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1.中同協 第46回定時総会議案

企業づくり運動
～自立型で強じんな体質の
企業づくりへ

昨年度は「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

仕事づくりをしよう」を掲げました。

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

パートナーにして企業経営を進めていくことです。

このことは「21世紀型中小企業」※の「国民と地域社会から

の信頼や期待に高い水準でこたえる」ことでもあり、結果とし

て付加価値の高い仕事づくりでもあります。

「労使見解」（「中小企業における労使関係の見解」、中同協発

行パンフレット『人を生かす経営』所収）の学習や「企業変革

支援プログラム」の活用を進め、委員会での連携した取り組み

を進めるなど、経営指針成文化から、経営指針にもとづく経営

を実践する取り組みを強化してきました。

※「21世紀型中小企業」とは「第一に、自社の存在意義をあらためて問

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」。（1993年中同協総会宣言から）

１、経営指針成文化・実践で経営基盤の強化へ

（１）「人を生かす経営」の実践へ向けて

①経営理念の外部発信と計画の進捗確認

「労使見解」実践の一環として1970年代後半から同友会で取

り組まれてきた「経営指針成文化運動」は、今年度全同友会で

の取り組みとなり、成文化運動から実践運動へとその段階を進

めてきています。

中同協では企業における経営指針実践を「指針で掲げた企業

像に近づくための成果を伴う具体的な行動」（中同協経営労働

委員会）と定義し、同友会における実践運動を「労使見解の理

解のもとで作成された経営指針成文化運動を行い、企業変革支

援プログラムや例会などで指針実践の進捗状況を確認する仕

組みがあり、運用を広げていること」としています。

「経営理念の外部発信」や、特に「経営計画の毎月到達点を

確認」をしている企業の「業績が良い」（ＤＯＲ100号）こと
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はじめに

2013年度は、円安や消費税の駆け込み需要、人手不足など

経営環境が大きく変化する中、「人を生かす経営」など同友会

らしい学びあいの活動が、全国各地で展開されました。「同友

会で経営指針の大切さを学べた」「会員でいて良かった」とい

う声が広がり、会員数は５年連続で最高を更新。新たな課題へ

向かって前進していく基盤を固める年となりました。

2013年度の同友会の活動の特徴は以下のとおりです。

①環境変化に対応した企業づくりがいっそう進展しました。経

営指針成文化・実践運動が展開され、共に育つ社風をつくる

「人を生かす経営」が推進されました。「企業変革支援プログ

ラム」が外部から高い評価を受けるとともに、「同友会には

先進的事例を持つ企業が多い」と省庁など外部評価も高まっ

てきています。

②中小企業憲章・中小企業振興基本条例推進運動や調査にもと

づく政策提言活動の取り組みが広がり、地域から注目されて

きました。経営者保証見直しや「小規模企業活性化法」制定

にもつながりました。

③東日本大震災から３年を迎え、震災を風化させず全国的な課

題として取り組みました。持続可能な社会へ向けた取り組み

の中で、エネルギーシフト（転換）について学習が行われ、「中

小企業家エネルギー宣言（案）」が起草され、学習運動がは

じまりました。

④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

み、４万3,385名（2014年４月１日現在）と５年連続で最高

会勢を更新しました。学びあいの輪が地域のすみずみに広が

り、同友会運動への確信がさらに広がりました。



2

から、この実践を広げるため、同友会として取り組みが進めら

れています。

成文化する企業を増やす取り組みとともに、成文化した会員

向けの「実践」や「見直し」の取り組み、修了生同士でグルー

プをつくる、支部例会の報告者となるなどして、経営指針の進

捗状況を仲間と共有・チェックすることが広がってきていま

す。

②「労使見解」の学習による経営姿勢の確立～後継者・起業家育成

経営指針成文化セミナー（つくる会）の参加者には後継者や

起業間もない会員が増えています。経営理念確立の際に、「労

使見解」を深く学んで経営姿勢を確立する問いかけあいが行わ

れることによって、後継者は経営者としての自覚が高まり、起

業間もない経営者には事業の定義が明確になり、企業発展の基

盤をつくることができるようになります。また、長期にわたる

展望を描くことで将来の経営環境を予見し、新事業展開への足

がかりをつくることにもつながってきています。

中同協青年部連絡会ではビジョンに「われわれ青年経営者で

世界に誇れる日本の未来を創ろう！」を掲げ、具体的に実践し

ていくために、全人格的成長をめざす学びあい活動をどうする

かなどについて討論し、経営者として成長するための自覚を促

しています。【実践事例１：宮城】「経営指針を創る会」の10

年ビジョン作成の取り組み

③理念作成中心から方針・計画作成へ向けた対応へ

～企業変革支援プログラム

昨年度は「企業変革支援プログラム」について、ビジネスク

リエーター研究学会で「知的資産経営報告書にもなる内容」「尺

度構成について『中小企業の組織デザイン問題を把握する尺度

としての理論的妥当性を認め得る』」など高い外部評価を得ま

した。本プログラムは経営指針の取り組みだけでなく、例会や

同友会大学、経営研究集会などでの活用が広がりました。

「企業変革支援プログラムステップ２」も取り組みが始まり、

「企業プロフィールシートの書けない個所が課題と気づいた」

「社員にやってもらったら、自社の足りない部分が明確になっ

た」と、取り組むことで方針や計画に盛り込むべきものが明確

になるとともに、実践状況を検証していく輪が広がってきてい

ます。【実践事例２：徳島】経営労働問題全国交流会を契機に

④委員会間の連携広がる

昨年度は「人を生かす経営」を推進するため、中同協として

初めて４委員会（経営労働、社員教育、共同求人、障害者問

題）合同の研修委員会を開催し、32同友会および中同協から

162名が参加しました。

経営指針を背景にした「人を生かす経営」推進に向け取り組

みでは、労働環境の整備と社員教育や新卒採用、障害者雇用を、

４委員会の連携も併せて進めていこうと各同友会でも取り組

みが始まっています。【実践事例３：中同協】４委員会合同研

修委員会で「人を生かす経営」推進

（２）成文化段階からの社内での論議と社内発表、

毎年の見直しで共に育つ社風へ

①幹部教育・社員教育活動の充実と大学・学校との連携の課題

「経営者と社員が共に育ちあう社風をつくる」ために、経営

者自身が学び、社員との信頼関係を築き、「人間の可能性を引

き出す」社員教育を行っていくことが求められています。経営

指針成文化段階から社員と意見交換する機会を持つ仕組みを

つくるとともに、新入社員にむけた研修や幹部社員講座、同友

会大学などが積極的に取り組まれ、大学などとも連携して「共

に学びあう」環境をつくってきました。【実践事例４：新潟】

新潟大学と連携した同友会大学など

②リスク管理と事業継続計画（ＢＣＰ）作成への取り組み

東日本大震災を契機に、中小企業でも異常時のリスク管理と

事業継続計画作成への取り組みを行うことが課題となってき

ています。「会社のＢＣＰ（事業継続計画）策定はできていま

すか？」として、事業継続が可能かどうかのチェック表を作成

し、会員企業に対応を促す取り組みが始まっています。このこ

とは社内の業務を「見える化」して見直すことにもつながり、経

営指針成文化とあわせた取り組みが課題となっています。【実

践事例５：東京】ＢＣＰチェックリストの活用推進

（３）10年先の展望を持って自社のありようを考える

～市場の展望と人材育成

①長期計画から見える市場の変化への対応と採用・育成計画づくり

「中途採用ばかりでは社風や理念が徹底できず、パッチワー

ク人事になってしまう。将来的な組織の継承を考えたら、計画

的な新卒採用と育成は重要な課題」と提起され、長期計画によ

る市場の変化への対応と採用育成計画を位置づけ、実践するた

めの仕組みとして、共同求人・社員教育の連携した活動が進め

られてきています。

②共同求人活動の参加企業が増えるも採用難は深刻化

少子高齢社会の到来や若者の安定志向で、中小企業の新卒採

用が難しくなる中、各同友会が2013年に開催した合同企業説

明会の参加企業数は延べ2,319社（前年比121.3％）、Ｊｏｂｗａｙ

参加企業は827社（同113.0％）と、ともに増加しました。一

方、合同企業説明会の参加学生数は延べ１万3,589名（同

87.7％）、Ｊｏｂｗａｙ登録学生数は２万6,486名（同67.2％）中同協・4委員会合同研修委員会（2014.01）
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と大きく減ってきています。そのような中で、共同求人活動の

再開や支部単位で新卒採用の輪を広げる取り組みが広がり、合

同企業説明会やガイダンスなどでは「社長が直接学生の悩みに

親身に相談に乗ってくれる」と学校や大学からの期待も高まっ

ています。また高卒求人活動に本格的に取り組む同友会が増え

てきました。

若者に中小企業で働く魅力を広げるインターンシップには

昨年度は22同友会が取り組み、554名の学生を受け入れ、大学

や学校からも期待が広がっています。【実践事例６：広島、宮

崎】三原支部での共同求人活動開始、宮崎での共同求人活動

の再建

（４）労働環境の改善～だれもが仕事と生活が両立できる社会に

①就業規則や賃金規定見直しの学習会など計画的改善計画を

労働環境の改善を経営計画に明確に位置づけることを中同

協方針として呼びかけ、各同友会では社員の働きやすい環境を

つくるため、社員自身が現場からの改善提案を行い、それにも

とづいた合理化や社内の環境改善が進むような取り組みが行

われてきています。就業規則や賃金体系の見直しなどが例会テ

ーマに取り上げられるようになってきました。

②だれもが生きがいを感じられる「共に育つ社風づくり」

少子高齢社会となり、また職場でのメンタルヘルスも大きな

課題となっており、介護問題やメンタルヘルスをテーマに学習

をすすめる同友会が増えています。

「ダイバーシティ経営」※で、障害者雇用では共に育ちあう

環境とともにだれもが働きやすい職場づくりへの取り組みが

求められており、同友会の障害者問題委員会では就業体験受け

入れや直接雇用へ向けた学校との連携などが進んできていま

す。一方で障害者雇用における諸制度の活用は、同友会がめざ

す直接雇用による「共に育つ社風づくり」へむけた観点での対

応が求められます。

※ダイバーシティ経営：性別、年齢、国籍、障害の有無などを超えた多

様な人材を生かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、

イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営

③行政と連携した啓蒙活動などの取り組み

「ワーク・ライフ・バランス」（仕事と生活の調和）推進をテ

ーマに、中同協と内閣府との連携した取り組みとともに、行政

や研究機関などと連携した取り組みが広がってきました。障害

者雇用の拡大への対応で、各同友会でも学校や自治体などと連

携した取り組みが広がってきています。【実践事例７：大阪】

内閣府とのシンポジウム開催

（５）女性の活力推進

～女性の企業家育成とエンパワーメントへ向けた取り組み

「生活者の視点※で仕事づくり」で地域の潜在的なニーズに

こたえていくことが、雇用も生み地域活性化にもつながるとし

て、これから独立して仕事を持ちたい女性のために、起業の基

礎知識を学べる場をつくる活動や、女性会員を増やし、経営者

夫人・女性の経営幹部の学べる場を積極的に設定するなどの取

り組みが広がってきています。また、女性を積極的に採用し、そ

の力を仕事づくりにつなげていくなど、女性のエンパワーメン

ト（活力推進）の試みが広がっています。【実践事例８：香川】

女性起業塾が好評、金融機関とも連携

※生活者の視点：生活者、あるいは地域の支え手として培った生活・地

域密着の視点。この視点で生活と仕事を両立させ生きる力を養い、人を

育て仕事づくりを行うことが2003年女性部連絡会確認事項。内閣府「男

女共同参画白書」2010年版に「生活者の視点による新たな市場の創造」

として収録された。

（６）地球環境問題への対応と同友エコ

①省エネへの対応～同友エコ

昨年度の「同友エコ2012」には、全国から10同友会82社が

応募、うち49社でＣＯ2排出量約1,790.8トンの削減となりまし

た。「環境経営の推進で企業革新を、そして持続可能な社会へ」

をテーマに進めてきた活動が、持続可能な社会づくりに向けた

産業構造の転換や企業変革にもつながること。新たな仕事づく

りと産業モデルの創造となってきていることで、本運動の継続

による確信が深まってきています。「環境経営」を広げるため

にも、経営指針成文化の段階で位置づけるなどして、参加同友

会を広げることが課題です。

②エネルギーシフト・再生可能エネルギーへの挑戦

東日本大震災の教訓を踏まえ、全国的な課題として中小企業

憲章やエネルギー問題が浮上する中、中同協ではドイツ・オー

ストリア視察を行い、全国から28名が参加しました。そこでは

中小企業の仕事をつくり地域の雇用を増やすといった、ＥＵ小

企業憲章に裏づけられた中小企業の仕事づくり、地域の雇用を

はぐくむエネルギーシフト※の現状に学びました。従来の同友

エコの取り組みの延長線上でもあり、視察で日本の中小企業や

同友会としての役割を考え、中小企業と地域振興にもつながる

エネルギーシフトを学ぶ機会を設け、中同協として討議資料

「中小企業家エネルギー宣言」（以下、エネルギー宣言）案の

検討にも取りかかりました。各同友会でも東日本大震災を契機

に、再生可能エネルギーの研究と連携が進んできています。【実

践事例９：富山、石川】環境部会発足、事業者版ＩＳＯで環

境経営、【実践事例10：中同協】ドイツ・オーストリア視察

～中小企業家エネルギー宣言起草

※「エネルギーシフト」とは、生活・仕事・交通・住宅などに関わる熱

源や電力・燃料などのエネルギー全般について、徹底した省エネに取り

組み、地域暖房やコージェネレーションシステムで熱源を有効利用し、

再生可能エネルギーによる地域内自給をめざすことで、中小企業の仕事

と雇用を生み出し、持続可能で質の高い暮らしと仕事を総合的に地域全

体で実現しようとするものです。
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（７）企業連携・産官学連携で新たな仕事づくり

①食と農連携、六次産業化の取り組み

食料自給率はカロリーベースで39％と50年前（78％）の半

分、先進国の中で最下位となる中、中同協企業連携推進連絡会

“食と農”連携グループが主催した「“食と農”連携グループ

全国交流会」（７月１９～２０日、北海道十勝）には、全国から458

名が参加しました。

第一次産業に製造・販売の力を加えて六次産業化することで

付加価値をつけ、雇用をはぐくみ地域の活性化を図る力にもな

っています。

一次産業の会員が700社を超え、各同友会で連携の試みや農

業関連部会（10同友会）の設置などで交流が進められてきまし

た。【実践事例11：中同協、香川】“食と農”連携グループ全

国交流会、農業連携部会

②価格決定権を持つ、ビジネス交流による仕事づくり

小売の寡占化やさらなる下請け単価の切り下げ要請が強く

なる中、円安など仕入れ単価の増大を価格に転嫁できない中小

企業が９割となっています。価格決定権を持てる企業となって

いくために、顧客との関係強化や新たな売り方、サービスを付

加するなどで商品価値をあげていくための学びあいが各地の

例会などで取り上げられました。同業種部会の活動や部会間の

連携も強化されてきており、ビジネスマッチングなど交流の場

を設置し、「同友会会員間で連携した仕事づくり」が試みられ

てきました。【実践事例12：三重、沖縄】値上げできる企業に、

４部会連携の取り組み

（８）国際化への対応

～アジアやＥＵ関連視察と国際的ネットワークづくりへ

アジアの新興国が大きく経済成長する中で、タイ、ベトナム、

ミャンマー、インドネシアなどアジア諸国の視察やビジネスマ

ッチングに継続的に取り組むとともに、ＥＵ諸国視察などに取

り組む同友会が増えてきています。同友会として、海外の事例

に学ぶとともに、海外の市場や国際的連携を先輩企業に学ぶな

どの場づくりや継続的なネットワークづくりが広がってきて

います。中同協としても2013年２月の全研より同テーマの分

科会を企業連携推進連絡会として設定し、継続した取り組みと

してきました。【実践事例13：北海道、愛知、滋賀、大阪、広

島】海外視察の取り組み

２、中同協が行う全国行事の成果

全国行事には全国の同友会や会員企業の先進事例が集大成

されており、その事例報告をもとに全国の会員と意見交換・交

流が広がり、昨年度はのべ人数で全国の会員の７人に１人が参

加しました。全国行事への参加者数が増えている同友会では、

全国からの学びと実践が生かされ、会員数が増えるところもあ

ります。また全国行事を設営する同友会では、その交流会の事

前準備のための学習や研究が進み、会員の結束が高まり、会員

増強が進み、行政など外部からの信頼も高まりました。

（１）テーマ別の全国行事と参加者増

昨年度は５つの専門委員会の交流会が開かれました。隔年で

行われている交流会として積極的にとらえ企業づくりに熱心

な会員の参加が増え、のべ1,621名が参加しました。参加同友

会を増やしていくことが大切です。

経営労働問題全国交流会（９月26～27日、徳島、31同友会212

名）、中小企業地球環境問題交流会（10月３～４日、熊本、32

同友会376名）、障害者問題全国交流会（10月24～25日、神奈

川、45同友会693名）、社員教育活動全国研修・交流会（11月

20～21日、秋田、32同友会254名）、全国共同求人交流会（11

月28～29日、愛媛、23同友会86名）

（２）定時総会と全研、そして女性経営者全国交流会と

青年経営者全国交流会

毎年開かれる全国の大きな行事は、昨年度も参加者が増え、

のべ4,659名が参加。全国レベルの学びの場に参加して、地元

に戻ってからも参加者がその学びを広げ、同友会運動に一段と

魅力を感じる会員が広がってきています。

第45回定時総会（７月11～12日、宮崎、47同友会951名）、

第44回中小企業問題全国研究集会（２月13～14日、広島、47

同友会1,288名）、第16回女性経営者全国交流会（６月13～14日、

大阪、41同友会803名）、第41回青年経営者全国交流会（９月

12～13日、東京、47同友会1,617名）

３、同友会の企業づくりへの外部からの期待高まる

（１）各同友会での取り組み～自治体・外部からの相談増える

自治体や金融機関などとの懇談などが増える中、「企業づく

りを熱心に進め、個別企業の取り組みが良くわかるのは同友

会」として、自治体や金融機関などから相談や連携、施策の広

報が持ちかけられることが増えています。企業実態や会員企業

の声を反映した外部への対応が求められています。【実践事例

14：大阪】自治体からの相談や施策立案などの相談増える、

【実践事例15：福岡】女性活躍推進シンポジウム

（２）中同協での取り組み

「先進的な事例を持つ企業を調査していたら、いずれの企業

からも『同友会で学んだ』と言われて」など、内閣府や中小企

業庁などから中同協へ各種委員の委嘱が、経済産業省や厚生労

働省、特許庁、金融庁などからは施策普及の相談や説明会への

参加呼びかけが寄せられています。また、中同協として初めて

中小企業庁からの後援を青年経営者全国交流会で得ました。

【実践事例16：中同協】各省庁からの相談など増える
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地域づくり・経営環境改善
～政策活動の展開と地域からの
期待の高まり

