町村は全国でまだ約25％あります。地

域に同友会会員企業が増えることは地域への社会貢献につな

がります。外部と連携しながら、憲章・条例運動とともに新支

部・地区づくりを進め、地域に新しい仕事をつくり、雇用を創

出していきましょう。また中長期的な組織づくりを展望し、ど

この地域に新支部・地区をつくるのかも検討していきましょ

う。

(4)企業づくりの成果と教訓を支部活動に生かそう

―経営指針の実践と企業変革支援プログラム

同友会づくりや支部づくりに経営指針や企業変革支援プロ

グラムの実践などの企業としての組織づくりの成果と教訓を

生かすことが重要です。組織のビジョン・方針・計画を明確

し、同友会づくり、支部づくりをしていきましょう。

３、会員一人ひとりを主人公に、本音の学びから、
顔と企業が見える取り組みを

(1)学びあう例会づくり、本音のグループ討論を重視しよう

例会での学びあい活動では、報告者の経営体験報告に学ぶと

ともに、テーマにそって参加者みんなが学べて、気づきが得ら

れるよう本音のグループ討論をする時間を十分確保する必要

があります。一人ひとりの経営課題が本音で話せ、経営実践に

つなげるグループ討論を重視していきましょう。また、支部・

地区の例会づくりでは、中小企業憲章・条例の制定運動を学ん
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だり、地域分析や人口動態など科学的に地域を把握し、地域力

