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1.  中同協第49回定時総会議案の概要

(1) 8年連続過去最高の会員数は過去最高の4万6,173名（2017年4月1日）に。

(2) 「労使見解」に基づく経営指針成文化運動が、実践を進めるための取り組みに。

(3) 人材確保難が最大の経営課題になり、大学・学校との連携が進む。

(4) エネルギーシフトを企業経営と地域づくりの視点で考える学習が広がる。

(5) 同友会の財務基盤強化進み、事務局の労働環境改善が取り組む。

(6) 分担金の改定とともに、中同協役員のあり方や各全国行事の役割を明確に。

図1.　３つの実践と情勢などの関係（イメージ図）

1.

3.2.
2015

　　 2016年度　6つの特徴（第1章　昨年度をふりかえって）

2017年度　6つの特徴（第3章　本年度課題と活動方針）

(1) 財務・労務などの経営の基本を学ぶ場をつくること。

(2) 経営指針に10年ビジョンを掲げ、課題解決を全社で計画的に進める取り組みにすること。

(3) 人材採用・育成に向けて大学・学校や自治体との連携を進めること。

(4) 2019年5万名達成に向けて会員増強を計画的に取り組むこと。

(5) 中小企業振興基本条例運動の推進、自治体など外部との連携を強化すること。

(6) 事務局の労働環境整備や組織的・財政的基盤を強化し、歴史認識継承のための系統的学習を行うこと。
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2.  中同協 第49回定時総会議案

　　　　　

　　　　　企業づくり

１、「労使見解」から学ぶ

　昨年度は、第5回人を生かす経営全国交流会（2016年11月17

～18日、千葉）が開催され、「人を生かす企業が地域の未来を

ひらく」をテーマに42同友会437名が参加しました。この交流

会は、中同協の経営労働・共同求人・社員教育・障害者問題の

4委員会の連携で「人を生かす経営」を深めることを目的に

2008年より開催されています。昨年は、「労使見解」をもとに

した経営指針の実践をテーマにパネルディスカッションで深

め、「労使見解」の歴史から今日的意義を学びました。「労使見

解」の本質を理解し、実践すること、そして自らの経営実践を

もとに同友会理念を語り広めることの重要性を確認しました。

　各同友会でも「労使見解」の学習会や人を生かす経営を学ぶ

講座などが開かれました。

２、強じんな企業をつくる「人を生かす経営」の総合実践

（1）「労使見解」をもとにした経営指針の実践を推進

　1977年の第9回定時総会で「経営指針を確立する運動」が提

唱され、これまで各同友会で活動の柱として取り組まれてきま

した。成文化の取り組みはさまざまな形で行われ、実践が進ん

できています。その中で、経営実践とそれを検証する仕組みづ

くりや共同求人・社員教育・障害者問題委員会との連携などの

活動が展開されつつあります。

　中同協では2014年12月よりプロジェクトを立ち上げ、昨年

度末に『経営指針成文化と実践の手引き』を発行しました。こ

れまでの手引きとの違いは、①実践の解説が加わったこと、 

②経営指針の成文化と実践の各段階で『企業変革支援プログラ

ムステップ1・2』を明確に位置づけたこと、③理念を見える化

し、自社の未来像を示すものとして10年ビジョンを新たに加

え、経営指針とは「経営理念」「10年ビジョン」「経営方針」

「経営計画」と再定義したこと、④経営指針成文化・実践の過

程に採用や教育、労働環境改善を位置づけ、これらを一体のも

のとして取り組んでいくことの重要性を明示したこと、⑤エネ

ルギーシフトなど時代が要請する課題についても積極的に経

営指針に盛り込んでいくことを提起したことです。今後、手引

きの活用を広げ、「労使見解」をもとにした経営指針を成文化

し、それを実践する企業を増やすことが望まれます。

【実践事例①：埼玉】経営指針セミナーは組織経営を学ぶ場

（2）企業変革支援プログラムの活用

　経営指針を作成・実践する上で、企業変革支援プログラムを

活用し、進捗状況を確認しながら自社を変革していくための現

状を知ることはとても重要です。e.doyuに登録することで自社

の変化を定点観測できるほか、自社の立ち位置を客観的に確認

第１章 　昨年度をふりかえって

はじめに

　政府で「働き方改革」が議論されるなか、同友会がめざす

「中小企業における労使関係の見解」（以下、「労使見解」）を

もとにした「人間尊重の企業づくり」はいっそうの輝きを増し

てきています。働く人々にとって魅力ある企業づくりが進み、

同友会の主体的で自主的な活動の進展で、自治体や大学、金融

機関や他団体など地域からますます期待が高まってきていま

す。昨年度の全国の運動の特徴は以下の通りです。

①8年連続過去最高の会員数を更新して4万6,173名となりまし

た。会員の空白自治体が22減りました。

②「労使見解」を根底に置いた、「経営指針成文化運動」が、

『経営指針成文化と実践の手引き』の発刊を通して、10年

ビジョンをつくり、労働環境を計画的に整備するなど、実践

を進めるための取り組みになってきました。

③人材確保難が経営課題のトップになっていることが、同友会

景況調査（以下、ＤＯＲ）報告でも明らかになり、共同求人

活動の強化やキャリア教育も含め、大学・学校との連携が積

極的に行われてきています。

④中小企業振興基本条例の推進を通して、「地域づくりは企業

経営の課題そのもの」との認識が広がってきており、エネル

ギーシフトを企業経営と地域づくりの視点で考える学習が

広がっています。「日本経済ビジョン」の学習や地域経済ビ

ジョンの取り組みも始まってきました。

⑤「財政強化は組織の基盤」と位置づけて、会費改訂を含め財

政基盤強化を進める同友会が増えています。事務局の労働環

境の改善を進め、会の自主的運営は「同友会運動と企業経営

は不離一体」を学ぶことと位置づけて取り組む同友会が増え

てきました。

⑥中同協では分担金の改定とともに、中同協役員のあり方や全

国行事の役割を明確にしました。

第1節
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することができます。

　各同友会では、経営指針セミナーや経営研究集会、フォーラ

ムなどでの活用が広がっています。また、e.doyuの登録数は

2016年より増加し、登録数を増やす取り組みも進みました。

【実践事例②：香川】「企業変革支援プログラムステップ1」

普及の取り組み

（3）採用と教育を一体として強い企業をつくる

　昨年度は、人材不足感がさらに増し、共同求人への参加企業

は増加傾向が続いています。Jobwayの参加企業数も前年より

9.3％増の1,174社となり5年連続で増えています。一方、登録

学生数は前年より22.4％減の1万1,446名となり5年連続で減少

しており、ますます採用は厳しい状況にあります。また、2015

年10月より順次施行された「青少年の雇用の促進等に関する法

律」（若者雇用促進法）への対応などは若者に選ばれる企業づ

くりを進める上で、一層重要となってきました。

　各同友会では経営指針を軸に採用と教育を一体とした取り

組みが進み、中同協が実施した社員教育活動のアンケート結果

では、すべての同友会で社員を対象とした研修会が開催されて

いることがわかりました。

　中同協では昨年度も共同求人と社員教育の合同委員会を開

催し、共同求人活動と社員教育活動を経営指針の実践の場と

し、一連のものとして強い体質の企業づくりを進めていくこと

を再確認しました。同じ日に両委員会合同で厚生労働省、文部

科学省、経済産業省との懇談会も実施しました。

　また、2003年に発刊された『共同求人活動のすすめ』の改

訂を行い、社員教育活動の理念などを盛り込み『共同求人・社

員教育活動のすすめ』として、新たに発刊しました。

（4）労働環境の整備と就業規則の見直し

　中同協が2016年4～6月に行った「就業規則作成・見直し状

況等に関するアンケート」では、就業規則の作成・見直しの実

施や労働環境の整備が進んでいる企業の方が黒字基調の割合

が高いことがわかりました。また、経営指針を成文化している

企業は、就業規則を作成している割合も高く、相対的に労働環

境の整備は進んでいるといえます。しかし、経営指針を成文化

している企業でも就業規則を定期的に見直している割合は

31.7％と低く、社員と協議している企業も34.6％と多いとはい

えません。さらには10名未満の企業の半数に就業規則がないと

いう実態も浮き彫りになっています。

　経営指針の実践において労使間の強い信頼関係で裏打ちさ

れた人間尊重の経営の実現が重要となります。そのためには本

当に社員をパートナーとして処遇することが求められます。経

営指針と労働環境整備の一体化を図ること、労働環境整備を社

員参画のもと進めることが多くの企業にとって今後の課題と

なっています。

【実践事例③：大阪】生き生きと働ける職場づくりに向けた

ワークショップ開催

（5）地域で若者を育て、地域に若者を残す活動

　各同友会ではこれまで以上に学校との連携が進みました。多

くの同友会では、学生に「働くこと」の意味や中小企業の役

割・魅力を伝える活動が継続的に取り組まれています。経営者

の講師派遣やインターンシップ、出前講座、学内企業ガイダン

スの協力など学生が直接経営者と触れる機会や現場を実際に

見ることで勤労観・職業観を育む一助となっています。また、大

学との連携協定の動きも加速しています。人口減少が進むな

か、若者が暮らし、育つことができる地域をつくることは中小

企業にとって大きな使命です。キャリア教育支援など教育機関

からの同友会への期待は高まっています。

【実践事例④：宮城】高校生を主な来場対象に「就職ガイダ

ンス」を開催

（6）障害者問題について関心を深める

　2016年の4月から「障害を理由とする差別の解消の推進に関

する法律」（障害者差別解消法）が施行され、障害者への「差

別禁止」と「合理的配慮」が求められました。共生社会に向け

て、ますます人を生かす経営の実践が大切になってきていま

す。障害者雇用の取り組みは全国に広がり、だれもが能力を発

揮できる職場環境の実現に取り組む中で、地域からの期待が高

まっています。

　また、貧困化、高齢化、単身化などの進行で就労に困難を抱

える人が地域に増えています。その社会的背景や原因を検討

し、他団体とも協力して就労困難者の雇用や受け入れに取り組

む同友会が増えています。昨年度は兵庫同友会で委員会が立ち

上がり、現在38同友会で活動が行われています。

【実践事例⑤：広島】「企業参観日」と「企業見学バスツアー」

（7）女性の活力推進で企業づくり

　女性部が中心となり、経営指針成文化セミナーや女性起業家

向けの講座など女性幹部や女性経営者育成の動きが活発に 

なっています。また、2016年4月1日に施行された「女性の職

業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）

に関する学習会を開くなど女性の力を活用する企業づくりが

広がっています。ＤＯＲオプション調査（2016年10～12月期）

では、会員企業において5年前と比較すると女性社員が増えた

と回答した企業は4割を超え、5年間で多くの企業が女性を採用

していることがわかりました。女性管理職数でみると「いない」

と回答した企業は5割にのぼりましたが、状況改善に向けて動

き始めている企業は6割程度あり、出産・育児・介護などに配

慮するだけではなく、男女を問わず仕事を通じて活躍できるよ

うに務めているという結果が出ました。人材不足が深刻化して

いく中で、リーダーの育成も視野に入れた女性社員の活躍・定

着を推進していくことは企業づくりにとって重要な取り組み

といえます。

【実践事例⑥：岡山】女性リーダーの育成と創業支援を目的

に「女子大学」を開講



7

３、新たな仕事づくりと企業体質の強化へ

（1）付加価値を高める企業連携

　2016年3月に行った「企業連携等に関わる実態調査」による

と、21同友会で企業連携などの組織があり、会員同士のビジネ

スマッチングや地元金融機関、行政、大学・研究機関との連携

が進んでいます。企業展などのイベントの共催や地域資源を生

かした商品開発など新しい仕事づくりへの取り組みも広がっ

ています。

【実践事例⑦：富山】自社の強みや魅力を発信！同友フェスタ2016

（2）環境経営の取り組み

　2009年からスタートした「同友エコ」の取り組みは7年目を

迎え、これまでのエントリー総数は763社で、昨年度は110社

の応募がありました。福島同友会の「環境経営大賞」という独

自の表彰制度を設け環境経営を推進する事例や、山梨同友会は

「同友エコ」を議案方針に掲げ28社が応募する事例などがあり

ました。7年間のトータルのCO2削減量は1万551トンを超え、

昨年度だけでも1,107トンのCO2を削減しました。また環境経

営、エネルギーシフトに関する学習会や例会、会員企業の実践

事例も増えてきています。パリ協定が発効するなか、世界的に

も地球温暖化ガスの削減が厳しく問われる時代に入ってきま

した。環境経営の実践が求められます。

（3）財務体質強化の取り組み

　企業の基盤である財務体質が健全でなければ会社を維持・発

展させていくことはできません。そのためには、自社の財務状

況の把握はもちろんのこと、税制や金融政策などの外部環境の

変化への対応も必要です。各同友会では、金融機関と連携した

学習会や支部・委員会での財務セミナーが行われました。また、

相談窓口としての専門相談室の設置などの動きもあります。

（4）経営者保証に関するガイドラインの活用

　「経営者保証に関するガイドライン」は、①法人と経営者と

の資産の明確な区分・分離、②財務基盤の強化、③経営の透明

性、これらが確保された場合、保証に依存しない融資を検討す

るとの指針を示したもので、2014年2月から適用が開始されま

した。ＤＯＲオプション調査（2016年7～9月期）では、約8割

がガイドラインを認識しており、経営者保証の有無について

は、すべての借入、一部の借入を合せて78％が経営者保証をし

ている結果となりました。保証を外せたと回答したのは17％

で、今後、経営者保証を外せる企業づくりが課題といえます。

（5）後継者問題への対応

　後継者や若手経営者の会員は増加しており、各同友会では後

継者育成を目的とした学習会や事業承継をテーマとした例会

や委員会が開催されています。また、金融機関と連携した学習

会や若手経営者とベテラン経営者が一緒に学ぶ場を設け、事業

承継計画を経営指針に位置づけるなどさまざまな取り組みが

広がり、一方で後継者不在によるＭ＆Ａの動きも出てきていま

す。後継者育成・事業承継は重要な経営課題であるとともに、持

続可能な地域づくりにとっても重要です。企業の存続と発展の

ために引き続き、活動の強化が求められます。

　中同協発行のメールマガジンDoyuNewsでは「わが社の事業

承継」をテーマに取り上げ、企業の実践を紹介しました。

【実践事例⑧：福岡】事業承継塾（全6講）の開催

（6）ＢＣＰ（事業継続計画）の学びの場づくり

　2016年4月に熊本地震が発生し、中小企業にも大きな被害が

ありました。近年、日本だけでなく世界的にも自然災害が多発

しています。各同友会ではＢＣＰに関する学習会など少しずつ

広がりを見せていますが、ＤＯＲオプション調査（2016年4～

6月期）では、防災計画やＢＣＰを策定している企業は18.2％

にとどまりました。災害発生時の救援や復旧、インフラや産業・

生活基盤の再建は中小企業の存在なくしてはできません。ＢＣ

Ｐの作成と実践できる仕組みづくりが急務です。

【実践事例⑨：京都】「災害時連携NPO等ネットワーク」に加盟

（7）現地で学ぶ国際化への対応

　昨年度も各同友会ではＡＳＥＡＮ諸国や北欧などへの視察

が行われました。また、海外での新ビジネス展開や取引が活発

になるなど企業の事例も生まれています。

　中同協では11月に6回目となる日タイ中小企業ビジネス 

マッチング2016を開催し、6同友会・中同協から19名が参加、

12月には世界一の成長率となったインド・スリランカ視察を行

い7同友会・中同協から15名が参加しました。

　　　　　地域づくり・経営環境改善

　不安定化する世界情勢を受けてこの問題の背景、今後予想さ

れる変化などについて「中小企業家しんぶん」や『年頭中小企

業経営の展望レポート2017』（中同協企業環境研究センター発

行）で学びを深めました。世界と日本の過去と未来に見解を持

つことの大切さ、激動に 翻弄 されない自立的な企業づくり・地
ほんろう

域づくりの重要さへの認識が広がりました。一方、持続可能な

地域をめぐる問題が深刻になるなか、地域づくりは企業の経営

課題そのものとの認識が広がり、自社経営と地域づくりを一体

に捉える意識が高まっています。

１、「地域と共に歩む」　同友会運動への共感と期待の広がり

（1）元気な中小企業が地域を担う

　同友会が、「中小企業は社会の主役」であると、地域づくり

第2節
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を担う中小企業の姿を示し、地域の人々との交流の場をつくる

中で、中小企業への理解が進み、同友会への信頼が高まってい

ます。同友会として、地域経済のバランスのとれた活性化に向

けて中小企業家の立場から提言し、地道に信頼関係をつくり、

自治体や地域の人々とともに地域おこし、まちづくりへの取り

組みが広がっています。さらに、「収穫祭」や「フェア」など

を通して目に見える形で発信する重要性が増しています。

【実践事例10 ：北海道】とかち支部農経部会「収穫感謝祭」

【実践事例11 ：京都】東南フェスタ2016を開催

（2）さまざまな分野での連携の拡大

　元気な地域をつくろうという動きが全国津々浦々で広がり、

団体・行政・金融・教育・報道などさまざまな分野と連携が生

まれています。特にこの間は、「人口減少」への対策や、地域

の教育を支援し、採用と定着に向けた活動を積極的に取り組む

同友会が増えています。生徒・教員・保護者が、中小企業で働

き、生きる意味と価値を理解できるようキャリア教育支援教材

を開発し、さまざまな課題を抱えた生徒が多い高校でのキャリ

ア教育を受け入れる中で、学校も地域も変わりつつあります。

人間が働き、育ち、生きる場として中小企業の姿を示し、地域

づくりの連携を広げているのが特徴です。

【実践事例12 ：長野・大阪】高等学校との連携の動き広がる

２、調査して政策をつくり広報する取り組み

（1）調査活動をもとにした政策提言を発信

　景気や経営の実態調査に基づき政策提言を行う同友会が増

えています。景況調査をあらたに開始したり、回数を増やした

り、企業経営と景況調査のかかわりを再確認し、質問項目を再

編して位置づけを高めるなどの取り組み、震災の影響や中小企

業支援策について実態調査を行って政策提言に生かす取り組

みなどが多彩に広がりました。こうした取り組みの中では、同

友会の自主的な活動や会員の企業づくりの実践を生き生きと、

調査をもとに政策提言をまとめ外部発信することで、「中小企

業は地域のインフラ」として中小企業の社会的重要性が地域に

理解されつつあります。また、これらを通して自主的な企業づ

くり・地域づくりを展開する同友会運動への期待が高まってき

ています。

【実践事例13 ：新潟】「中小企業家の提言」を県知事に初めて提出

【実践事例14 ：静岡】18年間の景況調査を振り返る

【実践事例15 ：滋賀】アベノミクスの中小企業支援策に関する調

査を発表

【実践事例16 ：熊本】熊本地震の経営への影響緊急調査を実施

（2）全国での調査・政策活動の前進に向けて

　中同協企業環境研究センターではＤＯＲで景気実態の発信

を続けているのに加え、ＤＯＲオプション調査では「自社での

災害対策」「就業規則作成・見直し」「経営者保証ガイドライン

活用」「女性活躍推進」など時々の経営課題に焦点をあてた調

査を行い、結果を発信。同友会の企業づくりの特徴が見え、政

策提言の基礎資料として貴重なデータを蓄積しています。

　また、中同協は、政策担当事務局員研修交流会を開催し13同

友会と中同協から25名が参加、「政策活動は同友会理念の根幹

にかかわる活動でありこれを担う事務局の役割は大きい」と確

認しあいました。憲章・条例推進運動、政策活動の前進に向

け、事務局が学び・成長していく環境をつくることが重要な課

題になっています。

３、「金融アセスメント法制定運動」が金融行政方針に反映

（1）金融機関のベンチマーク（指標）で連携へ

　金融機関との連携が着実に広がり、連携協定や覚書を結ぶ同

友会が増えるなど、金融機関と経営者が対話する機会が増えて

います。こうした中で金融庁による行政方針転換と金融仲介機

能のベンチマーク（※1）公表があり、各同友会で学びが広が

り金融機関との連携にさらに弾みがついています。各同友会で

金融庁幹部を招いたパネルディスカッションや勉強会が開催

され、同友会が提唱してきた金融アセスメント法制定運動 

（※2）の貴重な成果を確信し、強じんな経営体質をつくる課

題が確認されました。

　中同協企業環境研究センターは金融庁と懇談したほか、

DORオプション調査（2016年7～9月期）で「経営者保証ガイ

ドラインの活用状況」を調査して結果を発信、中同協中小企業

憲章・条例推進本部と政策委員会は共同で「ベンチマークにつ

いての理解を深め、企業体質強化につなげよう」とのアピール

を発表して取り組みを推進しました。

【実践事例17 ：東京】金融庁・信金幹部と「ベンチマーク」

をめぐるパネルディスカッション

【実践事例18 ：山梨】県信用保証協会と中小企業・小規模事

業者支援の覚書

【実践事例19 ：福岡】県内8信用金庫と覚書締結

【実践事例20 ：沖縄】沖縄海邦銀行と包括連携協定を締結
（※1）2016年9月に金融庁が発表した金融機関における金融仲介機能の発揮状況

を客観的に評価できる指標。「取引先企業の経営改善や成長力の強化」「担保・保

証依存の融資姿勢からの転換」などがあり、55の指標に細分化されています。対

象は地域金融機関全般で、都市銀行は対象外。

（※2）金融アセスメント法「地域と中小企業の金融環境を活性化させる法律案」

（仮称）は、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。2000年代に全国の同友会で100万筆超の国会請願署名を

集め全国1,000以上の自治体で制定を求める国への意見書が採択されるなど大き

な運動となりました。

（2）公平・公正な税制を求める学習の広がり

　経営者だけでなく社員や家族にも税制のあり方を学び、話し

あってもらうよう機会をつくろうと税制に関する学習討議用

資料『公平な税制をめざして』（中同協九州・沖縄ブロックで

作成したものを中同協としても発行）が全国で普及されまし

た。各同友会でも公平・公正な税制について専門家を招いて学

ぶなど取り組みが広がりました。
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　「外形標準課税適用拡大反対」の声を引き続き上げ、各同友