昨年度は、行政や関係機関・団体との連携がいっそう進みま

した。支部ごとに行政に働きかけるなど、基礎自治体との関係

を強化する取り組みが広がりました。金融問題では金融庁・金

融機関との連携が強化され、経営者保証問題でも進展がありま

した。インターンシップやキャリア教育、提供講座、調査・政

策活動への協力などを通して大学・学校などとの連携も増えま

した。中小企業振興基本条例の制定・活用に同友会が関わる事

例も増え、全国津々浦々で同友会に期待が高まっています。

【実践事例17：京都】京都市全区と全支部が窓口設置めざす

１、金融環境改善のチャンスが到来

（１）金融行政・金融機関との連携の広がり

昨年、各地で金融機関との連携が進みました。山梨・秋田・

茨城・福岡の各同友会は日本政策金融公庫（日本公庫）の各支

店と連携の覚書を締結。信用保証協会との連携も強化されてい

ます。民間金融機関と共催で事業承継や新商品開発のセミナー

も取り組まれました。

また金融庁の「業務説明会」では、すべての同友会に参加要

請がありました。これは初めてのことです。各同友会は中小企

業向け融資の実態の把握や、地域金融機関が中小企業経営をい

っそう支援できる環境づくりを提言しました。説明会で示され

た金融機関へのモニタリング手法の見直し（融資審査における

事業性重視と小口の資産査定に関する金融機関の判断の尊重）

は貴重な成果です。中同協も金融庁と懇談し、金融行政のあり

方や、経営者保証の見直しについて意見交換しました。

【実践事例18：秋田】県信用保証協会と「覚書」を締結、【実

践事例19：北海道】金融庁「業務説明会」で代表理事が提言

（２）経営者保証問題をめぐる取り組み

民法改正で第三者保証は原則禁止される見込みですが、経営

者保証をどう規制するかが焦点になりました。2012年11月の

東京同友会の「民法改正に当っての緊急意見書」などの先進的

取り組みを受け、2013年２月28日には中同協主催で日弁連共

催のシンポジウム「どうなる個人保証」を150名で開催し、ア

ピールを発表。2013年９月に中同協九州・沖縄ブロックが九

州弁護士会連合会と共催でシンポジウムを開催、行政・関係団

体を含む123名が参加して学びあい、改正の方向性と同時に経

営者にどのような努力が必要なのか議論しました。

昨年末に発表された経営者個人保証制度についての「ガイド

ライン」※は、中小企業が保証を提供せずに金融機関から資金

調達するための３条件を示すなど、同友会の要望が反映された

内容です。こうした状況を受けて、各同友会・企業で保証契約

の内容を見直す動きが始まりました。東京同友会は個人保証の

代替として「経営者保証共済制度」の創設を提言しました。中

同協政策委員会は「『経営者保証に関するガイドライン』を活

用しよう」の呼びかけを発表しました。【実践事例20：中同協

九州・沖縄ブロック】「民法改正シンポジウム～個人保証制度

を考える」を開催、【実践事例21：東京】「経営者保証に関す

るガイドライン」に対する見解を発表

※経営者保証に関するガイドライン：日本商工会議所・全国銀行協会が

事務局となった「経営者保証に関するガイドライン研究会」が発表。こ

のガイドラインは法律ではないものの、「ガイドライン研究会」には貸し

手と借り手の主だった顔ぶれはそろっており、公的準則になり得る。中

小企業が保証を提供せずに金融機関から資金調達するための条件とし

て、①法人と経営者との関係の明確な区分・分離。本社、工場などの事

業用資産は法人所有とすることが望ましい。②財務基盤の強化。今後も

借入を順調に返済し得るだけの利益（キャッシュフロー）を確保する。

③適時適切な情報開示などによる経営の透明性の確保。年１回の本決算

の報告のみでなく、試算表・資金繰り表の定期的な報告などを提示した。

２、中小企業憲章推進・中小企業振興基本条例の
取り組みが広がる

（１）中小企業憲章推進月間の充実

2013年度の中小企業憲章推進月間に取り組んだ同友会は40

を超え2,000名以上が参加しました。どの同友会の行事も、行

政や関係団体の参加者とともに立場を超えて学び・交流する場

として盛会で、条例制定・活用を推進する契機になりました。中

同協は2013年６月に国会内で「憲章月間キックオフ集会」を

開催。36同友会146名、中小４団体と11名の国会議員の臨席が

あり、2012年度よりも憲章を推進する立場で踏み込んだ発言

がありました。７月に行われた参議院選挙では、各同友会と中

同協が憲章国会決議について候補者アンケートを実施、回答の

あった候補者の多くが積極的な受け止めでした。

９月に東京で開催された青全交は中小企業庁から初めて後

援があり、当日も経済再生担当大臣、女性活力・子育て支援担

「経営者保証に関するガイドライン」について

中小企業庁金融課と懇談（2013年12月）

第2第2節節



6

東日本大震災からの復興と
エネルギーシフト

１、「点」から「線」、「線」から「面」の動きが広がる

震災から３年を経過する中で、あらためて被災地の状況を知

るとともに、震災復興の教訓を全国的な課題として取り組もう

と「点」（企業努力）から「線」（企業間ネットワーク）、「線」

から「面」（行政を巻き込んだ地域づくり）の動きが広がりま

した。全国の同友会からの被災地への視察が増加するととも

に、岩手・宮城・福島の各同友会から全国同友会への講師・報

告者の依頼が増えてきています。震災直後の状況、現在までの

企業と地域の復興の状況を知り、そして経営者として復興に取

り組んできた姿が感動を呼んでいます。また復興が一向に進展

していない状況にあらためて「面」（行政など）への働きかけ

の大切さが見直されています。【実践事例27：中同協・女性経

営者全国交流会in大阪記念講演】、【実践事例28：中同協青年

部連絡会・相双地区視察、浪江町、南相馬視察】

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

３・11東日本大震災の復興の教訓を全国的な課題として取り

当大臣、衆議院経済産業委員長、中小企業庁長官が臨席。衆議

院経済産業委員長は憲章国会決議をめざす取り組みを激励し

ました。2014年１月の中同協幹事会では中小企業庁長官が「憲

章の精神を施策に反映していきたい」と述べるなど、国との関

係が強化され、憲章推進に理解が広がりました。

（２）中小企業振興基本条例の広がりと同友会の役割の高まり

中小企業振興基本条例を制定する自治体は年々増加してお

り、都道府県では31道府県と全体の３分の２、市区町村では

116（90市16区10町）で6.7％となっています（2014年３月末

時点）。昨年の特徴は、①大都市・地方都市・農業地域を問わ

ず急速に制定自治体が広がった、②大企業・金融機関・教育機

関などの役割を位置づけた総合的な内容の条例が出てきた、③

調査・条例・振興会議をセットで位置づける条例が増えた、④

以前は振興条例に消極的であった自治体でも、制定する自治体

が出てきたことです。多くの自治体で同友会が関わりました。

制定後に振興条例を活用する上でも、同友会が貴重な役割を果

たしました。【実践事例22：和歌山】大企業、金融機関、大学

などの役割が盛り込まれる、【実践事例23：愛媛】松山市「調

査・条例・推進組織」３点セットで条例制定、【実践事例24：

大阪】東大阪市「条例がなくても施策充実している」から条

例制定に転換

（３）中小企業憲章を普及・強化する取り組み

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。2014年１月の中同協専門委員会の議題となり、雇用・労

働・教育などについて追加意見が出るなど検討されました。

2013年９月、「小規模企業活性化法」が制定されました。こ

の制定過程では中小企業憲章を踏まえ、中小企業の声を聴く姿

勢が重視されました。また内容に小規模企業の地域経済・社会

における重要な意義が盛り込まれるなど、小規模企業施策の充

実が図られ、それを活用していくことが望まれます。

３、外部との連携の広がりと、調査・政策提言活動の展開

（１）大学・学校など教育機関と連携した取り組み

教育現場でのキャリア教育や就職活動の支援、インターンシ

ップ、セミナーの共催や提供講座など大学・学校など教育機関

との連携が広がりました。徳島では県の中小企業振興基本条例

制定がきっかけで同友会・県・県教委とインターンシップに関

わる連携協定を結び、連携を強化しています。大阪同友会は府

立高校の校長先生39名が参加して高校求人をテーマにした例

会を開催、宮城県白石市では若者が残ることができる地域づく

りをテーマとして中小企業振興基本条例が制定されるなど、採

用の面での期待も高まっています。【実践事例25：徳島】「イ

ンターンシップ推進協定」を県、県教委と締結、【実践事例

26：大阪】高校求人について府下の高校と鼎談
ていだん

例会

（２）調査・提言活動の展開

経営実態を把握して、政策提言する取り組みが広がりまし

た。消費増税の影響調査に多くの同友会が取り組み、マスコミ

でも報道され注目されました。金融庁の業務説明会に向けた金

融問題アンケートや、政策提言のための政策アンケートも取り

組まれました。さらに時期に応じた提言活動が展開されまし

た。中同協では特定秘密保護法案への会長談話、東京同友会の

「ＴＰＰに関する要望」と題した談話の発表や電力料金につい

ての九州全同友会が協力したアンケート結果発表は大きな反

響を呼んでいます。

調査結果を分析して政策提言に生かす上で、各同友会で研究

者・研究機関との連携強化が課題です。中同協企業環境研究セ

ンターは９月に各同友会の調査活動に協力している若手研究

者の交流会を開催、同友会がめざす地域づくりとは何か、研究

者に期待する点は何かを議論し共有しました。

第3第3節節
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組んでいくため、2012年８月常任幹事会で東日本大震災復興

推進本部に研究グループＲＥＥＳ（リース）※を立ち上げ、持

続可能な社会をめざして復興へ向け１年半以上研究を積みか

さねてきました。政策分野では、震災復興関連分野やエネルギ

ー分野について2015年度の国の政策要望提言に生かし、エネ

ルギー分野では、エネルギーシフトやエネルギー宣言（案）を

討議。全国でのエネルギーに関するアンケートの実施などを行

いました。

※中同協東日本大震災復興推進本部研究グループ「ＲＥＥＳ」とは：東

日本大震災からの復興は、被災地だけの課題でなく、特に原発事故で復

興までにさまざまな困難を抱える福島の問題は、地域の再生や国の復興

政策、エネルギー政策のあり方も含めて問いかけられています。中同協

としては、このことが全国的な課題であるとの認識のもと、福島同友会

と協力して、リアルな現実を記録し発信するとともに、地域再生や中小

企業振興基本条例制定・実効へ向けた対応、原発の安全性と将来のエネ

ルギー問題といった課題について研究していく必要があると考えます。

〈グループの名称〉「ＲＥＥＳ」※花輪の「リース」にかけて、輪をつ

なぎ広げることをイメージして「TherecoveryfromtheGreatEast

JapanEarthquake&theShifttoa"sustainablesociety"」

３、エネルギーシフトで仕事づくり、地域づくり
～ＲＥＥＳ第２回東日本大震災復興シンポジウムin岩手

2014年３月５日第２回東日本大震災復興シンポジウムが岩

手・盛岡で開かれ、39同友会186名が参加しました。「エネル

ギーシフトと仕事づくり、地域づくり」をテーマに、研究者や

被災三県からの報告が行われ、中小企業家エネルギー宣言（案）

を検討。翌日は陸前高田市を見学し、復興へ向けた課題や会員

の奮闘に学びました。

「ドイツ・オーストリア視察」の特別報告や「エネルギーシ

フトと仕事づくり、地域づくり」をテーマとした講演、被災三

県からの報告がありました。日本のエネルギー自給率は４％し

かないことなどをもとに「エネルギー宣言」案が提起されまし

た。エネルギーアンケートでは、今後、原子力発電を利用して

いくべきかどうかについて「やめるべき」と回答した人は

47.8％となり、再生可能エネルギーの開発と育成に重点を置く

べきと回答した人は87.8％、エネルギーシフトに取り組むべき

と回答した割合が85.3％という結果が報告されました。エネル

ギーシフトに取り組む方向がグループ討論で討議されました。

２日目オプションには86名が参加。岩手同友会気仙支部（陸

前高田）を見学しました。【実践事例29：ＲＥＥＳ東日本大震

災復興シンポジウム、陸前高田視察】

第2回東日本大震災復興シンポジウム（2014年3月）

同友会づくり

１、企業づくり・地域づくり・同友会づくりを一体として実践
～４万3,000名を突破。全国で最高会勢を更新

「中小企業が主役となる社会を目指して～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～」を方針に、中

同協設立50周年（2019年）を展望し５万名会員達成をめざし

て、昨年度は初めて４万3,000名を突破し、会勢は４万3,385名

と５年連続で最高会勢を更新しました。各同友会では最高会勢

を達成する同友会が12同友会に及ぶなどの成果が出ています。

【実践事例30：最高会勢の12同友会】

（１）企業づくりや地域づくりを一体として

同友会づくりに取り組む

企業づくりや地域づくりを一体として取り組む同友会づく

りが進展しています。各同友会では、未組織だった地域での新

支部・地区づくりで地域への広がりを見せ、さらに都市部や都

市中心部での増強が進展し、青年経営者・後継者ならびに女性

経営者の会員も増えました。憲章・条例運動を地域に広げる中

で組織強化を図りました。経営指針の成文化・実践運動を組織

的に進め、新しい会員に同友会運動を伝えていく事例などがあ

りました。会員や事務局員による会社訪問活動、自主的・主体

的な活動の展開により、顔や企業が見え、身近な経営体験の交

流が広がり、増える組織、減らない組織づくりが進展していま

す。中同協では、全国の同友会・支部・地区や市区町村の組織

分析や地域分析などの基礎データを提供しました。

（２）経営指針の学びと実践を広める同友会づくり

経営指針実践や企業変革支援プログラム活用などの企業づ

くりを中心にすえ、組織的経営に取り組む役員同士の学びあい

活動が組織強化につながってきました。会員や入会候補者に経

営の将来の夢や方向性を聞きながら、経営課題を引き出し、同

友会で学ぶ意義を伝えました。【実践事例31：徳島】経営指針

第4第4節節
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をベースとした役員会での取り組み

（３）組織強化・広報・情報化を一体とした取り組みが進む

各同友会では機関紙やホームページのリニューアル、プレス

リリースや対外広報誌、マスコミとの懇談会などさまざまな取

り組みが展開されました。組織強化・広報・情報化を一体とし

て取り組み、会員の声や同友会の活動をわかりやすく対外的に

発信する「情報創造」に取り組みました。

中同協でも従来の組織問題全国交流会と全国広報・情報化交

流会の教訓と成果を集約して、初めて合同交流会として「2013

組織強化・広報・情報化全国交流会in愛知」（８月22～23日）

を開催し、235名が参加しました。２日間の学びと愛知同友会

の小グループ活動現場見学を通して、同友会づくり・企業づく

り・地域づくりを一体として戦略的に取り組む契機となり、同

友会や会員同士の絆がより深まる交流会となりました。

Ｄｏｙｕｎｅｗｓでは「これがわが社の経営理念」を48回連

載しました。新ｅ.ｄｏｙｕを2013年９月に導入したところ、

障害が多発し、結果現行ｅ.ｄｏｙｕを再稼動しました。情報

化推進本部ではこの導入失敗について緊急の会議を開催し、原

因の究明ならびに会員へのｅ.ｄｏｙｕに対する信頼の回復や

システムの必要性の再検討など、原点に立ち返った協議を行い

ました。今後は現行ｅ.ｄｏｙｕの安定稼動を進めるとともに、

この教訓を踏まえｅ.ｄｏｙｕの再開発について、専門家とと

もに体制をつくり推進することを確認しました。【実践事例

32：中同協・愛知】組織強化・広報・情報化全国交流会、愛

知小グループ活動視察

２、同友会理念を実践する企業が地域に広がりをみせる

（１）地域で責任が持てる支部・地区づくり

全国の同友会には、432の支部・地区があり、さまざまな活

動が展開されました。支部活動の中で、地域別やテーマ別など

の小さなグループでの学びあい活動が広がりをみせました。南

空知支部（北海道）では、全道経営者共育研究集会の設営の中

で、同友会理念に立ち返った学びを強化し、成果をあげていま

す。【実践事例33：北海道・南空知支部】小さな支部が変わる

とき

（２）大都市部・地方都市（県庁所在地）での会員増強が進展

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・企業集積地の会員増強が徐々に進んできました。自主

的・主体的な活動の広がりで企業づくりを学べ、経営課題を本

音で交流でき、同友会運動を知り、深めるきっかけとなってき

ています。また、小規模企業や起業家などの入会も増え、組織

的経営をめざす契機となっています。外部との連携、発信を通

した同友会の対外的な期待の高まりも会員増強につながって

います。【実践事例34：京都・下京支部】会員が主人公になれ

る仕組みづくりで増える支部風土づくり

（３）新支部・地区づくりが進む

同友会の会員企業は、全国1,897市区町村のうち1,437市区町

村に広がっています。昨年度に比べて４市町村が増え、約

75.75％の地域にあり、同友会が地域に広がりをみせています。

富山、滋賀では、県内全市町村に会員企業が広がりました。

昨年度は安芸（高知）、糸島（福岡）、三原（広島）、東濃地

区会（岐阜）、流山（千葉）、ドラゴン（茨城）、五島（長崎）、

丹南（福井）、ルパン浜中地区会（北海道）、甲賀（滋賀）、ひ

むか（宮崎）、北（山梨）、12同友会で新支部・地区づくりが進

みました。そのほか姶良・霧島支部（鹿児島）が新設、また、

大仙（秋田）、人吉（熊本）などにも新支部・地区づくりの動

きがあります。

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

（１）学びあう例会づくり、本音のグループ討論を重視

経営課題を学びあう例会は同友会の基本です。特に本音で交

流ができるグループ討論をめざして、グループ長研修やグルー

プ討論の意義や大切さを伝える取り組み、会員の自主的な運営

を進めるために手引きの作成などさまざまな実践が展開され

ました。グループ討論の実施や時間の確保、討論の質や中身を

充実していこうとの努力がなされました。

昨年は全国の各支部・地区で6,119回例会が開かれ、平均の

グループ討論時間は49.5分でした。経営指針を成文化し実践し

ていないとグループ討論ではなかなか深まっていかないとの

課題も出されてきています。経営指針実践の中での率直な経営

課題の本質の討論をしていきましょう。

（２）顔と企業が見える活動

～企業づくりを学べる自主的・主体的な活動の展開

愛知同友会の小グループ活動、兵庫同友会のブロック会活動

など会員同士の身近な交流の中で、会員一人ひとりを主人公に

お互いの顔と企業が見える取り組みが成果をあげています。企

業訪問をベースとした設営、ミニ経営体験報告と参加した会員

同士の気軽な全体討論、さまざまに展開されている各活動の報

告・連絡・相談などで、学びと気づきがあり経営のヒントを持

ち帰ることができる場となっています。

委員会・部会活動の参加も増えてきています。例会や小グル

ープ活動での学びや気づきをきっかけとして、経営指針、社員

教育、共同求人、障害者雇用、環境経営、青年部会、女性部会

など委員会・部会活動で学び、自社の経営に生かす会員が増え

ました。今後も顔と企業が見える取り組みをしていきましょ

う。【実践事例35：兵庫】支部例会とブロック会活動で会員同

士の身近な交流で顔と企業が見える取り組み
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４、役員・事務局の連携強化で、強い組織の同友会づくり