を生かした企業づくりを進めましょう。

(2)顔と企業が見える活動を進めよう―委員会・部会・小グループ活動

顔と企業が見える活動を行うには、お互いに会社訪問するな

ど気軽に本音で話せる関係をつくり、継続的に経営課題を話し

あえることが重要です。委員会・部会活動は企業の経営課題や

政策課題、同友会の運動課題などを専門的、継続的に学び実践

することができ大変重要となってきています。

また、会員同士の比較的少人数での小グループ活動、会社訪

問活動などは普段の活動では言えないことでも話せて、本音の

経験交流ができるとの成果もでてきています。みんなで連帯し

ながら仲間の輪を広げていきましょう。

４、役員・事務局の連携強化で
強い組織の同友会づくりを進めよう

(1)すべての会員が企業づくりを学べる

自主的・主体的な活動の展開を進めよう

すべての会員が同友会型企業づくりを学び実践することが

できるよう会員の自主的・主体的な活動を進める仕組みをつく

っていきましょう。会員一人ひとりが主人公となる活動とする

ために、会員が自主的・主体的に課題やテーマを設定し、企

画・運営しながら活動を展開していくことが重要です。自主的・

主体的な活動をすることで、会員企業の経営課題の多様化に対

応し、同友会運動や中小企業憲章・条例運動を広げていきまし

ょう。

(2)役員研修と新会員オリエンテーション―学びと実践の体系づくりを

役員研修は体系的に継続して取り組むことが必要です。役員

として同友会で学び実践し、企業づくりで成果を出すととも

に、同友会の語り部としてフィードバックしていきましょう。

また、入会してから中長期的に同友会で学び実践できる体系

を検討する必要がでてきています。新会員オリエンテーション

をはじめとして、同友会活動への参加のフォローをするととも

に、新会員に出番をつくりましょう。新会員の経営課題にそっ

て、全国行事などに参加を促すことも効果的です。同友会がめ

ざす企業づくりを地域に増やしていきましょう。

(3)女性経営者、青年経営者の会員を増やし、

女性リーダー、青年リーダーの育成を

女性経営者や青年経営者の会員を増やしていくことは、会活

動の活性化を促進し、強い組織の同友会づくりにつながりま

す。同友会と企業の後継者、日本と世界の未来を創る次代のリ

ーダーとしての青年リーダーを育成していきましょう。また地

域や企業で、女性ならではの感性や生活者の視点を生かしてさ

まざまな実践を行っている女性経営者に出番をつくり、女性リ

ーダーとして育成していきましょう。

(4)同友会運動の発展を支える事務局づくりを

同友会運動の発展を支える事務局づくりをしていきましょ

う。事務局や事務局員一人ひとりの実践が、会員企業や同友会

運動を支え、中小企業と地域の発展につながっていきます。会

員と事務局がパートナーとして同友会運動を進め、中小企業が

主役の時代をつくっていきましょう。

そのために、事務局指針とビジョンづくりに取り組み、目標

の共有化と、役員・事務局の連携の強化を図っていきましょう。

同友会運動を支える重要な役割を担うにふさわしい労働環境

や労働条件の整備と業務改善を進めていきましょう。また、新

人育成と中堅及び事務局長後継者の育成課題を事務局経営の

観点を持って取り組みましょう。

中同協は、各同友会の組織と同友会運動の発展にあわせた事

務局の強化と育成に取り組めるように検討を進めます。

５、全国同友会の連携・ブロック活動を強化し
連帯を広げよう

全国同友会の連携を広げ、同友会を地域の隅々に広げる活動

を展開していきましょう。ブロック活動では、各同友会の経験

や教訓の交流を図って、近くで学べる良さを生かしながら、そ

れぞれの同友会運動に役立つ活動を推進しましょう。憲章・条

例運動などの全国課題や会員増強、代表者会議、支部長交流会、

事務局研修など交流を深めていきましょう。

結びに

今回の大震災は、地域のくらしを支え、地域に生きる場を提

供し続けてきたのはわれわれ中小企業であるということを、数

多くの被災地の会員が身をもって教えています。地域の担い手

である中小企業家としての誇りと自覚をもって、社員の方たち

も巻き込みながら、今こそ中小企業憲章の精神を地域の中に伝

え、広げていくことが大切です。中小企業憲章の国会決議をめ

ざすとともに、中小企業振興基本条例の運動を全国各地で進め

ましょう。

中小企業憲章にある「どんな問題も中小企業の立場で考えて

いく。これにより、中小企業が光り輝き、もって、安定的で活

力ある経済と豊かな国民生活が実現される」ように取り組みま

しょう。

そして、同友会が地域の中核となって、その地ならではの新

しい仕事をつくり出し、雇用を生み出す地域循環型経済づくり

に取り組みましょう。企業づくり、地域づくり、同友会づくり

を一体の運動として取り組み、同友会で学ぶ仲間を地域に増や

しましょう。同友会を強く大きくすることが、地域の再生と活

性化につながることに自信と誇りをもって、同友会運動を地域

の隅々に広げていく年にしていきましょう。
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第1節 企業づくり～環境変化に対応した強じんな企業づくりの実践へ

1、「人を生かす経営」を推進する活動へ

(1)「人を生かす経営全国交流会」の成果とアピールから

【実践事例1：埼玉】8委員会連携のセミナーをシリーズ化

(2)経営指針実践検証・見直し運動～経営指針の実践へ仕組みづくり、企業変革支援プログラムの活用

【実践事例2：ＤＯＲ101号オプション調査】経営指針の実践が業績に反映

【実践事例3：兵庫】経営指針実践へ向けた仕組みづくり

(3)共に育ちあい、地域の未来を担える企業づくりを～経営者と社員が共に学びあう場の創出と指針の実践へ

【実践事例4：岩手】経営指針の実践をすすめる幹部共育講座

(5)企業づくりを支援する企業変革支援プログラムの活用

【実践事例5：大阪】支部目標設定し「企業変革支援プログラムステップ１」登録推進

【実践事例6：徳島】会員間の企業訪問で企業変革支援プログラムを活用

2、新しい企業づくりへ～連携を広げ国際的視点で

(1)海外視察増える～連携しながら市場開拓

【実践事例7：石川】国際的展開で企業連携～国際ビジネス研究会

(2)多彩な連携で新事業をつくる

【実践事例8：長野】大学や地域の中にある知恵を有効活用～新事業をつくる会

【実践事例9：山形、岩手と宮崎、釧路と三重】産学金連携、地域間企業連携へ

3、広がる青年経営者の連携と、後継者と事業継承の取り組み

(1)青年部連絡会、青全交、青年部活性化の取り組み

【実践事例10：北海道】13の青年部の交流へ～青年部連絡協議会と交流会

(2)将来の事業を担う若者を育成

【実践事例11：三重、鹿児島】事業承継で支部例会、社長の卵育成へ大学との連携

4、女性が活躍できる企業づくりを広げる

(2)女性部の活性化

【実践事例12：和歌山】経営実践を学びあう女性部への再生

第2節 地域づくり～中小企業振興基本条例制定の動き広がる

1、中小企業振興基本条例の制定・活用、中小企業憲章を普及し強化する運動の広がり

(1)条例制定自治体が広がり、同友会も積極的な役割を果たす

【実践事例13：秋田・仙北市】行政とともに学んで条例を制定

【実践事例14：大阪・ひらねか支部】条例の制定と一体になった新支部づくり

2.中同協第45回定時総会議案 第1章実践事例・資料

＜実践事例1～27＞
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【実践事例15：神奈川・横浜市】毎年、条例に基づく中小企業振興を点検して報告

