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中小企業家の見地から展望する日本経済ビジョン

はじめに
　今、日本経済は、さまざまな構造的問題を抱えています。長期停滞、格差の拡大、グローバル競争の激化、
環境・エネルギー制約、少子化・高齢化、財政赤字、地域の疲弊などです。これらの問題を解決するために、
日本経済の構造的・質的な転換が求められています。
　私たち中小企業家同友会全国協議会（略称・中同協）は、1969年の設立以来、自助努力による経営の安定・
発展と、中小企業をとりまく経営環境を是正することに努め、「国民や地域と共に歩む中小企業」をめざし
て活動を続けてきました。私たちは、日本経済がさまざまな課題を克服し、持続可能で健全に発展する道
を切り開き、豊かな国民生活が実現することをめざして、以下のとおり日本経済ビジョンを提案し、多くの
方々と連携して実現をめざしていくことを呼びかけるものです。

1．中小企業家の見地から展望する日本経済の7つの発展方向
（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を築こう
　多様な産業や多様な中小企業の存在が、個性豊かな国民生活を保障します。中小企業が元気になり活性
化することが、経済の健全な成長をもたらします。特定産業への過度な依存から脱却し、多様な産業を基
礎とした安定した日本経済を築きましょう。

（2）持続可能な経済社会づくりのための内需主導型経済をつくろう
　安定的で強靭な体質の日本経済を築くためには、内需主導型日本経済をめざすことが重要です。個人消
費増大による国内市場の安定的拡大と質の転換を図るとともに、日本経済がつくり出した富や経済力を国民
のために生かす社会システムをつくりましょう。内需主導型経済をつくるため、地域や中小企業が主役とな
り、草の根から活性化するような日本経済をめざしましょう。

（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をめざそう
　地域内で資金やモノが繰り返し投資され雇用も生み出される地域循環型経済をめざしましょう。中小企
業の連携力を強化し、地域経済・産業の自立化を図りましょう。地域内循環や多様な地域資源を活用した
仕事づくり、創業を促す環境をつくりましょう。

（4）エネルギーシフトで持続可能な社会をめざそう
　「エネルギーシフト」は持続可能な社会づくり、環境保全型の社会づくりの要となります。
　地域のエネルギー自給率を高め、地域循環型の経済社会づくりや自立的な地域づくりを進めましょう。

（5）誰もが人間らしく学び、働き、生きることができる働く環境をつくろう
　企業規模や性別、地域、雇用形態、国籍、年齢、障害の有無などによる不合理な格差のない働く環境を
めざします。「人間らしく学び、働き、生きる場」として選ばれるような企業づくりをめざしましょう。若
者が学校から企業へ就職する仕組みの改善を図りましょう。

（6）大企業の社会的役割・責任が十分に発揮される社会を築こう
　日本経済の発展を図るために、大企業の社会的役割・責任が十分に発揮されるよう、特に地域経済や中
小企業の発展に対する協力・貢献を明確に位置づけましょう。取引や競争などで公平で適正な条件・ルー
ルが整備され、共存することがお互いに利益となるような社会をつくりましょう。

2019 年 6 月 5日
中小企業家同友会全国協議会
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（7）成熟社会とグローバル化に対応する新しい仕事づくり・産業づくりをすすめよう
　今後、アジアをはじめ世界各地に豊かな階層が大量に出現することが見込まれます。世界の人々に歓迎
される製品のクオリティーとデザイン、ブランド力の獲得をめざしましょう。さまざまなネットワークを柔
軟に築き、経営資源を有効活用して新しい仕事づくり・産業づくりを進めましょう。

2．ビジョン実現に必要な5つの政策―財政と投資の流れを内需拡大型に
（1）中小企業憲章を国民に広げ根づかせ、その内容を実現しよう
　中小企業憲章を国民の総意とするため、国会決議をめざしましょう。首相直属の「中小企業支援会議（仮
称）」を設置し、省庁横断的機能を発揮して、中小企業を軸とした経済政策の戦略立案等を進めること、中
小企業担当大臣を設置することをめざしましょう。