（１）役員研修が各同友会で進む～学びと実践の同友会へ

役員研修を位置づける同友会が増えてきました。同友会理念

と役員の役割をあらためて学ぶ中で、「同友会で学んだからこ

そ」と実感し、同友会の学びを経営に生かしてきた役員が企業

づくりで成果をあげています。企業づくりが進む同友会をめざ

し、役員が自ら経営と同友会を不離一体として語る「同友会の

語り部」づくりに取り組みました。新会員オリエンテーション

や新会員研修を強化する同友会も増え、同友会の学びを企業づ

くりに生かしていくきっかけとなっています。【実践事例36：

東京】経営指針、同友会研修、新会員研修による会員増強と組

織強化

（２）女性経営者、青年経営者の会員増強が進む

企業と同友会の次代のリーダーを担う青年経営者の育成を

図る青年部会などの組織が増えてきました。全国でも、第41回

青年経営者全国交流会が東京で開かれ、「われわれ青年経営者

で世界に誇れる日本の未来を創ろう」を全体テーマとして、同

友会で青年部活動が生まれて50年を迎える2020年に向けて、

青全交で初めて中同協青年部連絡会として宣言・ビジョンを発

表しました。全47同友会及び中同協から1,617名の参加があり

ました。埼玉・群馬・宮城・鳥取と４同友会で青年部会が新た

に設立されました。

企業と同友会を生活者の視点から見直し、女性部会の活動も

活性化してきました。大阪で開催された第16回女性経営者全国

交流会では42同友会803名が女性経営者の経営実践に学びま

した。また、内閣府男女共同参画局との連携も進み、研修への

講師派遣や内閣府・福岡同友会の共催事業も開催しました。全

国的にも女性部の再始動（和歌山）や新設（鹿児島、鳥取、島

根）などの動きもありました。青年経営者、女性経営者の会員

増強が進んできています。

（３）同友会運動の発展を支える事務局づくり

事務局は会員とともに同友会運動を担うパートナーであり、

事務局の機能強化と事務局員の育成は組織の発展と密接に関

わります。事務局指針を策定し、事務局研修に力を入れる同友

会も増えています。また、事務局業務を見直し、労働環境の改

善に取り組むことも大きな課題です。

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

（京都）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（宮崎）を開いたほか、関東甲信越、中日

本、関西、九州沖縄ブロックで事務局研修会が行われました。中

同協として同友会の財務・財政分析、労働環境調査などを実施

しました。【実践事例37：福岡】事務局づくりにおける労働環

境の改善と事務局員の成長

５、全国の同友会の連携・ブロック活動の強化、
中同協「あり方」検討会設置

（１）全国行事への参加同友会数が広がる

中同協定時総会（宮崎）、中小企業問題全国研究集会（広島）、

青年経営者全国交流会（東京）は47の全同友会から参加があり、

女性経営者全国交流会（大阪）は42同友会、障害者問題全国交

流会（神奈川）は45同友会など、全国行事へ参加する同友会が

増えてきました。【実践事例38：宮崎】中同協総会議案を学び、

同友会づくりに生かす取り組み

（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、中日本は初めて支部長交流会を開催

し、全ブロックで支部長交流会を開催しました。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体験交

流もさかんになってきています。他同友会の優れた活動の視察

や、会員の会社に訪問して学ぶなど、自主的な交流が進んでき

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。

（３）全国・ブロックでの組織強化・事務局の支援、中同協

「あり方」検討会へ

全国・ブロックの連携で、各同友会の自主的な組織強化や事

務局強化を側面から支援する取り組みが出てきました。全国的

な同友会運動の継続や発展を進め、組織の自主的・主体的な取

り組みをどう盛り上げ、組織強化につなげていくかなどが討議

され、組織強化のための支援などを行いました。また、中同協

では、2019年の中同協設立50周年を視野に、中同協の役割・

組織・行事のあり方についての検討会の設置を決めました。

次年度へ向けて

環境変化を受けながらも、新たな事業を創造していく中小企

業家が、「同友会だからこそ学べる」という確信を持ち、史上

最高会勢を更新した全国の取り組みは、「同友会で学び体験し

てきた経営の王道は時代の変化にもかかわらず生き続ける」

（中同協発行『変革と継承』）ことへの確信をいっそう深める

ことになりました。

情勢の変化は激しく、国際的な変化がすぐに中小企業経営に

も影響する時代になり、環境変化を自らの糧にして、切り開い

ていく力を経営者に求めています。会員企業も同友会も、活力

ある豊かな人間集団をめざし、全国の運動の将来も展望しなが

ら、次年度の活動を力強く進めていきましょう。
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世界経済

１、グローバル化が進む中、不安定化、多極化する世界経済

世界中を震撼させた2008年９月のリーマン・ショックから

５年が経ち、世界経済は緩やかながらも回復しつつあるとの見

方が多くなってきています。ＩＭＦ（国際通貨基金）も「世界

の経済活動は2013年後半に力強さを増した。2014～2015年、

主に先進国・地域の回復を背景に経済活動は一段と改善する」

と分析、世界経済は3.7％成長するとの見通しを発表していま

す（2014年１月公表）。

しかし、１月下旬、新興国の通貨安をきっかけに世界的な株

安現象が起こり、その後も新興国を中心に株安傾向が続くな

ど、今後の見通しに影を落としています。市場が動揺する背景

には、日米欧の金融緩和で膨らんだ投資マネーの動きがありま

す。アメリカ連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が量的緩和の縮小

を決めたことをきっかけに、新興国から投資資金を引き上げる

動きが広がり、株安傾向につながったのです。リーマン・ショ

ックから５年が経過しましたが、その危機の原因となった過剰

なマネーの存在により、世界経済は今も不安定性をはらみ続け

ていると言えます。

過剰なマネーは、一方で巨額の富を発生させながら、一方で

は大きな所得格差を生み出しています。国際援助団体オックス

ファムは2014年１月に公表した報告書で、経済格差が多くの

国で急速に拡大していると指摘。世界の富の半分を最も豊かな

１％の人々が占有していると強調しています。

そして世界の国際的政治家や多国籍企業経営者などが集ま

る世界経済フォーラムは、今年１月に発表した報告書「グロー

バルリスク報告書2014年版」の中で、2014年に世界が直面す

る最大のリスクは所得格差問題の悪化だと指摘しています（日

本経済新聞2014年１月17日）。

またウクライナ問題の動向も世界経済への影響が懸念され

ており、注視が必要です。武力によるのではなく、対話によっ

て平和的な解決を図ることが世界経済の安定のためにも重要

となっています。

一方で世界経済は、「多極化」してきています。経済開発協

力機構（ＯＥＣＤ）によると、世界ＧＤＰに占めるシェア（購

買力平価ベース）は、2000年にはＯＥＣＤ非加盟国40％、加

盟国60％でしたが、2010年は非加盟国49％、加盟国51％とほ

ぼ均衡し、2030年には非加盟国57％、加盟国43％と逆転する

と予想しています（図１）。そして「このトレンドは今後も続

く。この世界経済の再編は一過性の現象でなく、歴史的重要性

を持つ構造変化である」と述べています（ＯＥＣＤの報告書

「世界開発の展望2010富の移動」）。

国際的な資金の動きを規制しよういう試みも始まっていま

す。主要20カ国・地域（Ｇ20）首脳会議では、多国籍化した

巨大金融機関への規制問題を論議し、2009年には新しい国際

機関として金融安定理事会（ＦＳＢ）を設立。ヘッジ・ファン

ドなど「影の銀行」（シャドーバンキング、通常の銀行システ

ムの外で資金を仲介する活動や機関）の規制も検討していま

す。

アメリカでも銀行の自己資金による投機的取引を制限する

ボルカー・ルールの実施を検討。欧州連合（ＥＵ）のうち独仏

を含む11カ国は、金融取引税を2014年中に実施を予定してい

ます。

Ｇ20首脳会議では、多国籍企業による課税逃れ問題も論議さ

れています。英国の民間団体「タックス・ジャスティス・ネッ

トワーク」の推計によると計21兆ドル（2,100兆円）にのぼる

金融資産がタックス・ヘイブン（租税回避地）に集まっていま

す。米国政府はこの仕組みを使った節税で、4,500億ドル（約

45兆円・2006年）もの税収が失われていると推計しています

（東京新聞2014年３月２日）。

今世界に求められているのは、一部の国々や多国籍企業だけ

が利益を得るような制度ではなく、各国の政治体制や経済主権

を尊重する立場で、対等・平等・互恵の国際経済秩序をつくり

第2章 中小企業をめぐる情勢

第1第1節節

図１ OECD加盟国と非加盟国の世界GDPに占めるシェア

（OECD「世界開発の展望・2010富の移動」より）
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上げていくことであり、その動きが始まっていると言えます。

２、主な先進国や新興国の動向

ＩＭＦの見通しでは、2014年のアメリカの経済成長率は、

前年の1.9％増から2.8％増へと緩やかながらも成長の見込み

です。ただ、失業率は低下したとはいえ、依然として高水準の

ままです。大統領経済報告でも、5,000万人近く（人口の約16％）

が依然貧困にあえいでいると指摘しているように、格差拡大も

深刻になっています。アメリカ連邦準備制度理事会は量的緩和

策の縮小を進める方針ですが、新興国を中心に大量に流れたマ

ネーのアメリカへの還流が起これば、世界経済の新たな危機の

引き金にもなりかねません。今後の動向がおおいに注目される

ところです。

ユーロ圏の経済成長率は2013年全体では▲0.4％と２年連続

のマイナスになりましたが、ＩＭＦは、2014年は１％、2015

年は1.4％に達すると見込んでいます。しかし、消費について

は、2013年半ばからは下げ止まっているものの、消費の伸び

を支える雇用情勢についても、失業率が依然高止まりしてお

り、楽観は許されない状況です。

ＯＥＣＤは、新興アジア諸国のＧＤＰ成長率について、足元

でやや弱含むものの、2014年から2018年までの中期的な平均

年間成長率は、新興アジア平均で6.9％となると見通していま

す。この数字はグローバル金融危機前（2000～2007年）の8.6％

よりも低いものの、依然として底堅く、新興アジアは、世界経

済の成長にも引き続き、重要な役割を果たすだろう、と指摘し

ています。（ＯＥＣＤ「東南アジア、中国、インド経済アウト

ルック2014」）

中国経済は成長の安定化をめざして模索が続いていますが、

大きな問題となっているのが「影の銀行」の肥大化です。中国

政府のシンクタンクである中国社会科学院は、「影の銀行」の

規模について、2012年末時点で最大20.5兆元（約340兆円）、

ＧＤＰ比で40％にのぼると推計していますが、正確な実態は不

明です。最近は、「影の銀行」から融資を受けていた企業が相

次いで債務不履行になるなど、その影響が注目されています。

中国の金融市場は海外からの資金流入が厳しく規制されてお

り、この問題が世界の金融市場を大きく混乱させる可能性は低

いとの見方もありますが、ＧＤＰ世界第２位の中国の世界経済

に与える影響は少なくありません。今後も引き続き注視が必要

です。

３、不透明なＴＰＰの交渉過程

2013年内の妥結をめざしていた環太平洋経済連携協定（Ｔ

ＰＰ）は、各国や多国籍企業の利害がぶつかり合う中で交渉が

難航しています。アメリカでは、通商権限は議会にあり、その

議会が大統領に指針を与えて交渉を委ねるのが貿易促進権限

（ＴＰＡ）です。しかしＴＰＡ法案にはアメリカ国内で慎重論

や反対論が多く、成立に見通しが立っていません。

日本でも、政府が譲歩案を示すなどの動きも見られる中、衆

参両院の農林水産委員会が「農林水産分野の重要五項目などの

聖域の確保を最優先し、それが確保できないと判断した場合

は、脱退も辞さない」ということを決議するなど、政府の交渉

の進め方に与党も含めて意見が出されています。

ＴＰＰについては、国民の中でも賛否が分かれていますが、

大きな問題となっているのはその不透明な交渉過程です。交渉

内容が一部の政府関係者のみにしか明らかにされておらず、情

報公開を求める声も少なくありません。アメリカと環大西洋貿

易投資連携協定（ＴＴＩＰ）を交渉している欧州連合（ＥＵ）が、

ＥＵ提案を３月初めに公表して意見を公募したのとは大きな

違いがあります。ＴＰＰが締結された場合、企業経営や国民生

活などさまざまな分野へ大きな影響を及ぼすと見られており、

国民的議論を進める上でも情報公開を求めていくべきです。

ＴＰＰの参加の交渉は次の事項を守って慎重に検討するこ

とが求められます。

①ＴＰＰの「例外なき」関税・非関税障壁の撤廃の条項を取

り除くこと。②全ての参加国にとって相互の繁栄と利益に資す

る対等な協定であること。③交渉内容は遅滞なく情報公開され

ること。④日本の中小企業の利益が守られるようにその方策を

明確にし、当会を含む中小企業団体が参加する審議機関を設け

ること。⑤ＩＳＤＳ（投資家対国家紛争仲裁）条項は入れない

こと。

４、深刻化する地球環境問題

国連の気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）が昨年９

月、６年ぶりに提示した報告書は、世界各国・地域に気候変動

の危機を強く訴える内容となりました。世界各地で頻発する干

ばつや猛暑、洪水、豪雨などの異常気象が温暖化に起因すると

警告を鳴らしました。そして温暖化の流れに歯止めがかかって

いないことを指摘。2000年前後に比べて今世紀末の海面は最

大82センチ、平均気温は4.8度上昇するとの予測値を示しまし

た（日本経済新聞2013年９月28日）。

世界銀行も昨年11月、異常気象による経済損失が過去10年

間に毎年約2,000億ドル（約20兆円）にのぼり、気候変動の深

刻化で今後も損失規模は拡大すると警告する報告書を発表。地

球環境問題への対応は喫緊の課題となっています。
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日本経済と地域経済

１、アベノミクスと日本経済

（１）実体経済への効果は限定的

「大胆な金融緩和」「機動的な財政出動」「民間投資を喚起す

る成長戦略」からなるアベノミクス（安倍政権の経済政策）が

実行される中、2013年前半は民間消費が拡大。円安と高株価

現象を生み出し、輸出向け産業の大手企業を中心に収益も好転

しました。

内閣府「日本経済2013～2014の概要」（2013年12月発表）で

は、「広がる回復の動き」として「景気の回復力は、デフレ状

況ではなくなった2006年年央までの回復局面を総じて上回っ

ています。家計部門では幅広い層における消費の底堅さが個人

消費を支えています。企業部門では業況が幅広く改善していま

す」と日本経済が回復局面にあることを強調しています。

2013年の前半、ＧＤＰは一定の伸びを示しましたが、その

要因は、円安による輸出金額の増加、株高効果による個人消費

（高額品など）、公共事業、消費税増税前の駆け込み需要によ

る個人消費などによるものです。

2013年10～12月期のＧＤＰの二次速報値では、物価の変動

をのぞいた実質成長率（年率）が前期比0.7％増に下方修正さ

れ、一次速報よりも0.3ポイント下がっています。４月の消費

増税前の「駆け込み需要」が成長率を押し上げると見られてい

ましたが、景気に急ブレーキがかかっています。

またアベノミクスの恩恵は大企業に偏り、中小企業には広が

っていないことも明らかになっています。衆議院調査局経済産

業調査室「最近の企業動向等に関する実態調査」（2014年1月）

によれば、「アベノミクスで会社の業況にどんな影響が出てい

るか」と尋ねたところ、約２割が「好影響があった」と回答。

ただし、企業規模別でみると大企業は４割近くありましたが、

中小企業は２割強にとどまっています。

株価の動きも2013年初めの１万円台から５月の１万6,000円

近くまで56％上昇しましたが、その後は弱含みの横ばい傾向が

続いています。「大胆な金融政策」の効果は出つくしたとの見

方も出ています。またこの間の株高は、外国人投資家が支えて

いたことも明らかになっています。外国法人などの株式保有比

率は、前年度比1.7ポイント上昇して28.0％となり、過去最高

水準を更新（東京証券取引所などによる「平成24年度株式分布

状況調査」）。外国人投資家が2013年に日本の株式を買い越し

た金額も、14兆円を超えて過去最高を大幅に更新しました。株

高も実体経済の回復を反映したものではなく、円安効果による

輸出型大企業の業績好転と株価上昇を見込んだ投機的な動き

によるものと言えます。

円安は輸出型企業には恩恵をもたらす一方、内需型企業や多

くの中小企業にとっては輸入原材料・部材価格の上昇など経営

の圧迫要因となっています。中同協が実施した円安進行影響調

査（2013年４～６月期ＤＯＲオプション調査）では、影響が

ある企業のうち、77％で予定利益が減少、10％で赤字となっ

ています。また販売価格に「ほぼ転嫁できている」のは９％に

とどまり、「ほとんど転嫁できていない」が59％と多数を占めて

います。

（２）「公共工事頼み」にも限界

「安倍政権の積極的な財政出動による景気押し上げ効果が一

巡しつつある」（日本経済新聞2013年11月５日）との指摘もあ

るなど、「公共工事頼み」にも限界が現れ始めています。

建設現場の人手不足も深刻です。国土交通省の建設労働需給

調査によれば、技能労働者の不足率は、昨春以降、ほぼ７年ぶ

りの高さが続いています。その影響もあり、東日本大震災の復

旧工事で、被災三県の建設業者が、県外の業者から下請け工事

などへの協力を断られるケースが昨年から増え始めています。

政府が全国で公共工事を大幅に増発（前年度当初比16％増）し

た結果、被災三県以外の業者がそれぞれの地元の仕事に追われ

ているためです。今年度（昨年11月まで）に被災三県の公共工

事のうち入札が不調になったのは、宮城県が33％、岩手県が

24％、福島県が26％にのぼっています（朝日新聞2014年１月31

日）。

構造的問題として、建設労働者が減少傾向にあることもその

背景には存在します。総務省「労働力調査」では、建設業就業

者数は1997年の685万人をピークに、2012年には503万人と

27％減少。55歳以上の割合が33.6％（2012年）と高齢化も進

んでいます。

地方自治体の技術職も不足しています。国土交通省の地方自

治体へのアンケート調査結果（2013年５月）では、老朽化し

た社会基盤の管理を担う技術職員数が不足し、人材の育成が求

められていることが明らかになっています。

公共インフラの老朽化も深刻です。今後20年間で建設後50

年以上経過する施設の割合が加速度的に高くなり（国土交通省

「国土交通白書2013」）、維持管理・更新費用は今後50年間で

約210兆円となると言われています。中小の建設業者が建設労

働者を雇用・育成していけるような環境づくりや、公共工事の

あり方を新規建設中心から維持管理中心へと転換することが

求められています。

（３）拡大する貿易赤字

2013年の貿易収支は３年連続で赤字、赤字額も11兆4,745億

円と過去最大になっています。輸入金額は81兆2,622億円、前

年比15％増で過去最大。輸出金額は69兆7,877億円、前年比

9.5％増で過去４位の高水準です。アベノミクスは円安により

輸出の促進をねらいましたが、その効果はそれほど大きくは現

れていません。

貿易の量を示す数量指数（2010年＝100）を見ると、2013年

で輸入105.4（前年比0.4％増）、輸出90.2（前年比1.5％減）と

第2第2節節
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なっています。輸出数量が減少しても金

額が増えているのは、為替相場の変動の

影響です。2012年の平均相場が１ドル＝

79.55円だったのに対し、2013年は同

96.91円と21.8％の円安になっています。

貿易赤字拡大の原因は、日本経済の構

造的変化にあります。輸出数量の減少

は、大手企業を中心に海外に生産拠点を

移し、国内の生産基盤を縮小させてきた

ことが大きく影響しています。内閣府の

調査（「企業行動に関するアンケート調

査」2014年１月実施）では、大手製造業

の海外現地生産比率は2012年度実績で

20.6％。調査を開始した1986年度の2.6％

に比べて7.9倍となっています。2013年

度実績見込みは21.6％、2018年度の見通

しは25.5％と、今後も増加を見込んでい

ます（図２）。

貿易赤字に関しては、原発停止に伴う

燃料費の増加がその大きな要因とされ

ることがあります。しかし、ニッセイ基礎研究所経済調査室長

の斎藤太郎氏は、2014年１月27日発表のレポートで「鉱物性

燃料の輸入数量の伸びは2011～2013年の平均で2.2％（輸入数

量全体は1.8％）、これによる貿易収支の悪化は▲1.5兆円で、

全体（▲18.1兆円）の１割にも満たない。このことは原子力発

電所が再稼動したとしても、貿易収支が大きく改善することは

難しいことを意味している」「2013年の鉱物性燃料の輸入数量

は前年比でほぼ横ばいとなったため、貿易収支にほとんど影響

がなかった」と指摘しています。

貿易赤字の拡大は、内需主導型経済への転換、エネルギー自

給率や食料自給率の向上、アジア諸国との共存共栄の立場から

の貿易推進など、日本経済の大きな課題を提起しているとも言

えます。

（４）「積極的平和主義」の動きと強まる周辺諸国との摩擦

安倍首相は外交・安全保障政策として「積極的平和主義」を

掲げています。昨年12月には国家機密の漏えいに厳罰を科す特

定秘密保護法が、国会で採択されました。この法律は国民の

「知る権利」が奪われる危険性があることなどが危惧され、ま

た進め方も拙速であることなどから各種世論調査でも国民の

大多数が否定的な反応を示していました。鋤柄修・中同協会長

は「多くの意見に耳を傾けて、再検討していくことが必要」と

の談話を発表、再考を求めました。

また武器輸出三原則の見直しを行い、集団的自衛権の行使容

認に向けた憲法解釈変更なども表明されるなど、長年、歴代の

政府がとってきた立場から大きく転換するような動きに懸念

の声も少なくありません。

イギリスの経済誌「エコノミスト」は、昨年５月に安倍政権

の政治路線を分析した特集を掲載、安倍政権の政治・外交路線

は、中国や韓国などの東アジア諸国との対立を深めており、「対

立が深まれば、日本の貿易は脅かされ、経済成長も鈍化するだ

ろう」と分析、警鐘を鳴らしています。

今年２月に広島で開催された第44回中小企業問題全国研究

集会において、松井一實・広島市長は、多数の尊い命が犠牲に

なった第二次世界大戦の教訓を踏まえ、平和と核兵器廃絶の重

要性を強く訴え、多くの共感と感動を呼びました。

「恒久平和」を掲げた日本国憲法を持つ国の政府として、あ

くまでも対話による相互理解を促進するという立場を堅持し、

平和の尊さを世界に発信していくことが求められています。

２、中小企業の景況と消費税増税による反動減の懸念

同友会景況調査（ＤＯＲ）の2014年１～３月期調査による

と、公共投資や消費増税前の駆け込み需要などにより2013年

１～３月期から各指標は好転を続け、前年同期比の業況判断Ｄ

Ｉや売上高ＤＩ、経常利益ＤＩはバブル崩壊後最も高い数値と

なりました。しかし４～６月期は各指標とも全面的な大幅後退

の見通しとなっています（図３）。４～６月期について、アナ

リストなどの見方は反動減で一致していますが、７～９月期に

ついては見方が分かれています。ＤＯＲのオプション調査によ

れば、消費税増税分の販売価格への「転嫁がほぼできる」が７

割でした。しかし、取引先はどうでしょうか。業種や小規模企

業などによっては転嫁できないケースがでてきます。また日銀

の調査では、４月以降「消費を控える」「やや控える」人が69.6％

にのぼっています（「生活意識に関するアンケート調査」2014

年３月）。2014年度は消費増税不況となる可能性が強いと見る

図２ 海外現地生産比率の推移（製造業）

（内閣府「企業行動に関するアンケート調査」2014年1月実施より）
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必要があります。

消費税以外でも多くの国民負担の増加が予定されており、消

費停滞に拍車をかける懸念があります。大和総研は、2011年

と2016年の家計を比較し、年収から税や社会保険料を除いた

可処分所得がどれだけ減少するかを試算。住民税の年少扶養控

除の廃止、子ども手当の縮減、年金保険料の増額、年金給付減

などの影響なども含め、最も負担増の割合が多かったのは片働

きで年収300万円の４人世帯で24万900円、8.56％の負担増と

しています（「消費税増税などの家計への影響試算」2013年８

月１日発表）。

３、日本のエネルギー問題

1960年には58％であったエネルギー自給率は、それ以降大

幅に低下。2010年のわが国のエネルギー自給率は水力・地熱・

太陽光・バイオマスなどによる4.4％にすぎません（資源エネ

ルギー庁「エネルギー白書2013」）。

政府は、中長期的なエネルギー政策の指針となる「エネルギ

ー基本計画」で、原発を「重要なベースロード電源」と位置づ

け、原子力規制委員会の基準に適合した場合は「再稼働を進め

る」と明記するなど、あらためて原発推進の姿勢を示していま

す。 ベースロード電源については、「発電コストが低廉で、昼

夜を問わず安定的に稼働できる電源」（経済産業省）と説明し

ています。

民主党政権下では、審議会の議論をもとにして、全国各地で

公聴会を行うとともに、討論型世論調査が行われました。今回

の基本計画については、パブリックコメントを除けば、公聴会

などが行われる予定はありません。

富士通総研はホームページに「『エネルギー基本計画に対す

る意見』に寄せて～原発の真の必

要性とは何か？～」と題したコ

ラムを掲載。そこで「原発が高

コストで経済性が低いことは、

少なくとも先進国では常識であ

る」「重要なのは、原発の真の必

要性を政府が明確に国民に説明

するとともに、それに伴う負担

も明らかにすることである。双

方が分からなければ、国民は判

断のしようがない。このように

考えたとき、今回の審議のプロ

セスには大きな問題があると言

わざるを得ない」と指摘してい

ます。政府は拙速に原発再稼動

を進めるのではなく、十分に国

民的議論を尽くしていくことが

求められています。

４、減少傾向の中小企業と中小企業政策の動き

（１）減少傾向の中小企業

厳しい経営環境の中、中小企業は減少傾向にあります。2009

年と2012年とで比較すると、中小企業・小規模事業者全体で

420万社から385万社へと35万社（8.3％）減少。特に小規模事

業者は366万社から334万社へと32万社（8.8％）減少していま

す（経済産業省「経済センサス」）。

2013年の全国企業倒産（負債総額1,000万円以上）は１万855

件、負債総額が２兆7,823億4,700万円でした。倒産件数は、前

年比10.4％減。５年連続で前年を下回り、1991年以来、22年ぶ

りに１万1,000件を下回る低水準です。一方、2013年の休廃業・

解散件数は２万8,943件で、過去10年で最多を記録しました。

中小企業金融円滑化法で倒産が抑制されている一方で、業績ジ

リ貧や後継者難などで事業継続を断念する企業が増えている

ことがわかりました（東京商工リサーチ調べ）。

中小企業庁「平成25年度中小企業実態基本調査（平成24年

度決算実績）速報」によれば、中小企業の2012年度の売上高

は459兆円（対前年度比2.6％減）、経常利益は15兆882億円（同

0.6％減）と苦戦していますが、一方で従業者数は2,942万人

（同3.5％増）と、厳しい状況の中でも雇用の守り手として奮

闘している姿が浮き彫りになっています。

（２）小規模企業重視の動き

このような状況の中、国の中小企業政策で注目すべき新たな

動きがありました。中小企業憲章は中小企業の地域や生活にお

ける役割を強調していますが、それが、小規模企業者の意義と

して昨年６月の中小企業基本法の改正に反映されました。基本

理念では、「地域における経済的安定並びに地域住民の生活の

図３ 業況判断DI、売上高DI、業況水準DI、経常利益DIの推移

（DOR2014年1～3月期調査より）
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向上及び交流の促進に寄与する」などが付け加えられました。