【実践事例16：大阪・八尾市】中小企業を学ぶため小学校社会科教材のDVDを作成

2、高まる地域からの期待と、会外との連携の取り組みの広がり

(1)行政・他団体との連携、政策提言の取り組み

【実践事例17：京都】他団体と中小企業金融円滑化法終了に関するセミナーを共催

【実践事例18：東京】民法（債権法）改正に関して日弁連と連携

(2)調査活動と一体となった地域づくりの展開―ＤＯＲ100号記念行事を開催

【実践事例19：愛媛・東温市、宮崎・川南町】地域産業調査に基づいて条例を議論

第3節 東日本大震災からの復興～全国規模で復興シンポジウム

2、地域復興に向けた企業づくりに地域からの期待が高まる

【実践事例20：岩手・陸前高田市】企業実態調査を実施して震災復興の課題を把握

第4節 同友会づくり～企業づくり・地域づくりを一体として取り組み、全国で最高会勢を更新

【実践事例21：最高会勢更新の同友会】16同友会が過去最高会勢に

1、企業づくりの運動を中心にすえる同友会活動

【実践事例22：愛知、愛媛、徳島、富山】経営を語りあえる役員会に

2、地域づくりに責任の持てる強い同友会へ

(1)中期的なビジョン・方針をもって、増える組織・減らない組織づくり

【実践事例23：熊本、愛知】ビジョン・方針の着実な実践による成果

(2)すべての地域に責任の持てる強い組織づくり

【実践事例24：北海道、新潟他】人口減の地域でも会員増強進む

3、役員、事務局の連携強化と組織的な同友会づくり

(1)同友会運動を担う役員研修の体系的な取り組み

【実践事例25：役員研修の継続的な取り組み】同友会の歴史と理念に学ぶ

(2)組織強化と広報情報化の戦略的な推進

【実践事例26：東京、神奈川、埼玉】広報情報化活動の強化

4、全国やブロックの連携・連帯が広がる

(2)ブロック活動の連携が強化

【実践事例27：九州・沖縄ブロック】電力問題でブロック内一斉アンケートと佐賀同友会への支援

資料① 各同友会活動実態調査から

資料② 全国の同友会会員数
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【実践事例1：埼玉】8委員会連携のセミナーをシリーズ化