会および中同協が要望・提言に盛り込みました。中同協は定時

総会や中小企業問題全国研究集会で税制・財政について学ぶ分

科会を設置して学びを深めました。

【実践事例21 ：中同協九州・沖縄ブロック】税制に関する学

習用リーフレット『公平な税制をめざして』作成

【実践事例22 ：千葉】税制勉強会を開催

４、中小企業憲章・中小企業振興基本条例の具体化が進む

（1）中小企業振興基本条例を軸にした地域づくり

　条例を制定した自治体は43道府県218市区町村（170市17区

28町3村、2017年5月19日現在）にのぼり県レベルでも市区町

村レベルでも条例制定が最大の規模に達しました。市区町村レ

ベルでは、2014年に14、2015年に34、2016年に26と毎年多く

の自治体が制定する状況が続いています。

　小規模企業への配慮がより明確に位置づけられるように 

なっていることも特徴です。小規模企業振興基本法を踏まえ、

「中小企業」と「小規模企業」を併記する自治体が増えまし

た。これ以外にも、被災県で振興条例に東日本大震災からの復

興が入り始めていること、条例の定義する教育機関に小・中・

高等学校・特別支援学校を含める自治体が出てきていること、

条文に労働団体を定義する自治体が出てきていることなどが

新たな特徴です。

　各同友会では「実態調査」「条例制定」「振興会議」を一体に

した取り組みをリードしたり、行政との意見交換の場の充実、

条例を先進的に具体化している自治体を行政と一緒に視察す

るなど、条例の具体化に向けた努力が行われています。条例に

取り組む中で、会員を増やし自主的な企業づくりを広げること

が、地域を元気にするという自信につながっていることが特徴

です。取り組む上で「3つの課題と4つの柱」（※）を踏まえる

ことが前進のカギになっています。

【実践事例23 ：北海道】恵庭市中小企業経営実態調査を受託

【実践事例24 ：宮城】南三陸支部が町内企業・事業所実態調査を担当

【実践事例25 ：愛知】条例制定4周年記念の集い

【実践事例26 ：長崎】大村市中小企業振興条例の人材育成部会
（※）「3つの課題」：各同友会が、（1）総会方針に憲章推進を盛り込む、（2）憲章

学習を活動計画に位置づける、（3）憲章推進担当（組織、役員）をおく。「4つの

柱」：（1）学習活動の具体化、（2）「中小企業振興基本条例」制定・見直し運動に

着手、（3）「三つの目的の総合実践」としての認識を深め、組織強化に力点をおく、

（4）自社と憲章とのかかわりがわかる学習活動を深める。

（2）中小企業憲章6周年、「月間」が全国での統一行動として定着

　2016年の中小企業憲章・条例推進月間ののべ参加人数は42

同友会2,694名でした。全国一斉の取り組みとして定着してい

ます。行政・他団体・議会からの参加が増え、地域づくりと中

小企業の発展をともに考え、中小企業振興基本条例を推進する

場として発展しています。中同協では、中小企業憲章・条例推

進月間キックオフ集会を開催、39同友会・中同協から157名が

参加しました。中小企業庁、中小企業4団体、国会議員と連携

を広げ、全国の憲章・条例推進月間を盛り上げる場となってい

ます。また、中同協中小企業憲章・条例推進本部は各同友会か

ら1名以上の委員登録と参加を要請し、43同友会と中同協から

89名が委員に登録。11月の第31回中小企業憲章・条例推進本

部・政策委員会合同会議には26同友会76名が参加し、昨年度

から増加しました。

　中小企業憲章や中小企業振興基本条例の立場から日本社会

の抱える課題を捉え、解決の展望を考えるために作成した「中

小企業の見地から展望する日本経済ビジョン　改定版（案）」

（討議資料）（以下、「日本経済ビジョン」）について学ぶ同友

会が増え、地域の課題と解決の展望を考える「地域経済ビジョ

ン」づくりへの意欲が高まっています。先進的な取り組みを教

訓化し、日本経済ビジョンの議論と地域経済ビジョンづくりを

支援する枠組みが求められています。

５、平和をめぐる課題を議論

　戦後70年を迎えた2015年度の中同協定時総会（以下、総会）

と中小企業問題全国研究集会（以下、全研）で平和をめぐる分

科会が設けられて以来、2016年度の第48回総会（2016年7月14

～15日、大阪）では「戦争と中小企業」をテーマにした分科

会、第47回全研（2017年2月16～17日、鹿児島）では知覧特攻

平和会館と鳥浜食堂をあわせて訪問する分科会が設けられま

した。同友会会員として国民の一人として、いま戦争と平和を

めぐる問題の議論が避けられないこと、さまざまな見解がある

ことを踏まえ、相互の意見を尊重しながら議論し、平和の大切

さや命の重みを考える大切さ、中小企業が発展するためにも平

和な社会であることが不可欠であることをあらためて確認し

ました。今後、各同友会での議論が期待されます。

【参考文献：『中同協』第97号P30～37、『中同協』第98号

P114～121】

　　　　　
　　　　　「中小企業家エネルギー宣言」
　　　を採択、実践に向けて

　エネルギーシフトと「中小企業家エネルギー宣言」の学習が

広がりを見せてきました。全国行事の分科会をはじめ、各同友

会でも研究集会や例会などで取り上げられ、全国的に学習が広

まりつつあります。また、企業づくり・仕事づくりにおける会

員企業の実践事例も増えてきました。

　昨年度の活動の特徴は以下のとおりです。

　第一に、第48回総会で、エネルギーシフトを推進するための

5つの視点をもとに問題提起。経営指針に環境経営を位置づけ、

第3節



10

　　　　　
大震災からの復興と自然災害

　　　への対応・対策が課題に

１、震災から6年の復興の現場に学ぶ

　3.11の東日本大震災から6年を迎え、中同協東日本大震災復

興推進本部研究グループ「REES」では、東日本大震災復興視

察ツアー（2017年3月16～17日）を実施しました。「あれから6

年、地域づくりと企業づくりはどこまで進んだか」をテーマに、

宮城県気仙沼市のイノベーションへの挑戦や南三陸町の中小

企業振興基本条例制定運動の取り組みなど、同友会の会員企業

が地域の復興の中心として活躍する姿に感銘し、教訓を全国に

広げることを誓いあいました。そして、全国が災害の時代に入

り、被災していない地域もすべて「未被災地」という意識を持

つ必要があると学びました。

　また、福島同友会では設立40周年記念行事を開催し、震災か

ら5年の記録集『逆境を乗り越える福島の中小企業家たちの軌

跡』を発刊。会員の自筆による不屈の実践事例や震災における

会員企業の復興の実態を集約したアンケート結果をまとめ、教

訓化しました。

【実践事例30 ：中同協】東日本大震災復興視察ツアー

【実践事例31 ：福島】『逆境を乗り越える福島の中小企業家た

ちの軌跡』発刊

２、自然災害への対策と対応を

（1）早急な対応・対策を

　地震・台風・豪雨・噴火・火災などの自然災害が全国で多発

しました。4月の熊本地震は最大震度７が2回観測され、余震は

4,200回を超えています。10月に鳥取県中部地震、11月には福

島県沖を震源とするマグニチュード7.4の余震が発生し1.4 

メートルの津波を観測。6月には西日本各地に記録的な豪雨が

観測され土砂災害・浸水被害などが発生しました。北海道では

1週間で3つの台風が上陸し甚大な被害を受けました。10月に

は熊本県の阿蘇山中岳が36年ぶりに爆発的噴火を起こしてい

ます。12月には新潟県糸魚川市において大規模火災が発生しま

した。

　世界的な気候変動の影響もあり、世界各地で異常気象が常態

化してきています。企業や地域の直接被害への対応、支援活動

とともに、風評被害などの間接被害や影響を受け、自然災害へ

の企業・地域・同友会での対策と対応に迫られる機会が増えて

きました。

（2）熊本地震への対応

　熊本地震への対応として、熊本同友会ならびに中同協では、

熊本地震対策本部を設置し全国の同友会の力で支援活動を実

施しました。全国からの義援金は8,000万円を超え、熊本同友

会と大分同友会に届けられました。熊本地震の特徴として、震

災の影響がひどい地域とそうでない地域の復旧・復興の状況の

違いが大きいことが明らかとなりました。今後は阪神大震災や

東日本大震災の教訓を生かし、英知を結集するとともに逆境に

立ち向かい、復興に向け一体として取り組むことを誓いあいま

した。

【実践事例32 ：熊本】熊本地震から1年

（3）ＢＣＰ（事業継続計画）の策定が急務に

　全国すべての地域が「未被災地」という意識のもと、自然災

害や重大事故などを想定したＢＣＰを経営指針にあわせて作

成することが急務となりました。（第1節3（6）参照）

仕事をつくり、持続可能な社会をつくっていく主体者として中

小企業への期待などを確認し、「中小企業家エネルギー宣言」

を採択しました。

　第二に、エネルギーシフトの学習や環境経営の実践が広がり

を見せるとともに、7年目を迎えた同友エコでも実践事例が増

加しています。エネルギーシフトハンドブックは累計2,800冊

以上普及しました。

　第三に、政策要望提言活動や「日本経済ビジョン」にエネル

ギーシフトを盛り込み、学習と意見集約を呼びかけました。

　第四に、地域づくりでは、先進的な事例として北海道下川町

の取り組みに学びました。中小企業振興基本条例とエネルギー

シフトを一体として取り組む地域づくりは、今後の地域づくり

のあり方として参考になります。引き続き先進的な事例を学

び、できることから実践することが重要となってきています。

【実践事例27 ：中同協】中小企業家エネルギー宣言採択

【実践事例28 ：岩手】定期的に欧州視察

【実践事例29 ：北海道下川町】振興条例とエネルギー自給率

100％をめざす取り組み

　　　　　同友会づくり

１、5万名を展望する組織づくり

　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、会勢は4万6,173名（4月1日現在）と8年連続で最高会勢

を更新し、初めて4万6,000名を突破、617名の純増となりまし

た。各同友会では最高会勢を達成する同友会が16同友会に及び

ました。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、仲間づくりと連帯の輪が広がりました。

【実践事例33 】最高会勢の16同友会

第4節

第5節
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（1）歴史と理念を学ぶことを提起

　各同友会において同友会運動の歴史と理念を学ぶ活動が増

えてきました。中同協においても総会などで分科会を設置し学

びました。中同協設立50年に向けて「50年史」編さんのため

の準備を進め、中同協の各委員会・連絡会などの活動や課題・

テーマ別に歩みや教訓をまとめることを確認しました。

（2）組織強化と会員増強が進展

　各同友会で会員増強が進みました。愛知203名、福島140名、

沖縄121名、鹿児島113名など27同友会が純増となりました。

愛知4,000名、福島2,000名、千葉1,500名、沖縄1,200名、長崎

600名を達成するなど、各同友会で仲間を増やそうとさまざま

な取り組みが展開されました。秋田と島根は創立以来増勢と 

なっています。

　中同協では、2016組織強化・広報・情報化全国交流会（2016

年8月25～26日、東京）を開催し、34同友会・中同協より160

名が参加しました。会員増強や活動の状況を数字で把握し、減

らさない組織づくりや増やす力・集める力の強化が課題と明ら

かになりました。また、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。

【実践事例34 ：福島・千葉】最高会勢を更新

　

（3）広報・情報化・e.doyu活用が組織強化に

　各同友会では機関紙（誌）やホームページ、プレスリリース

や対外広報誌を作成するなどさまざまな取り組みが展開され、

行政や金融・教育・報道などとの懇談会も活発に行われました。

　またe.doyuの活用が進んでいます。e.doyuの利用率が高い

と、組織強化と活性化につながり、減らない組織、増える組織

になる傾向が明らかになっています。e.doyuの利用率では、長

崎や島根が約6割、兵庫・石川・福岡・鹿児島は約5割で活用さ

れています。愛知の運営する会員サイト「あいどる」の活用

は、約7割にも及んでいます。

　中同協広報委員会では、「中小企業家しんぶん」の充実のた

めに読者アンケートを実施し、紙面改善に努めました。中同協

情報化推進本部ではe.doyuの活用を一層進めるとともに、

DOYU.JPサーバーのクラウド化などに取り組みました。

DoyuNewsでは各同友会の力を借りながら「わが社の事業承

継」のシリーズなどを掲載しました。

【実践事例35 ：長崎】e.doyuの活用と自主運営の取り組み

（4）仲間づくりの輪を広げる取り組み

　支部・地区の例会、委員会・部会・小グループ活動、企業見

学・会員訪問活動などの中で顔と企業が見える活動が広がりを

見せています。支部・地区でのe.doyuの活用のほか、メール、

SNSなどの情報通信手段の活用も広がり、会員同士が企業訪問

する交流が広がりを見せてきています。同友会らしく企業づく

りや経営指針の実践を交流しあうような仲間づくりの輪が広

がっています。

２、同友会運動を広げる取り組み

（1）増強が進む支部・地区づくり

　全国には、464の支部・地区があり、さまざまな活動が展開

されました。全国の支部・地区の増強では、郡山地区（福島）

が52名、那覇支部（沖縄）が42名、鹿児島南支部35名、鹿児

島北支部33名、新支部では大仙美郷地区会（秋田）が37名、

しおじり木曽支部（長野）29名、つくも支部（千葉）28名と

なるなど増強が進展しました。半数以上（51.9％）の241の支

部・地区で会員が増加しました。

（2）丁寧な例会づくりが重要に

　2016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6,190回となり、昨年度よ

り減少しました。グループ討論時間は、平均で51分となってい

ます。例会づくりを委員会として位置づけて活動している同友

会は12となっています。各支部・地区でも丁寧な例会づくりや、

全国行事・研究集会・フォーラムに向けてグループ長研修が行

われています。

会員数同友会会員数同友会

595滋賀5,812北海道

1,690京都382青森

2,453大阪407岩手

1,577兵庫1,023宮城

494奈良360秋田

397和歌山418山形

150鳥取2,004福島

223島根328茨城

536岡山126栃木

2,642広島547群馬

303山口1,017埼玉

1,613香川1,526千葉

450徳島2,122東京

462愛媛761神奈川

193高知351山梨

2,074福岡707長野

83佐賀594新潟

602長崎526富山

1,038熊本422石川

551大分216福井

416宮崎1,066静岡

488鹿児島4,049愛知

1,226沖縄440三重

46,173合計713岐阜

表1.　全国の同友会会員数

（2017年4月1日現在）
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　新潟・上越支部は新会員やゲストの方にも、例会で何を学び、

なぜグループ討論するのかを簡単に説明を入れるなど初めて

の方にもやさしく丁寧な例会づくりを行っています。企業づく

りを学び、経営実践につなげるような例会づくり、そして新会

員・ゲストを「お客様」から「主体者」に変えていく例会運営

が課題となっています。

【実践事例36 ：新潟】本質論議を積み重ね、丁寧な支部づくり

　　

（3）自主的・主体的な活動の展開が会員増強に

　支部・地区の例会や役員会の運営を自主的・主体的に行って

いる同友会では堅実に会員数を増やしています。同友会理念や

企業づくりの方向性を理解し、自主的・主体的に動ける方が増

え、e.doyuなど情報ツールも活用しながら同友会の活動方針が

徹底される仕組みが増強の力になっています。

【実践事例37 ：愛知】自主的・主体的活動で4,000名に

（4）約8割の市区町村に広がる同友会

　同友会の会員企業は、全国1,897市区町村のうち1,492市区町

村（78.76％）にあり、昨年度に比べて22市町村が増加し、広

がりを見せており、空白市町村は405です。市町村別増強では、

鹿児島市79名、郡山市36名、いわき市33名、名古屋市中区33

名、那覇市24名、会津若松市20名など増強が進展しました。

67市区町村で組織率が10％を超え、昨年度より7つ増加しまし

た。また、全国の会員企業の社員数は約167.8万人で、昨年度

より約3万6,000人増加しました。

（5）新支部・地区づくりが進む

　新支部・地区づくりでは、エリアを津軽海峡や陸奥湾を望む

大間町を中心とした本州最北端の支部となる下北支部（青森）。

大曲花火大会の有名な大仙市・美郷町の大仙美郷地区会（秋

田）。長野県のほぼ中央に位置する塩尻市から中央アルプスと

御岳山系に囲まれた木曽郡をエリアとするしおじり木曽支部

（長野）。房総半島の南側の館山市や南房総市などの安房支部

と千葉県東金市の近隣の九十九里を地域とするつくも支部（千

葉）。福岡県の中央部の筑豊地方の田川市や田川郡6町1村をエ

リアとする田川支部（福岡）の設立がありました。

（6）青年部会、女性部会の活動やリーダー育成

　青年経営者、女性経営者の会員が増えてきています。各同友

会でも青年部会、女性部会が会員増強に貢献しています。新し

く青年部の設立（岐阜・静岡）などもありました。青年部活動

などを通して後継者育成も進められています。中同協幹事会で

青年部の存在意義や役割を全体として引き続き議論していく

ことを確認しました。また、「つどえ傾奇者～歴史は一歩一歩

に新たなる創造である」をスローガンに第44回青年経営者全国

交流会（2016年9月15～16日、石川）を開催。46同友会と中同

協から1,268名が参加しました。

　女性部の活動も活発に行われています。第19回女性経営者全

国交流会では、「いのちの輝きはぐくむ平和な社会を～生活者

の視点で未来へつなぐ仕事づくりを！」をテーマに北海道・旭

川市で開催（2016年6月16～17日）、42同友会と中同協から690

名が参加し交流と学びを深めました。全国的に女性部の新設、

再始動が相次いでいます。昨年度も宮崎同友会で女性経営者ク

ラブが設立されました。中同協女性部連絡会では、同友会の女

性組織としての目的や課題を出しあいながら、活動の原点につ

いて深めあいました。

【実践事例38 ：岐阜・静岡】青年部が続々と誕生

（7）シニア世代の活躍できる場づくりが進む

　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

間の交流を深め、事業承継などを学ぶ場、シニア世代の会員と

の交流を深める場づくりに取り組む同友会が増えてきました。

北海道、東京、愛知、三重、京都、大阪、奈良、香川、山口、

福岡、長崎などで活動が行われています。今後、歴史と理念を

培ってきた世代の経験や教訓を同友会づくり、企業づくりにど

う引き継いでいくかが課題となっています。

（8）組織的経営を学ぶ場が課題

　強じんな経営体質の確立へ向けて、起業まもない方・後継者・

小規模企業の学びの場を設定することが課題となっています。

愛知の「生業・家業から企業へ」などの組織的経営をめざした

学習会や、経営指針成文化に向けて、入門編・基礎セミナーと

いう名称などで比較的参加しやすい形式で経営指針を広めて

いる同友会もあります。福岡では「あすなろ塾」という経営指

針作成入門編があり、経営理念の作成に主眼を置いたセミナー

を設定し年間100名以上が受講しています。経営指針や組織的

経営へ向けたきっかけづくりや基礎的な学びの場の設定が課

題となっています。

３、さらなる組織強化と活性化に向けて

（1）組織強化に向けて財政基盤強化

　同友会運動の発展とともに財政の健全化や財政基盤の整備・

強化が課題となってきました。各同友会では、活動・行事や会

議の増加による経費増、活動の広域化、対外関係の対応、消費

税増税などで同友会財政からの支出が増加傾向にあります。こ

れへの対応としてこの3年間で7同友会が会費改定を実施し、9

同友会で会費改定を検討しています。

（2）事務局員の成長と働きやすい環境づくり

　同友会運動の発展を支える事務局の労働環境や労働条件を

改善し、財政基盤を整備することが課題となっています。各同

友会では、労働環境や業務の改善など会員企業の取り組みに学

ぶ事例などがありました。

　またブロックでは事務局長会議を開催するとともに、事務局

員研修交流会が東北、関東甲信越、中日本、関西で開催され、

活動交流や悩み相談などを通じて、事務局員としてのやりが
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い、働きがいなどについて学びあい、絆を深めました。

　中同協では、2016新事務局長研修交流会（2016年12月8～9

日、京都）を行い、全国事務局員研修会（2016年7月20～22日、

愛知）では会員企業からも学ぶ研修会を開催し、総会で事務局

問題の分科会を開催しました。

（3）役員会の充実と役員研修の継続的実施

　理事会や役員会などで、情勢や展望、経営課題などを意見交

換し、会員や地域の状況をつかみ、定期的に継続して役員研修

を実施する研修が増えました。北海道では代表理事が支部を巡

回する役員懇談会を実施し、全道役員研修会も2回開催。静岡

では出前の支部役員研修を副代表理事が担って実施するなど

出前で研修や懇談を開催しています。中同協では中同協役員研

修会を2016年5月26～27日に埼玉で12同友会49名、9月23～24

日に山口で14同友会76名の参加で行いました。

（4）同友会役員の責任と役割

　同友会の役員・リーダーの責任と役割が極めて大きくなって

きています。「同友会運動と企業経営の不離一体シート」を活

用して体験報告する役員が増えてきました。同友会で学び、ど

う企業が成長・発展してきたかを一覧にすることが重要となっ

ています。中同協では同友会の役員のテキストとして『同友会

運動発展のために』の改訂を行い、昨年度で4,100冊以上普及

しています。また、「中同協専門委員会・連絡会・本部の役員

に関する申し合わせ」を策定、「中同協役員のあり方」などを

議論しました。総会終了後の中同協第1回幹事会では、「中同協

幹事（代表理事）としての役割と覚悟」をテーマに学びあいま

した。

【実践事例39 ：滋賀】『同友会運動の発展のために』を読み合わせ

（5）役員・事務局員の世代交代への対応

　事業承継が大きな経営課題となっているのと同じように同

友会運動でも、役員の世代交代とともに、事務局長交代、引き

継ぎが続いています。2010年以降現在までの6年間で、実に27

同友会で事務局長が交代しました。今後も定年を控えている事

務局長も多く課題となっています。

　2016全国事務局長会議（2016年12月8～9日、京都）では、

「事務局長のありたい姿」について意見交換し、歴史と理念を

引き継ぎ、時代の要請にこたえられる事務局づくりを進めてい

こうと確認しました。

４、全国行事（総会・全研）とブロック活動

　中同協第48回定時総会（2016年7月14～15日、大阪）には、「同

友会理念の実践で、人が輝く持続可能な社会へ」をスローガン

にすべての同友会と中同協から1,307名が参加。「中小企業家エ

ネルギー宣言」を採択しました。

　第47回中小企業問題全国研究集会（2017年2月16～17日、鹿

児島）で、「 強靭 な企業づくりが日本の未来を切り拓く～経営
きょうじん

維新で夢あふれる中小企業　実践しよう『人を生かす経営』」

をテーマに開催し、すべての同友会および中同協から1,189名

の参加で学びあいました。

　各ブロックでは代表者会議、支部長・地区会長交流会などが

開催され、ブロック割では中国・四国ブロックから中国ブロッ

クと四国ブロックになりました。ブロック内で開催される合同

行事、ブロック行事の申し合わせの実施とともに議論と整理が

始まりました。また、ブロックでの会員増強の取り組みの交流

が進みました。

【実践事例40 ：中同協】中同協四国ブロック連携交流会

５、中同協の役割・組織・行事のあり方

（1）全国行事の意義と位置づけを明確化へ

　全国行事を結節点として会員の共感と連帯が広がり、理念が

深まるとともに運動を発展させてきました。中同協では、全国

行事や会議を分析し、意義と目的、内容を同友会の「三つの目

的」に立ち返って、各行事・会議を担当する組織で検討し、今

後の全国行事を「深めるもの」「広げるもの」「統合するもの」

に区分するなど整理しました。

（2）分担金改定と財務委員会の強化

　中同協は財務規定を改定し、2016年10月から新たな分担金

団体割となりました。また、科目を見直して予算の立て方をわ

かりやすいものに変更しました。中同協財務委員会の強化のた

め、各ブロックからも委員を選任し、中同協の財務問題ととも

に、各同友会の財務強化について経験交流を行い、同友会理念

や中同協規約に基づいた財政活動のあり方について意見交換

を進めました。

次年度へ向けて

　「若者が来ない、人が採れない。だからこそ同友会で学んで

魅力ある企業になる、魅力ある地域をつくる」。東日本大震災

から6年、熊本地震から1年、環境の厳しい地域ほど企業づくり

の課題は地域づくりの課題と一緒であり、それらをあわせて取

り組む同友会への期待はいっそう高まっています。全国の会員

数は8年連続で過去最高を更新し、行政や金融機関からも頼ら

れるような「時代の真ん中にきた同友会」を実感するものです。

　その期待にこたえるためにも、「企業は公器」であると、経

営姿勢を確立し、就業規則など社員の立場で労働環境を整備

し、「労使見解」を実践する企業を増やしましょう。

　また、地域を担う「主体者」として企業家として、同友会会

員としての自覚を高め、「企業経営と同友会運動は不離一体」

であるという学びを深め、実践しましょう。



14

　　　　　世界経済

１、不透明性・不安定性が強まる世界経済
　　―激変への備えを

　2016年、世界は2つのショックに大きな衝撃を受けました。

イギリスの欧州連合（ＥＵ）離脱決定とアメリカのトランプ政

権の誕生です。さらに2017年は欧州の選挙イヤーを迎え、自

国第一主義など「反既成政治」を唱える政党の存在感が高まっ

ています。政治の流動化が進むなか、世界経済の不透明性・不

安定性、さらに不確実性が強まりつつあります。

　これらの背景には、グローバル化の中での経済格差の拡大、

中間層の衰退などがあります。アメリカ・ハーバード大学のマ

イケル・サンデル教授（政治学）は、トランプ政権誕生の意味

について、「過去20年、30年と続いてきたグローバリゼーショ

ンの末、その利益についてほんの一握りの上流階級だけしか手

にしていないということに対する人々の不満の表れといえる」

と指摘しています。1）

　不透明感は世界経済にも大きな影響を及ぼしつつあります。

世界銀行は、欧米で政策の不透明感が高まり、2016年に世界

貿易量の伸びを大きく押し下げたとする報告書を発表しまし

た。2016年の貿易量の伸びを前年比1.9～2.5％と見積もり、金

融危機直後の2009年（10.5％減）以来の低い水準にとどまった

と指摘。不確実性の高まりが世界の貿易量の伸び率を0.6％押

し下げたと分析しています。2）

　主要な国際機関は、2017年の世界経済の成長見通しを世界

銀行2.7％、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）3.3％、国際通貨基

金（ＩＭＦ）3.5％と低成長が続くと見ています（表2）。ＯＥ

ＣＤは2016年11月に「世界経済は低成長の罠にはまっている」

と発表。財政政策のより包括的な活用と構造政策の復活などを

各国に呼びかけています。3）

　「低成長」の背景には、雇用の回復の遅れがあります。国際

労働機関（ＩＬＯ）のライダー事務局長は、実質賃金の低迷、

労働分配率の低下が総需要を世界的に低下させ、設備投資を押

し下げる「悪循環」を招いていると警鐘を鳴らしています。Ｉ

ＬＯが発表した「世界賃金報告2016―2017」によると、実質

賃金は2015年に世界全体で前年比1.7％増と4年ぶりに低い伸

びでした。

　世界の政治・経済の不透明性・不安定性・不確実性が高まる

なか、「激変への備え」が求められます。世界や日本・地域の

動向を注視し分析する力をさらに磨くこと、そして激変の際に

もぶれずに意思決定ができるよう、確かな価値観を地道に培っ

ていく努力が重要になっています。

２、主な先進国や新興国の動向

　アメリカ経済は、世界金融危機後、7年半に及ぶ回復を続け

ています。雇用者数は世界金融危機前の水準を回復し、失業率

は完全雇用に近い状態まで低下しました。しかし実質経済成長

率（前年比1.6％増）や賃金の伸びは緩やかなものとなってい

ます。雇用者数の増加はサービス業に集中しており、比較的平

均賃金の高い製造業の雇用者数は金融危機前の水準を大幅に

下回って推移しています。4）

　トランプ政権は大型減税やインフラ投資を政策に掲げます

が、財政的裏づけなども含めた具体策はまだ見えていません。

「米国第一主義」を主張し、「孤立主義」と「保護主義」を進

めるアメリカの動向は、「世界経済最大のリスク」との危惧も

大きく、今後の動向に注視が必要です 。

　ヨーロッパ経済は、引き続き緩やかな回復が続いています

が、全体に力強さを欠いています。イギリスのＥＵ離脱問題に

伴う不透明感の高まり、各国で勢いを増す反ＥＵ勢力、金融機

関の経営不安など、さまざまなリスクにも直面しています。

第2章 　中小企業をめぐる情勢

表2.　IMF　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

（出所）ＩＭＦ2017年4月世界経済見通し

1）これからの民主主義の話をしよう,日本経済新聞,2017年1月22日
2）日本経済新聞,2017年2月22日
3）エコノミック・アウトルック100,経済協力開発機構（OECD）,2016年11月28日
4）世界経済の潮流　2016　Ⅱ,内閣府,2017年1月12日