さらに小規模企業振興基本法案が近々成立の予定です。この

法律では、小規模企業について、中小企業基本法の基本理念で

ある「成長発展」のみならず、技術やノウハウの向上、安定的

な雇用の維持などを含む「事業の持続的発展」を位置づけてい

ます。また小規模企業施策について、総合的かつ計画的に、そ

して国、地方公共団体、支援機関などが一丸となって戦略的に

実施するため、５年間の基本計画を定め、政策の継続性・一貫

性を担保する仕組みをつくるとしています。地域住民や中小企

業経営者が政策立案過程に主体的に関われるような仕組みも

併せて構築するなど、その理念が具体的施策に生かされること

を望みたいものです。

（３）金融政策の変化

金融庁は金融モニタリング基本方針で検査方針の見直しを

打ち出しました。融資審査における事業性の重視と小口の資産

査定に関する金融機関の判断の尊重を掲げ、金融機関の独自の

判断を強調しています。また金融機関においては、中小企業の

真の意味での経営改善が図られるよう取り組んでいくとして

います。

昨年公表された「経営者保証に関するガイドライン」では、経

営者の個人保証について、①法人と個人が明確に分離されてい

る場合などに、経営者の個人保証を求めないこと。②早期に事

業再生や廃業を決断した際に一定の生活費などを残すことや、

「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討するこ

と、③保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則とし

て免除することなどを定めました。中同協が1990年代から要

望していた「連帯保証人の要らない制度融資の拡充」要求や、

2000年代からの金融アセスメント法で提起した保証債務の有

限責任化がようやく一歩実現したものと言えます。

一方、中小企業金融円滑化法で返済猶予を受けてきた中小企

業に対して転廃業を促すとの新聞報道も見られ（日本経済新聞

2014年３月19日）、金融環境が変化する可能性も見ておかなけ

ればなりません。

５、厳しい状況が続く被災地の現状

東日本大震災から３年。被災地での懸命の努力が続けられて

いますが、復興までにはまだまだ遠い状況が続いています。避

難者数は１年間で約４万6,000人減少しましたが、まだ約26万

7,000人の方が避難生活を余儀なくされています。特に福島県

の避難者数は約13.6万人にのぼっています。

災害廃棄物の処理は、撤去率98％、処理・処分割合95％と

進みましたが、復興住宅（着工67％、完了4％）、海岸対策（着

工60％、完了15％）、漁港（陸揚げ岸壁の機能がすべて回復し

た割合45％）などの遅れが目立ちます。

復興の遅れを反映し、被災三県の沿岸市町村の人口は、2010

年１月を1.00とする人口指数で0.92～0.94と減少が続いていま

す。事業所数及び従業者数が半減以下のままの自治体も存在す

るなど、被災企業の復興に向けた進捗状況は地域格差が顕著に

なっています（復興庁「復興の現状」2014年３月10日）。

2013年の東日本大震災関連倒産は329件と前年の490件から

32.8％減少。ただし、直接被災地である東北では79件と昨年の

74件を上回っており、厳しい状況は変わっていません（東京商

工リサーチの調査）。

世論調査の全国組織である日本世論調査会が３月１～２日

に実施した全国面接世論調査によると、東日本大震災の復興が

「進んでいない」「どちらかといえば進んでいない」と考える

人が合わせて77％に上ります。被災地に対する世間の関心が

「低くなっている」と感じる人は73％に達しています。

中同協東日本大震災復興推進本部研究グループ「ＲＥＥＳ」

会議でも「被災地は人口流出がとまらず限界集落化するのでは

ないかという危惧が現実味を帯びている」「住民の声が尊重さ

れておらず阪神大震災の教訓が生かされていない」などの切実

な声があがっています。

震災復興は被災地だけの問題ではなく、持続可能な経済をつ

くるうえでも全国共通の問題だと捉え、全国の力を合わせて被

災地の復興に取り組んでいくことが求められています。

６、依然として続く雇用の非正規化と賃金の低下

2013年平均の正規雇用労働者は、前年比で調査開始以来最

多の46万人が減少して3,294万人。非正規雇用労働者は、調査

開始以来最多の93万人が増加して1,906万人（全体に占める割

合は36.7％）となり、総数でも調査開始以来最多を記録しまし

た（総務省「労働力調査詳細集計」速報）。

2013年平均の現金給与総額は31万4,054円（73円減）とほぼ

横ばいでした。ただし、現金給与総額に物価の影響を考慮した

2013年の「実質賃金指数」は、前年比0.5％減。特に７月以降

は前年同月比で１％を超えるマイナスが続き、物価上昇に賃金

の伸びが追いついていない実態が浮き彫りになりました。現金

給与総額のピークは1997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（厚生労働省 2013年12月「毎月勤

労統計調査」）。

今、日本では、非正規労働者の増加が低所得者の増加につな

がり、中所得者層の減少をもたらしています。消費を最も期待

できる中所得者層の増加が潜在需要の顕在化のためにも重要

であり、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ということは、

政府も含めて多くの人が指摘する課題です。

政府はアベノミクスの効果を「好循環」につなげようと企業

に賃上げを要請、大手企業を中心にベースアップなどの動きも

出ていますが、消費税増税なども踏まえると実質賃金が上昇す

るまでには至らないと見られます。雇用の７割を占める中小企

業の経営環境や、４割を占める非正規労働者の雇用環境が向上

するような政策に転換することが本当の「好循環」を生み出す
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要と言えます。

７、加速度的に進む人口減少と高齢社会

「選択する未来」委員会（経済財政諮問会議の下に設置され

た専門調査会）に内閣府が提出した資料では、都市と地域の現

状と課題を分析、将来の人口予測などをまとめています。それ

によると、大都市圏・地方圏別の将来推計人口（中位推計）の

動向（総数）をみると、2060年までに地方圏では４割弱の減

少、３大都市圏においては３割弱の人口が減少すると予測。生

産年齢人口は、地方圏では半分近くになり、東京圏においても

約４割が減少するとしています。

市町村レベルの人口動向では、「人口規模が小さいほど人口

減少率の高い傾向」になると指摘（図４）。今後、2040年にか

けてほとんどの市町村において人口が減少する見込みで、半分

以上の市町村が３割以上減。人口が半減する自治体も100以上

存在すると見ています。

労働力人口（2013年は6,577万人）は、出生率が回復し（2030

年に合計特殊出生率が2.07まで上昇）、かつ女性がスウェーデ

ンなみに働き、高齢者が現在よりも５年長く働いたとしても、

2060年には5,400万人程度まで18％減少。女性や高齢者の労働

参加が全く進まない最も悲観的シナリオの場合、3,795万人と

42％減少すると予測しています。現在でも人手不足状況にあり

ますが、中長期的にみると恒常的な採用難の時代がくると見て

おかなくてはなりません。

地域の崩壊を防ぐためにも、地域の雇用や暮らし、文化を守

る「砦
とりで

」としての中小企業の振興を図ることが一層重要となっ

ています。また個々の企業は、中長期的な人材戦略のもと、若

者、高齢者や女性など、それぞれの人たちにとって一層働きや

すい、魅力ある企業づくりを進めていくことが求められます。

8、新しい時代にふさわしい東京オリンピック・
パラリンピックの開催

2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催が決まり

ました。東京都はオリンピックの経済波及効果を2013年から

2020年までに全国で約３兆円、約15万人の雇用を生み出すと

試算。各民間機関もさまざまな試算を発表するなど、経済効果

に期待が高まっています。オリンピックを契機に、交通網・物

流などインフラの整備、国家戦略特区の推進、防災対応など、国

土を大きく変えるような動きが加速化することも予想されま

す。企業経営にも大きく関わる動きであり、注視する必要があ

ります。

一方で人手不足や建設資材の高騰、東京一極集中に一層の拍

車がかかることを懸念する声もあります。震災復興や福島第一

原発事故対応への影響を心配する声も少なくありません。また

オリンピックに便乗して公共工事が大きく膨らむことへの危

惧もあります。1964年の東京オリンピックの際、オリンピッ

ク景気の反動で直後から不況と財政悪化に見舞われた教訓を

生かすことも重要です。

オリンピック憲章に謳
うた

われている「オリンピズムの目標は、

スポーツを人類の調和のとれた発達に役立てることにあり、そ

の目的は、人間の尊厳保持に重きを置く、平和な社会を推進す

ること」という理念が真に実現できるように、国民生活や環境

との調和をはかりながら、新しい時代にふさわしいオリンピッ

クとして開催されることが望まれます。

図４ 市区町村の人口規模別の人口減少率

（2005年から2050年の人口変化率）
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中小企業憲章の
内容実現をめざして

１、日本経済の新たな発展の道

昨年10月に行われた中同協ドイツ・オーストリア視察では、

日本経済や地域経済の今後のあり方を展望する上でも多くの

ことを学ぶことができました。

①エネルギーシフトは暮らし全般におよぶもので、中小企業

の仕事づくり、都市計画、交通、住宅、雇用、教育などあらゆ

ることで持続可能な地域や社会をつくっていくこと。単なるエ

ネルギー転換ではなく、私たちの生活の質、豊かさを根本から

見つめ直すもので、「生活文化の変革」に取り組んでいくこと

が必要なこと。

②地域のエネルギー自給率を高めることで、これまで域外に

流失していた財貨が域内にとどまって循環し、それにより地域

経済は活気を取り戻し、街の賑
にぎ

わいも戻ってくる。これからは

「地域で産出するモノを地元で消費しよう」という「地産地消」

だけでなく、「地元で消費するモノは地元で産出しよう」とい

う「地消地産」という考え方が求められること。再生可能エネ

ルギーを主とした地域循環型の持続可能な社会づくりは、社会

全般の中央集権型から地域分散型への転換が鍵を握っており、

地域経済再生の歴史的方向までをも示唆
しさ

するものであること。

③地域分散型・地域循環型の社会に転換する上では、地域の

実情に合った細やかな対応・配慮が必要なため、地域の中小企

業に新たな仕事が生まれ、新たな雇用が発生すること。

④日本はエネルギー資源のない国どころか自然エネルギー

の宝庫であり地域循環型の強い経済をつくる条件があること。

⑤ドイツでは、「ミッテルシュタント」と呼ばれる中堅企業

（従業員500名以下）が、全体の企業数の99.5％を占め、その

社員数や自己資本比率が年々増加していること。その要因に

は、高品質高付加価値の製品やサービスへの特化、雇用を守る

ために人件費が高くとも国内生産にこだわる姿勢や、政府の中

規模企業重視政策などがあげられること。ドイツ・オーストリ

アのエネルギー、環境、都市交通、住宅、教育などの政策は、

ＥＵ小企業憲章の精神が生かされていると感じられるもので

あったこと。

⑥地域分散型・地域循環型社会の実現には、住民参加型のコ

ミュニティをめざした都市計画が必要であり、地元行政や研究

機関・市民などで地域ビジョンを共有することが重要であるこ

と。市民の自発的な行動が鍵を握るということ。

⑦持続可能な住環境、地域資源を生かした仕事づくり、エネ

ルギーシフトを実現するには、それを担う「人育て」が大切で

あり、そのための教育制度を確立することが重要であること。

⑧自主・民主・連帯の精神にもとづき、全国各地で産学官の

ネットワークを築き上げながら、企業づくりや地域づくりに取

り組んできた同友会が、日本でエネルギーシフトを進める上で

も大きな役割を担っていく可能性があること。（「中同協ドイ

ツ・オーストリア視察報告」より整理・要約）

中同協が2011年に発表した「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）」（以下「日本経済ビジョン」）

は、強じんな日本経済をつくるために、次の「６つの方策」を

提示しています。

①多様な産業の存在と中小企業が発展の源泉となる日本経

済、②「国民一人ひとりを大切にする豊かな国づくり」のため

の内需主導型経済、③成熟社会とグローバル化に対応する新し

い仕事づくり・産業づくり、④生活の質の向上をめざす政策を

展開し、公正・共生の社会に、⑤地域内循環を高め、地域資源

を生かした地域経済の自立化を、⑥景気を自ら創る気概をもっ

て中小企業発展のモデルとなろう、です。

今回のドイツ・オーストリア視察の教訓は、「日本経済ビジ

ョン」の方向とも重なる部分が多くあります。そして中小企業

憲章や中小企業振興基本条例の具体化を進めていく上でも、ま

た東日本大震災からの復興に取り組んでいく上でも、示唆に富

む内容と言えます。

２、同友会型企業づくりで地域の再生を

（１）全国で奮闘する会員企業

厳しい経営環境の中、全国各地で企業と雇用を守り、地域の

活性化に多くの人と力を合わせながら奮闘している同友会企

業も少なくありません。

㈱小坂田建設の小坂田英明社長（岡山同友会会員）は、過疎

化・高齢化が進んだ中山間地域で土木関係の事業を営んでいま

す。５年前には倒産の危機を迎えますが、同友会で学び、経営

指針づくりに取り組む中で、「家周りの町医者」というキーワ

ードにたどり着きます。高齢化・少子化・過疎化など、それま

でマイナスだと思っていたことの中にたくさんの潜在ニーズ

が埋もれていることに気づき、そのニーズに対し、建設業の枠

にとらわれずに、異業種間のネットワークも活用しながら対

応。今では地域のコミュニティや雇用の場としても不可欠な存

在になっています。

本田興業㈱の本田哲社長（北海道同友会会員）は、アルミサ

ッシ及び硝子工事・管工事・給排水設備工事を営んでいます。会

第3第3節節
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社のある倶知安
くっちゃん

町は人口１万6,000人。人口減少、若者の流出、

自治体の財政難など、町が多くの課題を抱える中、地域の仲間

とともに議論を重ねます。そして「地域の強みと機会」を把握

する中で、「地域に根差した産業を育てるべき」と、観光を地

域の主要産業にするための戦略の検討と実践に取り組みます。

その結果、今では年間33万人もの外国人が訪れるスキーリゾー

ト地として開発が進み、新たな観光形態へと変貌しつつありま

す。さらに若者の定着率が向上、移住してきた若者が起業する

事例も増え、減り続けてきた人口も増加傾向になりつつありま

す。2012年には中小企業振興基本条例を制定。行政・民間・

町民が一体となった地域づくりに取り組んでいます。

白河エナジー㈱・㈱アクティブワンの鈴木俊雄社長（福島同

友会会員）は、未曽有の震災そして原発事故という困難にも果

敢に立ち向かいます。震災からの復興には、「地域の産業の育

成と雇用の創出」が絶対必要と、同友会のネットワークを土台

に地域の企業・団体・有志・行政などとともに2012年１月に

「白河地域再生可能エネルギー推進協議会」を発足。会社組織

も立ち上げ、太陽光発電所を小規模分散型で設置する事業をス

タートし、地域に雇用を生み、地域で資金を循環させる仕組み

づくりに取り組んでいます。また地域に眠っている資金を活用

してクリーンエネルギーの拡大を図ることをめざし、「オーナ

ー式発電所」の取り組みも始めるなど、広く地域を巻き込んで

の再生可能エネルギーを柱とした復興と再生への取り組みに

注目が集まっています。（３社の事例は第44回中小企業問題全

国研究集会での分科会報告より。詳しくは『中同協』誌第92号

参照）

（２）同友会型企業づくりで地域の再生を

ＤＯＲ（2013年10～12月期）では、会員企業の「経営上の

力点」を分析し、持続可能な会社づくりの原点である社員力向

上と自社の固有技術の先鋭化にもとづき、消費税増税後の経営

環境に耐えうる強靭な経営体質構築（変化への対応能力＋固有

技術の先鋭化＋財務体質の健全化）が求められることを強調。

さらに自社の固有技術の先鋭化（点の努力）＋ネットワーク力

強化（線の努力）＋地域産業集積活性化（面の努力）という目

線が重要性を増していることを指摘しています。

中小企業振興基本条例を制定する自治体が年々増加してい

ることに現れているように、日本の多くの地域で地域経済の再

生・活性化が大きな課題となっており、そのためには中小企業

の振興を図ることが重要であるという認識が広がってきてい

ます。上記３社の事例にもあるように、地域再生や持続可能な

地域づくりの主役は、地域に根ざした住民や中小企業です。ま

たドイツ・オーストリア視察でも明らかになったように、それ

らは世界的に共通する流れでもあります。私たちは多くの中小

企業経営者の実践の中で築き上げてきた「企業づくり」や「地

域づくり」の方向性に大いに確信を持って、企業経営と同友会

運動に取り組んでいきましょう。
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はじめに

不安定な情勢の下で、「難局の克服への展開が求められるこ

のような時代にこそ、これまで以上に意欲を持って努力と創意

工夫を重ねることに高い価値をおかなければならない。中小企

業は、その大いなる担い手である」。中小企業憲章は、その基

本理念を、このような言葉で結んでいます。

本年度は、右記の重点方針を掲げ、運動を進めてまいります。

１、「人を生かす経営」の総合実践で、強じんな企業づくりを

進めていきましょう。

２、日本と地域の未来を自ら描くために、中小企業憲章の理

念を生かした中小企業振興基本条例の制定を進めていき

ましょう。

３、東日本大震災を風化させず自社課題とし、持続可能な地

域をめざす手がかりとしてエネルギーシフトを学び、地

域での企業づくりを強めていきましょう

４、５万名会員を展望して、自主的・主体的な活動を推進し、

全ての地域に同友会を広げていきましょう。

第3章 本年度の課題と活動方針
～地域と日本の無限の未来を切り拓こう！～

企業づくり
～「人を生かす経営」の総合実践へ

今年度は「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、「21世紀型中小企業」をめざして、「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推進

します。

１、「人を生かす経営」の総合実践

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

採用をめざし、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

流と学習を深めましょう。

（１）同友会らしい経営指針にもとづく経営実践の活動へ

中同協では企業における経営指針実践を「指針で掲げた企業

像に近づくための成果を伴う具体的な行動」（中同協経営労働

委員会）と定義し、同友会における実践運動を「労使見解の理

解のもとで作成された経営指針成文化運動を行い、企業変革支

援プログラムや例会などで指針実践の進捗状況を確認する仕

組みがあり、運用を広げていること」としています。経営指針

の実践運動として、その進捗状況を確認しあえる環境をつくる

とともに、経営課題をすべて盛りこみ全社一丸に向けた経営指

針となるような、経営指針見直しのための活動が求められてい

ます。「環境経営」をめざし、エネルギー削減なども方針に盛

り込み、コストダウンを図ることなども大切です。

また、リスク管理と事業継続計画（ＢＣＰ）作成への取り組

みも大切です。企業変革支援プログラムも活用しながら、会員

相互に実践状況を確認し、各同友会の実態に照らして、創意工

夫しながら多くの会員が参加できる活動を広げましょう。

中同協として『経営指針作成の手引き』改訂を行い、2015

年度完成へ向けて経営労働委員会内のプロジェクトで検討し

ます。

（２）社員と共に～共同求人活動の強化と社員教育活動の充実を

「社員をパートナーに社長も共に育つ」関係づくりを広げ、

経営指針成文化段階から社員との意見交換の場を持つことを

推進するとともに、10年先の業界と自社を見すえた新卒採用、

社員教育などが実践できる同友会として、共同求人活動や社員

教育活動などでの学びと実践の場を広げましょう。人手不足と

なっている中、共同求人活動への期待が高くなりつつありま

す。活動の再構築とブロック活動の強化で参加企業の輪を広げ

ましょう。また「共に育つ」社員教育の本質的な学びを深めま

しょう。

若者の働く場を増やすためにも、中小企業の良さを伝える教

育現場への出前講座やインターンシップを大いに広げていき

ましょう。

（３）労働環境の整備～だれもが生きがいを持って働ける社風に

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。社員の声を聞かずして労働環境の整備もありませ

第1第1節節
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ん。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。さらに社員が生活と仕事のバ

ランスが取れた働き方（ワーク・ライフ・バランス）ができる

ような努力をするとともに、多様な働き方（ダイバーシティ）の

推進や障害者雇用への理解を広げ、積極的に取り組みましょ

う。障害者雇用における諸制度の活用では、同友会がめざす企

業づくりの障害者雇用の原点に立った対応をしましょう。

（４）女性の活力推進（エンパワーメント）へ

中小企業だからこそ子育てや介護に関して柔軟に対応し、①

働きやすい職場の整備、②生活者の視点での仕事づくりを推進

できるという観点から、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るとともに、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。

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12～13日、熊本）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しょう。

（５）人を生かす経営全国交流会の成功へ向けて

隔年で開かれている「人を生かす経営全国交流会」が、11月

20～21日に長野で開かれます。「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。そのためにも企業連携や産学官連携などで付加