埼玉同友会では昨年11月から月1回、6回シリーズの「社長の学校」活用・実践セミナーを開講し、39名が参加し、のべ50名

ほどの運営委員が携わりました。同友会がめざす企業の全体像をシリーズで学ぶこと、同友会でどのように経営が学べるのか知

らないまま退会していく会員がいないようにしていくことをねらいとして開かれた６つの講座。「同友会とは何かを知り、自ら

変革し、経営課題を乗り越えるために」と題して開催され、企業づくりに関連する８委員会が合同で企画しました。企画運営に

かかわった委員会は以下のとおり。経営委員会、労働労務委員会、社員教育委員会、共同求人委員会、経営革新委員会、仕事づ

くり委員会、情報化委員会、女性経営者クラブ・ファム。

開講式では代表理事が、新たに迎えた会員数とほぼ同数の退会者のある実状をとりあげ、なかでも同友会の目的や意味を知ら

ないまま退会した経営者も多かったのではないか、会歴の浅い会員に向けて今回のセミナーを開き、同友会がめざす企業づくり

を進めると経緯を紹介。「同友会を理解し活用することで、自社の経営に役立ててほしい」と語りました。

「『良い会社』づくりのために経営者に求められる要件～同友会型企業の魅力とは」「会社発展のポイントは新卒求人と社員教

育のコラボレーション」などの講座が開かれ、グループ討論には理事や委員長が加わり、意見の補足をするなどのサポートもあ

り、活発な意見交換となりました。セミナー終了後に入会と同時に経営指針の参加申込みするゲストもあり、参加者より「新年

度もぜひ開講してほしい」との声が寄せられています。

【実践事例2：ＤＯＲ100号オプション調査】経営指針の実践が業績に反映

中同協・企業環境研究センターでは、2012年4～6月期の同友会景

況調査（DOR100号、941社回答、平均正規従業員数37.3人）のオプ

ション項目として、経営指針策定と成果について調査しました。

このグラフは経営理念・経営方針（中・長期計画）・経営計画（単

年度計画）の作成状況別に業況水準DI（2012年４～６月期）を比較

したものです。値が高くなるほど業況が良いということになります。

経営理念で見ると、作成したが社内にすら出していないという状

態が最も悪く、社外に公開できるくらいにまでなると、かなり厳し

い中でも業況をプラスに転じうる可能性が出てくるということにな

ります。

また、経営方針（中・長期計画）に基づく経営計画（単年度計画）

も、社内にすら公開しないという状態が最も悪く、社内公開はもと

より、毎月その到達点を確認するくらいまでになると、業況を大き

くプラスに転じうる可能性が出てくるということになります。

今回の調査結果から明らかになったのは、経営理念については、

作成するだけでなく、作成後、社内はもとより、社外にまで公開す

ることの重要性です。また、経営方針（中・長期計画）についても社内に公開し、それに基づく単年度計画を作成するととも

に、毎月その到達点を確認していく経営スタイルをとることが重要であり、業績に結びつく可能性が高いことが明らかになりま

した。

【実践事例3：兵庫】経営指針実践へ向けた仕組みづくり

兵庫同友会では、経営指針づくり勉強会を年２回開催しています。テーマは、「つかえる経営指針書づくり」です。

今期は兵庫同友会の重点課題の一番目に、委員会活動の充実を掲げました。どんな環境下でも雇用を守る強靭な企業づくりを

推し進める三位一体（経営指針の確立・人材育成・人材の確保）の活動を強化して、黒字企業を増やし、「同友会型ビジョナリ

ーカンパニー」をめざしています。

経営指針づくり勉強会では、経営指針の基本を学びあう中から経営指針書をつくりあげる「入門勉強会」とつくった経営指針

書を社内で運用・実践できるように総仕上げをする「成文化セミナー」の2つの勉強会がセットになっています。

第1節 企業づくり～環境変化に対応した強じんな企業づくりの実践へ



25

経営指針入門勉強会では、２週間に１回程度行う半日の勉強会を４回開催し、経営指針書をつくり上げます。

第1回は、企業変革支援プログラムステップ1で自社の立ち位置と課題を明確にし、労使見解から経営姿勢の確立を学びます。第

2回は、同友会らしい経営理念の確立です。第３回は、外部環境分析と自社事業分析を行い、基本方針を策定します。第４回は、

利益計画と行動計画づくりです。

そして、２泊３日の経営指針成文化セミナーで、講義や事例発表、グループ討論を通じて、社内で発表し活用できる「つかえ

る指針書」にブラッシュアップします。12月の後期の経営指針づくり勉強会で第45期。

成文化した経営労働委員が「ケイロー（経労）さん」となって、勉強会に積極的に参加して、真剣に学びあうスタイルが定着

しています。前期の勉強会では、47名の参加者に対し、36名のケイローさんが共に学びあいました。また、各回に参加できなか

った人を対象に、フォローの会をケイローさんが中心となって開催し、勉強会をリタイヤする人がないように取り組んでいます。

そして、終了後には、修了研修や支部のブロック会や支部運営委員会などの機会を活用して、全員が社内発表のプレ発表会を

行うようにして、社内実践を進めています。

【実践事例4：岩手】経営指針の実践をすすめる幹部共育講座

今年度はじめて開催された岩手同友会の2012幹部共育講座は、9月から12月までの4カ月間で5講座を開催。経営者と幹部社員

が一緒に参加する講座としてはこれまでで最大の35社45名が受講しました。

これまで1泊での幹部研修会など、単一の講座として開催してきましたが「他社の幹部社員と共に参加する場があれば大いに

刺激になる」「経営指針の全社的な実践のために、幹部ともっと深いかかわりあいをしたい」などの声が寄せられ、今回初めて

の開催となりました。

特徴的だったのは、企業変革支援プログラムを全面的に活用したことです。自社の立ち位置はどこにあるのかを確認し、その

上で財務分析の講座、そして「学んだことを企業変革に生かす」実践講座、最終講義として「生きる・くらしを守る・人間らし

く生きる～かかげた経営理念を実現するために」をテーマに1日講座で徹底討論しました。

参加した幹部社員からは、「毎回出る度に新たな仕事のヒントが浮かんだ。あとは自社でどう具現化するかだけ」「自社の課題

が明確になった。できていると思っていたところも、工夫次第でさらに変革できることを学んだ」など、幹部社員にとって目線

が広がる大きなきっかけとなりました。

岩手同友会では社員教育の取り組みとして、新入社員合同入社式研修会、フォローアップ講座、社員共育大学、幹部共育講

座、そして同友会大学を年間を通じて行っています。

【実践事例5：大阪】支部目標設定し「企業変革支援プログラムステップ１」登録推進

大阪同友会では「企業変革支援プログラムステップ1」の普及と活用を推進するため、中同協が設定したe.doyu登録月間11～

12月に支部目標を設定して積極的に取り組み、全国5,000名の目標設定のなか、大阪同友会は全国トップの345名の登録で目標を

達成しました。ブロック、支部によって取り組みに格差がありましたが、全国目標（会員数の12％）をクリアした支部は９支

部、支部の自主目標を達成した支部は４支部でした。

大阪同友会の新年度方針では「自社の現状と課題について全社的な共通認識をつくり、戦略と目標を明確にして黒字企業への

取り組みを推進しましょう。企業づくりの柱として、毎年『企業変革支援プログラムステップ1』のe.doyu登録を行い、自社の

立ち位置を確認し、『企業変革支援プログラムステップ2』を活用して経営改善を強く推進しましょう」と呼びかけています。

【実践事例6：徳島】会員間の企業訪問で企業変革支援プログラムを活用

徳島同友会の南支部（81名）と北支部（86名）、西支部（61名）では、幹事会でステップ１の回答結果を持ち寄ってお互いの

状況を出しあいながら経営課題について議論してきました。また、お互いをよく知りあうため、あまり出席されていない会員を

対象に企業訪問活動に取り組んでいました。

南支部では会員４～10人で訪問し、月１回8回訪問活動を行い、「企業変革支援プログラム」を会員訪問に持ち込むなどして具

体的な経営課題を明確に意見交換するなど工夫しています。

【実践事例7：石川】国際的展開で企業連携～国際ビジネス研究会

石川同友会には会員が自主的に運営している研究会が６つあり、「国際ビジネス研究会」では14名の会員が学びあっています。

1999年に設立された同研究会は海外の実状を学び、諸外国との交流を図りながらビジネスに結びつけることを研究し、海外視

察や英会話教室などを開催してきました。

ASEAN諸国でも注目されているミャンマーに民主化以前から会員同士が連携して進出し、実績を上げています。
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1996年からミャンマーに進出していた会員企業の実践をもとに、