第1節
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　中国経済は、延長された小型乗用車減税のほか、インフラ関

連投資および不動産開発投資などの各種政策効果もあり、

2016年の経済成長率は前年比6.7％増となりました。今後はイ

ンフラ関連投資をはじめとする公需から民需主導の自律的な

回復への移行が進むかどうかが注目されます。各国際機関によ

る見通しでは、2017 年の成長率は6.2～6.5％に鈍化すると見込

まれています。

　東アジア・太平洋地域では、堅調な経済成長が続いています。

世界銀行は「東アジア・大洋州地域の途上国の経済成長は今後

3年間も引き続き堅調だろう」と分析。東アジア地域の途上国

全体としては、2016年が5.8％、2017～2018年は5.7％と予測し

ています。5)

　原油価格は石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟の主な産油

国との減産調整が行われていますが、一方でシェールオイルの

増産も続いています。原油価格の動向は、資源国を中心に経済

に大きな影響を及ぼす要因であり、今後の動向が注目されると

ころです。

３、ＴＰＰなど経済連携協定見直しと保護主義化の動き

　世界貿易機関（ＷＴＯ）が停滞する中で2国間貿易協定が推

進され、その延長線上に「メガ経済連携協定の時代」を迎えつ

つありましたが、その動きは2016年に入って停滞してきてい

ます。

　トランプ大統領は環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）からの離

脱を宣言、環太平洋貿易・投資パートナーシップ協定（ＴＴＩ

Ｐ）、日本ＥＵ経済連携協定なども交渉が行き詰っています。

　アメリカでは大統領選でほとんどの候補者が「ＴＰＰ反対」

を掲げました。その背景には、ＴＰＰがアメリカの雇用を奪い、

ますます所得格差が広がることを懸念する世論がありました。

　ＥＵでもアメリカとのＴＴＩＰ交渉をめぐって、投資家対国

家の紛争解決制度（ＩＳＤＳ）について2015年にパブリック

コメントを実施、97％が反対を表明しました。

　一方、自国の利益だけを主張する保護主義の動きに対する懸

念が広がっています。

　東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）やＴＰＰ11の交渉

も進められていますが、交渉過程で情報公開を行い、中小企業

などの意見も聞きながら進めること、その成果が一部の多国籍

企業や富裕層だけに還元されるような貿易システムではなく、

すべての国や人々に恩恵が行き渡るような、持続可能な貿易シ

ステムとすることなどが求められています。

４、国際経済秩序の確立めざして

　ＯＥＣＤによれば、多くの加盟国において所得格差は史上最

大レベルに達しており、多くの新興経済においては特に高いレ

ベルを維持しています。現在、ＯＥＣＤ諸国の人口の上位10%

の富裕層は下位10%の貧困層の9.6倍の所得があり、これは

1980年代の7倍、2000年代の9倍からのさらなる拡大です。

　資産格差はさらに深刻で、2012年には、比較可能なデータ

のあるＯＥＣＤ18カ国において、人口の下位40%が総資産のわ

ずか3%しか保有していません。その一方、人口の上位10%の

富裕層は総資産の半分を保有しており、上位1%にいたっては

総資産の18%を保有しています。

　税や給付による再配分は格差縮小の効果的な方策の一つで

すが、「最近の数十年では、再配分メカニズムの効果が弱まっ

てきている。これに対応するには、富裕層の個々人のみならず

多国籍企業が責任をもって税負担をするような政策が求めら

れる」と指摘されています。6)

　日本政府も「所得格差拡大は貧困問題につながるだけでな

く、社会的および政治的な不安定さと関連しやすい」と格差問

題に注目し始めています。7)

　格差と貧困の広がりのなか、世界ではその解決に向けたさま

ざまな努力が重ねられつつあります。

　2015年9月25日の「持続可能な開発サミット」で、国連加盟

国は「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を採択しま

したが、その中には一連の持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）、

通称「グローバル・ゴールズ」が含まれています。グローバ

ル・ゴールズは、ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ、2015年ま

でに世界が達成を約束した8つの貧困対策目標）を土台とし、

ＭＤＧｓで積み残された目標の達成をめざしたものです。8)

　国連の「グローバルコンパクト」など、企業に対して社会的

責任の遵守を促す動きも進んできています。また2011年に国

連人権理事会において全会一致で採択された「ビジネスと人権

に関する指導原則」は、企業の人権尊重などの社会的責任を国

際標準として明確化し、企業の自主的な活動、国の責任、利害

関係者との協議などによって実現していく道すじを示したも

ので、国連人権理事会の呼びかけにより国別行動計画の策定が

進んでおり、新たな動きとして注目されます。

　国際的に大きな課題となっているのがタックスヘイブン（租

税回避地）の問題です。タックスヘイブンに 秘匿 されている金
ひとく

額は、国際ＮＧＯタックス・ジャスティス・ネットワークによ

ると、個人資産だけで21～32兆ドル（2,310～3,520兆円）。日

本の国家予算の約30倍にのぼります。ＯＥＣＤは、多国籍企業

による税逃れだけで毎年1,000～2,400億ドルの税収が失われ

ていると推計しています。

　ＯＥＣＤの「税源侵食と利益移転」（ＢＥＰＳ）プロジェク

トでは、①多国籍企業の活動の実態に即した課税を行うルール

を策定する、②多国籍企業の活動・納税実態の把握のための各

国間の情報共有の枠組みを構築することなどをめざして論議

5）東アジア・大洋州地域 半期経済報告,世界銀行,2016年10月4日発表
6）格差縮小に向けて,ＯＥＣＤ報告書,2015年5月
7）世界経済の潮流　2016年 I,内閣府,2016年8月
8）"持続可能な開発のための2030アジェンダ",国連開発計画（UNDP）駐日代表事務所,http://www.jp.undp.org 
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が進んでいます。ＥＵ10カ国では、金融取引税導入の論議が進

んでいます。

５、地球環境問題への対応

　世界気象機関（ＷＭＯ）は、2016年の世界の平均気温が観

測史上最高になるという見通しを発表しました。2015年には

産業革命前からの平均気温上昇が初めて１度を超えました。地

球の温度上昇は鮮明で、温暖化ガスの増加が異常気象や自然災

害を世界各地で招いています。

　米カリフォルニア大サンディエゴ校などのチームは、2013

年までの過去37年間で、日本を含む東アジアの国々に上陸する

台風のピーク時の風速が15％増えたと発表。沿岸で海面水温の

上昇が観測されており、台風に供給されるエネルギー源が増

え、発達しやすくなったと見られています。今後も地球温暖化

に伴って海面水温は高くなると予測されており、同チームは

「日本や中国、台湾、韓国を直撃する台風はさらに激しさを増

すかもしれない」と警告しています。9)

　2015年末には、地球上のすべての国が、産業革命前からの

気温上昇を2度未満、できれば1.5度に抑えるパリ協定に合意し

ました。アメリカのトランプ大統領は大統領選では「パリ協定

からの離脱」を掲げていましたが、世界では「21世紀後半の温

室効果ガスの排出ゼロ」に向けての動きが加速しています。ノ

ルウェー政府年金基金、ドイツやフランスの巨大投資ファンド

が石炭関連事業者からのダイベストメント（投資資金の引き揚

げ）を開始しました。資金の用途を環境分野に限るグリーンボ

ンド（環境債）の2016年の発行額は、前年の2倍近くに急増し

ましたが、その3分の1を中国が占めています。アイルランドで

は、政府系ファンドの運用資金をすべての化石燃料事業から引

き揚げる世界初の法案が下院を通過しています。10)

　一方、アメリカのいくつかの州や中国では、排出ガスを一切

出さない電気自動車や燃料電池車への転換を促進するＺＥＶ

（Zero Emission Vehicle）規制を段階的に強化していますが、今

後、世界的にも電気自動車や燃料電池車への転換が進むことが

見込まれ、関連業界には大きな影響が予想されます。

　地球の環境を守り、持続可能な社会をつくっていくために、

各国や企業・市民の本格的な対応が求められています。

　　　　　日本経済と地域経済

１、足踏みが続く国内景気

（1）見通せない個人消費の回復

　2016暦年の実質国内総生産（ＧＤＰ）成長率は1.0％となり

ました。4四半期連続のプラス成長は維持していますが、先進

国の中でも際立った低成長を示しており、足踏みが続いていま

す。2016年10～12月期では、外需は好調ななか、個人消費が1

年ぶりにマイナスになるなど、消費の回復は見通せないままで

す。

　ＤＯＲ（2017年1～3月期）では、「好転」の指標と「悪化」

の指標が、全体でも業種別でも混在しており、足元の景気は

「花冷え」のように悪化の傾向を示す可能性があると分析して

います。

　雇用面を見ると、完全失業率は低水準で推移する一方、非正

規社員は約4割を占める状態が続いています。2016年の実質賃

金は前年比0.7％増と5年ぶりにプラスに転じました11）。しか

し、家計の手取り収入にあたる可処分所得はアベノミクスが始

まる前の2012年から横ばい水準にとどまっていることが日本

総合研究所の試算でわかりました。雇用者報酬は増えたもの

の、所得税や社会保険料の負担も増加したため、可処分所得が

増えていないことが、個人消費低迷の原因と日本総研は指摘し

ています。12）

　大企業（資本金10億円以上）の2015年度の内部留保は前年

度を13.5兆円上回る313兆円と、4年連続で史上最高額を更新し

ました。一方、労働分配率は66.1％でリーマンショック前の企

業の利益が膨らんだ2007年度（65.8％）以来の低さとなりまし

た。13）

　日本経済が足踏みを続けている原因は、労働生産性や企業の

業績の伸びに比べて賃金の伸びが低いことなど、再分配システ

ムが十分に機能していない点にあることが共通の認識として

広がってきています。

　厚生労働省の『平成27年版労働経済の分析』（労働経済白書）

では、一人当たり実質労働生産性の伸びと雇用者報酬の伸びを

比べると、日本が欧米諸国に対して大きく伸び悩んでいること

を指摘しています（図2）。さらに同白書では、労働分配率の

トレンドは大企業で低くなっていること、企業規模が大きいほ

ど、労働生産性の伸びと賃金の伸びにギャップが見られること

を明らかにしています。

　ＩＭＦも経済政策提言で、日本に継続的な賃金引き上げを促

す官民ガイドラインの導入を求めています。日本の低インフ

レ・低成長は賃金の伸び悩みが一因と指摘し、全体的に賃金水

準を押し上げる必要があると提言しています。

　法政大学教授・坂本光司氏は「企業は従業員を第一に考える

べきだ。特に大企業は取引先の中小企業が賃上げできるよう、

発注価格の値上げなどで利益を配分しないと取引先の廃業が

相次ぎ製品が作れなくなる」と指摘します。14)  

9）  日本経済新聞,2016年9月6日
10）東京新聞,2017年2月26日
11）毎月勤労統計調査 平成28年度分結果確報,厚生労働省,2016年5月23日
12）毎日新聞,2016年7月3日
13）法人企業統計調査結果（平成２６年度）,財務省,2016年9月1日

第2節
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　訪日外国人（インバウンド）は、2016年の訪日客数は2,400

万人を突破（前年比21.8％増）し、大きな伸びが続いていま

す。訪日外国人旅行消費額の伸びは弱まりつつあるものの、前

年比7.8％増で過去最高となる3兆7,476億円となり、半導体や

電子部品の輸出額と並ぶまでに成長しています。訪日客は東ア

ジア（23％増）に加えて米欧豪も18％伸びるなど、広がりも

見せています15) 。今後は、「訪日体験の質」の向上などが課題

となっています。

（2）限界が近づく日銀の金融緩和政策

　日本銀行は2016年9月、2013年4月から進めてきた大規模金

融緩和（異次元緩和）の「総括的な検証」を行い、「金利ター

ゲット」政策を導入するなど、「新しい枠組み」で継続してい

くことを発表しました。アベノミクスの第一の矢として注目を

集めた異次元金融緩和ですが、国債の大量購入は限界が近づき

つつあり、行き詰まりを指摘する声が大きくなっています。

　ＩＭＦは対日審査の年次報告書（2016年8月）で、日銀の大

規模金融緩和について、「長期化すれば金融システムへのリス

クが増える」と警告。安倍首相の経済ブレーンの一人であるア

メリカのエール大学名誉教授・浜田宏一氏も「ＱＥ（量的金融

緩和）が効かなくなっている」（「激論マイナス金利政策」日本

経済研究センター編）、「学者として以前言っていたことと考え

が変わったことは認めなければならない」（日本経済新聞2016

年11月15日付インタビュー）と発言しています16)。将来値下

がりの恐れがある国債保有残高は400兆円を突破（2016年10

月）17)し、極めて難易度の高い出口戦略が求められています。

（3）過去最多を更新した中小企業の休廃業・解散数

　東京商工リサーチによれば、2016年に休廃業・解散した企

業数は2万9,583件（前年比8.2％増）で、調査を開始した2000

年以降の過去最多を更新しました。2016年の企業倒産は8,446

件（前年比4.1％減）と8年連続で減少し、26年ぶりに8,500件

を下回りました。

　休廃業・解散した企業の代表者の年齢は、60代以上が8割

（構成比82.3％）を占めました。東京商工リサーチは「業績の

先行き不透明感に加え、経営者の高齢化と事業承継の難しさが

休廃業・解散の背景にある」と分析しています。中小企業庁の

調査でも、中小企業経営者の中心年齢は2016年に66歳となり、

1995年の47歳より20歳近く上昇しています。

（4）採用難と「働き方改革」

　中小企業では採用難が一層深刻化しています。ＤＯＲでも、

人材不足感は1992年1～3月期以来の高さを記録するなど、人

材確保が大きな課題となっています。一方、ブラック企業や過

労死が社会的問題としてクローズアップされるなか、若者雇用

促進法が施行され、政府の「同一労働同一賃金のガイドライン

（指針）案」や「働き方改革実行計画」が発表されるなど、労

働環境整備が日本社会全体で大きなテーマとなりつつありま

す。

　雇用形態（正規・非正規）や男女、企業規模などによる賃金

図2.　賃金と生産性の国際比較

（出典）厚生労働省「平成27年版労働経済の分析」※OECDStatをもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて作成
（注）ユーロ圏の国は、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、 
　　　ギリシャ、アイルランド、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、英国。

14）東京新聞,2017年3月5日
15）2016年訪日外客数の動向,日本政府観光局,2017年1月17日／平成28年（2016年）年間値（確報）,観光庁,2017年3月31日
16）朝日新聞,2016年12月13日
17）日本経済新聞,2016年10月12日（夕刊）。※国債保有額は長期国債と国庫短期証券の合計
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格差を是正することや、他の先進国と比較して長時間となって

いる労働時間の短縮を進めることは、社会的に望ましい方向と

いえます。一方、中小企業への過度な負担増を危惧する声や、政

策の実効性を懸念する声もあります。「中小企業への影響を考

慮し政策を総合的に」進めることを 謳 った中小企業憲章の立場
うた

で政策を検討すること、また中小企業の労働環境改善の障害と

なるような不公正な取引環境などを是正していくことが不可

欠です。

　同友会では長年、「労使見解」に基づき「人を生かす経営」

の実践を推進してきました。それはまさに労使の自主的・自律

的な「働き方改革」の取り組みであったといえます。このよう

な企業づくりの実践を社会的にも発信し、中小企業の地域ブラ

ンド力を高めることで採用難の時代を乗り越える力としてい

くことも必要です。

　また「働き方」の問題は「生き方」の問題でもあり、社会の

あり方そのものの問題でもあります。将来にわたって安心して

暮らし働けるような社会をめざすことを明確にビジョンとし

て示し、そのような方向に日本経済・社会の質的転換を進めて

いくことが真の「働き方改革」につながるといえます。

２、大きな転換が進む地域金融をめぐる動き

　金融庁が「金融処分庁」から「金融育成庁」への転換を宣言

する18)など、地域金融機関に対する行政方針を「事業性評価」を

重視する政策に大きく転換しています。2016年10月には、金

融機関が中小企業の経営改善や担保・保証に依存していない融

資にどれだけ取り組んでいるかなどを客観的に自己評価し、そ

のことを通じて取引先企業の成長や地域経済の活性化を図る

ることを目的に「金融仲介機能のベンチマーク」を策定しまし

た19）。さらに自己評価の結果を金融機関が自主的に開示する

ことも促しています。これは、同友会が取り組んできた金融ア

セスメント法制定運動で提言してきた内容と重なる点も多く

あり、長年の運動の成果といえるものです。

　地銀によるベンチマークの公表も相次いでい

ます。2月末までに地銀の約43％が公表、今後

公表予定を加えると約84％が公表すると見ら

れています。20）

　一方、人口減少、低金利の長期化などにより、

2024年度には6割の地銀が本業の貸出業務で赤

字に陥るとの試算も示されています21）。信用金

庫の本業収益も同様に悪化していることが明ら

かになっています22）。さらに、地域金融機関で

ある信用金庫の預貸率は50.1％であり、業種別

貸出額を見ると不動産業のみ増加し、貸出比率

の3分の1まで占めているなど、貸出の方向が限

定されています。23）

　そのようななか、金融機関の再編・統合が進みつつあります。

統合により寡占化が進むことによって金利上昇や地元企業へ

の融資姿勢の変化を懸念する声も少なくありません。 24）

　ベンチマークも活用して、地域金融機関と中小企業が「深度

ある対話」により相互理解を深めることで関係を強化し、地域

の発展という「共通価値の創造」をめざしていくことが求めら

れています。また経済産業省は、企業と金融機関などの対話の 

ツールとして「ローカルベンチマーク」を公表・活用を呼びか

けています。それらも視野に金融機関との関係づくりを進めて

いくことが重要です。

　民法（債権関係規定）の約120年ぶりの改正も進みつつあり、

今後、第三者の個人保証制度などが見直される予定です。信用

保証制度の見直しの論議も行われており、中小企業の立場から

大いに注目し、発信していく必要があります。

３、公正な取引慣行の実現に向けた動き

　「下請代金支払遅延等防止法」（下請法）違反の企業に対して

公正取引委員会が是正を指導したのは2015年度に5,980件と最

多。特に部品などの仕入れ代金を不当に安くする「買いたたき」

の取り締まりが増えています（図3）。25）

　政府は「『経済の好循環』実現のためには中小企業の取引条

件の改善が重要」と、下請法の運用強化などを進めています。

2016年は下請法の「運用基準」の13年ぶりの改正、下請中小

企業振興法の振興基準の50年ぶりの改正などが行われました。

これらにより、①親事業者は、原価低減要請をするとき、経済

合理性や十分な協議を欠いた要請はしないこと、②下請代金の

支払いは可能な限り現金で行うこと、③親事業者は、取引対価

の見直し要請があった場合には、人手不足や最低賃金の引き上

げなどによる労務費の上昇について、その影響を反映するよう

協議すること、などが盛り込まれました。これらは、長年の同

友会の要望の反映でもあります。このような政府の取り組みが

18）平成27事務年度　金融レポート,金融庁,2016年9月15日
19）平成28事務年度　金融行政方針について,金融庁,2016年10月21日
20）ニッキン,2017年3月31日
21）平成27事務年度　金融レポート,金融庁,2016年9月15日
22）主要100信用金庫　総資金利ざや調査,東京商工リサーチ,2016年10月11日

23）慶応義塾大学経済学部教授・植田浩史,「2017年の情勢をどう見るか」,中小企業家
　　しんぶん2017年2月5日号
24）日本経済新聞,2017年2月20日

図3.　下請法違反に対する指導件数の推移

（出典）公正取引委員会『平成27年度における下請法の運用状況および企業間取引の公正化への取組』
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実際の取引に反映されることを期待するとともに、中小企業と