価値の高い仕事をしていくことが大切です。「人を生かす経営

の総合実践」とは何かを掘り下げ、具体的・総合的・実践的に

交流するとともに、全国的に本活動を広げましょう。

２、新たな仕事づくりと企業体質の強化をめざして

（１）市場・顧客への対応と付加価値を高める

～エネルギーシフトと仕事づくり

中同協が提案している「中小企業家エネルギー宣言案」にも

とづいて議論し、中小企業の仕事づくりと地域づくりにつなが

るエネルギーシフトについて学び、交流し実践を広げましょ

う。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連

絡会内のグループ活動の一環としてオールジャパンプロジェ

クトの活動を推進します。

（２）財務体質強化へ向けた取り組み

円安による仕入れ単価の増大や消費増税などで、中小企業の

財務が悪化する中、同友会としての財務体質の強化や相談窓口

を設けるなどの対応が必要となってきています。各同友会でも

積極的に会員を例会に誘い、経営課題を率直に話しあい、財務

の問題にまで踏み込んだ本音の討論が行えるように配慮しま

しょう。

（３）後継者問題への対応～具体的取り組みへ

後継者や若手経営者が経営者としての自覚を促し、全人格的

成長をはぐくむための活動が大切です。特に後継者育成は中小

企業問題として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
けんさん

しあう場としての後継者塾・青年部の

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42回青年経営者

全国交流会（９月18～19日、奈良）に多くの青年経営者を迎

えましょう。

（４）起業間もない方、小規模企業の学ぶ場として

従業員20人以下（商業・サービス業は５人以下）の小規模企

業の入会が増えています。社員を雇用して経営指針を共有し、

社員をパートナーにして企業経営を進めていくという「組織的

経営」をめざす同友会では、先輩経営者に学び、経営者や企業

としてのありようを問いかけあう、さまざまな活動が行われて

います。経営の基礎的学びの場をつくり、強じんな経営体質の

確立へ向けた活動を広げましょう。

（５）国際化への対応

同友会の活動を通じて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

動きが活発になる中、中小企業としての国際化について研究

し、現地の状況をしっかり学ぶことが大切です。

中同協としては企業連携推進連絡会を海外（タイ）で初めて

開催し、ＡＳＥＡＮでのビジネス創出の機会について学び、国

際連携を研究します。

第16回女性経営者全国交流会（2013.6大阪）
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地域づくり・経営環境改善
～持続可能な地域社会をめざして

１、自社と地域、日本の未来を自ら描こう

2014年４月からの消費増税は中小企業と地域経済に大きな

影響を与えています。中小企業をとりまく経営環境が自動的

に改善していくことはあり得ません。どのような日本経済・

地域経済を展望し、どのような経営の舵取りをするのか、中

小企業家一人ひとりが問われています。「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）」や閣議決定された中

小企業憲章を素材にして、それぞれの地域ビジョンを描くこ

とに挑戦しましょう。併せて中小企業振興基本条例制定・活

用に積極的に取り組みましょう。中小企業憲章・条例運動を

担い、活用するのは一社一社の中小企業です。憲章・条例と

日々の経営を結びつけて考え、活用しましょう。

２、金融環境改善のチャンスを生かして取り組もう

金融行政・金融機関との連携を推進して、同友会の要望を

しっかりと伝え、そこで得た成果を活用・普及することに取

り組みましょう。金融庁の金融機関に対するモニタリング手

法の見直し、個人保証制度の見直しは金融環境を改善する大

きなチャンスです。日本政策金融公庫が「経営者保証に関す

るガイドライン」に基づく３条件（第１章第２節１―（２）

参照）を満たせば経営者の個人保証を必要としない制度を開

始するなど、具体的な動きがあります。各同友会で実態と要

望をまとめ、関係機関との懇談や勉強会に取り組みましょう。

中同協が実施したアンケートでは「経営者保証に関するガ

イドライン」を利用して経営者保証をはずすことに挑戦した

いという会員企業は約50％と半数にのぼります。「ガイドライ

ン」の内容を学び、保証契約の見直しに取り組み、実践事例

を集約するなどしましょう。併せて中小企業の実態に即した

会計基準である「中小企業の会計に関する基本要領（中小会

計要領）」の活用など、金融機関に対して信頼性を向上するこ

とも重視しましょう。

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

中小企業憲章・条例推進月間に全同友会が取り組みましょ

う。その際、広く行政や関係団体に参加を呼びかけ、憲章と

条例を推進する連携を広げましょう。中同協は「中小企業憲

章・条例推進月間キックオフ集会」（６月３日）を力に、政

党・国会議員に憲章国会決議の実現を働きかけます。各同友

会も、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。中同協は引き続き中小企業庁や各省庁との関係を緊密に

し、中小企業憲章を推進する協働につとめます。

４、地域での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

条例はほぼ全都道府県で動きがあり、加速しています。各

自治体の動きを把握し、会内で学びを深め、条例制定・活用

に積極的に関わりましょう。2014年２月に発行された『中小

企業憲章・条例推進ハンドブック(改訂版)』は憲章・条例を基

礎から体系的に学ぶことができます。大いに活用しましょう。

「調査・条例・振興会議」を一体にした取り組みなど全国の

先進事例に学びつつ、それぞれの地域の産業構造や行政状況

の独自性をふまえ、その地域で有効性を発揮できる条例づく

りを研究しましょう。政府は「小規模企業基本法」制定など

小規模企業施策を充実しています。地方自治体がこれを活用

できるように働きかけましょう。

５、地域での調査・政策提言に取り組み、
同友会の存在感を高めよう

キャリア教育や就職活動の支援、インターンシップ、提供

講座など大学・学校など教育機関との連携は、中小企業を知

ってもらい地域の人材を育成する重要な意義があります。寄

せられる期待に積極的にこたえましょう。

各同友会で実施した「消費増税影響アンケート調査」の結

果とあわせて、2015年の10％への引き上げに対する見解を外

部に発信しましょう。

各同友会・中同協で行政の審議会委員などへの委嘱
いしょく

が増え、

政策をつくる段階から関わりが出てきています。「同友会は現

場を知っていて政策の見解も持っている」と期待が高まって

います。会員企業の経営実態を調査し、政策提言できる組織

をめざしましょう。中同協は各同友会の調査・政策担当者の

研修・交流会を開催します。

各同友会で研究者・研究機関と相互理解を深め、調査・政

策提言に協力を得られる関係をつくりましょう。中同協企業

環境研究センターはその役割を改めて明確にしながら、景況

調査（ＤＯＲ）の実務改善や世代交代に取り組みます。また

各同友会と協力研究者との関係強化を支援するために協力研

究者交流会を開催します。

６、エネルギーシフトで持続可能な社会をつくりましょう

（１）エネルギーシフトの学習を進め、

取り組みの輪を広げていきましょう

今後の震災復興や企業づくり・地域づくり・同友会づくり

第2第2節節
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の中で、「エネルギーシフト」の学習を進め、４つの視点で取

り組みの輪を広げていきましょう。

①「企業づくり・仕事づくり」の視点

日本のエネルギー自給率が４％という状況、事業活動にお

いても他から依存しなければ事業継続できないとの視点をふ

まえ、企業としてのエネルギー自立をも視野にいれて実践を

始めましょう。無理無駄を省き、省資源、省エネの推進や熱

源の有効活用など、環境経営の実践をしていきましょう。同

友エコでは環境への配慮とともに企業の組織や財務の体質改

善にもつながり、企業イメージ上昇などさまざまな成果が生

まれています。企業づくりの視点から学習と実践を広げてい

きましょう。また、新しい仕事づくりの視点から、省エネ住

宅やリフォーム、地域暖房や給湯（コージェネレーションシ

ステム）のあり方、再生可能エネルギーに関する仕事づくり

など、自社の新しい事業の可能性を追求しましょう。

②「地域づくり」の視点

地域のエネルギー問題を行政や研究機関や他団体などと連

携しながら、中小企業振興基本条例制定及び実践運動の具体

的な取り組みの方向として研究し、取り組みの輪を広げてい

きましょう。地域資源や自然資源を生かした地域づくりや仕

事づくりを図るための学習を進め、現在の法律や制度、仕組

みなどの学習も進め、改善に向けてのあり方を検討していき

ましょう

③「暮らしづくり」の視点

生活者や個人レベルの視点から、エネルギー自給率の問題、

水や食料の問題、住宅、交通のあり方など質の高い暮らしを

実現するにはどうするか、そしてそれをどうしたら実現可能

かなどの学習を深め、中小企業家の使命感を持って取り組ん

でいきましょう。

④「国づくり」の視点

世界や日本のエネルギー事情を研究し、国のエネルギー政

策や戦略について、中小企業家としてエネルギーに関する見

解を持つための学習を深めていきましょう。日本エネルギー

憲章などの提起に向けた内容の深化をしていきましょう。

（２）「中小企業家エネルギー宣言」（案）の討議を進めましょう

日本の豊富な自然資源・地域資源で再生可能エネルギーを

生み出すことで、自給率が高まり、新たな中小企業の仕事も

多く生まれます。第一に命と暮らしを基本とした新しい持続

可能な経済社会をつくること、第二に原子力・化石燃料に依

存しないエネルギーシフトに取り組み、地域と日本の新しい

未来を切り拓くこと、第三に中小企業の力を発揮して、企業

や地域で省エネに取り組み、再生可能エネルギーの創出によ

る新しい仕事づくりに取り組むことをめざしましょう。上記

に掲げた「エネルギーシフト」学習への４つの視点から討議

を深め、中小企業家エネルギー宣言（案）に盛り込み、エネ

ルギーに関する中小企業家の見解をまとめていきましょう。

エネルギー問題学習会（2014.4東京）

東日本大震災からの復興に挑戦
～震災を「風化」をさせず、
自らに関わる課題として

１、「点」から「線」、そして「面」の動きを企業や
地域、全国に広げていこう

被災地での企業づくり・地域づくり・同友会づくりの実践に

おける課題と教訓が全国に広がりつつあります。会員企業がネ

ットワークでつながり、連携を強化していきましょう。被災地

の企業や地域での取り組みを学び、企業づくり、地域づくりに

生かしていきましょう。「点」（企業努力）から「線」（企業間

ネットワーク）、そして「面」（行政を巻き込んだ地域づくり）

の動きを企業や地域に広げ、全国的な課題として実践していき

ましょう。

２、原発事故・震災復興を全国的な課題として
連携・連帯の輪を広げよう

震災から３年を経過しても復興はまだ途上にあります。引き

続き、被災地の同友会と企業との連携・連帯の輪を広げましょ

う。震災復興で直面する経営課題や政策課題を、全国の地域・

中小企業に普遍的な課題や教訓として企業づくり・地域づく

り・同友会づくりに生かしていきましょう。

震災復興に取り組み、エネルギーシフトを全国に広げるため

に、さらにエネルギー問題や地球環境問題との関連から、中同

協として第３回東日本大震災復興シンポジウムを、第８回中小

企業地球環境問題交流会と合同で開催します。ＲＥＥＳの取り

組みを国外にも発信することや、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。

第3第3節節
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第4第4節節
同友会づくり
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

中同協設立50周年を迎える2019年を展望して、経済を牽引
けんいん

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。同友会の歴史と理念をあらためて学び実践し、変革と継

承をしていきましょう。中同協では全国５万名の達成を目指し

ます。各同友会の会員数目標の達成とともに、全国での５万名

達成に向けて、仲間づくりの連帯の輪を広げていきましょう。

１、５万名を展望する組織づくり

（１）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３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も、すべての同友会で中長

期的なビジョンと会員数、企業組織率の目標を持ちましょう。

（２）支部・地区（縦軸）と委員会・部会（横軸）の連携

～顔と企業が見える活動を進めよう

顔と企業が見える活動を行うには、まず会員にとって身近な

存在である支部・地区の縦軸の活動が大変重要です。学びあえ

る例会を充実させるとともに、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いま

しょう。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

きる横軸の活動として重視しましょう。

また、会員同士の比較的少人数でのグループ活動、会社訪問

活動などは普段の活動では言えないことも話せて、本音の経験

交流ができるとの成果も出てきています。みんなで連帯しなが

ら仲間の輪を広げていきましょう。

（３）組織強化・広報・情報化で「情報創造」と「対外発信」を

組織強化と広報・情報化を戦略的に推進していくためには、

会員の声や会員企業の情報を調査やデータにもとづいてまと

め、同友会運動をわかりやすく会内や対外的に発信する「情報

創造」を進め、連携を深めていくことが重要です。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。

広報・情報化の課題は、役員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10月に全国広報・情報化交流会を愛媛（2014年10月23～24

日）で開催します。

（４）仲間づくりの連帯の輪を広げていきましょう

同友会の理念に共鳴する仲間が増えることは、地域の健全な

発展を保証し、お互いの経営体験を交流する新しい仲間を迎え

ることになります。新しい会員が絶えず入会することによっ

て、会内に新風が吹きこまれ会も活性化します。また、同友会

の社会的な発言力、中小企業の社会的地位を引き上げ、中小企

業憲章・条例運動や、政策要望・提言を実現するための頼りに

なる力となります。

そのため、仲間づくりにおいては、①会員増強の意義を繰り

返し学び確認し、ワンゲスト運動などの日常的な仲間づくりを

推進しましょう。②目標、計画を決めて、仲間づくりの雰囲気

づくりにふさわしいリーダーを置き、目標達成に向けて全体を

盛り上げていきましょう。③空白地域をなくすような仲間づく

りに取り組みましょう。④例会などへのゲスト参加者には担当

者をつけ、すぐに訪問するなど確実にフォローしていきましょ

う。⑤大きな行事や記念行事などをてこに具体的な行動を起こ

していきましょう。⑥条例運動や外部からの期待の高まりの中

で、地域内の関係機関の協力を仰ぎましょう。

２、同友会理念を実践する企業をすべての地域に広げよう

（１）企業変革と地域再生を担う支部・地区づくりへ

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持ち、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。とくに、多くを占める小規模企

業の特徴や課題をふまえ、企業変革や事業の成長発展ができる

ような学びあい活動を展開していきましょう。

（２）大都市部・地方都市（県庁所在地）での会員増強

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
組織強化・広報・情報化交流会にて愛知小グループ活動に参加

（2013.8 愛知）
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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

会員企業がいない市区町村は全国でまだ約25％あります。同

友会で学びあう会員企業の存在が、地域にとって頼りがいのあ

る支えになっていることは東日本大震災の教訓からも明らか

です。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。

３、良い経営者をめざし、中小企業家の誇り高い組織
づくりと学びあい活動を

（１）中小企業家の誇り高い組織として～役員研修

同友会は３つの目的である良い会社、良い経営者、良い経営

環境の実現をめざしていますが、良い経営者をめざすことを掲

げ、中小企業家の誇り高い組織として学びあい活動を重点的に

行っていることに同友会運動の特徴があります。

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、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て、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

の状況をつかみながら、同友会運動を推進していきましょう。

継続的に役員研修会を行い、同友会の歴史と理念を学び、同

友会の組織強化や会員増強、役員と事務局の役割なども確認し

ましょう。中同協では本年も中同協役員研修会を開催します。

（２）経営者としての資質や能力を高めあう活動を

～例会づくり・グループ討論を重視

環境の変化がめまぐるしい時代にあって、会社の継続と発

展、変革と継承を進めていくのは並大抵のことではありませ

ん。経営者としての資質や能力を高めあい、磨きあう活動を一

層進めていく必要があります。

特に、普段の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。

（３）女性経営者、青年経営者の仲間づくり、リーダーの育成

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つくる次代の

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。中同

協青年部連絡会では、「われわれ青年経営者で世界に誇れる日

本の未来を創ろう！」とビジョンを策定し、次代のリーダーと

しての全人格的な成長をめざす活動などを進めていきます。

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。また、同友会

や企業経営で長い経験を積まれたシニア世代の会員の交流を

深める場づくりなども大変重要となってきています。

４、役員・事務局の連携強化で、強い組織の同友会づくり

（１）組織・事務局・財政の基盤整備と強化を

同友会は自主・自立を旨として会運営を行う団体であるた

め、会財政の基本は会費でまかなうという運営原則にもとづい

ています。会員増強による会費収入をベースに運動の維持・発

展を保証する財務内容に前進させましょう。また、経営者団体

らしい健全な財務管理を行うことで、同友会運動の発展ととも

に財政をいっそう健全化させ基盤を整備し、強化していきまし

ょう。そのためにも、財政についての基本的な考え方を理事会

において共有し、健全財政の堅持のために原理原則に則った財

政基盤を強化していきましょう。本年は、消費増税に伴う運営

費の増加に対応していきましょう。

（２）企業づくりや仕事づくりを学ぶ自主的・主体的な活動の展開を

企業づくりや仕事づくりを学ぶ自主的・主体的な少人数のグ

ループ活動の展開が進んでいます。企業訪問をベースとした設全国代表理事・事務局リーダー研修（2013.７宮崎）
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営、ミニ経営体験報告、日々活発に行われている同友会活動の

確認などが行われ、参加した会員同士の気軽な話しあいの中に

学びと気づきがあり、経営のヒントを持ち帰ることができる場

となっています。

自主的・主体的な活動における学びや気づきをきっかけとし

て、経営指針、社員教育、共同求人、障害者雇用、環境経営、

青年部会、女性部会など委員会・部会活動で学び、自社の経営

に生かす会員が広がりました。今後も顔と企業が見える取り組

みをしていきましょう。

（３）事務局員をパートナーとして同友会運動を進めよう

会員と事務局は同友会運動の主体者です。会員と事務局員が

相互にパートナーとして同友会運動を進めていきましょう。会

員や事務局員一人ひとりの実践が、同友会運動を支え、企業と

地域の発展につながっていきます。パートナーとなっていくた

めには、人間的な信頼関係を築き、お互いに学び育ちあう日常

的な関係を構築していくことが大切です。会員・事務局相互の

思いを真摯
しんし

に受け止めあい、人間関係を築いていきましょう。

会員は同友会における事務局の役割を正しく理解しましょ

う。会員と事務局員との情報共有を進め、例会や会議などを会

員が自主的・主体的に運営できる体制をつくる必要がありま

す。事務局は同友会の歴史と理念を学び、一人ひとりの会員の

声を受け止め経営課題を発見し、自発性と創意性を発揮し、同

友会運動に生かしていくことが重要です。

（４）事務局づくり

～事務局員の成長と働きやすい環境づくりを

会外から寄せられる同友会への期待が高まり、事務局の業務

はますます多様化・高度化しています。事務局づくりにおいて

も、「労使見解」（中小企業における労使関係の見解）の実践的

運用を心がけ、事務局の自主性を最大限尊重していきましょ

う。事務局員の健康管理や家族生活などに配慮した労働環境の

整備・改善につとめることが必須の課題となります。具体的に

は、事務局員の給与や退職金、福利・厚生などの労働条件の整

備と、仕事や生活のバランスのとれた労働時間や休暇にも目を

配り、学習・教育体制を確立し、一人ひとりの人格が尊重さ

れ、個性や能力が豊かに発揮されるよう配慮することは会全体

の責任です。

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、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。

中同協は、各同友会の組織と同友会運動の発展に合わせた事

務局の強化と育成、事務局員の採用や定着や諸条件の整備が取

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

（１）全国行事・ブロック活動の連携

全国同友会の連携を広げ、同友会を地域のすみずみに広げる

活動を展開していきましょう。同友会の連携をさらに深めるた

めにも「地域と日本の無限の未来を切り拓こう」をスローガン

に、第46回中同協定時総会（2014年７月10～11日、新潟）、ま

た第45回中小企業問題全国研究集会（2015年３月５～６日、

神奈川）を開催します。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。

（２）中同協の役割・組織・あり方についての検討を進めます

2005年に47都道府県すべてに同友会が設立されて、地域経

済を担う同友会運動への期待はますます大きくなってきてい

ます。全国的な運動課題も増える中、その期待にこたえ全国の

同友会運動をさらに強化・発展させるため、中同協の協議体と

しての今日的役割を確認し、組織や行事のあり方を検討してい

く必要があります。中同協設立50周年を迎える2019年実現を

視野に、中同協の役割や組織、行事のあり方などを検討し、時

代の要請にこたえられる組織の将来像とそれへ向けた方針を

策定します。

結びに

同友会で学び実践することがどんな環境変化にも対応でき

る道です。環境変化を自らの糧にして、切り開いていく学びを

同友会としてつくり出しましょう。さらに同友会理念にもとづ

いて地域を変えていくことが日本の再生につながります。自ら

の企業の力を強く大きくして地域に雇用と仕事をつくりだせ

る企業づくりを進めるとともに、企業づくりを生み出す同友会

運動を強く大きくすることが、地域の活性化につながることに

自信と誇りをもち、将来展望をもって同友会運動を広げていき

ましょう。
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第1節 企業づくり運動～自立型で強じんな体質の企業づくりへ