98年石川同友会国際ビジネス研究会のメンバー13名で、ミャンマー

に視察旅行に行き、民間交流をスタート。その後、このメンバーが

中心になって石川ミャンマー友好協会を設立しました。2002年には

同友会のメンバーも多数参加して石川県から80名規模の視察団で

ミャンマーを訪れ、ミャンマー政府関係者や在ミャンマー日本大使

も出席して盛大なレセプションを行うなど交流を重ねてきました。

2008年5月のミャンマーサイクロン被害では、同協会と石川同友

会国際ビジネス研究会の有志で復興支援活動に汗を流しました。中

小企業問題全国研究集会第9分科会では、「同友会の縁でミャンマー

に会社をつくることができた」と報告されました。

【実践事例8：長野】大学や地域の中にある知恵を有効活用～新事業をつくる会

2010年4月、長野同友会事務局が信州大学工学部キャンパス内の信州科学技術総合振興センター（SASTec）に移転し、それ

を契機として「新事業をつくる会」の活動がはじまりました。

「新事業をつくる会」は、同友会が従来から進めてきた「人を生かす経営」、経営指針、共同求人、共育活動などの延長線上

で、時代の変化やニーズに応えられる新たな仕事づくり・市場（産業）創出への活動・仕組みをつくることが目標です。主体的

な産・産交流をベースに、大学や地域の中にある知恵を有効に活用していくことをめざして活動を進めています。

工学部キャンパス内の各学科の視察見学会を隔月で開催したり、研究例会では大学の研究者から学び、同友会の会員の実践事

例なども含め、産学官金の情報交換を積極的に行ってきました。

2011年8月30日には「地域創造」特別シンポジウムを開催。昨年は、産学連携による新たな仕事づくりにむけての活動を進め

ていこうと、3月28日に個別の研究室訪問・実践事例見学会を実施。昨年度の7回開かれた「新事業をつくる会」にはのべ329名

が参加しました。

「新事業をつくる会」がきっかけとなって、会員企業の中から新たな仕事づくりの事例が創出されてきています。さらに2012

年から先の信州大学教授の指導のもと、会員有志により「同友ソルガムファーム」をスタート。エネルギー・食料・環境という

3つの課題を一緒に解決できる植物として注目されており、実際に栽培から製品化への学びと取り組みがはじまっています。

【実践事例9：山形、岩手と宮崎、釧路と三重】産学金連携、地域間企業連携へ

山形同友会は2010年、大学教育を通し地域を元気にする人材育成や地域貢献の目的で、山形大学、きらやか銀行、山形県信用

金庫協会加盟の4信用金庫と連携協力協定を結びました。以降、2011年は陸前高田市と南三陸へ被災地復興の中心的な役割を果

たしている経営者に学ぼうと会員訪問。2012年も同大学で連携授業を行い、継続的に「山形を元気にする企業家に学ぶ」機会を

設けています。

昨年、宮崎同友会と岩手同友会による「宮崎・岩手地域活性プロジェクト」がスタートし、8月27日盛岡市で合同例会が行わ

れ、70名が参加しました。

このプロジェクトは宮崎県が設けた東日本大震災復興支援事業を宮崎同友会が受けたもので、宮崎同友会と岩手同友会が互い

に連携し、互いの良さを引き出しあい、新たな仕事づくりと雇用づくりの実現をめざすものです。産学官連携の事例報告を受

け、宮崎・岩手同友会、岩手大学関係者、各行政機関を交えて「宮崎・岩手、連携の可能性」をテーマにグループ討論。

宮崎同友会では産学官民連携部会「MANGO」が、岩手同友会ではアイネット・産学官連携研究会が、連携を強める組織とし

ての役割を担っています。

北海道同友会釧路支部と三重同友会では、松阪出身の幕末探検家で「北海道」の名付け親である松浦武四郎が縁となり、2011

年から交流がはじまりました。人的交流を背景に双方の産品を使ったスイーツを開発したり、文化交流するなどしています。

【実践事例10：北海道】13の青年部の交流へ～青年部連絡協議会と交流会

北海道同友会には支部単位の青年部が13あり、740名が参加しています。昨年11月9日、全道青年部・後継者部会交流会が苫

小牧で開かれ、全道の青年部・後継者部会、事務局および中同協から218名が参加しました。

報告を受けて「広い北海道、青年経営者のネットワークは無限の可能性を秘めている。全道の青年部・後継者部会が交流を深

め、全国に発信していこう」と提起され、討論・交流が行われました。

2012年2月に第1回の会合を行った「中同協青年部連絡会」では、青年部活動の意義として「同世代で切磋琢磨していくこと、

サイクロン支援（現地にて）
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【実践事例13：秋田・仙北市】行政とともに学んで条例を制定