しても上記の施策も活用しながら、一層価格交渉力を高めてい

くことが求められています。

４、人口減少・高齢社会と「地方創生」

　厚労省の「平成28年人口動態統計の年間推計」（2016年12月

22日発表）によれば、2016年の日本の出生数は98万1,000人で、

100万人を切ったことがわかりました。2015年の100万5,000人

から2万5,000人減少しました。出生数が100万人を切ったのは、

1899年の人口統計開始以来、初めてのこと。最高の出生数だ

った1949年の269万人に比べると、ほぼ3分の1に減少してお

り、少子化の進行があらためて浮き彫りになりました。

　加えて東京圏（東京、神奈川、埼玉、千葉）への2016年の

人口移動も転入超過が約11万8,000人と21年連続を記録。東京

一極集中が続いています。26）

　政府の人口減少対策や子育て支援の充実が一段と重要に 

なっています。子育て支援に取り組むことは、子どもの健全な

発達や人口問題の改善につながるだけでなく、経済成長にもつ

ながるという指摘もあります。東京大学名誉教授・盛山和夫氏

は、「社会保障と経済とは決して両立しないのではなく、両立

するばかりか、むしろ相互に支えあうというポジティブな関係

がある」と指摘。「そしてこれこそが、まさに『少子高齢社会

の成長戦略』の基盤をなす」と説いています。そして「社会保

障の大部分は、じつは経済活動そのものである」、「少子化対策

への財政支出は、長期的な『投資』」であり、経済の活性化を

もたらすと主張しています。27）

　京都大学大学院准教授・柴田悠氏は、ＯＥＣＤ28カ国の主に

2000年代の国際時系列データを分析。公共事業に追加予算を

投入したときの経済効果（ＧＤＰ増加額÷予算投入額）は、最

大1.1倍。法人税減税の経済効果は最大0.6倍（内閣府推計）で

あるのに対して、「少なくとも先進諸国の傾向として子育て支

援（特に保育）の政策に追加予算を投入したときの経済効果は、

実に2.3倍になる可能性が見えてきた」と指摘します。28）

　社会保障や子育て支援など、国民生活のもっとも重要な基盤

の安定・充実を最優先課題に据えることで、内需中心の自立的

な経済の好循環を構築していくことが求められます。

５、地域主体による再生可能エネルギーの 
　　利用推進を

　日本のエネルギー自給率は6％で、先進国では最も低くなっ

ています（図4）。地域経済の再生、本格的なエネルギーシフ

トの時代に向けて、政策的強化が求められます。

　2012年7月からの固定価格買取制度（ＦＩＴ）施行後、太陽

光発電を中心に再生可能エネルギーの急速な導入が進んでい

ますが、その多くは首都圏に本社を置く企業であり、地元企業

は22％にとどまっています。

　全国の自治体のエネルギー代金（電気、ガス、ガソリンな

ど）の収支は、9割が赤字です。その結果、7割が地域内総生産

の5％相当額以上、151自治体で10％以上の地域外への資金流

出を招いています。地域のエネルギー収支の赤字は、自治体の

基礎体力を奪っている傾向が明らかです（表3）。29）

　一方、地域資源である再生可能エネルギーの利用は地域主体

によって進められるべきだということを盛り込んだ再生エネ

ルギー推進条例を制定する自治体が増加しています。湖南市

（滋賀県）の「湖南市地域自然エネルギー基本条例」（2012年

9月制定）を皮切りに、現在では20以上の自治体が制定してい

ます。

　中小企業振興と再生エネルギー推進を一体として取り組む

自治体も生まれてきています。福島県の福島市やいわき市で

は、再生可能エネルギーの推進と原発依存からの脱却を謳った

中小企業振興条例を制定。いわき市中小企業・小規模企業振興

25）平成27年度における下請法の運用状況および企業間取引の公正化への取組,公正取引委員会,2016年6月1日
26）2016年人口移動報告,総務省,2017年2月1日
27）盛山和夫,社会保障が経済を強くする―少子高齢社会の成長戦略―,光文社
28）柴田悠,子育て支援と経済成長,朝日新聞出版
29）第5回気候変動長期戦略懇談会 資料,環境省,2016年1月30日

（出典）東京電力「エネルギーの安定供給をめぐる現状」

表3.　地域のエネルギー収支と平均所得

※2010年の地域経済循環分析（環境省）をベースに2013年の収支を推計
（出典）環境省「気候変動長期戦略懇談会」資料

図4.　主要国のエネルギー自給率（2012年）
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条例（2016年4月施行）では、「原子力発電に依存しない地域

社会をめざし、再生可能エネルギー関連産業の振興を図るこ

と」を条文に盛り込んでいます。

　岩手県では、中小企業振興条例に基づき制定した岩手県中小

企業振興基本計画（2016年3月28日策定）に、「再生可能エネ

ルギーの導入促進」を位置づけ、「災害にも対応できる自立・

分散型エネルギー供給体制の構築」などをめざしています。

６、多発化する自然災害

　自然災害が多発化しています（表4）。国連大学『世界リス

ク報告書2016年版』によれば、日本は自然災害に見舞われる

可能性が世界でも4位と高くなっています。インフラ整備や対

処能力、適応能力などが評価されて総合順位では17位になりま

したが、アメリカの127位、イギリス131位、フランス152位な

どに比べると、日本は自然災害のリスクが際立って高いことが

明らかになりました。30)

　戦後最大の災害となった東日本大震災は、6年が経過した現

在でも避難者数は約14万人、売上が震災直前の水準以上まで回

復している企業は約45％となっています31) 。復興需要もピー

クアウトし、企業間格差も広がっています。さらに福島県では

除染や長期の廃炉作業、風評被害対策、帰還問題なども引き続

き大きな課題となっています。

　全国が災害の時代に入り、被災していない地域もすべて「未

被災地」という意識を持つ必要があるといわれています（第1

章第4節参照）。

　福島同友会が行った「震災・原発事故から5年を検証する」

アンケート結果のまとめ（福島大学経済経営学類教授・西川和

明氏）では、災害の時代を乗り越える上での重要な教訓が示さ

れています。

　アンケートの記述欄には「従業員のおかげで震災直後の大変

な時期を乗り切ることができた」との趣旨の記述が多く見られ

ました。特に、「原発事故直後には放射能汚染が心配されたの

で従業員には遠くに避難するように指示したが、社員は自分の

意思で出社して来てお客さんへの対応をしてくれた」という意

見のように、経営者と従業員との信頼関係の重要さを再認識し

た経営者が多数いました。

　西川氏は「これは、一朝一夕に芽生えたものではなく長い間

に醸成されてきたもの」と分析します。それを示すものとして、

「震災を経験した経営者として経営上のプラスになったと思

うことは何か」という質問に対して、「従業員の大切さを一層

認識するようになった」という回答が最も多いこと。そして、

「震災後の雇用対策」については、「給与削減や解雇など、リ

ストラは行わなかった」と回答する企業が8割を占めていたこ

と（図5）をあげています。

　同友会が長年追求してきた「労使見解」に基づく経営は、

「大災害の時代」を乗り切る上でも最大の保障になるといえる

でしょう。

７、急速に進展する「第４次産業革命」

　ＩｏＴ（Internet of Things）、ビッグデータ、人工知能（Ａ

Ｉ）、ロボット・センサーなどを活用した「第4次産業革命」

が、大規模に、かつ急速に進みつつあります（表5）。

　「第4次産業革命」は、社会的課題を解決し、消費者の潜在的

ニーズを呼び起こすことにより、新たなビジネスを創出しつつ

あります。ＡＩやＩｏＴによるトータルの経済価値は、日本経

済の4倍もの規模になるとの試算があります。日本のGDPは4.1

兆ドル（2015年名目GDP）ですが、例えばものづくり分野だ

けでも3.9兆ドルの変化が起きるともいわれています。32）

　一方で、既存の社会システム、産業構造、就業構造を一変さ

せる可能性があります。政府はＡＩやＩｏＴなどにより、この

30）世界リスク報告書2016年版,国連大学,2016年8月25日
31）復興の現状と課題,復興庁,2016年11月9日
32）【60秒解説】第4次産業革命 ―日本がリードする戦略―,経済産業省,http://www.meti.go.jp/main/60sec/2016/20160729001.html

表4.　最近の主な自然災害について

（出典）内閣府『平成28年版 防災白書』資料より編集 （出典）福島同友会「震災・原発事故から5年を検証する」アンケート

図5.　震災後の雇用対策について
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ままでは2030年度に最大735万人分の雇用が失われると試算。

「第4次産業革命は、人口減少問題に打ち勝つチャンスである

一方で、中間層が崩壊するピンチにもなり得るものである」と

して「日本再興戦略」の中核に「第4次産業革命」への対応を

位置づけています。33）

　技術の進歩が新たな格差や貧困の拡大につながらないよう、

社会全体の向上に結びつくような全体像を描くことが求めら

れています。また政府も「第4次産業革命をわが国全体に普及

させるカギは、中堅・中小企業」と位置づけており、中小企業

が的確に対応していくための政策的支援が重要となっていま

す。

　自動車産業は自動車自身のＡＩ化、電気自動車（ＥＶ）化が

進む中で、従来の自動車メーカーの競争・協力関係から、さま

ざまな産業にまたがる生産体制に変化しています。こうした産

業構造の変化が今後さまざまな業界で起こる可能性がありま

す。34）

　「第4次産業革命」をめぐる動向を注視し、各業界や地域への

影響を見極め、異業種・異分野の企業・外部資源との連携も視

野に対応を図っていくことが大きな課題となっています。

８、平和をめぐる課題

　世界各地で内戦や紛争、テロが頻発し、北朝鮮の核武装化、中

国の海洋進出など緊張の高まる状況も生まれています。そのよ

うななか、2014年には「武器輸出三原則」を撤廃して「防衛

装備移転三原則」を閣議決定、2015年には安全保障法制が成

立し、それに基づいて自衛隊の新たな任務として加わった「駆

けつけ警護」が実施されるなど、日本でも平和をめぐってさま

ざまな動きが進められ、そのあり方が論議されています。

　さらに大学などの研究機関での軍事研究を促進する助成金

制度をめぐり、科学者の国会とも呼ばれる「日本学術会議」

で、あらためて「軍事目的のための科学研究を行わない声明」を

出すなど、約50年ぶりに学問と軍事をめぐっても議論が行われ

ました。

　今年は日本国憲法公布から70年の年。戦前戦後の歩みの中で

築かれてきた「平和の中でこそ中小企業は繁栄する」という教

訓、「日本経済の自主的・平和的繁栄をめざす」という同友会

の理念を踏まえ、それぞれが会員の思想信条の自由を尊重しつ

つ「平和の主体者」として学び考える機会を広げていくことが

求められています。

33）日本再興戦略 2016―第４次産業革命に向けて―,2016年6月2日閣議決定
34）慶応義塾大学経済学部教授・植田浩史,「2017年の情勢をどう見るか」,中小企業家しんぶん2017年2月5日号
35）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）,中同協,2011年発表など
36）循環型地域づくりに向けた検討会 資料,環境省,2014年10月30日
37）「地域経済循環率」＝生産（付加価値額）÷分配（所得）。詳しくはＲＥＳＡＳ（URL：https://resas.go.jp/）参照
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　　　　　中小企業憲章を軸に
　　　　　日本経済の質的転換を

１、日本経済の発展方向

　日本の社会・経済は、少子高齢化・人口減少、経済の低成

長、社会保障費の増大、巨額の財政赤字など、多くの課題に直

面しています。とりわけ地方においては、日本全体の課題を先

取りする形で、人口減少、地域経済の 疲弊 、中心市街地の空洞
ひへい

化、地域コ ミュニティの弱体化、公共交通の衰退と 

いった問題が顕在化し、自治体消滅の危機が取り沙汰されてい

ます。 

　そのような中で地域を維持・発展させるためには、資金やモ

ノが地域内で繰り返し投資され、雇用も生み出すような地域循

環型の経済をつくっていくことが重要であるということを同

友会は提起してきました。35）

　最近では、政府も「従来の経済循環構造を前提とした経済シ

ステムでは成長が困難になっている」と分析、「多くの地方

（地域）では、経済循環がうまく機能せず、生産、分配、支出

（消費、投資）の各場面で、外部に所得が流出し、地方の家計

や企業での所得増加につながっていない可能性がある。製造業

や建設業が停滞するなか、地方では従来の経済構造を改善して

いく必要がある。そのためにも、地域の経済循環構造を再構築

し、地域の活性化を図る必要がある」と地域循環型経済づくり

の重要性を指摘しています。36）

　経済産業省でも環境省「循環型地域づくりに向けた検討会」

の論議を受けて、同検討会が開発した地域経済循環分析システ

ムを地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）に搭載し、その活用

を図っています。そこでは各都道府県や市町村ごとの地域経済

循環率が示されるようになっています。同システムでは、「地

域経済循環率」は、地域経済の自立度を示している（値が低い

ほど他地域から流入する所得に対する依存度が高い）としてい

ます37）。都道府県ごとの地域経済循環率を見ると、100％を超

えているのは7都府県のみで、大都市圏への一極集中傾向がこ

表5.　第1～4次「産業革命」の概要

（出典）日本経済新聞　2017年1月5日

第3節



22

こにも現れています（表6）。

　地域循環型経済をつくるためには、中小企業の役割が重要で

す。「企業誘致に頼らず、地場産業や地域内の中小企業が内発

的に発展することにより、グローバル経済の変動に対しても強

じんな、足腰の強い安定的な経済が実現」38）できるのです。

　「日本経済ビジョン」では、日本経済の発展方向として、 

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（食料・エネルギーの自給率向上なども含む）、

③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、

などの7つを提起しています。

　いくつかの同友会では、地域経済ビジョンづくりに取り組む

ところも出てきています。今こそ日本経済と地域経済のビジョ

ンを大いに語りあい、憲章の理念を実現する社会づくりを進め

ていきましょう。

２、同友会型企業づくりで日本と地域の再生を
　地域の疲弊化が進む一方、地域経済を担うさまざまな主体が

連携し、地域振興に取り組む動きが広がっています。その大き

な一翼を担っているのが、中小企業振興基本条例の制定・活用

を進める中小企業家の運動です。

　1979年に東京・墨田区で初めて制定された中小企業振興基

本条例は、1999年の「中小企業基本法」改正（地方自治体が

中小企業政策を策定し実施する責務を明記）を背景に、中同協

が中小企業憲章・中小企業振興基本条例制定運動を提起した

2003年7月（中同協第35回総会）以降、全国に大きく広がりま

した。2003年以前の条例制定自治体は1県15市区でしたが、今

では43道府県218市区町村（5月19日現在）にまで広がりを見

せています。中小企業家の主体的な努力があったことはもちろ

ん、時代が地域の存続のために中小企業の力を求めていた、と

もいえるでしょう。

　さらに、2010年の中小企業憲章の閣議決定を機に、条例制

定運動の機運は全国各地で一層高まり、内容的にも大企業や金

融機関、教育・福祉、さらには労働団体の役割を明記したり、

地域内経済循環や農商工連携、再生エネルギーの推進、防災条

項を盛り込んだり、また公契約条例を併せて制定するなど、質

的な深化も見られます。

　実践面でも確かな前進を刻んできています。宮城県の南三陸

町は、東日本大震災で事業所の67％が全壊と大きな打撃を受け

ました。その南三陸町で震災復興の柱に据えたのが中小企業振

興基本条例の取り組みです。「町長と行政と中小企業と町民と

が横串を一つにして、一体化した関係の構築が必要」と、同友

会や商工会が中心となって実態調査や条例制定を進める中で、

多くの会員が新しい街づくりに勇気と覚悟を持って取り組み

始めています。

　そして南三陸町の調査から明らかになったことは、経営指針

や社員教育、金融機関との信頼関係づくりなどに取り組んでい

た企業は、震災後の業績も向上しているということでした。39）

　世界的に政治・経済の不透明・不安定な状況が高まっていま

すが、そのような中でこそ、同友会の仲間と学びあい、長年の

同友会運動の歴史の中で積み上げられてきた企業づくり、地域

づくりの実践に取り組むことこそ、最も確かな「激動への備え」

となるといえます。そのことに確信を持ち、企業と同友会での

実践にまい進していきましょう。

38）循環型地域づくりに向けた検討会　資料,環境省,2015年1月23日
39）中同協 第97号,P58～67,2016年10月25日／企業環境研究年報 第21号,P41～94,2016年12月30日

表6.　都道府県別　地域経済循環率

（出典）経済産業省「RESAS」より作成、データは2010年）
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はじめに

　今年度は日本中小企業家同友会（現東京同友会）が創立され

て60年、2年後の2019年には中同協設立50周年を迎えます。同

友会はその創造的実践によって時代とともに発展を遂げてき

ました。大きな時代変化が予想される中で、新たな時代の羅針

盤となる運動が期待されています。次年度に向けた活動のポイ

ントは以下の6点にまとめられます。

①財務・労務など、経営者としての経営の基本を理解し、経営

の現状を正確につかむ取り組みが必要です。財務の数値の見

方や労使見解に基づいた労務問題などの学びの場をつくり

ましょう。

②経営指針に10年ビジョンを掲げ、「企業変革支援プログラム」

も活用して、現状を科学的に捉え、事業承継やＢＣＰととも

に、課題解決を全社で計画的に進めていく取り組みになるよ

うにしましょう。

③生産年齢人口が減っていくなか、人材確保難はさらに強ま

り、若者に選ばれる企業づくり・地域づくりに向けた取り組

みが大切です。人材採用・育成へ向けて大学・学校や自治体

などとも連携し、地域づくりの課題として誇り高く取り組み

ましょう。

④2019年中同協設立50周年まであと2年です。2019年度中に5

万名となるよう、会員増強を計画的に取り組みましょう。同

友会の魅力を外部発信し、「増やす人」を増やし、増やせる

仕組みをつくりましょう。

⑤地域資源を掘り起こし、エネルギーシフトに取り組み、「企

業づくりは地域づくり」という観点で、「地域」と自社のか

かわりを経営理念に盛り込むなどの取り組みが大切です。中

小企業振興基本条例運動を推進するとともに、自治体などと

の外部連携を強化していきましょう。

⑥役員・事務局の世代交代への計画的対応を進め、財政的・組

織的基盤の整備とともに、育成のために「同友会理念」や同

友会がなぜできたのかなど、歴史認識の継承をしていくため

の系統的な学びの場をつくりましょう。

第3章 　本年度の課題と活動方針

　　　　　企業づくり

１、「労使見解」を学び、経営者の姿勢の確立を

（1）「労使見解」を「経営に生かす」とは

　1975年に中同協が発表した「労使見解」から学ぶべき点は、

①経営者の経営姿勢の確立、②経営指針の成文化と全社的実践

の重要性、③社員を最も信頼できるパートナーと考え、高い次

元での団結をめざし共に育ちあう教育を重視、④経営を安定的

に発展させるためには、外部環境の改善に労使が力を合わせて

取り組む、の4点にまとめることができます。「労使見解」を学

び、同友会のさまざまな場面で自らの経営実践をもとに問いか

けあい自社の経営に生かしていきましょう。中同協では『人を

生かす経営』パンフレットを改訂します。

（2）財務・労務など経営の基本を学ぶ

　よい経営を実現するためには、明確な財務状況の理解が出発

点になります。そのためにはまず決算書の意味を理解すること

が大切です。そして、適切な財務分析を行い、財務計画を立て

るためには正確な決算書の作成と決算書の正しい読み方、対策

の立て方ができる必要があります。また、労務管理に関係する

労働法令などを「労使見解」の精神に基づいて正しく理解し、遵

守しましょう。

　同友会ではこれら経営の基礎的な学びの場をつくり、強じん

な経営体質の確立へ向けた活動を進めましょう。

　中同協では、経営の基本と新入会員が同友会で何をどのよう

に学ぶのかを示す同友会の小冊子作成の検討を始めます。

（3）組織的経営をめざそう

　経営指針を確立し、社員を雇用して社員をパートナーとして

経営を進めていく「組織的経営」をめざすことが課題となって

います。起業まもない方、後継者、小規模企業、業種ごとの学

びの場を設定するなど強じんな経営体質の確立へ向けた活動

を進めましょう。

２、「人を生かす経営」の総合実践

（1）経営指針の実践で成果の出せる企業づくりを

　中同協では企業における経営指針の実践を「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」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、運用を広げる

こと」としています。

　企業において経営指針を実践する過程では、経営指針を社員

と共有し、計画に沿って労働環境の整備も行いながら仕事を進

めます。その中で人材採用・育成を行い、社長も社員も共に育

第1節
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ちあう社風をつくることで、自覚と誇りに満ちた社員が育ち、

付加価値の高い仕事をしていくことができます。これら一連の

取り組みを「人を生かす経営」の「総合実践」としています。

　「労使見解」をベースにした経営指針成文化と実践運動の推

進で、「経営者の自己変革」を促し、10年ビジョンを社員とと

もにつくり、労使が高い次元で団結できるような企業を増やし

ましょう。

　各同友会では、実態に合わせて、開催要項などを工夫しなが

ら多くの会員が参加できるよう活動を広げましょう。また、『経

営指針成文化と実践の手引き』を積極的に普及・活用し、経営

指針の成文化と実践の運動をさらに広げていきましょう。

（2）企業変革支援プログラムの活用の推進

　経営指針の実践を進める上で、企業変革支援プログラムの活

用は不可欠です。企業変革支援プログラムは同友会が長年培っ

てきた企業づくりにかかわる同友会の「三つの目的」「労使見

解」「21世紀型企業づくり」などから経営者への要求項目を整

理してまとめ、経営成熟度を自己診断し、経営課題を明確にし

て、対応すべき方向性を導き出すものです。『企業変革支援プ

ログラムステップ1・2』の学習会なども開催しながら活用の推

進を図り、経営指針の実践につなげましょう。ステップ1に関

しては、e.doyuにデータ登録することも推進しましょう。

（3）就業規則の作成と見直しを

　同友会がめざす「人を生かす経営」とは、社員が生き生きと

目標を持って自主的に働くこと、そして働く中で成長すること

です。そこには経営者と社員の信頼関係の構築が不可欠です。

そのためには就業規則の作成と見直しを行い、経営指針に労働

環境整備を位置づけ、社員が自主性や創造力を発揮できる企業

づくりに取り組みましょう。

　中同協経営労働委員会では引き続き「就業規則のガイドライ

ン」作成プロジェクトを設置し、実践を推進していきます。ま

たあらたなキーワードとなっている、社員の心身の健康を維持

し組織的にも健全に発展する「健康経営（※）」を併せて研究・

実践しましょう。

※社員の健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること

（4）採用と教育を一体として強い体質の企業へ

　採用難が続き、共同求人活動への参加企業が増えるなか、「採

る」だけの活動にせず、若者に魅力ある中小企業となるなど共

同求人活動の理念をきちんと理解し、広げることが重要です。

また、社員教育活動を「企業のための人材育成」にとどめず広

い視野に立ち、企業の内外に共に育ちあう土壌をつくる活動と

して取り組みましょう。共同求人と社員教育の活動は、経営指

針の実践の場でもあります。よい会社をつくり、定期的に採用

できる企業をめざし、経営者と社員も共に学ぶ場とすることが

重要です。採用活動においては若者に選ばれる企業づくりをめ

ざし、昨年施行された若者雇用促進法にも対応しましょう。

　また、社員教育においては社員一人ひとりが自分の人生を問

い続け、深く考え、学びあい、社員自身が自分の歴史をつづる

主体者として思い描く人生を実現できる学習権の考えを生か

し、それを可能にする企業づくりを進めていきましょう。

（5）地域の人育てを学校とも連携して

　生産年齢人口の減少がますます進み、人材不足は深刻な経営

課題です。今後も減少傾向は変わらず、企業にとっても厳しい

状況が続きます。しかし、雇用の7割を担う中小企業は、地域

を支える存在でもあります。

　学校などとも連携しながら、中小企業の魅力や働く喜びを若

者に伝える場を設け、インターンシップなどにも積極的に取り

組みましょう。また、大学だけでなく、小・中・高等学校など

でも勤労観、職業観を育む場を提供することに取り組みましょ

う。

　中小企業で働く若者が増えることは、地域の存続と企業の発

展につながります。そのためにも地域になくてはならない魅力

ある企業をめざしましょう。

　中同協では、2004年に発表した「私たちの考えるインター

ンシップ」を、現状を踏まえながら議論し改訂します。

（6）障害者問題の関心を深め、取り組みの輪を広げよう

　障害者や就労困難者を取り巻く問題に取り組み、障害者雇用

や多様な働き方を実践するなど、すべての企業でだれもが人間

らしく働ける企業づくり、生活できる地域づくりに取り組みま

しょう。そのためにも、①障害者問題について関心を深め、障

害者雇用の取り組みの輪を広げる運動として発展させていき

ましょう。②だれもが共に育ちあいその能力を発揮できる質の

高い職場環境をめざす人を生かす経営を総合実践しましょう。

③地域の行政や他団体とも連携して、就労困難者の支援に取り

組む共生社会の実現をめざしましょう。

（7）女性の力を活用する企業づくりを推進

　世界の男女平等の度合いを指数化した世界経済フォーラム

の2016年版「ジェンダー・ギャップ指数」において、日本は

144カ国中111位と2015年の101位から順位を下げ、日本におけ

る女性の活力推進が課題となっています。　

　2016年4月に女性活躍推進法が施行されましたが、日本では

依然として家事や育児、介護の負担は女性の方が大きいという

実情があります。女性といってもさまざまな境遇の人がいます

が、性別役割分業に対する意識改革を進め、女性が安心して働

くことができ、その力を存分に発揮できるような企業づくりを

推進していきましょう。そのことで、多様な人々に対応した新

しい仕事と働く場をつくり出していくことにつながります。

３、仕事づくりと企業体質の強化をめざして

（1）付加価値を高める

　同友会会員間のビジネス交流や大学や研究機関・金融機関な
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どの外部資源の活用で、市場を広げ、強みを引き出しあえる場