1、経営指針成文化・実践で経営基盤の強化へ

（1）「人を生かす経営」の実践へ向けて

②労使見解の学習による経営姿勢の確立～後継者・起業家育成

【実践事例1：宮城】「経営指針を創る会」の10年ビジョン作成の取り組み

③理念作成中心から方針・計画作成へ向けた対応へ～企業変革支援プログラム

【実践事例2：徳島】経営労働問題全国交流会を契機に

④委員会間の連携広がる

【実践事例3：中同協】4委員会合同研修委員会で「人を生かす経営」推進

（2）成文化段階からの社内での論議と社内発表、毎年の見直しで共に育つ社風へ

①幹部教育・社員教育活動の充実と大学・学校との連携の課題

【実践事例4：新潟】新潟大学と連携した同友会大学など

②リスク管理と事業継続計画（ＢＣＰ）作成への取り組み

【実践事例5：東京】ＢＣＰチェックリストの活用推進

（3）10年先の展望を持って自社のありようを考える～市場の展望と人材育成

②共同求人活動の参加企業が増えるも採用難は深刻化

【実践事例6：広島、宮崎】三原支部での共同求人活動開始、宮崎での共同求人活動の再建

（4）労働環境の改善～だれもが仕事と生活が両立できる社会に

③行政と連携した啓蒙活動などの取り組み

【実践事例7：大阪】内閣府とのシンポジウム開催

（5）女性の活力推進～女性の企業家育成とエンパワーメントへ向けた取り組み

【実践事例8：香川】女性起業塾が好評、金融機関とも連携

（6）地球環境問題への対応と同友エコ

②エネルギーシフト・再生可能エネルギーへの挑戦

【実践事例9：富山、石川】環境部会発足、事業者版ISOで環境経営

【実践事例10：中同協】ドイツ・オーストリア視察～中小企業家エネルギー宣言起草

（7）企業連携・産官学連携で新たな仕事づくり

①食と農連携、六次産業化の取り組み

【実践事例11：中同協、香川】“食と農”連携グループ全国交流会、農業連携部会

②価格決定権を持つ、ビジネス交流による仕事づくり

【実践事例12：三重、沖縄】値上げできる企業に、4部会連携の取り組み

（8）国際化への対応～アジアやEU関連視察と国際的ネットワークづくりへ

【実践事例13：北海道、愛知、滋賀、大阪、広島】海外視察の取り組み

3、同友会の企業づくりへの外部からの期待高まる

（1）各同友会での取り組み～自治体・外部からの相談増える

【実践事例14：大阪】自治体からの相談や施策立案などの相談増える

【実践事例15：福岡】女性活躍推進シンポジウム

（2）中同協での取り組み

【実践事例16：中同協】各省庁からの相談など増える

第2節 地域づくり・経営環境改善～政策活動の展開と地域からの期待の高まり

【実践事例17：京都】京都市全区と全支部が窓口設置めざす

１、金融環境改善のチャンスが到来

（1）金融行政・金融機関との連携の広がり

【実践事例18：秋田】県信用保証協会と「覚書」を締結

2.中同協第46回定時総会議案 第1章実践事例・資料
＜実践事例1～38＞
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【実践事例19：北海道】金融庁「業務説明会」で代表理事が提言

（2）経営者保証問題をめぐる取り組み

【実践事例20：中同協九州・沖縄ブロック】「民法改正シンポジウム～個人保証制度を考える」を開催

【実践事例21：東京】「経営者保証に関するガイドライン」に対する見解を発表

２、中小企業憲章推進・中小企業振興基本条例の取り組み広がる

（2）中小企業振興基本条例の広がりと同友会の役割の高まり

【実践事例22：和歌山】大企業、金融機関、大学などの役割が盛り込まれる

【実践事例23：愛媛】松山市「調査・条例・推進組織」３点セットで条例制定

【実践事例24：大阪】東大阪市「条例がなくても施策充実している」から条例制定に転換

3、外部との連携の広がりと、調査・政策提言活動の展開

（1）大学・学校など教育機関と連携した取り組み

【実践事例25：徳島】「インターンシップ推進協定」を県、県教委と締結

【実践事例26：大阪】高校求人について府下の高校と鼎談例会

第3節 東日本大震災からの復興とエネルギーシフト

１、「点」から「線」、「線」から「面」の動きが広がる

【実践事例27：中同協・女性経営者全国交流会in大阪記念講演】

【実践事例28：中同協青年部連絡会・相双地区視察、浪江町、南相馬視察】

３、エネルギーシフトで仕事づくり、地域づくり

【実践事例29：ＲＥＥＳ東日本大震災復興シンポジウム、陸前高田視察】

第4節 同友会づくり

１、企業づくり、地域づくり・同友会づくりを一体として実践～４万3,000名を突破。全国で最高会勢を更新

【実践事例30：最高会勢の12同友会】

（2）経営指針の学びと実践を広める同友会づくり

【実践事例31：徳島】経営指針をベースとした役員会での取り組み

（3）組織強化・広報・情報化を一体とした取り組みが進む

【実践事例32：中同協・愛知】組織強化・広報・情報化全国交流会、愛知小グループ活動視察

２、同友会理念を実践する企業が地域に広がりをみせる

（1）地域で責任が持てる支部・地区づくり

【実践事例33：北海道・南空知支部】小さな支部が変わるとき

（2）大都市部・地方都市（県庁所在地）での会員増強が進展

【実践事例34：京都・下京支部】会員が主人公になれる仕組みづくりで増える支部風土づくり

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

（2）顔と企業が見える活動～企業づくりを学べる自主的・主体的な活動の展開

【実践事例35：兵庫】支部例会とブロック会活動で会員同士の身近な交流で顔と企業が見える取り組み

４、役員・事務局の連携強化で、強い組織の同友会づくり

（1）役員研修が各同友会で進む～学びと実践の同友会へ

【実践事例36：東京】経営指針、同友会研修、新会員研修による会員増強と組織強化

（3）同友会運動の発展を支える事務局づくり

【実践事例37：福岡】事務局づくりにおける労働環境の改善と事務局員の成長

５、全国の同友会の連携・ブロック活動の強化、中同協「あり方」検討会設置

（1）全国行事への参加同友会数が広がる

【実践事例38：宮崎】中同協総会議案を学び、同友会づくりに生かす取り組み
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【実践事例1：宮城】「経営指針を創る会」の10年ビジョン作成の取り組み

1991年に活動が開始され昨年度23期を迎えた宮城同友会「経営指針を創る会」の修了生は400名を超えました（うち255名が

在籍）。2010年に受講生のうち創業者と後継者が半々になり、それ以降は後継者の比率が高まっています。

後継者の場合、申し込まれた段階で、経営指針を成文化しても実践できる環境にあるのかを確認するため、本人と当該企業の

社長にヒアリングし、受講までに実践できる環境をつくる決意を促しています。

15期から中期展望を描くことでその先にある経営理念を考えようと「10年ビジョン」作成を受講生の課題に盛り込むようにな

り、10年先に必要とされる会社になっているのかを受講生同志や受講生と修了生で問いかけあうようになりました。このことは

後継者にとって、第二創業へ向けた新たな道を描くことにもつながります。

東日本大震災後、2012年に宮城同友会の10年ビジョン「２０２１ビジョン」を発表。「経営指針を全社一丸で実践し続ける企業づ

くり」をスローガンに、「企業変革支援プログラム」も活用しながら、経営指針実践運動を展開しています。

【実践事例2：徳島】経営労働問題全国交流会を契機に

「第３回経営労働問題全国交流会」（中同協主催）を設営するに当たり、徳島同友会としての開催目的を「①日本一『企業変革

支援プログラム』を使う同友会をめざします。②経営指針を作成し実践する意欲を旺盛
おうせい

にします。③徳島での労使見解の精神を

広げ、深める場とします」の３点を掲げました。

徳島同友会では「経営指針実践塾」を1期半年間開催し、受講定員10名で、年２回行っています。実践塾のオリエンテーショ

ンでは、「企業変革支援プログラムステップ１」を自己診断に活用しています。

また、城東支部（会員数83名）幹事会では、「企業変革支援プログラムステップ2」のカテゴリーⅣ「市場・顧客及び自社の理

解と対応状況」にもとづき、役員が交代で実践報告し、意見を出しあい、相互に学びあっています。各支部でも例会に本プログ

ラムのテーマを活用しています。新年度は「人を生かす経営塾」を開き、特に「Ⅲ人を生かす経営の実践」を中心テーマに置

き、幹部社員とともに経営指針更新に取り組む場づくりを設定する予定です。

【実践事例3：中同協】４委員会合同研修委員会で「人を生かす経営」推進

中同協は「企業の総合的実践を進めるため」、2008年に社員教育、経営労働、共同求人の３委員会合同の交流会である「第１

回人を生かす経営全国交流会」を開催し、2009年に３委員会の委員長と担当副会長で構成する「人を生かす経営推進協議会」を

設置しました。その後、障害者問題委員会が加わり、第３回の交流会からは4委員会合同企画となっています。

そのような中、委員会そのものも合同で開催し、さらに「各委員会が積み重ねてきた教訓と成果をお互いの委員会で確認・共

有し、全国的に『人を生かす経営』（「労使見解」の実践）を推進しよう」と、昨年度は初めての「中同協4委員会合同研修・委

員会」を１月に開催しました。31同友会151名が参加し、１日目は問題提起と事例報告を受けて、４つの委員会の役員が１つテ

ーブルについて、「労使見解」の実践を促す活動のあり方や連携などについて意見交換しました。新年度も開催し、さらに委員

会間の連携を深めていく予定です。

【実践事例4：新潟】新潟大学と連携した同友会大学など

新潟同友会では、新潟大学産学地域連携推進機構と連携を図り、新潟同友会大学を開催しようと2010年度より準備を進めてき

ました。新潟大学との共催で2011年には第１期、2012年第2期、2013年第３期と新潟同友会大学を開催しました。

また、新潟大学との連携がさらに強化され、2013年４～７月には会員や事務局による寄付講座を開催しました。14講にも及

び、学生の聴講数は150名ほどにもなりました。新潟の中小企業の現場として、製造業、建設業、流通業、サービス業などの実

践事例や、新しいビジネスモデル、業態転換などをテーマにし、会員が学生に熱く講義をしました。また、人を生かす経営、中

小企業憲章・中小企業振興基本条例をテーマとして、経営者自らが学生に語りかけ、ともに仕事の中で学びあい成長しあうこ

と、地域をつくっていくことの重要性を伝えました。学生からは「今まで中小企業のことをあまり知らず、講義を聞いて、中小

企業のことを深く知ることができて良かった」などの感想が寄せられました。寄付講座で学生への中小企業の理解を深めてもら

うとともに、同友会大学を実施し、研究者の専門的な知識を学ぶ機会をつくっています。

【実践事例5：東京】BCPチェックリストの活用推進

東京同友会では2012年度に新宿、練馬、葛飾の３支部でBCP学習会の取り組みが始まり、相互の経験を持ち寄って、2013年

第1節 企業づくり運動～自立型で強じんな体質の企業づくりへ
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４月に７つのカテゴリーで50項目にわたる「BCPチェックリスト：あなたの会社のBCP（事業継続計画）策定はできています

か？事業継続が可能か、チェックしてみましょう」を完成し、発表しました。昨年度はそのチェックリスト活用を全会員に呼び

かけるとともに、新宿支部では「BCP̀研究会」を立ち上げ、2012年度から継続的に毎月研究会を行っています。「中小企業にお

ける帰宅困難者対策について」「事業を継続して会社を守る。事業を中断して会社を守る」などをテーマに、報告者が自社の取

り組みなどを紹介して討論するセミナーで、それぞれ11～54名が参加し、３月には「東日本大震災から３年、今、学ぶべきこ

と」をテーマに行い、55名が参加しました。

【実践事例6：広島、宮崎】三原支部での共同求人活動開始、宮崎での共同求人活動の再建

昨年６月に63名の会員で設立された広島同友会三原支部は、広島同友会の共同求人活動33年の歴史を背景に、支部内で共同求

人活動を開始しました。共同求人に参加した経験のある多くの会員が存在し、わからないことは先輩会員に聞きながら進めると

いう育ちあいの関係があります。求人誌『RUN』の原稿を会員が書くことで社員と向きあわざるを得なくなり、「あの会社の給

料はいくらだ」ということが公開されることになることで企業変革の第一歩につながります。学生に会社の5年後、10年後をア

ピールしたいと思えば、経営指針をつくり、合同入社式や新入社員研修に参加することで社員教育ともかかわることになります。

同友会型企業づくりの大切な活動の一つとして支部役員を中心に共同求人活動の輪が広がってきています。三原市は大手企業の

撤退・縮小などにより、雇用が失われる中、中小企業が自主的に力を合わせて新卒採用に取り組んでいるというのは、行政にと

っても驚きであり期待が高まってきており、中小企業振興基本条例制定へ向けた動きにもつなげられるものです。

宮崎同友会では、「若い力の採用と育成で地域の期待にこたえる企業をつくる！！」をスローガンに、プレ活動をスタート。

今秋から本格的に再始動します。夏の合同企業説明会には17社が参加、「計画的な採用で年齢的なバランスをとりたい」「平均年

齢50歳。定着が良いので一緒に年をとってきたが、今後を見据え新卒採用に挑戦したい」など、各社の思いはさまざま。再スタ

ートするこの活動は、前回の教訓から採用だけの活動でなく、経営指針や社員教育とともに、企業変革のための活動と位置づけ

ています。

貧困化が進む中、危機感を共有し、若い人が将来の夢を描ける地域にしていこうと、同友会の共同求人活動の取り組みが広が

ってきています。

【実践事例7：大阪】内閣府とのシンポジウム開催

内閣府男女共同参画局と中同協は、2007年から委員の委嘱や全国行事の後援などで連携が深まっており、毎年連携事業を開催

してきました。昨年度は11月１日に内閣府男女共同参画局見学懇談の機会を持ったほか、昨年２月の「ワーク・ライフ・バラン

スシンポジウム」（内閣府男女共同参画局と中同協共催）に続き、11月26日には内閣府男女共同参画局、大阪同友会主催、中同

協共催で「第２回ワーク・ライフ・バランスシンポジウム」を開催し、行政・大学関係者22名を含む115名が参加しました。

第１部の問題提起では、東レ経営研究所ダイバーシティ＆ワーク・ライフ・バランス研究部長の渥美由喜氏が報告。労働力人

口は今後50年で現在の３分の２に減少し、家族に要介護者がいる社員の割合は今後10年で倍増というデータを示しながら、企業

における働き方の見直しが喫緊の課題であると提起しました。ワーク・ライフ・バランス推進の本質は「従業員のやる気を引き

出しつつ業務体制を見直すことによる、個人とチームの生産性向上」にあることを強調しました。

第２部のパネルディスカッションでは、会員企業3名が報告。同友会での学びをどのように受け止め、企業づくりに生かして

いるのかを率直に語りました。

【実践事例8：香川】女性起業塾が好評、金融機関とも連携

香川同友会女性委員会は、中同協女性部連絡会での学びをもとに、2013年度の活動テーマを「地域活性のために力を注ぎ共に

成長する」として、女性起業塾を開催しました。「何のために経営するのか」「起業に必要なこと」「理想を形にする」の３回シ

リーズで行い、「四国新聞」「読売新聞」タウン紙に掲載されたこともあり、２０名定員のところ23名が参加、参加者の半数は起業

希望で半数はすでに起業し、法人化など検討している方でした。

地元のすべての金融機関より創業支援融資制度などの資料が得られ、窓口の紹介など金融面でのアドバイスも行いました。

講座は冒頭に役員自身が起業の体験発表を30分行い、その後講義とグループ討論を行う形式で、３回の講座はそのグループメン

バーを固定し、相互に深く知りあう環境をつくりました。参加者からは「体験発表で勇気づけられた」「普通の主婦が起業でき

ることを知ることができて良かった」など経営体験報告が好評で、設営した役員間でも相互に起業時のことを知りあう機会とな

り、女性委員会内で特に、連帯の絆も強化されました。

起業塾当日は、案内チラシにメンバー全員の顔写真を掲載したこともあって日ごろあまり参加していなかった役員も参加し、

目をきらきらさせた受講生の相談を受けて、終了後、数時間も話しこむなど信頼関係も生まれており、入会や継続的な例会参加
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につながっています。同委員会では起業塾を新年度も継続して実施する予定です。

【実践事例9：富山、石川】環境部会発足、事業者版ISOで環境経営

富山同友会は昨年度「環境部会」を正式部会とし、環境保全型企業づくり（全社一体で省エネや業務の見直しに取り組む）を

全支部に広げようと活動を開始しました。月１回部会を行い、「環境経営」について１回に理事２名の事例発表を聞き、「環境経

営」とは何かを実践事例をもとに深めました。これは富山同友会の「経営指針を創る会」の「社会性」部分で「環境への配慮」

をどのように考えるかという問いかけがあり、この実践への展開を学ぼうというものでした。

このほかに全会員対象にアンケート調査を行ったほか、部会主催で学習会を行い、富山県立大学の研究者から企業の社会的責

任としてのとらえ方を学びました。今後は各支部の三役に事例報告を依頼し、取り組みを広げていくほか、「エネルギーシフト」

の学習も行う予定です。

石川同友会は昨年度、「いしかわ事業者版環境ISO」の取得と「いしかわ環境フェア」に取り組み、環境経営を会員と地域に広

める活動を進めました。同ISOは石川県が2008年より事業者版環境ISOとして登録制度化を開始したもので、積極的に環境保全

に取り組む県内事業所や団体を対象として石川県に登録する制度です。講座を受講して申請書を作成することで取得でき、環境

マネジメントシステムの中ではハードルが低く取り組み易いため、同友会活動に取り入れ会員企業の環境経営を推進します。講

師を招き半日を2回で1セットの講座に18名が受講、簡易審査を9社が受けました。

８月の環境フェアは社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議が主催する市民向けの催しで、企業・大学・団体などが

ブースに出展し、舞台や各ゾーンで環境活動を紹介しました。「スマートコミュニティとエコなくらし」をテーマに開かれ、来

場者数は約２万4,200人で同友会ブースには約350名が訪れ、会員企業の「畳の縁製バッグ」などエコ商品の紹介や同友会活動を

紹介し、「中小企業及び同友会のアンケート」に255名が回答を寄せられました。

【実践事例10：中同協】ドイツ・オーストリア視察～中小企業家エネルギー宣言起草

10月12～20日、28名の参加で中同協ドイツ・オーストリア視察が行われました。目的はドイツ・オーストリアのエネルギー

政策、地域循環型の街づくりを学ぶこと、EU小企業憲章や中小企業政策を学ぶことです。

最初にドイツの「環境先進都市」フライブルク市を視察し、「エネルギーシフト」をキーワードとした都市と農村が一体とな

った地域づくりを、ドイツのミュンヘンでは、市の環境政策の取り組みを視察し、「ドイツの元気は中規模企業の元気が支えて

いる」との講演に学びました。

オーストリアでは、ツヴェンテンドルフ原子力発電所を視察。完成しながらも国民投票で稼働反対が上回り、一度も稼働しな

かった施設で、原発の複雑な構造や仕組みを実感しました。ギュッシング市ではエネルギーの地産地消の取り組みを視察しまし

た。これらの地域ではチェルノブイリ原発事故を教訓に、省エネと再生可能エネルギーの活用を進めてきましたが、これらの技

術はいまや世界を市場とするまでになっていることや、ＥＵ小企業憲章のもとでエネルギーシフトを推進することで、中小企業

の仕事づくりにつながり、地域の雇用が拡大していることを学びました。

今回の視察では、エネルギーシフトは暮らし全般におよび、中小企業の仕事づくり、都市計画、交通、住宅、教育などあらゆ

ることで持続可能な地域や社会をつくっていくことであることが明らかになりました。そして同友会がエネルギーシフトを担わ

なければならないと参加者一同実感した視察となりました。

東日本大震災復興推進本部研究グループ「ＲＥＥＳ」では、本視察の経験をもとに、日本のエネルギー自給率が４％しかない

ことから、日本の豊かな再生可能エネルギーを活用する技術や地域の仕組みを、中小企業自ら創出し、同友会としても積極的に

研究していくことを考え、「中小企業家エネルギー宣言（案）」を起草しました。

【実践事例11：中同協、香川】“食と農”連携グループ全国交流会、農業連携部会

中同協企業連携推進連絡会では、「積極的に企業連携を図ることで中小企業の新たな市場を創造し、地域に貢献していく活動

を広げる」ことを役割とし、産学官連携や新連携、農商工連携の経験交流や見学会を開いてきました。2011年度からは連絡会の

なかに、同友会の枠を超えたテーマ別の研究グループを置き、継続的に成果発表、教訓の蓄積をしていける環境をつくり、新た

な仕事づくりの機会を増やすこととなりました。12年には「『食と農』連携グループ」を置き、13年7月19～20日、「“食と農”

連携グループ全国交流会inとかち」を北海道帯広市で開催し、全国から458名が参加しました。北海道同友会とかち支部農業経

営部会の設営により、1日目は、「六次産業化実践コース」「畜産物ブランド化コース」など17分科会すべてがとかち支部会員の

経営実践に肌で触れるフィールドワーク型の見学分科会として行われました。

懇親パーティーは「十勝うまいっしょ祭り」と銘打ち、地元会員企業から提供された豊富な食材を使った料理を堪能しなが

ら、参加者は交流を深めました。
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２日目の全体会では、記念講演で「農業はコミュニケーション産業」とのミッションのもと、地域の連携を大事にしながら、