秋田県仙北市では2011年9月に「産業振興基本条例」が制定されました。秋田同友会仙北地区会（7月に正式設立）は、3年前

に地区会設立準備会が活動を開始。直後から「中小企業振興基本条例」の勉強を始めました。

地域の人口減少や高齢化、そして、高卒など新卒者の9割以上が、地元に就職できないという実態を「何とかしなければ」と

いう切実な願いが、活動の起点となりました。

2010年3月には、市が主催する「『条例』講習会」が開催され、講師には中同協の瓜田政策局長が招かれています。その後、市

からの要請を受けて、地区会長の千葉薫氏を「産業振興基本条例検討委員会」の委員として派遣。委員会での検討期間中にも、

仙北地区会では瓜田政策局長を講師とする「中小企業振興基本条例研究会」を開催し検討委員からも多数の出席がありました。そ

の後、市が「条例案」をまとめてパブリック・コメントを実施。仙北地区会では、地区幹事会で詳細に検討した結果をまとめ

て、修正を求める意見を送りました。「条例案」を審議した市議会では、会員経営者の議員が、所属会派や仙北地区会と相談し

て修正を提案。「条例案」は修正・議決されました。条例には、地域経済の疲弊が懸念される今こそ、市民、行政、事業者が力

を結集して主体的に行動を起こし、まちづくりの礎としての産業振興を進めるときであり、また、そのために「仙北市産業振興

推進委員会」を設置することが明文化されました。

【実践事例14：大阪・ひらねか支部】 条例の制定と一体になった新支部づくり

2013年３月15日、大阪同友会20番目の支部となる「枚方寝屋川交野（ひらかたねやがわかたの）支部」（以下、ひらねか支部）

が会員数61名で誕生しました。

大阪府下では１府11市の行政区に中小企業振興条例が制定されていますが、2013年春、ひらねか支部エリアである寝屋川市、交

野市にも同友会が関わって「産業振興条例」が制定されました。

次世代のリーダーを育成すること、全国の交流と外部発信を強めていくこと」などを確認しており、青年部では青年経営者がリ

ーダーとしての資質を磨き、同友会がめざす企業づくりを実践していくことが期待されています。

【実践事例11：三重、鹿児島】事業承継で支部例会、社長の卵育成へ大学との連携

三重同友会では2008年に四日市商工会議所・三重銀行・三重銀総研と共に事業継続のために、若手経営者を対象としたセミナ

ーを開催し、同友会会員が講義を担当し46名が参加。2009年度には百五銀行・百五経済研究所と開催した経営者セミナーには

１０５名が参加しました。

その後、各支部例会でも事業承継をテーマに開かれており、昨年度は4支部で10回開かれ延べ298名が参加。これとは別に先輩

経営者に学ぶ実践塾を会員が自主的に開催し、年間12回で延べ240名が参加しました。今年度は「財産承継と事業承継」をテー

マにした月１回１年間の基礎講座を開き、本格的な取り組みを予定しています。

鹿児島同友会では同友会設立の翌年から共同求人活動を開始し、インターンシップなどでも地元大学との連携を進めてきまし

た。

志学館大学とは2011年度にインターンシップの受け入れに対応したことを契機に、学生に中小企業を知らせ、起業し経営して

いくことの意義を伝えてきました。

今年度は5月に「産学地域連携基本協定」に調印。中小企業に多くの人材を集め、将来の起業家を育てようと、人気漫画にあ

やかり「鹿児島耕作プロジェクト」と名付けました。月１回の同友会例会への参加、社長のカバン持ち体験、職場体験、模擬面

接などを通して、学生に中小企業への理解を深めてもらおうと取り組んでいます。

【実践事例12：和歌山】経営実践を学びあう女性部への再生

和歌山同友会では青年部活動が活発化してくる中で、「支部例会を補完できる活動を」と昨年度は女性部の活動を再開しまし

た。

沖縄で行われた女性経営者全国交流会や大阪同友会女性部例会への参加を通じて、積極的に活動にかかわる役員の問題意識も

変化し、2012年11月には100名以上を集める講演会を主催。今年2月には同会ビジネス創造部会と共催で「経営理念や夢を語り

合う会」を一泊で実施し、約30名が参加しました。

和歌山同友会の女性会員は450名中40名。新年度の新たな展開が期待されています。

第2節 地域づくり～中小企業振興基本条例制定の動き広がる
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大阪同友会では、地域から中小企業の発展と活躍が期待される中、「地域」をキーワードとする小グループ化を進めており、