を設けましょう。付加価値を高められる企業をつくるためには

企業連携による新しい仕事づくりにも挑戦しましょう。

（2）後継者問題への取り組み強化を

　2016年の帝国データバンクによると国内企業の3分の2にあ

たる66.1％が後継者不在という調査結果が出ており、2015年の

調査では、休・廃業する企業の76.8％が後継者不在との結果を

見れば、後継者づくりは重要な経営課題です。

　単なる社長交代や後継者への引き継ぎでなく、組織、金、

人、理念の継承が重要です。そのためには、経営指針に事業承

継計画を位置づけて取り組むことが必要です。

　各支部や地区での取り組みにも事業承継を学ぶ場を設け、後

継者だけでなく事業を引き渡す側も一緒に学ぶことも必要で

す。後継者や若手経営者に経営者としての自覚を促し、同友会

で学び全人格的成長を育むための活動も進めましょう。

（3）経営者保証を外し、金融庁のベンチマークの活用を

　昨年度に実施したＤＯＲオプション調査（2016年7～9月期）

では、「経営者保証ガイドライン」の名称・内容ともに知って

いるという会員企業は38.5％でした。「ガイドライン」の内容

を学び、金融機関と対等な関係づくり、とくに経営指針に基づ

く財務基盤の強化、経営情報の透明性の確保が重要です。経営

者保証を外せる企業になることをめざしましょう。また、金融

庁のベンチマークも活用し、金融機関との関係強化も図りま 

しょう。

（4）環境経営の実践を

　近年、地球環境問題に関して地球温暖化、生物多様性、自然

災害の多発などさまざまな知見が明らかになり、中小企業にお

いても取り組む必要が出てきました。同友会が1991年より方

針に掲げ、積み重ねてきた環境経営の実践や地球環境問題への

取り組みがあらためて問われる時代を迎えました。環境経営の

実践を通じた強じんな企業づくりをめざしましょう。

　中同協では、あらためて地球環境問題と中小企業の立場に 

立った対応・対策について学習をするとともに、8年目を迎え

る「同友エコ」を取り組みしやすいよう改善を図り、e.doyuを

活用した応募方法なども検討します。

　また、ＢＣＰ（事業継続計画）を学び、作成しましょう。

（第3章第4節（2）参照）

（5）国際化への対応

　会員企業の海外進出・事業展開の成果や課題に学ぶ取り組み

や現地を視察する動きが活発になっているなか、世界情勢や世

界経済なども把握しながら新たな市場として考えていくこと

が大切です。また、海外展開だけでなく、インバウンド市場な

ど新たな仕事づくりの視点で捉えることも必要です。

　中同協では、企業連携などに関する調査を行い、全国の事例

を集めます。

（6）ＩＴ・広報・情報化を駆使する企業づくりを

　中同協では2003年度より「ＩＴを駆使する経営者団体にな

ろう」と呼びかけてきました。企業づくりにおいてもＩＴを駆

使することは大変重要です。企業として対内外への広報情報化

の活動、ＩＴ活用などを経営指針に位置づけて、業務・効率改

善、販路開拓、ブランド構築などに取り組みましょう。

（7）技術革新への対応・対策で新しい仕事づくり

　ＩｏＴやＡＩ、ＩＣＴなどの技術革新が経済社会のあり方を

変えるとして、第4次産業革命の時代に突入するといわれてい

ます。

　技術革新への対応と対策を検討するとともに、中小企業経営

における機会と脅威の両面を学び、新しい仕事づくりにつなげ

る可能性を模索しましょう。（第2章第2節7参照）

　　　　　
地域づくり・経営環境改善

　　　　　（憲章・条例推進運動）
１、「地域と共に歩む」同友会運動の姿を 
　   地域のすみずみに発信しよう

（1）地域の未来の展望につなげよう

　地域社会が抱える問題が深刻さを増し、「トリクルダウン」

式の経済政策は効果が見えず、これに代わる解決策が待たれて

います。この間の取り組みの中で「中小企業は地域のインフラ」

との認識が社会的に広がっていることは重要です。主体的な企

業づくりで「地域と共に歩む中小企業」を実践する同友会の姿

を発信し、地域の人々と交流を広げ、同友会理念を地域に広げ

ましょう。地域経済の活性化をめざし、自治体や地域の人々と

ともに地域の未来を考える機会を持ちましょう。

（2）元気な地域をつくる連携を広げよう

　地域を元気にしようと、団体・行政・金融・教育・報道など

さまざまな分野で連携が広がっています。「人口減少」への対

策や、若者や子どもたちの育ち・暮らしの支援が社会的課題に

なっています。企業の採用と教育にとっても対応が避けて通れ

ません。地域の教育を支援し、働ける場づくりに取り組むと同

時に、生徒・教員・保護者が、中小企業で働き、生きる意味と

価値を理解できるようキャリア教育支援に取り組みましょう。

人間が働き、育ち、生きる場としての中小企業に自信を深め、地

域を担う「地域企業」として、地域づくりを企業課題と捉えて

取り組みましょう。

第2節
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２、中小企業振興基本条例の制定と活用を

（1）条例制定の目標を立て、実現や活用に向けた計画を

　中小企業振興基本条例の制定や活用に取り組む中で、会員を

増やし、同友会がめざす企業づくりを広げることが地域を元気

にすることにつながるとの確信が深まっています。各同友会で

条例制定や条例活用の目標を立て、計画的に取り組みましょ

う。小規模企業を位置づけて取り組むことも大切です。地域の

特性や状況に応じた多様な条例が現れてきていますが、「実態

調査」「条例制定」「振興会議」を一体にした取り組みが有効で

あることが教訓化されています。これから取り組む同友会では

先進事例を参考にし、県内での成功事例をつくることに挑戦し

ましょう。「3つの課題と4つの柱」に取り組みましょう。（第1

章第2節4 参照）

（2）中小企業憲章・条例推進月間に全同友会で取り組もう

　中小企業憲章・条例推進月間を、行政・他団体・議会などの

関係者とともに地域づくりと中小企業の発展を考え、中小企業

振興基本条例を推進する場と位置づけ、すべての同友会で取り

組みましょう。その際になぜ同友会がこのような取り組みをす

るのか、同友会の理念や歴史に学ぶことも大切です。中同協は

中小企業憲章・条例推進月間キックオフ会議を成功させます。

中同協中小企業憲章・条例推進本部会議には多くの同友会が参

加して交流しましょう。

（3）「地域経済ビジョン」の先進事例に学び、作成に着手を

　中小企業憲章や中小企業振興基本条例の立場から日本社会

の抱える課題を捉え、解決の展望を考えるために作成した「中

小企業の見地から展望する日本経済ビジョン　改訂版（案）」

（討議資料）の学びを広げましょう。中同協は同ビジョンの

「参考データ・資料集（案）」の整備を進めます。

　「日本経済ビジョン」の学習を深め、同友会として「地域経

済ビジョン」づくりに着手しましょう。

３、金融機関との連携を強めよう

（1）「金融仲介機能のベンチマーク」をもとに金融機関と対話を

　金融機関との連携が着実に広がっています。金融庁の行政方

針転換と金融仲介機能のベンチマークは金融環境改善の重要

なチャンスです。各金融機関のベンチマーク実践状況を調べ、

実践を求めて金融機関と対話しましょう。今回の金融庁の方針

は同友会が提言してきた金融アセスメント法制定運動（第1章

第2節3参照）の貴重な成果です。金融環境改善に向けた同友

会の取り組みをあらためて学び、その実現をめざして取り組み

ましょう。

　中同協はベンチマークを実践する金融機関の事例を踏まえ

て金融庁と懇談するなど推進のために取り組みます。

（2）公平・公正な税制実現に向けた学習と議論を

　公平・公正な税制実現に向けて、リーフレット『公平な税制

をめざして』を改訂します。感想や議論した内容をまとめ、中

同協に寄せましょう。会内で専門家を招いた学習会を開催した

り、リーレットを活用して経営者だけでなく社員や家族ととも

に学びと議論を広げましょう。

　「外形標準課税適用拡大」など不公平な税制に対して引き続

き声をあげましょう。中同協は定時総会や全研で税制・財政の

分科会を設置して学びを広げます。消費税は2019年10月に

10％に再増税、同時に複数税率の導入が計画されています。中

小企業の立場から、日本経済を活性化する望ましい税制につい

て検討しましょう。

４、調査・政策提言・広報の連携強化を

（1）調査をもとに政策提言し外部発信を

　景気や経営の同友会での実態調査に基づき、政策提言を行い

外部発信する同友会が増え、地域での存在感が高まっていま

す。調査をもとに政策提言しそれを外部発信することを一体に

捉えて取り組むこと、特に調査と政策提言については担当組織

と担当者を決め、体制を組んで取り組むこと、行政や報道機関

との意見交換の場づくりに取り組むことが前進のカギです。

「中小企業が地域の未来をつくる」スタンスで、中小企業の社

会的重要性が理解されるよう、自主的な企業づくり・地域づく

りを展開する同友会運動の姿を発信しましょう。

（2）調査をもとにした政策提言活動と事務局のレベルアップを

　中同協企業環境研究センターではDORで景気実態の把握と

発信に努めることとあわせ、オプション調査でその時々の経営

課題に焦点をあてた調査を行い政策提言、企業づくりと連携を

高めます。人材確保が経営課題となるなか、今年度は「採用と

社員教育」特別調査に研究者の協力を得て取り組みます。中小

企業憲章・条例推進運動、政策活動の前進に向けて、事務局が

学び、成長する環境づくりが重要な課題です。

　中同協では、政策担当事務局員研修交流会を今年度も開催し

ます。

５、平和をめぐる問題について学びと議論を広げよう

　中同協総会や全研で平和をめぐる分科会、「戦争と中小企業」

をテーマにした分科会を引き続き設けて学びと議論を広げま

す。同友会会員として一人の国民としていま戦争と平和をめぐ

る問題の議論が避けられないとの認識に立ち、さまざまな立場

の見解があることを踏まえ、お互いに尊重しながら議論を尽く

せるよう取り組みましょう。
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エネルギーシフトの

　　　　　学習と実践を
１、環境経営・省エネ・省資源を進めよう
　　―「企業づくり・仕事づくり」の視点

　エネルギーシフトに取り組むためには、経営指針にエネル 

ギーや環境に関する方針を掲げ実践することが重要です。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。その最初のステップとしての「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。再生可能エネルギーなど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・条例運動とともに推進しよう
　　―「地域づくり」の視点

　エネルギーや資源の地域循環や地消地産を意識して実践を

進めましょう。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、法律や制度などの学習を進めましょう。エネルギー

を地域の中でつくり使うことで雇用も生まれ地域の中で回り

始めます。エネルギーシフトを中小企業振興基本条例運動の具

体的な取り組みの方向として位置づけるほか、日本版「首長誓

約」（※）も要望していくことも視野に取り組みの輪を広げて

いきましょう。

（※）首長のイニシアティブで「エネルギーの地産地消」「温室効果ガス

の大幅削減」「気候変動などへの適応」の3つの取り組みを誓約し推進す

ること。

３、リサイクルの推進・地域資源の活用
　　―「暮らしづくり」の視点

　エネルギーや地球環境の問題が深刻化し、今後より厳しい環

境基準やエネルギー効率の基準が設けられ対応・対策が必要と

なります。安心・安全・環境を意識し、リサイクル・リデュー

ス・リユースに取り組みましょう。ゴミやCO2を出さない商品・

製品・技術・サービスを意識して、暮らしづくりに貢献しま 

しょう。会員間の企業連携、同友会と外部の連携も進めるとと

もに、学習と実践を深め、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、中小企業の声を発信しよう―「国づくり」の視点

　今後世界では、CO2の排出削減に対して非常に強力に推進し

ていくことになります。エネルギー問題と気候変動のCO2排出

削減政策と技術革新があいまって、中小企業に多大な影響を及

ぼす可能性があります。中小企業家としてのエネルギーや地球

環境問題に関する見解を持つための学習を深めていきましょ

う。また、「国づくり」に果たす中小企業の視点から、エネル

ギー問題や地球環境問題に対して、政策要望など中小企業の声

をあげていくことが重要です。

５、「中小企業家エネルギー宣言」を広めよう
　　―「同友会づくり」の視点

　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。同友会として、エネルギーシフトの学習と討議を

進め、実践する仲間を増やし、外部との連携を図りながら広げ

ていきましょう。また「中小企業家エネルギー宣言」の学習・

実践を広げましょう。

　中同協ではハンドブック『エネルギーシフトが新しい経済社

会をつくる』の普及に努め、エネルギーシフト推進協議会（経

営労働・地球環境・企業連携・政策）での連携を進めるととも

に、学習と実践に向けての取り組みを強化します。

　　　　　大震災からの復興と
　　　　　自然災害への対応・対策を
１、大震災を「風化」させず、教訓を生かそう

　東日本大震災から6年を迎えました。被災地の同友会の仲間

たちは、震災・津波・原発事故・風評被害というなか、たゆま

ない努力を続け、逆境に力強く立ち向かっています。震災によ

り被害を受けた地域や産業の復興のみならず、原発事故により

絶たれた歴史、文化を取り戻し、未来をつくりだそうと懸命な

努力と実践を続けています。震災を「風化」させず、復興の教

訓を未来に向けて次世代につないでいきましょう。

　「同友会型企業づくり」で地域の再生・復興の希望となって

いきましょう。そして、今こそ中小企業憲章・条例運動を地域

に広げ、復興の光となっていきましょう。

　中同協では、東日本大震災復興推進本部研究グループ「ＲＥ

ＥＳ」の活動を継続するとともに、復興への課題の解決に向け

て取り組み、自然災害への対応・対策について検討します。

２、自然災害への対策と対応を

（1）「未被災地」として意識し対応・対策を 

　自然災害が増加しています。全国が未被災地という意識のも

と、地震・台風・豪雨・噴火・雪害などの自然災害や緊急事態

は起こることを前提として、企業・地域・同友会の中で対策と

対応を進めましょう。世界においても、地球温暖化による海面

上昇・洪水・台風の強大化・熱波・食料不足・水不足・生態系

の損失などのリスクが高まっています。（国際植物防疫条約 

（ＩＰＰＣ）第5次報告書）

第3節
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（2）事業継続計画（ＢＣＰ）を策定しよう

　企業としてＢＣＰを策定しましょう。また、地域では環境適

応計画（レジリエンス（※））を行政とともに検討することも

重要です。各同友会においても、災害に備えて対策本部を設置

するケースなどを想定し、事前に協議しておくなどしておきま

しょう。

（※）適応と緩和という意味。危機的な状況（地球環境問題、気候変動、

災害など）になったときに、防災や減災などの観点から、直接被害の緩

和、被害を受けたときの回復力、気候変動や環境変化への適応や緩和な

どの観点から自治体や地域などが検討を始めています。

　　　　　同友会づくり

中同協設立50周年（2019年）に 
向けて5万名会員達成めざそう
１、5万名の達成を確実にする組織づくりを

（1）組織強化と活性化を

　企業づくり・地域づくり・同友会づくりを一体として実践し、

組織強化と活性化に取り組みましょう。同友会の三つの目的を

総合的に実践する運動を展開していきましょう。中長期的な対

策や展望について話しあい、会員増強の目標を掲げ計画的に達

成できるようにしましょう。また、2019年5万名会員の達成の

ために、全国では年間1,000名を超える純増をめざし、組織強

化や事務局強化、ブロック活動における連携に力を入れて取り

組んでいきます。中同協では2017組織強化・会員増強全国交

流会（仮称）（2017年10月5～6日）を東京で開催し、5万名を

確実に達成するための契機とします。

（2）仲間づくりの輪を広げ、増やす力をつけよう

　顔と企業が見える仲間づくりの輪を広げましょう。 切磋琢磨 
せっさたくま

する仲間を増やしていく組織力をつけていくことが重要です。

増やす力をつけるには、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・計画を決めてリーダーを置き、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に取り組みましょう。

④ゲストを確実にフォローしていきましょう。⑤大きな行事や

記念行事などをテコに具体的な行動を起こしていきましょう。

⑥条例推進運動とともに地域内の関係機関の協力を仰ぎま 

しょう。⑦役割分担を明確に一人ひとりに無理のない活動を進

めましょう。⑧同友会オリエンテーションは確実に行いましょ

う。⑨e.doyuの活用を進めましょう。

（3）広報・情報化とe.doyu活用を

　機関紙など紙媒体の重要性をあらためて確認し、会内外への

情報発信を進め、減らない組織、増える組織づくりに取り組み

ましょう。広報・情報化の活動とともにe.doyuの会員の利用率

を高め、活用を進めて会内の情報共有を図り、組織強化を戦略

的に推進していくことが必要です。またWeb会議システムなど

の活用も図りましょう。

　中同協では、「中小企業家しんぶん」の紙面の充実を図り、

「キラリと光る小さな企業」をテーマにメールマガジン

DoyuNewsで連載をします。

（4）「情報創造」で「発信力」を高める

　同友会の「発信力」を高めて、同友会のよき理解者を増やし

ていきましょう。e.doyuを活用するなどして、会員の声や会員

企業の経営課題にかかわる情報をアンケート調査に基づいて

まとめ、同友会運動を会内や対外的に発信する「情報創造」を

進めていきましょう。中同協としては、e.doyuに全国版アン 

ケートシステムや全国交流掲示板（仮称）の導入を図ります。

（5）青年経営者と後継者の育成を

　青年経営者の会員を増やして、会の次代の担い手を育てるこ

とは、同友会を強い組織にしていくことになります。同友会と

企業の後継者、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、ビジョンに基づいて次代のリーダーとして

の全人格的な成長をめざす活動を進めていきます。

（6）女性経営者・女性会員の活力を生かす活動を

　女性部活動を通じて、企業づくりや仕事づくりとともに、組

織的運営を学び、リーダー育成にも力を入れていきましょう。

支部・地区や委員会と連携しながら、同友会運動全体にかか 

わって学びの幅を広げ、女性部ならではの視点からの提起や実

践を広げる活動などを進めて、女性経営者の仲間づくりにも積

極的に取り組みましょう。中同協女性部連絡会では、女性経営

者としての企業づくり・地域づくり・仕事づくりの実践を交流

するとともに、各同友会の女性部会活動の経験交流を行いま

す。

（7）シニア世代の活躍できる場づくり

　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

間の交流を深め、事業承継などを学ぶ場、またその経験を若い

世代との交流で生かす場づくりなども大変重要になってきて

います。それぞれの同友会の創立時の経験やシニア会員の経営

体験にも学ぶ場をつくりましょう。

２、同友会型企業を地域に増やしていこう

（1）支部・地区づくり―企業変革と地域活性化を

　支部・地区づくりでは、正副支部長・地区会長をはじめとし

第5節
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て支部・地区のリーダーが共通認識を持ち、企業変革し、地域

の活性化を担うという高い志を持って取り組むことが重要で

す。そのためには、支部・地区の役員会では、明確な組織や増

強方針を持ち、同友会の各地域におけるデータなどを科学的に

把握しながら、地域に会員の輪を広げ、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）丁寧な例会づくりとグループ討論を

　同友会は悩みや課題を持つ経営者が、相互の経営体験を交流

し、謙虚に学びあうことを基礎として活動することに最大の特

色があります。同友会の例会は会員の経営体験の報告とそれを

受けてのグループ討論が基本となります。例会では会員の経営

体験報告を中心とし、報告者やグループ長の事前の打ち合わせ

なども行い、丁寧に準備しましょう。

　また、グループ討論時間を十分確保し、一人ひとりの経営課

題が本音で話せ、気づきが得られるようにグループ討論を重視

するとともに、グループ長を育成しましょう。また、例会では

ゲストの方が初めての参加でも例会やグループ討論の意義が

わかるよう司会や室長、グループ長から説明をいれるなど運営

面も工夫しましょう。知りあい、学びあう丁寧な例会づくりを

行い、仲間づくりの最適の場としていきましょう。

（3）オリエンテーションやフォローアップ活動の展開を

　同友会で何を学び実践するのかを丁寧に説明するとともに

新会員に出番をつくりましょう。支部・地区例会や新会員オリ

エンテーションへの参加を促すとともに、経営指針の成文化や

実践、求人・教育、障害者問題などの委員会や部会活動・行事

への参加を促し、丁寧に対応していきましょう。また、新会員

の経営課題に沿って研究集会やフォーラム、全国行事なども紹

介しましょう。

（4）自主的・主体的な活動の展開を

　会員自らが自主的・主体的に活動を進めていきましょう。顔

と企業が見える取り組みは会員訪問を基本として、e.doyuの活

用で効率化や情報共有を進めることも重要です。また、同友会

らしい活動の進め方や組織運営を学び、同友会の組織運営を会

社で生かし、企業を成長させていきましょう。

（5）大都市部・地方都市での会員増強

　大都市部や地方都市などの人口密集地・企業集積地の会員増

強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。企業づくりを学べる場を増やし、対外発信を積

極的に推進し、外部との連携を深め、同友会の存在を高めてい

きましょう。

（6）すべての地域に会員企業を―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21.35%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、中小企業憲章・条例運動と

ともに新支部・地区づくりを進め、持続可能な地域づくりをめ

ざし、地域に新しい仕事をつくり、雇用を創出する会員を増や

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。

既存支部・地区においても、域内の空白地域に会員を増やして

いきましょう。

（7）組織的経営と経営の基礎を学ぶ活動を

　組織的経営や財務・労務・法律・金融・税制など経営の基礎

を学ぶ場をつくりましょう。（第3章第1節1（2）（3）参照）

３、同友会のさらなる組織強化をめざそう

（1）組織強化に向けて財政強化を

　組織強化に向けて組織基盤整備とともに財政強化と事務局

強化が必要です。同友会財政は会費でまかなうのが原則です。

そのためにも、財政についての基本的な考え方（財務規定や財

務方針など）を理事会において共有し、財務体質強化と事務局

体制の強化の展望を持って、会費改定を含めて検討することも

必要です。また、「同友会財政の基本的考え方と会計処理基準

について（討議資料）」を参考にしながら、健全財政を堅持し

ていきましょう。

　中同協では財務執行状況を確認し、中同協の中期的財政方針

の「安定性」「健全性」「発展性」をもとにした運営を行いま

す。また、各同友会の財政の実態を把握します。

（2）事務局員の成長と働きやすい環境づくりを

　同友会の特徴の一つとして、会員とともに運動を担うパート

ナーとしての事務局の存在があります。会員は同友会運動を進

める主人公ですが、会員とともに理念と方針を共有し、その実

現をめざし運動を企画推進する事務局も運動の主体者です。

　同友会運動の歴史や理念を継承し、発展を支える事務局づく

りを進め、事務局員の人格が尊重され個性や能力が豊かに発揮

されるように環境を整備することは会全体の責任であり、代表

役員や事務局長が果たす役割は大きいものがあります。

　そのためには、「ともに時代を切りひらく―中小企業家同友

会の事務局について」をあらためて確認し、持続可能な事務局

となるよう、求める力量にふさわしい待遇に改善していきま 

しょう。

　中同協では、同友会運動の発展を支える各同友会の同友会づ

くりや事務局づくりを支援する組織強化費を準備しています。

また、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など諸条件の整備に取り組

めるよう検討を進めます。全国事務局員研修会（2017年7月19

～21日、東京）を開催するなど研修や交流の場をつくります。
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（3）役員会の充実と役員研修、役員の役割