「食品供給基地」への脱皮をめざして挑戦し続ける姿が多くの感動を呼びました。

香川同友会には農業を営む会員が30社ほどあり、13年度に「地域農家と異業種が出合い連携できる場所づくりを行い、新しい

ビジネスを創造する」ことを目的に、５社の会員を中心に「農商工連携部会」を立ち上げました。同友会の農業を営む会員有志

で作る「香川げんきネットＳＥＥＤ」と連携し、毎月、同友会会員と県下の若手農業者、異業種の交流会を進め、同友会の学び

を広く伝えました。また、香川県と共同し交流のイベントを開催しました。

【実践事例12：三重、沖縄】値上げできる企業に、4部会連携の取り組み

昨年30周年を迎えた三重同友会は、2013年度活動テーマを「『値上げできる会社になろう！』～戦略的経営で、企業の自立化

を図ろう」とし、自社の強みの認識を深め、新たな付加価値の創造や商品・サービスの展開や市場の開拓に取り組み、また自社

の経営を語り合う活動をベースに会員間の連携などが積極的に進められました。10月に「挑戦する経営者の大商談会（マッチン

グイベント）」を開催し、会員企業93社が参加。支部やグループ会で「経営力向上」や「営業戦略を考える」などが、また有志

で先輩経営者から学ぶシリーズの勉強会が開かれ、多様な取り組みが行われました。

10月4日、沖縄コンベンションセンターにて、観光関連部会「守礼ネット会」、建設関連部会「みらい２１」、情報関連部会「ｅ

おきなわ」、環境関連部会「エコま～る」の業種4部会が①企業ＰＲ、②ビジネス交流、県内企業への情報発信、③国・県・関係

機関との地域連携の三つを目的に「業種4部会見本市～輝くうちなぁ企業見本市～」を開催しました。それぞれの部会に所属し

ている24社が、商品やサービスなどを展示してアピールしました。

第Ⅰ部では、沖縄国際大学経済学部長が「政治と行政」をテーマに基調講演行い、第Ⅱ部では、「おもてなし経営」推進フォ

ーラムとして、会員2社が事例発表を行いました。4部会では、これまで連絡会を定期的に開催し、合同例会や交流会はおこなっ

ていましたが、業種を超えて、実際にどんな商品・サービスを扱っているかなどをあまり知らない現状から、今回の見本市の開

催となりました。次年度では、連絡会で会外にもアピールすることができる開催を検討しています。

【実践事例13：北海道、愛知、滋賀、大阪、広島】海外視察の取り組み

昨年度は各地で海外視察が取り組まれました。

４月28日から５月５日にかけて、北海道同友会道北あさひかわ支部は支部会員を中心に27名で「欧州中小企業家同友会等視察

旅行」を実施。環境先進国ドイツのエネルギー政策と技術立国や自由主義経済の中で経済成長を続けるチェコに学ぶ内容でした。

7月3日、広島同友会創立40周年に憲章・条例の原点である「THINKSMALLFIRST」の理念に直接触れ、その実態を視察す

ることで、今後の運動に弾みをつけたいと、有志により「ＥＵ本部視察研修」を実施。11名でベルギーのブリュッセルにあるＥ

Ｕ本部企業産業局を訪問し、中小企業政策の担当者から、ＥＵ小企業憲章について学びました。

９月２～９日、愛知同友会では創立50周年を迎えた今年、外郭団体である愛知県中小企業研究財団主催でタイ・ベトナムをま

わる「東アジア視察」を実施。愛知、石川から13名の会員や研究者が参加しました。目的の第一は、中小企業憲章を日本だけの

ものとせず、東アジア各国間の条約としていく可能性を探ること。第二は、東アジア版の中小企業憲章を実現するために互いに

連帯しあう仲間探しをすること。そして第3は、タイ・ベトナムへのビジネス展開の縁づくりを図ることです。とりわけ、中小

企業経営のあり方や中小企業の社会的・経済的役割について各国の中小企業経営者や行政当局者と交わした感触から、「中小企

業憲章」を広げることの可能性をつかむことのできた旅となりました。

9月3～4日に大阪同友会では、2012年に引き続き各同友会からも参加を募りタイへの視察を行いました。タイのチュラロンコ

ン大学サシン大学院にて、各同友会からの参加で「日タイビジネスマッチング会」が開催されました。大学の先生方の講演や進

出経営者のパネルディスカッションなどの座学、日本とタイ企業の商談会、企業見学会などの実践、そして身振り手振りでの飲

みニケ―ションで大いに懇親を深めました。

9月16～22日、滋賀同友会の海外ビジネス研究会では、アジアの市場・技術レベルを見て、自社の戦略に生かすことを目的に、

10名で中国の広東省東莞市と恵州市、ベトナムのハノイを訪問しました。東莞では省力化機器製造・部品加工を行うC社と、電

子機器の液晶部品、工業用フィルムの加工を行うO社を訪問。タンロン工業団地の日系Ｔ社では人材育成を。レンタル工場で頑

張る日系中小企業を見学。アジアとの関係で本気で一歩前に出ることが必要だと学んだ視察研修会となりました。

【実践事例14：大阪】自治体からの相談や施策立案などの相談増える

大阪では府と12市に中小企業振興基本条例が制定され、八尾市や大東市などの取り組みは大阪同友会の支部づくりや企業づく

りなどともつながり、行政関係者や教育機関からも注目されてきています。大阪中央ブロック（中央北支部、中央南支部、西支

部）では、12月に中央区長を招き大学との連携でパネルディスカッションを開催し、区長と意見交換を行いました。準備段階で
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区長と２カ月に１度懇談を重ね、信頼関係も築いてきました。港区では区役所と同友会の懇談を重ね「港区ワークス探偵団」を

大学など６団体と実施し、中小企業の魅力を知らせました。西区長とも懇談し、地域づくりに向けた話しあいも重ねています。

また、府下の高校との連携も進み、「高校の校長先生との鼎談例会」や高校の先生との懇談、キャリア支援授業なども広がりま

した。また、羽衣国際大学との連携協定が締結されました。野崎参道商店街の活性化では会員が中心となって、インフラ整備や

ＩＴ活用、若者のアイデアを取り入れたイベントなどで、空き店舗がゼロになるまでの取り組みを展開するなど、実績を上げて

います。

【実践事例15：福岡】女性活躍推進シンポジウム

昨年10月28日、福岡で女性活躍推進を考えるシンポジウムが行われました。これは福岡同友会と中同協が2013年度の「国・

地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業」共催事業として応募し採用された企画。内閣府、男女共同参画推

進連携会議のほか、産官学民で結成された組織の「女性の大活躍推進福岡県会議」や九州経済産業局、男女共同参画センターな

ど、９つの団体と連携して開催されたものです。

シンポジウムには、九州地方の経営者や行政担当者、一般参加者を含め160名が参加。３部構成で進められ、第1部基調講演、

第２部の会員企業による事例報告では、女性が子育てしたくなる町づくりを、事業を通して実現させたいという経営者としての

思いや女性社員として経験し実感した環境整備と仕事への意欲との関係、店長や役員の半数に女性を抜擢した先進事例の紹介な

ど、それぞれの立場からの報告がありました。第３部のグループディスカッションでは、男性にとっては「目からうろこ」のよ

うな気づきがあったという声もありました。女性が活躍するには、夫の家事育児参画が必要なことや、トップの判断で柔軟に対

応できる中小企業の強みを生かして、女性の能力を最大限に生かし、成長していける企業をめざしていこうと確認。男女共同参

画の視点での経営は「人間尊重の経営」につながるものであり、社員の成長が企業の成長に大切だという認識を積極的に会内外

に広げる重要性を再確認したシンポジウムとなりました。

【実践事例16：中同協】各省庁からの相談など増える

昨年度は中同協に対し各省庁などから数多くの協力要請などがありました。特に同友会がめざしてきた「人を生かす経営」を

実践する会員企業の実践に注目が高まるとともに、注目される経営者が真剣に経営を学びあい成長している同友会への期待も高

く、会員へ向けた施策の発信などに協力しました。

経済産業省「未来企業応援セミナー」では各セミナーの報告者として会員が登壇し、同省「おもてなし経営」のエントリー推

薦依頼が各同友会に行われたほか、厚生労働省「キャリア支援企業表彰2013」の紹介や特許庁知財に関する連載を「中小企業家

しんぶん」で行いました。

厚生労働省の外郭団体である労働政策研究・研修機構とタイアップした「労使コミュニケーション」調査結果（昨年３月発

表）では、会員企業が一般企業に比べ社員とコミュニケーションをとり、社員とともに経営課題に立ち向かい、人間尊重経営を

実践している実態が明確になりました。

内閣府男女共同参画局からはワーク・ライフ・バランス推進シンポの共催依頼があり、大阪同友会と連携して取り組んだほ

か、女性の活力推進へ向けた国連のWEPｓ署名（女性のエンパワーメント原則、Women'sEmpowermentPrinciples、企業がジ

ェンダー平等と女性のエンパワーメントを経営の核に位置付けて自主的に取り組むことで、企業活動の活力と成長の促進をめざ

して、女性の経済的エンパワーメントを推進する国際的な原則）への取り組み推進に協力しました。

【実践事例17：京都】京都市全区と全支部が窓口設置めざす

京都同友会は2008年から京都市内11区と京都同友会の11支部が窓口を持つ方針で取り組んできました。区長を講師に招いた

例会を開催するなど、地域・まちづくり・中小企業をキーワードに問題意識の共有を図っています。この２年間で９つの区で窓

口をもつことができました。うち２つの区で同友会の支部長にまちづくり委員などの指名委嘱がされています。全支部が各区と

連携する中で、足元から地域振興と条例を考える取り組みとして位置づけています。

【実践事例18：秋田】県信用保証協会と「覚書」を締結

秋田同友会は2013年７月４日、秋田県信用保証協会と「中小企業等支援に関する覚書」に調印・締結しました。同日には両者

第2節 地域づくり・経営環境～政策活動の展開と地域からの期待の高まり
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の共催で「企業連携・仕事づくりセミナー」を開催しました。「覚書」には、信用保証協会と秋田同友会が連携・協力して県内

企業の経営支援などに取り組むことが明記されています。「企業連携・仕事づくりセミナー」には、信用保証協会からも16名の

役員・職員が出席し、グループ討論と懇親会にも参加。秋田同友会の会員とゲストも含めて73名の参加がありました。「覚書」

を締結したことによって、より一層強い協力体制が創られ、経営支援にも厚みが加わることが期待されています。

【実践事例19：北海道】金融庁「業務説明会」で代表理事が提言

2013年９月20日に開催された金融庁「業務説明会」で守和彦・北海道同友会代表理事が発言。地域金融機関について「企業再

生・経営改善支援、事業承継支援や販路拡大など、リレーションシップバンキングの機能強化を図り実効性を高めるためには、

金融機関と中小企業の相互理解が大前提。もっと現場に足を運び、経営者の話に耳を傾けてほしい。そのような指導をお願いし

たい」と述べました。また「中小企業にとって、金融機関は最も身近な経営支援機関。資金を提供する機関から、経営を支援す

る機関へのウエイトアップを、ぜひ政策として考えていただきたい」と求めました。

【実践事例20：中同協九州・沖縄ブロック】「民法改正シンポジウム～個人保証制度を考える」を開催

2013年９月６日、標記の行事を福岡市内で開催しました。九州弁護士会連合会、福岡県弁護士会、福岡県中小企業団体中央会

から後援を受け、九州・沖縄各同友会及び中同協から102名、九州経済産業局や福岡財務支局、各金融機関などから21名が出席

しました。弁護士の黒木和彰氏（福岡同友会会員）のコーディネートのもと、山野目章夫・早稲田大学大学院法務研究科教授、

中川茂・西日本新聞社特別論説委員、中村高明・中同協副会長と弁護士の千綿俊一郎氏（福岡同友会会員）がパネルディスカッ

ションを行いました。代表者保証、第三者保証、責任制限制度の各論点について意見交換がなされ、立場を越えて協力すること

や、同友会として全国の声を集めていくことの必要性を確認しました。

【実践事例21：東京】「経営者保証に関するガイドライン」に対する見解を発表

東京同友会は2014年１月の理事会で「経営者保証に関するガイドライン」に対する見解を決議しました。東京同友会は2012

年に意見書を法務省へ提出して以来、日本弁護士会連合会と連携した５回のシンポジウム開催やパブリックコメント発信など、

精力的に活動に取り組んできました。見解では、ガイドラインが比例原則(保証は経営者の資力に比例した限度に止める)を採用

したことを高く評価した上で、①ガイドラインを中小企業団体及び金融機関共通の自主的自律的準則や行政指導に止めず、法的

裏付けのある措置とフォロ―アップの整備を求める、②小規模企業、自営業の多くが個人と事業の分離が難しくガイドラインの

活用は限定的だと考えられることから、その問題解決のために個人保証を代替する「個人保証共済制度」の創設を要望するとし

ています。

【実践事例22：和歌山】大企業、金融機関、大学などの役割が盛り込まれる

和歌山県議会は2013年12月、議員提案された「和歌山県中小企業振興条例」を全会一致で可決しました。超党派の「中小企業

振興に係る条例案検討会」が設置され、和歌山同友会は2013年６月に石橋幸四郎代表理事が意見陳述。中小企業憲章の理念的

な部分を強調すること、中小企業者の意見を反映した中小企業者が参加する意見交換会の開催を定義すること、県の責務に加え

て市町村の責務も定義すること、大企業や大学及び金融機関の役割を明示することなどを要望しました。大企業、金融機関、大

学などの役割が盛り込まれるなど、和歌山同友会が要望した多くの点が反映されました。

【実践事例23：愛媛】松山市「調査・条例・推進組織」３点セットで条例制定

2014年3月、「松山市中小企業振興基本条例」が制定されました。前文には2012年度に行われた松山市中小企業実態調査をも

とにした認識と期待が記されています。「中小企業関係団体」に同友会が明記されたことは画期的です。今後、松山市では基本

条例を柱に実態調査、円卓会議などが産学官民連携によって推進されます。愛媛同友会は基本条例を検討する委員会の一員とし

て参画してきました。県内で初めて2013年に制定された東温市中小零細企業振興条例に続き、「調査・条例・推進組織」の３点

セットで取り組まれています。

【実践事例24：大阪】東大阪市「条例がなくても施策充実している」から条例制定に転換

2013年3月、同市では「東大阪市中小企業振興条例」「東大阪市住工共生まちづくり条例」という２つの条例が制定されまし

た。これまで東大阪市は「条例がなくても東大阪市の中小企業支援は、他の自治体よりも進んでいる」と条例制定の意思を示し

ませんでした。同友会は毎年「要望と提言」を提出し、懇談を積み重ね、東大阪に同友会の地域事務所を設置するなど、地域で
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の活動を強化してきました。市民からも条例制定を求める声が大きくなるなか、2012年３月議会で市長が条例制定を表明し、条

例の制定に向けて対応する２つの検討委員会が設置され、検討委員会には同友会会員も参加しました。条例の特徴は、モノづく

りを中心に小規模企業を重視していること、市民と中小企業の共生を目的に広範な関係機関の協力を規定していること、産業振

興会議（政策検討会議）を位置づけていることです。

【実践事例25：徳島】「インターンシップ推進協定」を県、県教委と締結

６月26日、徳島県、県教育委員会、徳島同友会の３者で「インターンシップ等の推進に係る相互連携協力に関する協定書」を

締結。学卒者の３年後の離職率が高いことに危機感を持ち、若いときから勤労観・職業観を養成すること、県内での就職希望者

が多いにもかかわらず、県内企業が学生や先生方にも知られていない現状をふまえ、職場体験やインターンシップを通じて地元

企業を知ってもらうことを、３者で協力することとしました。徳島同友会は、この協定書を「中小企業憲章」と「経済飛躍のた

めの中小企業の振興に関する条例」の具体化と位置づけています。インターンシップを通して、児童・生徒などと企業・経営

者・社員が共に学び、共に育つ「共育」を推進することを掲げ、産業人材共育会議を設置することが特徴です。

【実践事例26：大阪】高校求人について府下の高校と鼎談
ていだん

例会

6月28日、府下の高校の校長先生と合同で例会を開催。府立高校の校長先生39名、教育委員会から３名、会員40名が出席しま

した。相互の理解を深め共通の課題を確認するために、大阪同友会の堂上勝己代表理事がコーディネーターとなり、赤石義博・

中同協相談役幹事、府立平野高校の市橋剛校長、府立布施北高校の湯峯郁子校長が鼎談を行いました。校長先生からは、高校と

同友会が連携して取り組んでいるキャリア支援授業の中で「中小企業に対する教員の意識がガラッと変わった」、会員企業での

実習を通じて「基本的な勤労観、職業観に目を開かせている」などの報告がありました。同友会の参加者と校長先生方にとっ

て、生徒の成長や人生を支えるお互いの決意や連帯感を確認する場となりました。

第3節 東日本大震災からの復興とエネルギーシフト

【実践事例27：中同協・女性経営者全国交流会in大阪記念講演】

中同協・女性経営者全国交流会in大阪で、福島同友会相双地区会長・高橋美加子氏による記念講演「子どもたちを安心して育

てられる町に～地域再生は私たちの手で」がありました。高橋氏は「原発事故の影響を大きく受けた私たちは、核の時代を生き

抜く希望を紡ぎ出す使命がある」と、福島第1原発から30キロ圏内での体験と、子どもたちを安心して育てられる町づくりへの

取り組みを語りました。その上で「未来をつくるのは大人の仕事。未来は遠い先のことではなく、一日一日の積み重ね」と訴

え、「この原発事故を他人ごとにしないで、自分に置き換え新しい経済活動に結びつけていただきたい。まず行動していきまし

ょう」とメッセージを送りました。

【実践事例28：中同協青年部連絡会・相双地区視察、浪江町、南相馬視察】

中同協青年部連絡会の正副代表ならびにオブザーバーが、福島同友会後継者塾のメンバーとともに、震災・原発事故から３年

を迎えた2014年３月30日に、相双地区視察を行いました。許可申請の必要な原発から18キロ圏内から一番近いところで原発か

ら６キロの地点まで行きました。一人も住んでいない浪江町の街中や津波の被害を受けた請戸
うけど

小学校を視察しました。全国から

視察に訪れた青年経営者は「この見た現実を、語り部として地元に帰って伝え、また福島に戻ってくる」と誓いあいました。福

島同友会後継者塾のメンバーからは、震災や原発直後の思いや動きが語られ、「全国の青年部のつながりに勇気づけられ立ち上

がれた。そして後継者塾メンバーがあってこそ今がある」と涙ながらに語りました。

【実践事例29：ＲＥＥＳ東日本大震災復興シンポジウム、陸前高田視察】

東日本大震災復興シンポジウムの２日目、オプション企画として岩手・気仙支部の案内で、震災から３年の陸前高田の現状を

見学しました。陸前高田に今も残る米沢商会ビルを訪問。米沢祐一氏から震災当時の様子の報告がありました。その後、高台に

ある大量の土砂を運ぶベルトコンベアを見学。３キロメートルもの長さのあるベルトコンベアは24時間フル稼働、１日に２万立

方メートルの運搬が可能といわれています。土砂はかさ上げ工事に利用されます。その後会場を移し、㈱マイヤ代表取締役・米

谷春夫氏から「東日本大震災『負けてなるものか！』」をテーマに報告がありました。同社は岩手県の地域を代表するスーパー

マーケットです。震災当時は㈱マイヤ陸前高田店の屋上に多くの人が集まり、津波の被害を逃れました。

帰途、八木澤商店の醤油製造新工場を見学。津波で本社と工場などすべてを流されてしまった同社。陸前高田の隣町の小学校
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跡地に新工場を建設し事業を再開させています。

かさ上げ工事の開始など復興の兆しが現れてはいますが、いまだ遅々として復興は進んでいません。その中で震災には負けな

いという地域企業の挑戦が感じられる見学となりました。

【実践事例30：最高会勢の12同友会】

全国で4万3,384名と最高会勢を５年連続で更新。 期首会員数として最高会勢を更新して2014年度を迎えた同友会は、北海道、

山形、福島、長野、愛知、兵庫、鳥取、徳島、愛媛、長崎、熊本、宮崎の12同友会、最高会勢を維持している同友会は秋田、島

根の２同友会、最高会勢を回復した同友会は沖縄同友会となり、また年度目標を達成した同友会は北海道、宮城、埼玉、長野、

京都、鳥取、広島、長崎となりました。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31：徳島】経営指針をベースとした役員会での取り組み

徳島同友会では、代表役員を中心に中同協の全国行事や委員会、交流会に参加し全国の成果と教訓に学びました。その中で経

営指針と中小企業振興基本条例を徳島同友会の重点方針にすえました。経営指針では、入会者の半数が経営指針を成文化するシ

ステムをつくり、会員増強は会員の企業づくりの学びあい活動が重要と実践を行っています。同友会全体や支部の中で、県役員

は全員、支部役員の９５％が経営指針を成文化し、会運営をはじめ、会員や入会候補者に同友会で学ぶ意義を伝えています。

【実践事例32：中同協・愛知】組織強化・広報・情報化全国交流会、愛知小グループ活動視察

組織強化・広報・情報化全国交流会が愛知で235名の参加で開催され、オプション企画で愛知同友会の２０の小グループ活動に118

名が参加し、自主的・主体的な活動の現場を見学しました。

愛知同友会には支部の中に地区があり、その地区の中にさらに細分化され、少人数の会員で組織されたグループ会があります。

各グループはグループ長が運営を行い、経営の悩みや経営課題を交流しています。少人数（7～15名）で、月１回の地区例会で

はなかなか話せない、ふみこんだ議論のできることが最大のメリットで、仲間意識が高まり地区の活性化につながっています。ま

た、開催会場は会員の会社を利用するなど社内を見学しミニ報告（現状報告）を聞き、他社を知り自社を振り返るができていま

す。このグループ会は、新入会員の入会後のフォローにも貢献し、グループ長や地区会員が新会員へ地区例会に誘ったり、あい

ち経営フォーラムにも参加するようフォローしています。その流れの起点がグループ会として活動を展開しています。愛知同友

会の活動は会員による自主運営を基本とし、地区例会などの準備や記事も会員が自分たちで行っています。「会員が主体者とな

らなければ学びが深まらない」として、自主的・主体的に自分たちが活動していくことを大切にしています。

【実践事例33：北海道・南空知支部】小さな支部が変わるとき

北海道同友会南空知支部は、夕張、三笠、美唄など有数の産炭地と、鉄路の要衝・岩見沢など、北海道開拓と戦後の復興を支

えてきた地域。1960年に44万人を数えた人口は半分以下となり、同友会会員もピークの140名から近年は40名台に低迷していま

した。北海道同友会で一番小さなこの支部が、全道経営者“共育”研究集会（道研）の設営を担当することになりました。せっ

かく取り組むのだから「道研への挑戦で支部を変えよう」と、参加人数400名、支部会員数90名達成という大きな目標を決め実

践しました。 例会の企画も同友会３つの目的に沿っているかと確認し続け、中断していた経営指針研究会を再開。後継者など

の若い会員が徐々に入ってくるようになりました。支部全会員が実行委員として準備を進め、当日には全道から404名、開催２

日前に90名を達成しました。支部行事への参加率も向上し、多くの会員が３つの目的を実践すべく学びを深めています。

【実践事例34：京都・下京支部】会員が主人公になれる仕組みづくりで増える支部風土づくり

京都同友会下京支部は2013年度入会目標90名を上回る92名の入会実績（実増60名）を達成しました。下京支部では、以前の

交流中心の支部活動から、2009年学び中心の支部活動に移行しました。「人を生かす経営」実践道場や中同協全国行事（総会や

全研）に積極的に参加する会員が徐々に増え、その影響で支部例会づくりも、「企業変革支援プログラム」を活用した例会や

「企業づくり、人づくり」にかかわる学べる例会づくりに取り組むようになりました。

３年前から支部内に例会委員会、拡大委員会、活性化委員会を設け、３本柱の活動に取り組むようになり、新会員に入会後た

第4節 同友会づくり
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だちに主体的に活動してもらうために、いずれかの委員会に所属し活動するスタイルを確立しました。各委員会は、支部例会の