これまで以上の「企業づくりの実践」と「組織基盤の強化」に取り組み始めています。この「ひらねか支部」の設立を、これか

らの大阪同友会の活動モデルのひとつとして注目しています。

ひらねか支部の地域は明治期終盤より高度経済成長期にかけて、紡績・縫製業や農機具メーカーなどの進出や積極的な工場誘

致で産業集積化が進み、現在でも７つの企業団地を有する「枚方市」、枚方市と並び特例市の「寝屋川市」、その両市に隣接する

田園都市の「交野市」。大阪府の北東部、北河内地域のこれら３市をエリアとする支部です。このエリア内には８つの大学があ

り、特に枚方市は6つの大学を有する産学連携都市でもあります。

ひらなか支部設立総会では、2013年度の活動方針の中に、会員相互や地域との信頼関係の構築に取り組むことで「その地域に

なくてはならない企業づくり」と「未来型の地域づくり」を進めることを掲げています。

【実践事例15：神奈川・横浜市】毎年、条例に基づく中小企業振興を点検して報告

2010年に中小企業振興基本条例が制定されました。これを受けて横浜市は毎年、振興の取り組み状況報告書を発行しています。

この報告書の特徴は、中小企業振興の全市の取り組みを３つの視点から総合的に報告していることです。すなわち、①中小企業

の経営基盤の強化や経営の革新に向けた事業の実績・成果、②市内中小事業者の受注機会増大に向けた取組状況、③ＰＦＩ・指

定管理者選定への市内中小事業者等の参入・参画状況です。

特に、市内中小事業者の受注は、工事、物品、委託契約について全発注担当区局別の実績を含め公表し、今後の受注機会増大

等の取組につなげるとしています。また、条例の趣旨を踏まえ、経済担当部局のみならず、全市の取組を網羅しています。さら

に2010年度の実績に加え、実態調査、アンケート結果、写真等を織り込みながら分かりやすく成果を報告しています。

2011年度の報告書では市内全18区での取り組み状況報告に拡大。中小企業振興予算増額による活用成果の報告もあります。条

例に基づく振興の取り組みのPDCAサイクルが明確になっている事例として注目されます。

【実践事例16：大阪・八尾市】中小企業を学ぶため小学校社会科教材のDVDを作成

2011年、八尾市中小企業振興基本条例が10年ぶりに改定され、産業振興会議が条項に位置づけられました。産業振興会議では

「ものづくりのまち八尾」を学校教育の中にも広げようとの議論の中から、八尾市における全ての小学校の社会科教材として

DVDが作成され、2012年11月から社会科の授業に活用されています。さらに、市民向けに条例の分かりやすい解説版を作成し、

地域の自治会経由で全市民対象に回覧板を回すというユニークな取り組みも実施しました。

【実践事例17：京都】他団体と中小企業金融円滑化法終了に関するセミナーを共催

京都同友会は、2012年12月に「中小企業等金融円滑化法失効に関するアンケート」を実施し、経営への影響と施策への要望を

調査しました。回答企業455社のうち、「影響がある」との回答が35.4%（161社）と３分の１を超え、貸付条件の緩和などを「利

用した」との回答は、12.7%（58社）ありました。

この調査で、「円滑化法の継続」や「新たな立法」などを望む声が多く寄せられたことをふまえて、中小企業金融円滑化法の

終了目前の2013年3月21日、京都府中小企業団体中央会、京都府商工会連合会、一般財団法人京都府中小企業センターと共催で

「中小企業経営安定セミナー」を開催しました。

京都信用保証協会の嵯峨哲夫専務理事は、2012年11月の金融担当大臣談話の中身に触れ、金融円滑化法終了後も地元金融機関、

京都府、京都市とも更に連携を強めて“オール京都体制”で臨み、金融面だけでない総合的支援を行い、企業の存続・発展を促

して雇用確保による社会貢献を進めていくと表明しました。

参加者からは「依然として厳しい経営環境の中、各関係機関が連携して中小企業への総合的支援を強化することは心強い」

「企業経営者としてこれからの金融政策に対応し、経営の安定を図っていく必要性を感じた」などの感想が寄せられました。

【実践事例18：東京】民法（債権法）改正に関して日弁連と連携

東京同友会は2012年11月、法制審議会の民法部会で検討されている民法（債権法）改正について、個人保証の原則的禁止を求

める緊急意見書を法務省に提出しました。これをきっかけに、日本弁護士連合会（日弁連）との連携が生まれ、2013年2月28日、

中小企業の立場から民法改正を考えるシンポジウム「どうなる！『個人保証』」（中同協主催、日本弁護士連合会共催）を開催

し、会の内外から150人が参加しました。

早稲田大学・山野目章夫教授が「保証人保護の方策拡充についての民法（債権法）改正の現在と問題点」をテーマに講演。パ

ネルディスカッションで三宅一男・東京同友会政策渉外本部長は、個人保証が大変な重荷となった体験から「生身の人間を借金

のカタにとるシステムはおかしい」と発言。国吉昌晴・中同協副会長は「金融アセスメント法」制定運動では「貸し手と借り手
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は対等」と主張してきたことを紹介。日本弁護士連合会消費者問題