　　  ―『同友会運動の発展のために』の活用を

　同友会役員は同友会の歴史や理念を学んで、人を生かす経営

を実践し、自社で成果を上げ、同友会運動にフィードバックす

ることが重要です。役員研修を数回のシリーズで継続的に実施

し、同友会運動を広める「語り部」を増やしていきましょう。

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。全国行事や中同協専門委員会・連絡

会、ブロック行事などを役員研修の場と位置づけ、他の同友会

との経験交流を積極的に行いましょう。

　また役員と事務局の役割を確認し、以下の7点に留意しま 

しょう。①会員と事務局は同友会運動の主体です。パートナー

として同友会運動を進めていく視点に立ちましょう。②同友会

理念を経営に取り入れて、発展する企業づくりをめざしましょ

う。③会運営に「自主・民主・連帯の精神」を生かしましょ

う。④役員自身が模範となりましょう。⑤同友会の果すべき歴

史的、社会的役割をしっかりと考えていきましょう。⑥企業体

質の改善と経営者としての総合的能力を高める課題を運動の

目的に置き、経営環境改善の運動と一体化して創造的に展開し

ましょう。⑦『同友会運動の発展のために』を同友会役員とし

て必読しましょう。

　中同協では、本年も中同協役員研修会を開催します。

（4）役員・事務局員の世代交代への計画的な対応を

　社会全体が世代交代期を迎えています。2017年には団塊の

世代が70歳を迎え、企業における後継者、経営幹部や技術者な

どの世代交代も重要な課題です。同友会の役員・事務局員にお

いても同様の課題があり、世代交代への計画的な対応が求めら

れます。次世代のリーダー育成に力を入れましょう。また目標

を持って女性会員を役員に登用し、成長を促すことも大切で

す。事務局の採用、幹部の育成・研修などを計画的に行い、財

務基盤の強化とともに予算上の措置なども検討していきま 

しょう。

４、全国の同友会活動・ブロック活動を強化し
　　連帯を広げよう

　全国の同友会活動・ブロック活動を強化し連帯を広げていき

ましょう。中同協と各同友会の機能を補完する組織として地域

ごとの「ブロック」に分けています。ブロック活動は次のよう

な役割を果たしています。①地域の近接する同友会役員同士が

交流し、学びあい、同友会を質量ともに強化する契機としてい

ること。②全国的課題を実行するための論議と経験交流の場と

していること。③必要に応じてブロック内の同友会間で相互連

携や協力を行うことです。

　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、

近くで学べるよさを生かしながら、それぞれの同友会運動に役

立つ活動を推進しましょう。代表者会議、支部長交流会、事務

局研修などで交流を深めていきましょう。各同友会の増強目標

を確認しあい、ブロック全体で連携し会員増強を盛り上げてい

きましょう。

　中同協では中同協第49回定時総会（2017年7月6～7日、愛知）

を開催します。中小企業問題の研究とともに、「人を生かす経

営」の実践を推進するため、第48回中小企業問題全国研究集会

（2018年2月8～9日、兵庫）を開催します。

５、中同協設立50年（2019年）に向けて

（1）同友会運動の総括と展望を論議しよう

　日本中小企業家同友会が1957年に設立され60周年を迎えま

した。あらためて同友会運動の歴史と理念を学びましょう。中

同協設立50年に向けて「50年史」編さんのための準備を進め

ます。また、中同協の各委員会・連絡会ではそれぞれ活動の歩

みをまとめるとともに、教訓や今後の展望を論議するなど、全

国の同友会運動の 糧 としていきましょう。
かて

（2）中同協50周年プロジェクト

　中同協設立当時約700名の全国の会員数は、5万名を展望す

るまでになり、地域からの期待も高まってきています。中同協

として設立50周年プロジェクトを幹事会のもとに置き、中同協

設立に尽力した5同友会2準備会の経験をもとに、50周年の行

事が全国の運動の前進に資する内容となるよう検討します。

むすびに

　経営環境の大きな変化は中小企業にますます多くの課題を

突きつけています。同友会運動の歴史は「日本経済の真の担い

手は、中小企業である」との自負と誇りを胸に、自助努力の旗

を高々と掲げ、自立型企業をめざして経営環境改善や経営課題

に果敢に取り組み、生き抜いてきた中小企業家の足跡でもあり

ます。日本中小企業家同友会創立60周年という節目の年に、な

ぜ同友会は「自主」にこだわるのかなど、歴史と理念を学ぶ契

機としましょう。

　また、経営者として同友会運動に携わることで成長し、実践

すれば会社がよくなることに確信を持ち、一人で悩んでいる経

営者に積極的に入会を呼びかけましょう。

　新年度も同友会で学ぶ仲間を増やし、豊かな地域となるよ

う、努力してまいりましょう。
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＜実践事例①～40 ＞

第1節　企業づくり
２、強じんな企業をつくる「人を生かす経営」の総合実践

　（1）「労使見解」をもとにした経営指針の実践を推進

 【実践事例①：埼玉】経営指針セミナーは組織経営を学ぶ場

　（2）企業変革支援プログラムの活用

 【実践事例②：香川】「企業変革支援プログラムステップ1」普及の取り組み

　（4）労働環境の整備と就業規則の見直し

 【実践事例③：大阪】生き生きと働ける職場づくりに向けたワークショップ開催

　（5）地域で若者を育て、地域に若者を残す活動

 【実践事例④：宮城】高校生を主な来場対象に「就職ガイダンス」を開催

　（6）障害者問題について関心を深める

 【実践事例⑤：広島】「企業参観日」と「企業見学バスツアー」―特別支援学校との連携

　（7）女性の活力推進で企業づくり

 【実践事例⑥：岡山】女性リーダーの育成と創業支援を目的に「女子大学」を開講

３、新たな仕事づくりと企業体質の強化へ

　（1）付加価値を高める企業連携

 【実践事例⑦：富山】自社の強みや魅力を発信！同友フェスタ2016

　（5）後継者問題への対応

 【実践事例⑧：福岡】事業承継塾（全6講）の開催

　（6）ＢＣＰ（事業継続計画）の学びの場づくり

 【実践事例⑨：京都】「災害時連携NPO等ネットワーク」に加盟

第2節　地域づくり・経営環境改善

１、「地域と共に歩む」　同友会運動への共感と期待の広がり

　（1）元気な中小企業が地域を担う

 【実践事例10 ：北海道】とかち支部農経部会「収穫感謝祭」―毎年開催で地域に親しまれる存在に

 【実践事例11 ：京都】東南フェスタ2016を開催「知ってほしい　あなたの街の元気な会社」

　（2）さまざまな分野での連携の拡大

 【実践事例12 ：長野・大阪】高等学校との連携の動き広がる

２、調査して政策をつくり広報する取り組み

　（1）調査活動をもとにした政策提言を発信

 【実践事例13 ：新潟】「中小企業家の提言」を県知事に初めて提出

 【実践事例14 ：静岡】18年間の景況調査を振り返る―中小企業振興基本条例の推進方向を探る

 【実践事例15 ：滋賀】アベノミクスの中小企業支援策に関する調査を発表

 【実践事例16 ：熊本】熊本地震の経営への影響緊急調査を実施

３、「金融アセスメント法制定運動」が金融行政方針に反映

　（1）金融機関のベンチマーク（指標）で連携へ

 【実践事例17 ：東京】金融庁・信金幹部と「ベンチマーク」をめぐるパネルディスカッション

 【実践事例18 ：山梨】県信用保証協会と中小企業・小規模事業者支援の覚書

 【実践事例19 ：福岡】県内8信用金庫と覚書締結

 【実践事例20 ：沖縄】沖縄海邦銀行と包括連携協定を締結

（2）公平・公正な税制を求める学習の広がり

 【実践事例21 ：中同協九州・沖縄ブロック】税制に関する学習用リーフレット『公平な税制をめざして』作成

3. 中同協第49回定時総会議案　第1章実践事例・資料
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 【実践事例22 ：千葉】税制勉強会を開催―税制にも中小企業憲章の理念を

４、中小企業憲章・中小企業振興基本条例の具体化が進む

　（1）中小企業振興基本条例を軸にした地域づくり

 【実践事例23 ：北海道】恵庭市中小企業経営実態調査を受託（札幌支部―千歳・恵庭・北広島・長沼の各地区会）

 【実践事例24 ：宮城】南三陸支部が町内企業・事業所実態調査を担当―震災復興の希望ある道を描く

 【実践事例25 ：愛知】条例制定4周年記念の集い

 【実践事例26 ：長崎】大村市中小企業振興条例の人材育成部会

第3節　「中小企業家エネルギー宣言」を採択、実践に向けて
 【実践事例27 ：中同協】中小企業家エネルギー宣言採択

 【実践事例28 ：岩手】定期的に欧州視察

 【実践事例29 ：北海道下川町】振興条例とエネルギー自給率100％をめざす取り組み

第4節　大震災からの復興と自然災害への対応・対策が課題に

１、震災から6年の復興の現場に学ぶ

 【実践事例30 ：中同協】東日本大震災復興視察ツアー

 【実践事例31 ：福島】『逆境を乗り越える福島の中小企業家たちの軌跡』発刊

２、自然災害への対策と対応を

（2）熊本地震への対応

 【実践事例32 ：熊本】熊本地震から1年

第5節　同友会づくり

１、5万名を展望する組織づくり

 【実践事例33 】最高会勢の16同友会

　（2）組織強化と会員増強が進展

 【実践事例34 ：福島・千葉】最高会勢を更新

　（3）広報・情報化・e.doyu活用が組織強化に

 【実践事例35 ：長崎】e.doyuの活用と自主運営の取り組み

２、同友会運動を広げる取り組み

　（2）丁寧な例会づくりが重要に

 【実践事例36 ：新潟】本質論議を積み重ね、丁寧な支部づくり

　（3）自主的・主体的な活動の展開が会員増強に

 【実践事例37 ：愛知】自主的・主体的活動で4,000名に

　（6）青年部会、女性部会の活動やリーダー育成

 【実践事例38 ：岐阜・静岡】青年部が続々と誕生

３、さらなる組織強化と活性化に向けて

　（4）同友会役員の責任と役割

 【実践事例39 ：滋賀】『同友会運動の発展のために』を読み合わせ―新会員オリエンテーションで活用

４、全国行事（総会・全研）とブロック活動

 【実践事例40 ：中同協】中同協四国ブロック連携交流会
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【実践事例①：埼玉】経営指針セミナーは組織経営を学ぶ場

　埼玉同友会の経営指針セミナーは全９講座を半年かけて行っています。グループ制を導入し、受講者と委員会スタッフそれぞ

れ3～4名で構成されています。セミナー受講時には、受講者・スタッフ全員が受講動機や自社の課題などを提出し、スタッフも

ボランティアではなく、自社の経営を見直す場として位置づけています。

　2012年に当時の委員長が「経営指針セミナーは組織経営を学ぶ場」ということを提起し、このころから「労使見解」を第1講

でしっかり学び、どのような企業づくりを進めていくかというセミナーに変わっていきました。セミナー最終講の発表会の際は、

共同求人委員会、社員教育委員会の委員長が活動紹介を行い、修了者が新卒採用や社員教育に取り組むことを促進しており、新

卒採用に取り組み始める企業も増えてきています。

【実践事例②：香川】「企業変革支援プログラムステップ1」普及の取り組み

　香川同友会は、「企業変革支援プログラムステップ1」のe.doyu登録数日本一を目標に掲げ、登録推進に取り組みました。

「経営指針を創る会」での普及にとどめず、各専門委員会や支部、青年部、女性部にも呼びかけを行うことで取り組む役員を増

やし、その担当組織ごとに広げていきました。具体的には、SNSを活用した進捗状況の発信と登録推進の呼びかけ、複数人から

の電話依頼による登録への意識づけがこの運動の成果につながりました。

　今後は、ステップ1に登録する会員をさらに拡大し、セルフアセスメントを通じて「気づき」を得て、さらにステップ2で深堀

りする取り組みを進めます。また、政策委員会とも連携して登録データの分析結果を外部発信することも検討しています。

【実践事例③：大阪】生き生きと働ける職場づくりに向けたワークショップ開催

　大阪同友会は、大阪労働局の雇用環境・均等部の応援を得て「生き生きと働ける職場づくりに向けたワークショップ～残業時

間を減らして業績アップを～」を4回開催してきました。参加者は、事前に自社のセルフチェックを行います。当日は、この分

析結果も踏まえて、労働局の働き方・休み方改善コンサルタントを交えて話しあい、残業と有給休暇の取得について①自社の現

状、②めざす姿（ゴール）、③今できていない原因、④アクションプランという4項目を書き出し、ワークショップ終了と同時に

自社での改善に着手します。

　この制度の優れている点は、終了後、数カ月にわたってコンサルタントが会社訪問し、現場での助言・援助が得られることで

す。このワークショップの受講を機会に社内の担当者を中心に取り組みを進め、生産性を20％向上させ、残業を大幅に減らし、

これを原資に一時金を増額した会員企業も出てきました。ワークショップで担当者による現場改善の事例報告も始まりました。

【実践事例④：宮城】高校生を主な来場対象に「就職ガイダンス」を開催

　宮城同友会は、2009年より主に高校生を対象に「就職ガイダンス」を開催しています。採用が目的の「合同企業説明会」とは

違い、来場する若者たちに「業種・業界」の切り口から「職業観・勤労観」を伝える場です。これまで26年にわたって積み重ね

てきた「経営者と高校の先生方との共育懇談会」で、多くの高校教諭から「就職活動が本格化する前に、生徒に直接さまざまな

仕事があることや企業と地域などを伝えられる場がほしい」という声が寄せられていたことが開催を後押ししました。

　共同求人委員会の「地域に若者を残し、地域で若者を育てる」という理念のもと参加者は年々増加し、2016年は900名を超え

る参加がありました。

【実践事例⑤：広島】「企業参観日」と「企業見学バスツアー」―特別支援学校との連携

　広島同友会福山支部バリアフリー委員会は、2008年より「お互いを知る」ことをテーマに特別支援学校との連携を行っていま

す。特別支援学校の側では、県内の支援学校の就職率が低いことを悩み、地域の企業に向けて生徒の能力を実際に見てもらう

「企業参加日」を実施。同友会の側では、特別支援学校の先生を対象とした「企業見学バスツアー」を開催し、まだ障害者の雇

用や実習に取り組んでいない企業へ働ける場の提案や実際に生徒の働いている姿を見てもらっています。地域の中小企業を知っ

てもらい連携を深める中で、受け入れが難しいと考えていた企業にも変化が生まれました。これまでにバスツアーを受け入れた

企業は21社、そのうち11社で雇用が始まりました。

　環境が整えば十分に働く能力のある子どもたちのために、同友会と学校が連携し子どもたちの「働きたい」という夢を一人で

も多く叶えられるよう活動が広がっています。

第1節　企業づくり
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【実践事例⑥：岡山】女性リーダーの育成と創業支援を目的に「女子大学」を開講

　岡山同友会は、2015年に開催した女性経営者全国交流会をきっかけに女性部主催による「女子大学」を開講しました。

　初年度は女性リーダー(幹部)を育成することを目的に８回コースで実施。第2期は、個人事業主が多かったこともあり、組織

経営をめざし、事業規模拡大の足がかりになることを念頭に置いて企画されました。「創業間もない経営者が社員を雇用し、会

社を成長・発展させるためには何が必要か」という視点で編成されたカリキュラムは、企業会計から将来のビジョン策定とその

発表に至るまで幅広く、女性部の活性化、自主運営による女性会員の増強につながっています。

【実践事例⑦：富山】自社の強みや魅力を発信！同友フェスタ2016

　富山同友会は、自社の強みや魅力を発信して「新しい仕事づくり」の芽を育むこと、さらに地域社会や行政や金融機関、支援

機関と交流を図ることを目的に、「同友フェスタ2016」を開催しました。新しい仕事づくりはすべての中小企業にとって重要な

課題の一つです。当日は120ブースの出展があり、2日間で一般市民を含め900名超の来場がありました。商品の展示販売にとど

まらず、日本政策金融公庫や富山県よろず支援拠点による講演会、出展企業によるミニセミナー、企業連携や商品コラボにつな

げるマッチングタイムなどを設け、実際に企業連携にまで進展した事例も生まれています。次年度も継続して開催する予定です。

【実践事例⑧：福岡】事業承継塾（全6講）の開催

　福岡同友会ではシニアの会員で組織する「同友すばる委員会」の企画で、弁護士や会計士・税理士などの会員の力も借りなが

ら「事業承継計画表の作成」「事業承継時のトラブル」「事業承継時の保険の活用」など、6回シリーズで「事業承継塾」を開催

しました。事業承継塾は、2012年度より毎年開催しており、5年間でのべ914名（講師、ゲスト、社員含む）が参加し、会員の

体験報告も受けながら、事業承継できる企業づくりをめざして学びあっています。

【実践事例⑨：京都】「災害時連携NPO等ネットワーク」に加盟

　京都同友会は、「災害時連携NPO等ネットワーク」に設立準備から参加しています。これは、自然災害などの被害が京都府内

で発生した場合、社会課題の解決や公益性を担って活動している地域団体やNPOなどが有する専門性や経験を生かし、自治体と

も連携し、「特別なニーズを持った被災者への支援や団体間の相互支援」を行うものです。例えば、要介護者や子育て中の母親

などを支援するNPOなどが被災した時に、その支援を代替します。

　中小企業が災害対応で力を発揮してほしいとの期待もあり、「災害の時代」といわれる今、京都同友会は、会員各社が災害時

に地域に対して何ができるかを共有し発信することで、災害時の助けあいを促進する地域力を高める取り組みを進めています。

第2節　地域づくり・経営環境改善
【実践事例10 ：北海道】とかち支部農経部会「収穫感謝祭」―毎年開催で地域に親しまれる存在に

　2016年8月上旬に相次いだ台風上陸の爪あとが残る8月28日、北海道同友会とかち支部農業経営部会は第27回収穫感謝祭を開

催、地域の人々など約4,000人が来場して熱気に包まれました。会場では25店舗が出展、年々出展数も増え自社商品を使ったオ

リジナルメニューが並び参加者を楽しませました。例年好評を博しているじゃがいも・玉ねぎの詰め放題コーナーでは、今年は

新じゃが「メークイン」「とうや」、越冬「北海こがね」を用意。この間の天候不順の中で収穫された作物への感謝の気持ちをあ

らためて感じる感謝祭でした。地域の人々に十勝の農作物と中小企業、同友会に親しんでもらう場として発展しています。

【実践事例11 ：京都】　東南フェスタ２０１６を開催　「知ってほしい　あなたの街の元気な会社」

　京都同友会は東南フェスタ「知ってほしい　あなたの街の元気な会社」を2016年5月28日に開催しました。同友会を地域の人々

に知ってもらおうと毎年開催しているもので、今年は①地元中学校の吹奏楽部による演奏など、②会員企業による物品販売・

自社ＰＲブース、③南区・山科区・伏見区の保育所園児の絵画展、④地域有志の方の民舞や会員企業や障害者施設による物販お

よび展示⑤同友会会員企業による寸劇「幸せな未来のお手伝い」で働く中小企業と地域とのかかわりを伝えるなど、今までにな

い企画を行い、約1,000名が来場しました。 

【実践事例12 ：長野・大阪】高等学校との連携の動き広がる

　長野同友会は2016年8月25日に同友会諏訪支部と諏訪実業高等学校との合同企画によるミニメッセを開催、前年に続き2回目

です。諏訪支部会員企業27社がブース出展し、1学年の全生徒160名を対象に、企業理念や中小企業で働くことの魅力、自社の強
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みを発信しました。1学年の生徒たちは最低5社以上ブースを回り、事業内容や企業理念のヒアリングを通じて経営者の思いや各

社が果たしている使命・社会的役割を学びました。

　大阪府立布施北高校は不登校、家庭や経済面での不安などさまざまな課題を抱えた生徒が多い学校で、卒業後の進路未定率も

高く、フリーターやニートと呼ばれる進路を選ぶ生徒の割合は4割近くに達していました。普通科としては全国で唯一、地域と

連携したキャリア教育としてデュアル・システムに2004年から取り組みを始め、現在、大阪同友会会員企業を含む地域の150を

超える事業所が生徒を受け入れています。

【実践事例13 ：新潟】「中小企業家の提言」を県知事に初めて提出

　新潟同友会は2016年12月27日に新潟県知事・米山隆一氏に「2017年度新潟県産業政策に対する中小企業家の提言」を提出し

ました。内容の概要は①「中小企業振興会議（仮称）」の設置、②県内中小企業が発展するための施策展開、③人口問題への取

組みです。特に強く要望した中小企業振興会議の設置について、米山知事からは「主体をどうするか、具体的な取り組みについ

て、いろいろな手法があり、検討すべき課題も多い」という見方が示されました。その後、新潟県教育委員会の池田教育長を訪

問し、郷土愛や中小企業で働く意義、価値観を伝える教育の充実などを求めました。新潟同友会では県知事や教育長への要望書

の提出を今後も継続し、会員の声を伝えていく予定です。

【実践事例14 ：静岡】18年間の景況調査を振り返る―中小企業振興基本条例の推進方向を探る

　静岡同友会は2016年11月12日に開催した第30回全県経営フォーラムの第４分科会で「同友会18年の景況調査から浮かび上が

る経営と地域の課題」を開催し約40名が参加しました。第1回調査から携わった会員経営者から景況調査18年間の集計データを

題材に、時々の経営環境と自社の歩みを報告しました。

　景況調査を通じ常に自社を取り巻く経営環境を客観的に分析し、経営指標と自社業績の長期的な推移を把握して経営戦略と計

画の妥当性が向上したこと、そして地域貢献に対する愛着や使命感が強くなったと報告がありました。また、会内において景況

調査の位置づけを高め、各地域の実態や課題を把握することで、中小企業振興基本条例の意義や推進が一層高まるということが

確認されました。 

【実践事例15 ：滋賀】アベノミクスの中小企業支援策に関する調査を発表

　滋賀同友会は2016年10月4日、報道関係者との懇談会を開催しました。年に1回報道関係者との懇談会を行い今回で15回目。

この中で「アベノミクスの中小企業支援に関する調査」結果を報告しました。120社から回答を得たアンケートではアベノミク

スの恩恵があった企業は27％にとどまりました。滋賀は従業者が20人未満の企業が90％を超えており、中小企業家と向きあい一

緒に考える伴走型の取り組みを進めないと成果が出にくいことを報告しました。報道関係者からは、この間の円高による経営や

グローバル化による国内市場の影響、日本企業の国際化の実態などについて意見が交わされました。

【実践事例16 ：熊本】熊本地震の経営への影響緊急調査を実施

　熊本同友会は2016年4月14日に発生した熊本地震以降初となる景況調査を6月上旬に実施し、特別調査として熊本地震による

影響を調査しました。4～6月期の主要指標はのきなみマイナス値となり震災の影響の大きさが明らかになりました。経営上の問

題点では、売上の減少（80社、39.2％（回答数204に占める割合））、従業員の不足（79社、38.7％）、人件費の増加（51社、25.0％）

などがあげられるとともに、その他の課題として、地震の片づけに時間が取られることとその費用負担が重い点、離職者の増加

といった点の記述がありました。特別調査「熊本地震による影響」では直接被害ありと回答したのが78社（40％、有効回答数

195に対する割合）、間接被害ありと回答したのが70社（35.9％）ということで、75％強の企業が何らかの被害を受けていること

が明らかになりました。また、持続化補助金は販促目的なのでメーカーの設備投資には使えない、グループ補助金の活用を考え

ても規模が適さない可能性があるといった被害への対応に関する意見もありました。

【実践事例17 ：東京】金融庁・信金幹部と「ベンチマーク」をめぐるパネルディスカッション

　東京同友会は2016年10月27日、第23回東京経営研究集会第5分科会でパネルディスカッションを開催。金融庁、信用金庫、経

営者の各立場から活発な議論となりました。冒頭、金融庁総務企画局の日下智晴地域金融企画室長が基調報告を行い、中小企業

と地域に貢献する金融業への転換を促すために金融庁は方針を転換したと説明。企業側の立場に立ってニーズ・課題の把握を行

い、事業性評価を踏まえた対話を行っている金融機関の好事例を参考にして、金融機関自らが自己点検・評価を行う手がかりと

なる「ベンチマーク（全55項目）」を策定したことを報告しました。金融行政が中小企業と地域への貢献を重視する方向に転換

したなか、私たち経営者はいっそう事業の存在意義と発展方向を明確にし、発信することが重要と確認されました。
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【実践事例18 ：山梨】県信用保証協会と中小企業・小規模事業者支援の覚書