企画充実や仲間づくり、会員オリエンテーションへの参加など新会員のフォローを定期的に行っています。支部例会も年２回な

いし３回は、例会委員会と拡大委員会の合同例会を企画し、ゲスト目標を決め支部一丸となって取り組み、また、参加されたゲ

ストに対しては紹介者だけでなく、拡大委員・活性化委員がすぐさまフォローする組織的な体制をしくことにより、確実に入会

につなげるスタイルを確立しています。

【実践事例35：兵庫】支部例会とブロック会活動で会員同士の身近な交流で顔と企業が見える取り組み

兵庫同友会では、支部の中に、ブロック会という小グループをつくっています。支部例会を毎月開催すると行事消化型になっ

てしまうという課題があり、全体で行う支部例会と、ブロック会で行うブロック例会を隔月開催しています。それによって、支

部例会は３カ月ぐらいをかけて例会を企画し、準備を進め、内容も良くなってきました。ブロック例会では、会員企業を訪問す

る例会や開催時間も昼や朝など柔軟に対応し、会員同士の身近な経営課題を本音で交流をして、お互いの顔と企業が見えるよう

になってきました。小人数でのブロック会では、柔軟で率直に語りあうことを心がけるとともに、新会員さんの同友会のデビュ

ーの場として捉え、経営体験報告をしてもらいます。そこで、新会員さんの経営課題から委員会活動を進め、スムーズに同友会

活動に参加できるような仕組みにし、新会員さんのフォローにもなっています。

また支部やブロック会も含めて、「支部ブロック活性化指数」という支部やブロック会が何をもって活性化しているか基準を

つくり、参加率や会員増加数を明らかにして毎月理事会で確認しています。また半期に１度には支部ブロック活性化表彰を行っ

ています。

【実践事例36：東京】経営指針、同友会研修、新会員研修による会員増強と組織強化

東京同友会では、企業づくりの「経営指針成文化セミナー」、役員研修としての位置づけの「同友会研修」、新会員に向けて

は、オリエンテーションではなく「新会員研修」を組織強化の柱として実践しています。「同友会は経営指針にもとづく企業づ

くりが重要」と呼びかけ、経営指針成文化セミナーへの参加を促進しています。同友会研修は2003年からスタートし、2013年

度10年を迎えて、同友会運動を担っていくリーダーを育成しています。また、新会員にしっかりと同友会のことを知ってもらう

ために、研修として実施しています。３つの柱による組織強化で、2013年度は純増70名となり、2050名を達成、会員増強も進

んできました。

【実践事例37：福岡】事務局づくりにおける労働環境の改善と事務局員の成長

ベテラン事務局の相次ぐ定年退職で、入局５年以内の経験しかない事務局が全体の半数以上を占める福岡同友会では、事務局

全員で協力して「会員のパートナー」になる事務局づくりを進めてきました。 まず取り組んだのは、2011年８月に若い事務局

員が中心になり、事務局の日常業務の洗いだしを行う「課業検討プロジェクト」でした。約１年かけて2012年８月に、正副代表

理事会に報告し、共有を行いました。この間に明らかになった課題を整理し、役員と事務局が共同して「事務局労働環境検討プ

ロジェクト」で事務局の位置づけ・役割の明確化とともに、労働時間や給与規定の見直しなどにも着手しました。並行して事務

局内では、事務局指針改定に取り組み、2013年６月から2014年３月までの約９カ月間かけて全員でつくりました。これらの取

り組みや活動を通じて、新たな事務局づくりのはじめの一歩を踏み出すところまできたといえます。

今後は、会内での支部の役員の方々と事務局の役割を共有し信頼関係をつくることと併せて、事務局自身が運動の主体者とし

ての自覚を高めることが大切です。そのためにも、一人ひとりの成長が確認できる仕組みをつくり、指針を実践できる労働環境

をつくることが必要です。事務局指針にかかげた方向に向けて、会員の企業づくりの実践に学びながら、新たな事務局づくりを

進めていこうとしています。

【実践事例38：宮崎】中同協総会議案を学び、同友会づくりに生かす取り組み

中同協第45回定時総会の開催準備にあたり、設営を担当する宮崎同友会では、「中同協総会研修」を２回にわたり開催しまし

た。大きく３つのことを学び、宮崎での総会を成功させ、それを契機として宮崎同友会の発展につなげています。

一つ目は全国総会の意義と宮崎で行われる意味です。全国総会の運営が宮崎同友会の運動の発展や会員企業の成長につながる

ことを確認しあいました。二つ目は、例会（総会も共通）こそが企業づくりに必要な自助努力を学べる活動であるということ。

グループ討論は、まわりが良くならないと自分の所が良くならないということの実践の場であると学びました。三つ目は、中同

協の総会議案を学ぶ研修会を通じて、同友会運動の到達点と方向性をつかむと同時に、宮崎と全国との違いを確認しあったこと

です。「議案を通じて同友会での学びを生かす取り組みが『見える化』されたように感じた」とは参加者の声です。

「増える組織、減らない組織」づくりへ向け、視野を広げた宮崎同友会の取り組みが続いています。
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1、消費増税「転嫁できない」37％
～全国の同友会がアンケート調査

全国の同友会が5月に実施した「消費増税の影響に関するアンケ

ート調査」で回答企業の37％が消費増税分を販売価格に転嫁でき

ていないことがわかりました（図1）。

調査は消費増税が中小企業経営に与えている影響や、今後必要

とされる対応策をさぐるために実施し、全国44同友会の5178社が

回答しました。中同協が4877社分を集計したところ、回答企業の

48％で消費増税の影響があり、また16％が「今後、影響が出る」

との結果でした（図2）。

影響の内容でもっとも多かったのは「売上減少」の41％で、「仕

入金額の高騰」も36％にのぼっています。不当な値引き要請につ

いては366社が「ある」と答えました（図3）。その内容は、「値引

きまたは買いたたき」が179社、「本体価格（税抜価格）での交渉

の拒否」が91社などとなっています。10％への増税計画について

は「実施すべき」が25％の一方、「中止すべき」24％、「延期すべ

き」28％と、半数以上が否定的な回答でした（図4）。

2、外形標準課税の適用拡大に反対
～鋤柄・中同協会長が談話を発表

６月４日、鋤柄修・中同協会長は、政府税制調査会で法人税減

税の代替財源として法人事業税の外形標準課税適用拡大などを検

討していると新聞報道されている問題について、談話を発表しま

した。会長談話では、外形標準課税の適用拡大は中小企業にとっ

て地域での雇用維持が難しくなり、負担が増すことなどから反対

であることなどを表明しています。

同日開かれた第4回中同協幹事会でも同問題について論議し、各

同友会でも他の中小企業団体とも共同するなどして、意見表明を

行い、早急に行動することを確認しました。

※「消費増税の影響に関するアンケート調査」の結果概要、外形標準

課税の適用拡大についての会長談話の全文はDoyuNetに掲載して

います。http://www.doyu.jp/

資料①

第2章「中小企業をめぐる情勢」補足資料
図1 価格転嫁の状況

図2 消費増税の影響の有無

図3 不当行為の有無

図4 10％計画に対する見解
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中同協では、各同友会事務局の皆さまの協力を得て、数値レベルで活

動の推移を把握していく試みが行われています。2006年度から活動実態

調査が行われており、このたび2013年度の入・退会数や活動集約結果が

まとめられました。また、中同協では全国的なデータの集約・分析を行

っています。特徴的な活動の状況について紹介します。

１、会員数～増える組織・減らない組織づくりに取り組み最高の会員数を記録

（１）全国の会員数の推移

2014年４月１日の全国の会員数は最高会勢の4万

3,384名と初めて4万3,000名を突破しました（図1）。

内訳を見てみると、2013年度１年間で入会した全

国の会員は4,603名（期首対比入会率10.7％）、退会

者は4,100名（同9.6％）で、昨年度に引き続き退会者

数はここ20年間で最も少なくなり、退会率も２年連

続10％をきるなど、各同友会が増える組織・減らな

い組織づくりに取り組み、会員数の史上最高を更新

する結果となりました。

全国の会員数の推移を見てみると、2009年にリー

マンショックなどの影響もあり会員数が少し減少し

ましたが、2003年以降増加傾向にあります。

（２）入・退会者数の推移

この会員数が増加した理由として、全国の入・退会者数の推移

を見てみると、2008年以降入会者は横ばいですが、退会者数は

年々減少していることがわかります（図2）。2003年から7,069名

の純増となっています。

退会が少なくなってきている理由として考えられることは、会

員一人ひとりを主人公として、顔と企業が見える取り組みが各同

友会で実践されてきたことがあります。会員の自主的・主体的な

活動が展開され、例会とともに、会員同士の会社訪問活動や小グ

ループ活動、役員・事務局の連携強化で、強い組織の同友会づく

りが進みました。全国の同友会の連携、ブロック活動の強化もあ

りました。

また、企業づくり・地域づくり・同友会づくりを一体として取

り組んできた成果とも考えられます。企業づくりでは人を生かす

経営の実践を推進し、「企業変革支援プログラム」を作成し推進するなどしました。地域づくりでは2003年に中同協では中小企

業憲章を提起し、2010年に中小企業憲章が閣議決定され、地域では中小企業振興基本条例の制定運動が広がってきています。同

友会づくりにおいては、全国５万名会員の達成を目指し、支部・地区活動の活性化、新会員のフォロー、役員研修など取り組み

を広げてきました。

各同友会活動実態調査から
数値レベルで活動の推移を把握

資料②

【調査実施期間】2014年3月20日～4月15日

【調査対象】各同友会（事務局へ回答依頼）

【調査方法】e.doyuNEWアンケートより入力

【回答数】 47同友会

図1 全国の会員数の推移

図2 全国入退会者数
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（３）市区町村別の対企業組織率（10％以上）と支部・地区純増数（10名以上）

市区町村別の対企業組織率で10％以上は53市町村となり、前回調査より5市町村増えました（表1）。北海道の別海町がもっと

も高く29.86％となりました。市レベルでは、陸前高田市が18.99%、帯広市が17.71%、根室市が15.92%、牧之原市が14.29%、

ほか釧路市、小樽市、名護市、宮古島市、呉市などが高くなっています。

（４）市区町村別の従業員数に占める同友会会員企業の社員数の割合（地域における同友会の雇用貢献率）

本年度より、経済センサスの市町村別全産業従業者数と、市区町村別同友会会員企業の社員数の合計を全国会員データベース

で、地域に占める会員企業の雇用の貢献を数値で把握できるようになりました。北海道の浜中町や帯広市、富山県舟橋村は、地

域の雇用の４割以上を占めていることがわかり、10％以上占める市町村は４９市区町村あり、昨年度より７市町村増加しました。

表1 市区町村別 対企業組織利率

表2 地域における雇用貢献率
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２、例会～例会数の増加、会員の平均参加率を高めることが会員増強に貢献
2013年度に全国47同友会の支部・地区（支部・地区がない場合は県

単位）などで開かれた例会は、6,119回で、2012年度5,666回より増加

しました（図3）。会員数が純増した32同友会の例会数の合計は454回

増加、会員数が減少した15同友会の例会数の合計は1回減少していま

す。全体的な傾向としては、例会数の増加は会員増強に影響している

ことがいえます。

グループ討論時間は、平均で49.50分となっています（図4）。60分

以上としている同友会は11同友会で、35分以下としている同友会は4

同友会ありました。昨年度よりは討論時間は増えているものの、討論

時間が平均50分をきっている状況が続いています。

本年度の方針にあるように、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

つなげられるグループ討論を重視していくことが大切です。

３、新会員オリエンテーション～新会員の同友会理念を学ぶ入り口

新しい会員にできるだけ早く同友会で学ぶ魅力と同友会理念を知ってもらおうと、新会員オリエンテーションに力を注いでい

る同友会が増えています。同友会の組織規模にもよりますが、19同友会が都府県単位で開いており、16同友会が支部単位、県及

び支部やブロック※など双方で実施しているのが8同友会となりました。合計４２同友会でオリエンテーションが開かれ、２同友

会減りました。新会員オリエンテーションは、支部単位も含めると全国でのべ307回開催されました。オリエンテーションの回

数が減少傾向になっています。（2007年度394回→2008年度364回→2009年度359回→2010年度348回→2011年度328回→2012年

度331回）

※ここで示す「ブロック」とは複数の支部の集合組織のこと

４、支部・地区～全国432支部・地区のうち、222の支部・地区が純増

全国には432支部・地区があり、222支部が純増し、全体の51.3％が純増となっています。また、全国の支部・地区の会員数や

純増数のデータを調査し、京都の下京支部が59名純増となり

全国で一番増加した支部となりました。滋賀の甲賀支部は新支

部で50名増強しています（表3）。新支部・地区づくりが会員

増強に大きく貢献することがわかりました。

2014年度は８同友会18支部・地区（地区分割含む）、（2008

年度18同友会20支部→2009年度20同友会36支部→2010年度

11同友会13支部→2011年度11同友会12支部→2012年度は９同

友会14支部→2013年度は16同友会23支部・地区）の設立が予

定されています。

5、役員研修会

2013年度、役員研修会は46同友会で開催されました。年１

回程度の開催が21同友会、複数講座やシリーズで役員研修会

を開催している同友会が19同友会、理事会で学習会を位置づ

けた同友会が12同友会ありました。複数講座形式で開催する

同友会が６同友会増加しました。役員研修は体系的に継続して

取り組んでいきましょう。

表3 支部地区純増数

図3 支部・地区などでの例会数の推移

図4 平均のグループ討論時間
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資料④

中小企業家エネルギー宣言（案）

「中小企業家エネルギー宣言（案）」
提示にあたって

私たちが「中小企業家エネルギー宣言（案）」を提起するに

いたった出発点は、2011年3月11日、東日本大震災と福島第

一原発の事故を目の当たりにして、生命の尊さとそれを自ら

守ることの大切さを痛感したことにあります。中同協東日本

大震災復興推進本部研究グループ「REES」では、震災後から

エネルギー問題への研究を深めてきました。

日本はエネルギー自給率4％と、そのほとんどを海外に依存

し、価格は国際情勢に左右されています。それは、国民生活

を守る観点からも、食料自給率39％と並び大変厳しい状況に

あります。一方、ドイツやオーストリアなど、地域循環型経

済やまちづくりとエネルギー政策とが結びついた地域では、

地域で使うエネルギーは地域で生み出す仕組みを社会的に整

備しています。またそれは、再生可能エネルギーを柱にして

地域の中小企業が担っていくことにより、仕事も雇用も維持

し、活性化していることを、昨年の中同協「ドイツ・オース

トリア視察」でつぶさに学んできました。

私たちは、中小企業振興基本条例などさまざまな形で地域

との関わりを強くし、全国的にも中小企業憲章制定運動など

を通して積極的に取り組んできました。また「同友エコ」で

環境経営を提起してきました。だからこそ今、省エネルギー

や再生可能エネルギーへの転換を進める「エネルギーシフト」

という課題に対して、先頭を切って取り組むべき時と考えま

す。

いまここに、中小企業の仕事をつくり、雇用を守り、地域

を活性化して、「持続可能な社会」をめざすための重要な取り

組みとして、「中小企業家エネルギー宣言（案）」を討議資料

として全国の会員みなさまに提示するものです。

みなさまの実践をもとにしたご意見をいただきながら、さ

らに充実したものにして、会の総意として確認したうえで、

自らの課題とし、あわせて対外的にも発信していきたいと考

えておりますので、ご討議のほどよろしくお願いいたします。

2014年7月10日 中小企業家同友会全国協議会

現在の日本社会はエネルギーの大量消費によって支えられています。しかしその一方で、日本のエネルギー自給率はわずか

４％と海外依存度が高く、国際情勢や為替などで不安定になりやすい状況です。

世界を見れば、これまでの経済優先社会の限界を目の当たりにした欧州の人々を中心に、省エネルギーや新しいエネルギーに

よる持続可能で質の高い暮らしの実現と新しい社会構造をめざすエネルギーシフト（転換）※の挑戦が始まっています。日本に

は、森林・海洋・水源・地熱など自然資源が豊富にあり、新しいエネルギーの可能性は大きいものがあります。日本の高い技術

をもってすれば、もっと豊富な再生可能エネルギーを生み出し、自給率が高まり、新たな中小企業の仕事も多く生まれます。す

でに国内でもさまざまな研究が進んできています。

東日本大震災の福島第一原子力発電所事故によって、長年にわたり生命が放射線の脅威にさらされる事態に陥りました。過去

に原子力による戦禍や過酷な災禍を経験してもなお、人類は経済を生命の上におく社会を許容しています。

しかし、私たちはこのエネルギーシフトという潮流を見逃すことなく、いまこそ持続可能な経済社会を希求し、何よりも人々

の生命と暮らしを守り、生命を育む地球環境が損なわれないよう転換を促すときです。これは、国民や地域と共に歩み、経済社

会を支える役割を担う私たち中小企業家の使命です。

原発事故から3年を経たいま、私たちはこの逆境を乗り越え、世界に向けて勇気ある行動をもってその役割を果たしていかな

ければなりません。中小企業憲章に謳われた「中小企業は経済を牽引する力であり、社会の主役である」との理念のもと、私た

ち中小企業家同友会は、持続可能な日本を次代に残すため、ここにエネルギーに関する基本理念・方針を掲げ、政府には「日本

エネルギー憲章」の制定を求めるとともに、自らの実践を通じて全国津々浦々で取り組みを広げることを宣言します。

討議資料
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基本理念 エネルギーシフトで持続可能な社会を創りましょう。

1.私たちは、命と暮らしを基本とした新しい持続可能な経済社会をつくることをめざします。

2.私たちは、原子力・化石燃料に依存しないエネルギーシフトに取り組み、地域と日本の新しい
未来を切り拓きます。

3.私たちは、中小企業の力を発揮して、企業や地域で省エネに取り組み、再生可能エネルギーの
創出による新しい仕事づくりに取り組みます。

基本方針 日本エネルギー憲章の制定をめざしましょう。

日本経済の安定した持続可能な将来のために、エネルギーを自給していくことは全国民の願いです。徹底した省エネ、地域分

散型エネルギーシステムの普及、地域での再生可能エネルギーによる自給で、原子力や化石燃料への依存度を段階的に減らして

いきましょう。エネルギーシフトによる持続的で発展可能な日本を次世代に残すことを願い「日本エネルギー憲章」の制定をめ

ざすとともに、地域では「再生可能エネルギー振興条例」の制定と実践運動とを進めエネルギーシフトによる新しい仕事を地域

につくり出していくことをめざして、以下の5点を方針として取り組みましょう。

1. 私たちは、エネルギーの徹底した省力化と、熱源の有効利用で、電力の消費を抑え省エネに取り組みます。

エネルギーは熱源の有効利用（断熱やヒートポンプなど）、地域発電と地域暖房を組み合わせるコージェネレーションシ

ステムを組み合わせ、電力の消費を抑え、再生可能エネルギーによる自給率を上げていきます。

2. 私たちは、エネルギーの地消する分を地産することをめざし、地域分散型で持続可能なエネルギーシステム
の普及拡大を図ります。

地域資源や工場排熱などを生かした地域暖房や給湯などの仕組みを検討し、再生可能エネルギー固定価格買取制度を有効

活用していきましょう。エネルギー供給体制の転換を経営課題として捉え直して、地域分散型エネルギーシステムの普及拡

大を図ります。

3. 私たちは、エネルギーコストを削減し、地域からの資金の流出をふせぎ、地域での仕事と雇用の創出に取り
組みます。

エネルギー自給率が４％の日本は、エネルギーシフトを実践することで資金が海外に流出することを少しでも防ぐことが

できます。省エネ住宅やリフォーム、地域暖房の配管工事などはまさに中小企業の出番です。新しい仕事づくりとして地域

でのエネルギーシフトに取り組みます。

4. 私たちは、環境経営でエネルギーの３０％以上の省力化に取り組み、多様な再生可能エネルギーの創出で熱
源・電力の自給率を高めます。

同友エコや環境マネジメントシステムなどの環境経営でエネルギーシフトを実践する企業をめざします。電力や熱源、省

エネ技術の有効活用でエネルギー３０％以上の省力化に取り組むともに、再生可能エネルギーの活用を進めます。

5. 私たちは、地域資源を生かし、中小企業が中心となり地域で低炭素・循環型・自然と共生する社会の実現を
めざします。

地域資源・特性（太陽光、里山や木質バイオマス活用）や、排熱・熱源有効利用など現状のエネルギー供給を補うサブエ

ネルギーシステムを構築し、中小企業が中心となり地域で低炭素・循環型・自然と共生する社会の実現をめざします。

※「エネルギーシフト」とは、生活・仕事・交通・住宅などに関わる熱源や電力・燃料などのエネルギー全般について、徹底した省エネに取り組み、

地域暖房やコージェネレーションシステムで熱源を有効利用し、再生可能エネルギーによる地域内自給をめざすことで、中小企業の仕事と雇用を生み

出し、持続可能で質の高い暮らしと仕事を総合的に地域全体で実現しようとするものです。