対策委員会の千綿俊一郎弁護士（福岡同友会会員）は、経営者以外

の個人保証（第三者保証）を原則禁止とする日弁連意見の説明があ

りました。日本経済新聞、東京新聞、毎日新聞などがシンポジウム

を報じ、社会的注目が集まりました。

【実践事例19：愛媛・東温市、宮崎・川南町】

地域産業調査に基づいて条例を議論

愛媛同友会東温支部は、植田浩史慶應義塾大学教授の「条例づく

りの定石は実態調査・条例・産業振興会議のPDCAを回すこと」との

指摘に学び、市内全企業調査に取り組みました。東温市の条例づく

りの特徴は４者共同（東温市、商工会、愛媛大学、同友会）で取り組んでいることです。同友会と和田寿博・愛媛大学教授が中

心となり、商工会の名簿やタウンページ、さらに調査員が町で見かける企業もピックアップして1,164事業所を調査しました。

全企業調査の結果から市の産業構造や企業経営の特徴が見え、どんな条例が必要なのかを示す貴重な資料となりました。調査結

果を踏まえた条例が2013年３月に制定され、産業振興会議が設置されています。全企業調査は製造業を対象にしたものは全国に

多くありますが、東温市のように業種を超えた全数調査は貴重です。

宮崎県川南町は口蹄疫で大きな被害を受けました。根岸裕孝・宮崎大学准教授の協力の下、被害額の算定が行われました。そ

の後、被害額をどうカバーしていくのか、地域の産業連関はどうなっているのかを産業連関表を用いて分析。町外からどのくら

い買い、どのくらい売っているのか、地域経済の“見える化”を行いました。川南町ではこの結果をもとに中小企業振興基本条

例の内容を議論しています。産業連関表は、都道府県レベルのものは既にありますが市町村レベルのものは自前でつくる以外あ

りません。これを同友会が協力してつくったことに意義があります。

第3節 東日本大震災からの復興～全国規模で復興シンポジウム

【実践事例20：岩手・陸前高田市】企業実態調査を実施して震災復興の課題を把握

岩手同友会は陸前高田商工会と共催で2012年9月から10月にかけて「陸前高田市内中小企業等実態調査」を実施し294件の回

答がありました。調査は、商工会の名簿などを利用して調査対象を設定した上でアンケート用紙を郵送、回収は郵送と、事業所

を調査員が直接訪問する形で行いました。陸前高田市は、東日本大震災で津波による被害を受け、経営者自身も避難している場

合が少なくなく、現在居住している仮設住宅などを探して訪問するなど、アンケートの回収には大変な苦労がありました。

結果からは売上や利益が増大している企業もある一方、依然として仮設の事業所、店舗等で仕事を強いられ、売上も落ち込ん

だままの企業も多く二極化が進んでいることが分かりました。また金融機関との関係では、二重ローン対策について中小企業に

十分情報が行き渡るための工夫が課題となっていること、さらに被災地での労働力不足状態が深刻な状況が明らかになりまし

た。岩手同友会はこの結果をもとに行政と懇談し、今後の企業と地域づくりを考える基礎資料として活用しています。

第4節 同友会づくり
～企業づくり・地域づくりを一体として取り組み、全国で最高会勢を更新

【実践事例21：最高会勢更新の同友会】16同友会が過去最高会勢に

中同協は４万2,858名と最高会勢を４年連続で更新。各同友会では北海道、秋田、山形、茨城、神奈川、長野、新潟、愛知、

兵庫、和歌山、鳥取、島根、徳島、愛媛、熊本、宮崎の１６同友会が最高会勢となりました。北海道、宮城、長野、新潟の各同友

会が年度目標を達成しました。企業づくり・地域づくり・同友会づくりを一体として、増える組織・減らない組織づくりに取り

組みました。

【実践事例22：愛知、愛媛、徳島、富山】経営を語りあえる役員会に

愛知同友会では理事会や役員会で持ちまわりで経営指針の実践を報告し学びあうことや、地区会の活動ではお互いの企業を訪

民法改正を考えるシンポジウム（2013.2東京）
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問する仕組みにして企業づくりを学びあう活動が行われました。愛媛同友会では支部で支部指針を策定し、支部理念・長期の方

針・単年度計画を役員会で討議し支部活動を展開して会勢を大きく増やしています。徳島同友会では経営指針実践運動を支部づ

くりの中で進め、富山同友会では企業変革支援プログラム活用という企業づくりの教訓から学んだ仕組みを、同友会活動のチェ

ックに使い、支部づくりに生かしていくなどの取り組みも見られました。

【実践事例23：熊本、愛知】ビジョン・方針の着実な実践による成果

熊本同友会では中期ビジョンに基づき9年連続で純増。2004年４月の459名から2013年４月には916名となりました。また、愛

知同友会では「創立50年史」を発刊するなど、先駆性や時代適応性の歴史的な検証を実施、同友会運動と組織づくりについてＰ

ＤＣＡを回すサイクルで成果を上げています。

【実践事例24：北海道、新潟他】人口減の地域でも会員増強進む

北海道同友会では、地域で中小企業振興基本条例運動とともに支部・

地区活動を実践。また新潟同友会では佐渡支部の設立を佐渡市から全面

的な支援を得ながら進めるなど、同友会と行政との連携で新支部づくり

が行われました。人口が減少している地域においても会員増強が進展す

るという成果も生まれました。新支部・地区づくりが進み、北海道、秋

田、千葉、新潟、大阪、熊本、徳島、和歌山、鳥取、高知の１０同友会で

新支部・地区が設立され、地域での会員増強が大きく前進しました。

【実践事例25：役員研修の継続的な取り組み】同友会の歴史と理念に学ぶ

各同友会では理事役員研修の体系的な取り組みが実践され、愛知、東京、大阪、広島、沖縄など複数の講座を設け継続して実

践しているところが役員づくりで成果を上げてきています。特に「同友会運動の歴史と理念」「人を生かす経営」「中小企業憲

章・条例」の学習を重点に取り組む同友会が増えてきました。また、毎月の理事会や役員会などで役員研修の内容を学ぶ同友会

もでてきています。

【実践事例26：東京、神奈川、埼玉】広報情報化活動の強化

東京や神奈川などはホームページをリニューアルし、ホームページを

会員外向けにわかりやすくすることで会員増強につなげる取り組みや、

埼玉同友会埼葛地区会では青年経営者、女性経営者、新規創業者にター

ゲットをおいた別々の入会パンフレットをつくり会員増強につなげる

など成果がでています。同友会づくりにおける組織強化と広報・情報化

の関係を議論し、戦略的に取り組みました。

【実践事例27：九州・沖縄ブロック】電力問題でブロック内一斉アンケートと佐賀同友会への支援

九州・沖縄ブロックでは、ブロック内の連携が強化されてきています。九州電力の管内の７同友会で電力料金値上げの一斉ア

ンケートを行い、九州・沖縄ブロックとしてその結果を記者発表し各報道機関に取り上げられたり、経済産業省主催の公聴会で

意見陳述するなどしました。また、全国からの協力を得ながら佐賀同友会への支援をブロックでも行っています。

佐渡支部設立総会＆第32回定時総会（2013.4新潟）

中同協広報委員会にて

東京同友会のホームページを説明（2012.7大阪）