　2016年12月1日、山梨同友会と山梨県信用保証協会は「中小企業・小規模事業者支援に関する覚書」を交わしました。今回の

締結式は保証協会からの呼びかけに同友会が応じて実現。覚書には（1）会員企業への情報提供、（2）相互の研修などへの講師

派遣、（3）個別企業からの相談対応などが掲げられています。会員の声として、融資にかかわる書類の簡素化や決済期間の短

縮、保証付き融資では金融機関は積極的に金利を下げていくべきといった要望を伝え、保証協会には同友会専用の窓口を設け、ス

ピーディーに相談対応していくことが確認されました。秋田、福岡同友会に続き、全国で3例目の保証協会との覚書の締結とな

ります。

【実践事例19 ：福岡】県内8信用金庫と覚書締結

　福岡同友会は2016年10月20日、県内8信用金庫と「中小企業等支援に関する覚書」を締結しました。11月2日には、今回の提

携を記念した行事を開催。基調講演では、金融庁総務企画局地域金融企画室長・日下智晴氏が、新たな金融行政方針をベースに

して、1990年代の金融危機からリレーションシップバンキング機能強化にいたる経過の中で、金融機関の融資形態が長期融資に

シフトしていった背景と現れた問題を指摘し、本来の金融機関の機能は、経営者が語る経営への思いを受け止め、バランスシー

トにおける資金運用や調達に関して一緒に考え、力を発揮することだと提起。その後、福岡大学教授・合力知工氏をコーディ 

ネーターに、福岡ひびき信用金庫常務理事・幸田正彦氏、福岡同友会副代表理事・新内一秋氏、日下氏で、「新しい金融方針と

中小企業～企業づくり・地域づくり」をテーマにパネルディスカッションを行いました。

【実践事例20 ：沖縄】沖縄海邦銀行と包括連携協定を締結

　沖縄同友会は、10月18日に県内地銀の沖縄海邦銀行と包括連携協定を締結しました。その後、12月8日には記念シンポジウム

＆交流会を開催。シンポジウムは初めに、福岡同友会代表理事・中山英敬氏と沖縄海邦銀行取締役・公家秀男氏が基調講演。中

山氏は「経営者は経営指針を軸に、強い財務体質、人を大切にする企業づくりに努めること。銀行マンは現場を回り、経営者の

人間力を見抜く力を養ってほしい」と訴えました。公家氏は、「金利で逃げない顧客」になってもらうことの重要性を強調。「今

回の協定をきっかけに、各支店長は同友会の勉強会に出向くなどして、積極的に地域の経営者と対話してほしい」と訴えまし

た。パネルディスカッションでは、「中小企業と地域金融機関の新たな関係づくり」をテーマに、今後の展開や課題などについ

て活発な意見が交わされました。交流会は、同友会の支部ごとに並べられたテーブルに、各地域を所管する全支店長がそろいま

した。

【実践事例21 ：中同協九州・沖縄ブロック】税制に関する学習用リーフレット『公平な税制をめざして』作成

　中同協九州・沖縄ブロックでは社員や家族にも税制のあり方を理解し話しあってもらうよう、学習討議用資料「公平な税制を

めざして」を作成しました。このリーフレットを作成した福岡同友会は活用の呼びかけ文において、同友会が1社だけでは解決

できない、金融や税制、政策、地域振興などは行政機関、教育関係機関、金融機関、ほかの中小企業団体とも連携して改善する

運動を進めてきたこと、その中で、税制に関する学習会を2度開催し、たくさんの税金があるが、その8割は法人税、所得税、消

費税であること、本来は、「能力に応じた負担」が世界のあり方であることと、現在の日本の税制の現実を学んだことを紹介し、

「ぜひ、このリーフレットをもとに、考えてみましょう。一人でも多くの方が、税金についての理解を深め、よりよい税制のあ

り方を考えるきっかけになれば、幸いです」と呼びかけています。このリーフレットをもとに中同協もリーフレットを作成して

全国で普及しました。

【実践事例22 ：千葉】　税制勉強会を開催―税制にも中小企業憲章の理念を

　千葉同友会は6月29日、アルファ合同会計の税理士である菅隆徳氏を講師に迎え税制の勉強会を開催しました。個人の所得税

が累進課税になっているはずなのに、ある一定の所得まで増えると、実際の税負担率が下がっているという実態の背景に「証券

優遇税制」があること、「連結納税」制度によりトヨタ自動車をはじめ、多くの大企業において法人税負担率が下がり資本金100

億円超の企業と連結法人は、資本金規模が小さい企業と比べ、税負担率が軽くなっていることなどを学びました。

　税金の根本的な考え方である「応能負担原則」についても解説があり能力に応じて税金を負担すること、形式的な平等ではな

く実質的な平等を原則とすることは日本国憲法で謳われています。日本の未来を考える上でも、税制の原則に立ち返り、正しい

税制のあり方を考え、議論し、必要な時には声を上げていくことが私たちにできるのではないか。グループ討論ではそうした意

見も交わされていました。
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【実践事例23 ：北海道】恵庭市中小企業経営実態調査を受託（札幌支部―千歳・恵庭・北広島・長沼の各地区会）

　北海道恵庭市は2013年に中小企業振興基本条例を制定。その具体的な取り組みを推進するため、商工会議所会員企業1,024社

を対象にしたアンケート調査と聞き取り調査からなる中小企業経営実態調査を、商工会議所と恵庭市経済部、北海道同友会札幌

支部（千歳・恵庭・北広島・長沼の各地区会）が協議して実施しました。アンケートの分析は北海学園大学准教授・大貝健二氏

が担当。「経営者が感じる恵庭市の魅力」「経営状況」「事業承継の状況」「域内の取引状況」など、経営者の名前の声から市内中

小企業の実態を明らかにしました。この中では、市内企業への販売が増えたと答えた企業の方が減ったと答えた企業よりも売上

が増えたと回答する割合が大きいことから、市内への販売動向が売上業績に直結していることもわかりました。またアンケート

調査の結果を受けて、大貝氏と、釧路公立大学准教授（当時）・下山朗氏が恵庭市内の企業経営者と団体に対する聞き取り調査

を実施。恵庭市全体の経済構造から個別の企業の経営まで、恵庭市の産業の特徴と課題を明らかにしました。アンケートと聞き

取りの結果を受けて作成された調査報告書では、施策の方向性として「基幹産業である製造業と地元企業の連携強化」「働きや

すい労働環境の整備」「企業・創業への支援」「調査研究の継続」を提言しています。調査結果は条例に基づき設置された振興協

議会などで活用され、提言が市の総合計画に反映されるなど成果を残しており、条例の精神に則ったまちづくりが展望されます。

【実践事例24 ：宮城】　南三陸支部が町内企業・事業所実態調査を担当―震災復興の希望ある道を描く

　宮城同友会南三陸支部は、南三陸町で始まった中小企業振興基本条例制定に向けた議論に積極的に加わり、2016年に町内企業・

事業所の実態調査を実施しました。この調査は南三陸町が実施主体となり、宮城同友会が調査業務と報告書の取りまとめを担い、

南三陸商工会がこれに協力しました。調査結果からは、東日本大震災の津波の甚大な被害があった一方、経営者や社員による迅

速な事業再開がなされたことがわかりました。早期に再開することで取引先・顧客との関係を維持して事業を継続しようという

判断があり、こうした判断の背景には経営指針を持ち計画的に事業を進める企業づくりがあったことが明らかになりました。

　中小企業振興基本条例制定に向けた議論の中で、南三陸町の持つポテンシャルが再確認され「森・海・里がそれぞれバラバラ

に復旧してそれでいいのか」という危機感を乗越えるために「連関」が意識されました。実際に南三陸町では山をめぐるＦＳＣ

（Forest Stewardship Council、 森林管理協議会）の森林認証制度を取り、海はＡＳＣ（Aquaculture Stewardship Council、水産

養殖管理協議会）の海洋認証を取り、地域の資源を連関させる動きが始まっています。バラバラだった森と里と海とを連関させ

て全く違う次元の付加価値を生もうという希望ある方向性が中小企業振興基本条例に託されています。

【実践事例25 ：愛知】条例制定4周年記念の集い

　2012年の「愛知県中小企業振興基本条例」制定以後、記念の集いを毎年開催しています。条例の実質的推進を目的にしたこの

集いでは、経営課題別にグループを設け、愛知県の産業労働施策について直接意見を交わす場として位置づけています。

　2016年度は８つの課題別グループ（モノづくり、金融、労使問題、障害者雇用、ワーク・ライフ・バランス、介護離職問題、

女性の活躍促進、採用と人材育成、キャリア教育、省エネルギー）において、県の担当者を交えた意見交換を行いました。出席

した県職員からは、中小企業経営者の声を率直に聴くことができ有意義だったとの感想が寄せられるなど、行政と中小企業家が

互いに歩み寄り、よりよい地域づくりに向けて議論する貴重な場となっています。

【実践事例26 ：長崎】大村市中小企業振興条例の人材育成部会

　長崎県中小企業家同友会大村支部と地元大村商工会議所が連携して実現した「大村市中小企業振興会議」、それを担保する

「大村市中小企業振興基本条例」、回を重ねて第5回会議から、課題を抽出して議題を提案する「運営部会」（常設）と、課題の

ほとんどが人材に関することから開設した専門部会である「人材部会」（時限部会）をつくり、それぞれの部会長に同友会会員

が就任。

　同友会会員がプロデュースして進め、結果として人材に関する内容を重点的に7項目の提言を市長に行い政策の実現につなが

りました。

【実践事例27 ：中同協】中小企業家エネルギー宣言採択

　中同協第48回定時総会では、「中小企業家エネルギー宣言」が採択され、「持続可能な社会をつくり、地域と日本の新しい未来

を切り拓く」をテーマにパネルディスカッションが行われました。そこで、三つの行動提起がありました。第一に、各同友会に

第３節　「中小企業家エネルギー宣言」を採択、実践に向けて
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第４節　東日本大震災からの6年、復興の教訓を生かす

おいて、「中小企業家エネルギー宣言」を学び広げていくために活動方針にしっかりとエネルギーシフトの学習と実践を位置づ

けていくこと。第二に、環境経営とエネルギーシフトの考え方を経営指針にしっかりと位置づけて実践していくこと。第三に、

地域の条例制定運動では、地域のビジョン策定や基本計画、条例制定にあたって地域ぐるみで一緒になってエネルギーシフトを

学び、地域で必要なものはエネルギーも含めて地域でつくる「地消地産」の考えを広げていくことが提起されました。

　エネルギーシフトは中小企業が取り組んでこそ意味があり、キーワードを「地域内循環」として、持続可能な社会へ地域循環

型経済をつくっていく責任が中小企業経営者にはあること。「中小企業家エネルギー宣言」の学習から始め、社員と向きあい、

ともに取り組み、この運動の輪を広げていくことが確認されました。

【実践事例28 ：岩手】定期的に欧州視察

　岩手同友会は2013年の中同協ドイツ・オーストリア視察以降、定期的に欧州視察を行い、2016年10月には第3回目となる欧州

視察を実施しました。地球環境問題から「次世代への配慮」やエネルギーを含めた「持続可能な企業・地域づくり」について学

習と実践を深めています。県振興条例をもとにした岩手県中小企業振興基本計画に、「いわて型住宅の促進」「地域資源、再生可

能エネルギーの利活用」などが掲載されるなどの成果が出ています。

【実践事例29 ：北海道下川町】　振興条例とエネルギー自給率100％をめざす取り組み

　下川町は、人口は3,394人で北海道の北部に位置し、東京都23区とほぼ同等の644平方キロメートルの面積があり、その9割が

森林で占められています。下川町は、1963年の中小企業基本法の制定を受けて、1966年に「下川町中小企業振興条例」を制定。

当時では、先駆的な事例でした。その後も、町の経済状況に合わせて改定を繰り返し、2007年に「下川町中小企業振興基本条

例」として、「基本」という文字を加えて改正。商工業の振興政策として、「下川町快適住まいづくり基本条例」や「下川町企業

立地促進条例」、このほかにも、農業や林業の条例を制定し、それぞれつながりのある政策を展開しています。また、「スマート

コミュニティー政策」そのひとつとして取り組んでいます。

　1983年に、下川鉱山（銅山）が休山になったことが主な要因となり、過疎率が北海道で最も高くなってしまいました。このこ

とが、行政と民間事業者や住民が一体となって、まちを変えていこうとする危機意識を芽生えさせました。2008年には、低炭素

社会の実現に向けて、高い目標を掲げ、先駆的にチャレンジしている「環境モデル都市」に認定され、2011年には、「環境、経

済、社会」の価値創造をめざす「環境未来都市」にも選定されました。どちらも、北海道内では初めてのこと。　この称号のほ

かにも、「総合産業特区」や「バイオマス産業都市」として選定されるとともに、「地域再生計画」でも認定を受けています。

【実践事例30 ：中同協】東日本大震災復興視察ツアー

　3.11の東日本大震災から6年を迎えた3月16～17日、中同協は東日本大震災復興視察ツアーを開催し、18同友会および中同協か

ら65名が参加。冒頭「震災後6年の現状は実際現場に立って、土と空を見て空気と臭いを感じて初めてわかるもの。現状を地元

に帰って、さまざまな人にお伝え願いたい」とあり、京都大学教授・岡田知弘氏からは「災害の時代に入り、どこの地域でも災

害が起きる可能性がある。まだ災害が起こっていない『未被災地』として対応する必要がある」とありました。

　南三陸町では、全事業所調査の結果を踏まえた条例制定運動の現状について学びました。2015年8月から2016年3月にかけて

地域経済調査事業を宮城同友会が委託し、調査票の配布が477、回収が294、回収率61・6％という状況でした。東日本大震災の

南三陸町の被害は、死者・行方不明者832名、家屋は7割が喪失し、人口は1万7,000人が、1万4,000人を割る状況。災害後の住宅

造成事業のめどがつき、今後は産業再生の方へ舵を切るにあたり、南三陸町中小企業振興基本条例を進めると学びました。そし

て建設業においては、復旧・復興事業において20～30年後までの民間・官公需とも主だったものは作られてしまい、仕事がなく

なる懸念があること。事業領域が縮小する中で、事業転換を進め、「連携と連帯」に取り組むとありました。

【実践事例31 ：福島】『逆境を乗り越える福島の中小企業家たちの軌跡』発刊

　福島同友会は2011年3月11日に起こった東日本大震災という 未曾有 の大震災を振り返り、『逆境を乗り越える福島の中小企業
みぞう

家たちの軌跡～震災・原発事故災害の苦悩と闘い続けた5年間の記録～』を発刊しました。

　千葉政行・福島同友会理事長と鋤柄修・中同協会長の発刊にあたってのあいさつから始まり、第1章「同友会10地区の5年間の

復興活動」では1年・3年・5年の期間で同友会の復興活動を振り返ります。

　第2章「同友会企業の復興の軌跡」では、全県下113名による「わが社、わたしの5年間の復興記録」が 赤裸々 につづられてい
せきらら
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ます。

　第3章の資料集では、全会員を対象とした震災アンケートに基づきながら震災の教訓を話しあう座談会、福島大学経済経営学

類西川和明教授の調査結果のまとめとともに、「福島復興のあゆみ（福島県庁企画調整部・総合企画課）」、調査にかかわった大

学生のレポートなどが掲載されています。

　人類史上類を見ない震災と闘い続けた経験を全国へ発信することで、全国の会員への恩返しにしたいと福島同友会は願ってい

ます。あれから6年、中小企業や地域、そこに住む人々のあり方を考える上で貴重な一冊となっています。

【実践事例32 ：熊本】熊本地震から1年

　熊本地震から1年を迎え、熊本同友会は復旧・復興に向けて前進しています。全壊・半壊合わせて約2万8,000棟の被災家屋の

解体工事が進むなか、うち何割が新築着工に向かうのか定かではありませんが、人手不足・コストの負担増という課題を抱えな

がらも復旧・復興需要が徐々に 旺盛 さを増しています。
おうせい

　一方で、「九州ふっこう割」が終了した観光・サービス業においては停滞感が出ています。とはいえ熊本県内の各種経済指標

はおおむねプラスで推移しており、今後の復旧復興需要とともにさらに県内景気は回復が進むと予想されます。

　そのようななか、熊本同友会においては、支部単独の活動に代え7月、9月に合同支部例会を開催。11月には第19回経営研究集

会も開催することができました。さらに、一度は諦めかけた「13年連続会員純増」ですが、期首会勢11名増の1,038名会員で新

年度を迎えることになりました。これは会員の努力の成果であることはもちろんですが、地震直後から寄せられた全国の仲間の

熱い応援が原動力となりました。

第５節　同友会づくり

【実践事例33 】最高会勢の16同友会

　4月1日の会員数は46,173名と８年連続で最高会勢を更新し、初めて4万6,000名を突破、617名純増となりました。最高会勢を

更新した同友会は、青森、秋田、福島、群馬、千葉、山梨、静岡、愛知、兵庫、鳥取、島根、徳島、長崎、熊本、鹿児島、沖縄

の1６同友会にも及び、愛知203名、福島140名、沖縄１２１名、鹿児島1１３名が純増するなど２７同友会が純増となりました。愛知4,000

名、福島2,000名、千葉1,500名、沖縄1,200名、長崎600名を達成するなど、各同友会で仲間を増やそうとさまざまな取り組みが

展開されました。秋田同友会と島根同友会は創立以来増勢となっています。

【実践事例34 ：福島・千葉】最高会勢を更新

　福島同友会は、2月24日に郡山市で創立40周年記念大会を開催し、約700人が参加しました。記念大会では東日本大震災から

の復興と再生、さらなる地域活性化に向けた会員数2500名達成への組織拡大などの発展を誓いました。当日は全参加者に震災記

録集が配布されました。4月1日には、会員数2,004名となり、はじめて2,000名を達成しました。

　千葉同友会は一昨年創立40周年を迎え、1,500名をめざして増強運動が進められてきました。その勢いを受けて2016年11月に

最高会勢を突破し、４月1日では1,526名に達しました。その要因として、一つ目は、正副代表理事を中心に各支部の役員会を回

り、増強運動の意義や必要性について訴え、また、支部役員の疑問などに丁寧に答えていったことです。

　二つ目は、新支部づくりを進めてきたことです。千葉県の太平洋側の房総地域には支部がない市町村が多くあり、入会対象者

への訪問活動を行うと、同友会のように率直に経営課題を出しあう場を求める声が多くありました。そういった声に確信を持ち

新支部づくりが進められてきました。地域にはさまざまな経営者間のネットワークや諸団体があり、そこに働きかけることで同

友会が広がっていきました。

　三つ目は、青年経営者の増強運動が顕著でした。2012年に青年組織を再建。青年経営者は、これから自社を発展させていく意

欲に満ちた人が多く、正副代表理事を中心に増強の意義と必要性を語りかけたことで、青年経営者がそれにこたえました。その

流れが各支部にも波及していき、全体で増強が進みました。

【実践事例35 ：長崎】e.doyuの活用と自主運営の取り組み

　長崎同友会は現在、県行事の案内は事務局で行っていますが、支部行事（役員会・例会・委員会など）の案内は支部で責任を

持って行っています。ログインの仕方・出欠登録の仕方・掲示板の見方などを記載した「e.doyu簡易マニュアル」、掲示内容を

事務局に確認後、原則会員自身で掲示するなどを記載した「e.doyu掲示板掲示基準」を議案書に掲載し、入会手続きの企業訪問

の際事務局員が必ずe.doyuについて説明しています。
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　支部での具体的取り組みとして、支部役員は、支部行事の案内文書を作成し、e.doyuで告知後出欠管理を行っています。また、

通常例会1週間前に開催している役員会で例会の出欠状況を確認し、スポンサーなどを中心とした「声掛け担当者」を決めて出

欠確認を行っている支部や回答権限を役員会メンバーに設定している支部もあります。

　出席は無理でも100％返信とお互いの顔が見える関係づくりをめざし、役員が奔走することで支部内の結束が図られています。

また、「ファイルライブラリ」に役員会議事録や例会資料などを保存しています。

【実践事例36 ：新潟】本質論議を積み重ね、丁寧な支部づくり

　新潟同友会上越支部では、経営指針を創る会の受講経験者が多く、経営をとことん本音で語りあっています。「本音のために

は組織の規模が大きくならない方がいい」という意見が出る時期もありましたが、企業・地域が抱える課題を共有する中で意識

が変わり始めました。全員参加型・顔が見える支部づくりを心掛け、丁寧に運営をしています。支部の役員会も「昼食会」と称

して、支部全員が参加できる形式とし、だれもが気軽に会社の話しや近況を話せる雰囲気をつくっています。また例会づくりで

は、例会やグループ討論の意義や目的、やり方などの説明を最初に司会から伝えるなど、ゲストや初めて例会に参加する方に丁

寧に対応しています。

【実践事例37 ：愛知】自主的・主体的活動で4,000名に

　愛知同友会では４月1日会勢が4,049名となり、2001年度から16年連続で最高会勢となりました。毎年4月に増強研修会を開催

し60地区の地区会長や増強委員が一堂に会し、年度の増強方針や各組織の増強目標をお互いに確認しています。そして毎月開催

される増強推進本部や支部ごとでの増強委員会で成果や問題などが議論されるなど、日常的な増強活動が定着しています。入会

者は新会員オリエンテーション（毎月開催）に参加し、理念と組織経営を学んでいることも会員定着の大きな要因となっていま

す。また、退会者が減っているのも愛知の特徴といえます。これは、会員の自主的な活動である「グループ会」で、企業訪問

し、お互いの経営課題をぶつけあって、学びあっているからこそです。

　このように会員の自主的・主体的な地道な日常活動こそが、4,000名会員到達の原動力であり、愛知同友会では今後、5,000名

という新たな 峰 をめざしています。
みね

【実践事例38 ：岐阜・静岡】青年部が続々と誕生

　7月28日、全国11の同友会から参加した52名を含めた110名が集い、岐阜同友会県青年部設立総会が開催しました。2年前から、

「青年部で何を学ぶのか」を理事会と青年部準備会で議論を重ね、設立を迎えました。謙虚に学び、学びを実践すること、切磋

琢磨できる環境をつくることを意識して活動していくこととなりました。そして、同世代ならではの課題や不安を出しあい、そ

れにこたえられる組織であること。次世代を担うリーダー育成の場、全国の学びを吸収する窓口として期待されます。

　静岡同友会は2017年4月1日に1,066名と最高会勢となりました。静岡同友会は設立から43年目を迎え、新たに青年部が発足し

ました。時代をさかのぼること1978年に青年経営者懇話会が産声をあげ、2回の青全交を設営してきた静岡同友会。静岡の青年

会員がつくり上げた情熱の火は、時代を越え、青年部の発足し、全体の活性化とともに会員増強に貢献しています。

【実践事例39 ：滋賀】『同友会運動の発展のために』を読み合わせ―新会員オリエンテーションで活用

　滋賀同友会北近江支部は『同友会運動の発展のために』を新会員オリエンテーションに活用しています。改訂版の出版される

以前から北近江支部内での活用が進められてきました。参加者全員で『同友会運動の発展のために』の「第1章　同友会理念に

ついて」を丁寧に読みあわせし、同友会の歴史や理念、中小企業憲章や中小企業振興基本条例の制定が広がり、中小企業が地域

経済の担い手としての役割を担う条件と環境が広がっていることなど学びあっています。

【実践事例40 ：中同協】中同協四国ブロック連携交流会

　8月17日、中同協中国・四国ブロックが分離して初めてとなる、中同協四国ブロック連携交流会が徳島で開催され、四国ブ 

ロックの同友会および中同協から55名が参加しました。　「四国の4同友会はそれぞれ生い立ちが違い、会員増強や経営指針づく

りなど違った活動の成果を持っています。それらを学びあい、地域でどのような経営をしていくかが重要です」と鋤柄・中同協

会長から激励がありました。続いて山城真一・中同協四国ブロック担当副会長から、「四国がブロックになることで長期的なビ

ジョンを共有できるようになります。地に足がついた活動で、労使見解の聖地となることをめざしたい」との問題提起がありま

した。また、四国の中心地は4県が集りやすく、地の利を生かした活動を進めていくことも提案されました。
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　中同協では、各同友会事務局のみなさまの協力を得て、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2016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―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最高の会員数を記録

（1）全国の会員数の推移

　2017年４月１日の全国の会員数は最高会勢の4万6,173名と初めて4万6,000名を突破しました。8年連続で最高会勢を更新し、

2019年全国5万名会員に向けて、各同友会での会員増強が進展しています。

　内訳を見てみると、2016年度１年間で入会した全国の会員は4,766名（期首対比入会率10.5％）、退会者は4,148名（同9.１％）

となりました。純増数は617名となりました。退会率

も5年連続10％を下回りました。

　全国の会員数の推移を見ると、2009年度にリーマン

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、2010年度以降会員数は増え続けています。（図6）

　これは、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考えられます。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

みや、役員研修会や新会員オリエンテーションを丁寧

に開催するなど、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」

の活用を推進するなどしました。

　地域づくりでは、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り、

2013年からはエネルギーシフトの学習と実践を提起する

など、すべての活動が有機的に結び付けられた仲間づくり

が進展しています。行政や金融機関、大学、報道機関、各

団体などとの関係や連携が強化され、同友会の対外的な発

信が進み、会員増強や組織強化につながっている面もあり

ます。

（2）入・退会者数の推移

　全国の入・退会者数の推移を見てみると、2009年度以降、

入会者が横ばいで推移していましたが、入会数は4,766名と

なり入会率は10.5％となっています。また退会者数は4,148

名となりました（図7）。退会者数は減少傾向にあります。

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①

【調査実施期間】2017年3月27日～4月21日

【調査対象】各同友会（事務局へ回答依頼）

【調査方法】e.doyu NEWアンケートより入力

【回答数】　47同友会

図6.　全国の会員数の推移

図7.　全国入退会者数
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2016年度の退会者数は5名ほど増加していますが、退会率

は9.1％となり前年度より0.2ポイント下がっています。退

会率が10％を5年連続で割っているなか、入会者数を増や

していくことや入会率をどう上げていくかが課題となっ

ています。

　入会の特徴としては、全国行事や周年記念行事の開催に

向けて会員増強に取り組む事例や、新支部・地区づくりを

進め、空白地域に会員を増やしていく事例、青年経営者や

女性経営者の会員の入会を進めている事例などがありま

した。また、e.doyuの利用率が高いと、組織強化と活性化

につながり、減らない組織、増える組織になる傾向が明ら

かになっています。

 

（3）支部・地区―全国464支部・地区のうち、

　　  241の支部・地区が純増

　全国には464支部・地区があり、241の支部・地区で純増

となり、全体の51.9％が1名以上の純増となりました（昨

年度は全体の273支部･地区で59.４％が純増）。10名以上増

強した支部は47支部・地区（昨年度は６７支部・地区）あり

ました。全国の各支部・地区が増える組織・減らない組織

づくりに取り組んでいます。（表7）

　また、全国の支部・地区の増強では、福島の郡山地区が

純増52名と全国トップ、北海道の那覇支部が42名、鹿児島南支部が34名と続いています。新支部では千葉・つくも支部が26名

増となりました。新支部・地区以外では、静岡の磐田支部が14名から24名と10名の純増となり、純増率71.4％と全国トップでし

た。

表7.　支部地区純増数

表8.　市区町村別　対企業組織率
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（4）市区町村別の対企業組織率（10％以上）と空白地域

　市区町村別の対企業組織率で10％以上は68市町村となり、前回調査より8つ増えました。宮城県の南三陸町が32.98％ともっと

も高くなりました。ついで北海道の浜中町が29.21％、別海町が28.42％となりました。市レベルでは、陸前高田市が27.43%、帯

広市が19.36%、名護市が16.82%、宮古島市が15.06％なっています。（表8）

　2009年版と2012年版では、東日本大震災前後の企業数のデータのため、被災市町村の企業数の減少が顕著となっています。

南三陸町は企業数が6割減少する中で、会員数を増やし震災復興と地域再生を担っています。

　全国1897市区町村のうち1,494市区町村に会員企業が

あります。昨年度に比べて22市町村が増加、約78.76％の

地域にあり広がりを見せています。空白地域は21.24％と

なっています。

※企業数の基礎データは2012年版経済センサス企業数で掲載

（5）市町村別の会員増強

　市町村別増強では、鹿児島市79名、郡山市36名、名古

屋市中区33名などで増強が進展しました（表9）。10名以

上増えた市区町村は30、全体でも554市区町村で1名以上

純増となりました。

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

　2016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6,190回となり、2年連続で減少ました。（図8）

　グループ討論時間は、平均で51.31分となり、3

年連続討論時間は50分を越えました。60分とし

ている同友会は15同友会で昨年度より3同友会

増加しました。（図9）

　本年度の方針にあるように、グループ討論時

間を十分確保し、一人ひとりの経営課題が本音

で話せ、気づきが得られるようにグループ討論

を重視するとともに、グループ長を育成する活

動が広がっています。また、例会には意識的に

会外の経営者を招き、会員と知りあい、学びあ

う、仲間づくりの最適の場としていくことが大

切になっています。

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、

４５同友会でオリエンテーションが開かれまし

た。昨年度から変わりませんでした。

　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352回開催されました。オリエ

ンテーションの回数は昨年度に比べ２２回減少し
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図8.　支部・地区などでの例会数の推移
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図9.　平均のグループ討論時間
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ました。

 

４、役員研修会　

　2016年度、役員研修会は39同友会で開催されま

した（図10）。年１回程度の開催が23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17同友会、理事会で学習会を位置づけた同

友会が8同友会ありました。役員研修は体系的に

継続して取り組んでいる同友会が増えています。

５、企業づくりの取り組み
　　（経営指針・共同求人・社員教育）

　2016年度は中同協として、「第5回人を生かす経

営全国交流会」(経営労働、共同求人、社員教育、

障害者問題委員会共催)を開催し、「労使見解」の

歴史から今日的意義を学び、自らの経営実践をも

とに同友会理念を語り広めることの重要性を確認

しました。

　各同友会でも「労使見解」を実践するための学びの場として、経営労働・社員教育・共同求人・障害者問題の4委員会連携の

仕組みをつくるなどの活動が広がってきています。

（1）経営指針成文化運動―「労使見解」の学習が広がる　今後は実践が課題

　アンケート結果によると2016年度、経営指針成

文化に向けた取り組みは46の同友会（昨年度は47

同友会）で行われており、のべ回数では102回（昨

年度は142回）開催され、1,397名（昨年度は1,334

名）の会員が課程を修了しました。受講生以外で

この活動にかかわった会員は全国で3,441名とな

り、昨年度より252名増えています。開催回数は

減ったものの、受講生、かかわった会員数ともに

増加しています。（図11）

　セミナーの開催期間としては、最長13回15日か

けて行う同友会から、１泊2日で成文化する同友

会もあります。また、「入門編」「道場編」「実践

編」などコースを設けている同友会もあり、全体

的に開催期間は長く、時間をかけて経営指針を作

成する同友会が増えている傾向にあります。　　

　経営指針成文化の活動に「労使見解」の学習を位置づけた同友会数は45同友会となり、前年度から1つ減っています。

　後継者や若い世代の受講生も増加しており、経営指針のポイントを事業承継に力点を置く同友会や財務の基礎学習の開催、経

営指針実践勉強会などさまざまな取り組みが行われています。

　中同協経営労働委員会で「経営指針成文化と実践運動」を推進しており、今後の課題として「『労使見解』の理解と実践」「受

講後のフォロー体制」「実践とそれを検証する仕組みづくり」「社員と共に作成する仕組みづくり」などがあげられています。

　また、経営指針の実践において、共同求人・社員教育・障害者関連の活動との連携を進めることも大きな課題といえます。

（2）共同求人活動～参加企業は増加するも学生数は減少傾向

　2016年3月に大学を卒業した学生の就職率は74.7％と前年より2.1ポイント上昇しました。(文部科学省「平成28年度学校基本

調査(確定値)」)2016年のJobway参加企業は1,174社(前年比109.3％)で5年連続増加、各同友会が開催した合同企業説明会の参加

企業数は2,994社(同97.4％)と横ばいの一方、Jobway登録学生数は1万1,446名(同77.6％)、合同企業説明会参加学生数はのべ7,148

図11.　経営指針成文化セミナー（創る会）受講生と活動関係者の推移

図10.　役員研修の実施状況（同友会数）
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名(同89.4％)と5年連続して減少しています。（図12）

　企業にとっては人材確保難が続いており、地域に若

者を残し、地域で育てる活動を担う共同求人活動で

は、地域の大学と協定などを締結し、学生の教育や就

職活動を中長期的に・系統的に連携して取り組む動き

もさらに加速しました。

（3）合同入社式・新入社員研修会は新入社員、 

　　   企業数ともに増加

　合同入社式を行った同友会は昨年度同様、37同友

会、新入社員1,249社（前年比103.7％）2,792名（同

97.8％）と、1,269名（同117.6％）の会員経営者が参

加しました。

　新入社員研修会も昨年度同様、42同友会が実施し、

新入社員は1,458社（前年比113.7％）3,078名（同

102.3％）となり、企業数、新入社員数ともに増加し

ました。（図13）

（4）幹部社員と経営者が系統的に学習できる 

　　  場づくりを

　幹部社員研修会は2016年度、37同友会で取り組ま

れています。また、経営者を対象としたシリーズの学

習の場である「経営者大学」は昨年度同様16同友会

で実施し、今後実施を検討している同友会は4となっ

ています。

（5）28同友会でインターンシップ

　インターンシップの取り組みは、2016年度は28同

友会で行われました。受け入れた企業数は同友会が集

約している分だけで488社、学生は1,018名でした。

　成果として「中小企業の存在意義、魅力を伝えることができた」「新卒者を迎えいれるシミュレーションができる」「自社の存

在価値を問い直す機会になる」「若手社員が育つ」「地域の学校との関係強化につながる」などが報告されています。

　課題としては「単なる人手の補充や作業を教えることにとどまらないようにする」「受け入れ企業の拡大」「同友会運動・活動

に対しての理解、中小企業に対する正しい理解や認識の広がりがまだ弱い」「目的が教育から採用へ、期間も短期、長期、通年

など変化しており、同友会でどう受け止めるか」などがあげられています。

　中同協では本年度、2004年に発表した「私たちの考えるインターンシップ」の改訂プロジェクトを立ち上げ、あらたにイン 

ターンシップのあり方を検討します。

図13.　新入社員研修参加数の推移
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中同協設立50周年（2019年）に向けて
　　　　　　　　　　　　　　全国5万名会員を達成しよう

中小企業家同友会全国協議会第49回定時総会アピール（案）資料②

　私たちは、7月6、7日の2日間、「世界を見据え、地域に生きる～中小企業と同友会の強みを活かして」をス

ローガンに掲げ、中同協第49回定時総会を愛知で開催しました。

　日本の社会・経済は今、人口減少、経済の低成長、人材不足など多くの課題に直面しています。特に地域

社会・経済は問題が顕在化しており、地域の担い手である私たちの使命と責任は大きく、同友会を地域のす

みずみに広げていく必要があります。

　1957年に日本中小企業家同友会が70名で発足して以来、私たちは「日本経済の真の担い手は中小企業であ

る」との自覚と誇りを胸に、「三つの目的」を掲げ、「自主・民主・連帯」の精神にたち、「国民や地域ととも

に歩む」姿勢を貫きながら、その創造的実践によって、時代とともに発展してきました。そして創立60周年

を迎えた本年、４７全ての都道府県・1,494市区町村に組織が広がり、会員数は4万6,000名を超え、5万名を展望

できるまで発展しました。

　2019年中同協設立50周年を2年後に控え、私たちは、同友会企業一社一社が地域の砦としての自覚を高め、今

こそ新たな時代を切り拓くリーダーシップを発揮するために、以下の取り組みを強めましょう。

第一に、仲間づくりの輪を広げ、全国で5万名の達成を確実にしていきましょう。

第二に、同友会型会員企業をすべての地域に増やしていきましょう。

第三に、すべての同友会、すべての支部・地区で、増える・強い組織づくりに取り組みましょう。

　

　全国津々浦々で会員増強と組織強化に取り組み、全国の同友会が力を合わせて中同協設立50周年5万名会員

を達成することを誓いあい、本総会のアピールとします。

2017年7月7日

中小企業家同友会全国協議会

第49回定時総会
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はじめに（総会の意義）

　中小企業家同友会全国協議会（以下、中同協）の最高決議機関である総会の意義を十分に踏まえ、参加する会員によって運動

方針を議論する場を保障します。また協議体としての性格に鑑み、各地同友会の活動の指針となる決議を行います。

　総会では全国の同友会運動の成果と教訓のまとめを行い、新年度以降の運動の方向性について同友会理念の原点から確認し、

同友会運動の発展につなげる契機とします。

　議案の作成・提案・意見集約を通じて、総会当日までに十分な討議を各地同友会で行うことを重視します。また各地同友会会

員に総会への積極的参加を呼びかけ、全国の成果と教訓を各々の同友会運動に反映し、実践を促します。

第1条　（目的）

　この規程は中小企業家同友全国協議会規約に基づいて、総会を自主的・民主的に運営するために必要な事項について定めます。

第2条　（総会準備）

（1）議案

　1．総会議案作成は幹事会で行います。※議案作成の手順については別項参照

　2．総会開催の１カ月前に議案を全会員に提案します。

　3．議案について意見集約は各地同友会を通じて行います。

　4．総会を経て確定した議案は、全会員に公開されます。

（2）企画

　　総会企画に関して、幹事会が責任を負うものとします。

（3）設営

　　　設営担当の同友会は、実行委員会などを組織し、総会成功に向けた取り組みを行うとともに、設営を通じて、自らの同友 

　　会と企業の発展につなげるような取り組みを行います。

（4）開催同友会の条件、全国から参加しやすい基準として以下の二つを開催条件とします。

　1.  中心部に1,000人以上入る会場があること

　2.  全47都道府県から当日の午前6時に出発して午後1時半までに入れる交通の便があること

第3条　（議事運営）

　総会の議事運営のルールはあらかじめ幹事会で定め、代議員に周知します。定めていない事柄に関しては議長団の裁量に委ね

ます。

第４条　（改廃）

　本運営規程の改廃は幹事会で行います。

付則　　本運営規程は2015年6月3日より施行します。

※総会議案作成の手順

イ.　中同協事務局内に議案起草プロジェクト（以下プロジェクト）を立ち上げる（10月）。プロジェクトは、各レベルでの論議 

　　 を反映させて議案の改稿起草を行う。

ロ.　全国事務局長会議までに全国の運動の中間集約を行い、議案骨子（一次案）を作成し、中同協事務局次長会議と全国事務 

       局長会議に提案し、意見交換する（12月）。

ハ.　ロで出された事例や意見を反映し、骨子（二次案）を作成。三役会から第3回幹事会に提案し、意見交換する（1月）。

ニ.　ハの意見を反映し、原案を起草し第4回幹事会に提案し、意見交換する（3月）。

ホ.　ニの意見を反映し、一次案を作成し、中同協事務局次長会議で審議する（4月上中旬）。

ヘ.　ホの意見を反映し、二次案を作成し、中同協正副会長、本部長、専門委員会連絡会担当幹事のグループで審議する（4月中 

　　 下旬）。

ト.　ヘの意見を反映し、三次案を作成し、中同協幹事と各同友会事務局長に送付し意見を求めるとともに、上記ヘの役員を除 

　　く中同協幹事（各同友会代表1名を対象）で審議する（５月上中旬）。

チ.　トのグループの意見を反映し、最終案を作成し、「中小企業家しんぶん」6月5日号で全会員に送付（中同協第5回幹事会 

　　 の1週間前に到着）し、意見を求め、各同友会を経由して集約する（6月末締切）。

リ.　最終案を中同協第5回幹事会で確認し、総会議案集（総会当日配布）に実践事例集とともに掲載する。

ヌ.　各同友会で集約された意見と総会分科会で出された意見を反映し、決議文と議案への意見への回答を作成し、幹 

       事に承認を得た上で、報告集（中同協誌）およびホームページに掲載する。

中小企業家同友会全国協議会「総会運営規程」資料③
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（1）　政府が閣議決定した中小企業憲章を国民全体の認識と

し、その内容を実現するために、次のことを要望する。

①中小企業憲章を国民の総意とするため、国会決議をめざ

す。②中小企業を軸とした経済政策の戦略立案などを進め

るため、首相直属の省庁横断的機能を発揮する会議体を設

置する。③中小企業担当大臣を設置する。④中小企業庁の

中小企業省への昇格。⑤6月に「中小企業の日」や「中小

企業月間」を設ける。

（1）　消費税率の10％への引き上げは2019年10月へ再度延長

されたが、実施すれば消費の停滞を招き不況のさらなる長

期化を招くことから引き上げは凍結する。また「軽減税率」

導入による事務負担は中小・小規模企業に傾斜的に重いも

のとなるものであり事務処理増加となる措置を凍結すべ

きである。

（2）　配偶者控除等の見直しについては、総合的な視点で購買

力向上のための人的控除の拡大を図るべきである。配偶者

控除にとどまらず、所得税課税では、憲法14条・25条に基

づいた「応能負担原則」・「最低生活費非課税」に立ち返

り、見直しを図るべきである。

（3）　事業承継猶予制度として次を実施する。①事業用資産に

ついては通常の評価額とは別に「事業承継価額」（相続株

式の納税猶予と同様に8割の減額評価）で評価、②事業承

継者は事業用資産を「事業承継評価額」で評価した税額を

納付し、通常の評価額で評価した場合の税額との差額を猶

予、③5年以内に事業廃止した場合は当該差額を納付し、

5年以上事業を承継した場合には当該差額を免除。

（4）政府税制調査会の委員・特別委員の構成に占める中小企

業者の割合（1～2名）が極端に低い。わが国経済の根底を

支える中小企業の現状をその答申等に反映させるために

も、政府税制調査会の構成メンバーに中小企業の代表を増

員することを強く要望する。

（5）　事実上の法人税負担率は、大企業（資本金10億円以上と

連結法人）が19.6％、中堅企業（資本金1億円以上で10億

円未満）が27.6％、中小企業（資本金1億円未満）が25.5％

（2010年）となっている。中小企業には一部軽減税率が適

用されているにもかかわらず、大企業よりはるかに高い税

負担率である。速やかにこの歪みを是正し応能負担を原則

とし、そこに法人税減税の財源を求める。

（1）　トライアル発注制度に関する「官公需における発注事

例」（中小企業庁）を一部の事例掲載にとどめず、地方公

共団体が講じているすべての事例を収集し載せること。ま

た、トライアル発注制度の効果の増幅をめざし、認定され

た商品は通常の競争入札制度ではなく随意契約により行

政の機関が購入できるようにしたり、認定商品にはトライ

アル発注商品認定マークを表示するなど、実施すること。

（2）　海外展開・進出、撤退をめぐる中小・小規模企業のニー

ズは幅広い。金融、法律、税制、現地の信用情報、マッチ

ングなど多彩なニーズに対し、ワンストップで相談できる

ネットワーク組織の構築を要望する。特に東アジア・アセ

アン地域に対応した組織が急がれる。日本貿易振興機構

（ジェトロ）の人員と機能を強化・拡充し、中小企業の海

外展開支援を中心業務とした機関に改編する。

（1）　厳しさを増す経営環境の中での社会保険料の従業員と

事業主の負担の増大は中小企業経営を直撃する。協会けん

ぽの財政は悪化し、保険料率は10％（全国平均）で推移し

4.　2018年度国の政策に対する

　　中小企業家の重点要望・提言

中小企業家同友会全国協議会

2公正・公平な税制をめざして

１ 中小企業憲章を国会決議とし、その内容

を実現する

3中小企業が地域で仕事をつくりだすための

支援の抜本的強化

4安心して働ける

社会保障・労働環境の整備を
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ている。また、大企業の健保組合や公務員の共済組合との

保険料率の差の縮小が求められる。協会けんぽへの国庫補

助率は、健康保険法の本則上限の20％へ引き上げ、中小企

業の負担軽減を図ること。

（2）　中小企業の労働時間短縮については、自企業の企業努力

だけではなく関連企業・業界の協力、取引慣行などの転換

が要件となることから次の実施が必要と考える。①省力化

投資などに積極的な支援策を講じる、②取引慣行を見直し

て業種ごとに労働時間短縮を促進する施策を行う、③発注

方式等取引改善指導事業、下請代金支払遅延等防止法、下

請中小企業振興法の運用強化など、労働時間短縮のために

下請取引適正化施策の一層の強化を図る。

（1）　中小企業憲章に基づき、学校教育などでは中小企業の最

新の実態に基づいた正確な姿を教えること。その一環とし

て中小企業の経営者を授業の講師とすることおよび教師

が中小企業の現場で研修することを積極的に計画するこ

と。徳島県教育委員会が新任教員を対象に、県中小企業家

同友会の会員企業などでの職業体験を導入していること

などを参考にすること。

（2）　建設業と製造業での専門人材不足が深刻化している。職

業訓練プログラムと失業給付制度を充実させることで職

とスキルのミスマッチの減少を達成したデンマークに学

び、日本でも若者に対する職業訓練と失業給付制度などの

セーフティーネットを抜本的に充実するなど、若者の就労

支援を強化すること。中小企業の労働市場への人材供給を

促進し、ものづくり産業基盤の維持を図る。

（3）　一部経済団体が就職活動ルールを主導する現在のあり

方に問題がある。政府・企業・学生・大学の幅広い代表が

参加できる協議の場をつくり、規範意識を醸成し、ルール

の実効化を図ること。中小企業の実態と声がルールづくり

に反映されることを重視して取り組むこと。

（4）　中小企業で5年以上就業した学生の奨学金返済について

特段の便宜を図る措置をとる。大学の授業料引き下げと欧

米水準の給付型奨学金制度の整備を図る。兵庫県は奨学金

の返済に苦しむ若者を雇っている中小企業に対し、返済額

の一部を補助する新制度を2016年10月に始めると発表。補

助額は1人あたり最大で年に6万円を支給するという。こう

した自治体を支援すること。

（1）　持続可能な循環型社会をつくるため、省エネルギーと再

生可能エネルギーの開発・転換および原発の計画的廃炉化

をめざす上で大きな役割を担う中小企業を位置づけ、エネ

ルギー自立化をめざすこと。

（2）　固定価格買取制度をめぐり2017年4月から「改正FIT法」

が施行されたが、電力会社の接続義務規定が削除されてし

まった。ドイツ再エネ法（EEG）は上位系統の増強を電気

事業者の法定義務としているが、日本でも再生エネルギー

を優先接続・優先給電する仕組みを構築すべきである。加

えて、電力・ガス取引監視等委員会の権限および能力を抜

本的に強化することが必要である。

（3）　住宅・ビルのゼロエネルギー化の推進にあたっては、

個々の建築物のZEHガイドラインとともに、周辺の住宅や

ビルなどで小規模分散型の電気と熱エネルギーを供給す

るコージェネレーションシステムの導入が必要である。災

害復旧・整備におけるグループ補助金のように地域ごとで

のゼロエネルギー化や省エネ改修、コージェネレーション

導入を支援すること。

　金融庁「金融仲介機能のベンチマーク」が公表された。今

回、対象外となっているメガバンクなど大手銀行について

も、その役割にふさわしく中小企業や地域経済に対する貢

献を促進するための指標を検討すること。「金融仲介機能

のベンチマーク」の継続性を担保する意味でも、円滑な資

金需給や利用者利便などの視点から金融機関の活動を評

価・公開する金融アセスメント制度、「地域と中小企業の

金融環境を活性化させる法律案」（仮称）を法制化するこ

と。　

6エネルギーシフトで

持続可能な社会を創造する

7「金融仲介機能のベンチマーク」

継続性の担保に向けて

5中小企業憲章に基づく教育環境の重視、

人材確保支援、就職活動のルールについて