（2）産業の進化と多様化で新たな発展軌道へ―雇用不安の克服を
　産業の進化と多様化で新たな発展軌道を築き上げることをめざし、新しい事業・産業を生みだす土壌と
なる中小企業が活躍できるよう、国を挙げて支援していきましょう。また、産業の発展とともに、雇用が増
え、賃金が上昇していくメカニズムの確立をめざしましょう。特に雇用の多数を抱える中小企業で賃上げが
可能となるような政策を進めていきましょう。
　第四次産業革命による技術の進歩が社会全体の向上に結びつくよう中小企業が的確に対応していくため
の政策的支援を進めましょう。

（3）公正な税制の実現、財政改革と国民生活の基盤の安定を
　公正な税制を実現し、負担すべき力のあるものがしっかりと負担する税制を構築しましょう。また、財政
の内容を生活安定優先の内需拡大型に向けた運営へ転換し、経済の好循環をつくり出すことにより、安定
的な財政運営で財政再建を進めましょう。

（4）社会基盤整備をどのように進めるのか―防災重視・地域密着型の社会資本整備へ
　生活基盤整備・環境保全・防災重視の「地域密着型公共事業」を推進し、中小企業の仕事づくりにつな
げましょう。人口や産業の減少を都市問題解決の機会と捉え、人々の生活の質の維持・向上を図りましょう。

（5）中小企業憲章の理念を世界に発信し、経済の安定と活性化のための国際市場ルールの確立を
　経済のグローバリゼーションが進む中、国際的な経済活動のルールが求められています。中小企業を国
の経済政策の中軸にすえる中小企業憲章の理念を世界に発信しましょう。

おわりに～ 21世紀型中小企業づくりで「日本経済ビジョン」実現の力に
　「日本経済ビジョン」を現実のものにし、真に中小企業が主軸となるような経済に変革していくために、
私たち中小企業も「21世紀型中小企業づくり」―に取り組みながら地域で仕事と雇用をつくり、自ら景気を創
る気概を持ち、1社1社が中小企業発展のモデルとなっていくことをめざします。

以上

1　�私たちの考える 21世紀型中小企業とは、第 1に、自社の存在意義を改めて問い直すとともに、社会的使命感に燃えて事業活動を行い、国民と
地域社会からの信頼や期待に高い水準で応えられる企業。第 2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。
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中同協設立50周年　同友会運動の将来展望（10年ビジョン）
　中小企業家同友会全国協議会設立50周年を迎えた今、私たちは先人の努力によって確立された同友会理
念の先進性と普遍性に確信を持ち、ここに同友会運動の将来展望を提起します。
　将来を展望するにあたっては、私たち自らが同友会理念の体現者となることを希求し、同友会理念を会内
外に広め、その具現化のために強靭な組織の構築に取り組みます。また、経営努力を強めるとともに、その
努力が報われ、すべての人々がその持てる能力を発揮できる社会環境をつくるため、諸課題の解決に向け
て世界的な視野と視座で考え、地域に立脚して取り組むことをここに表明し、以下の取り組みをすすめます。
　
1．一人ひとりのすばらしさが発揮できる企業づくりをすすめます
　私たちは、地域や社会になくてはならない企業、社員が生きがいと働きがいを感じ、能力が発揮できる
企業づくりをすすめ、豊かな社会を築きます。
　そのために、私たちは経営者に要求される総合的な能力を身につける努力を重ねるとともに、社員を最も
信頼できるパートナーと位置づけ、労働環境を整備し、生産性の向上をはかります。
　また、すべての中小企業家が「人を生かす経営」に基づいた経営指針の成文化と実践に取り組める環境
を整え、地域においては、教育機関や行政などとも連携して、活力ある中小企業の姿が見える活動を通じ
て人材育成に寄与します。
　
2．中小企業憲章の精神を体現し広めます
　私たちは、中小企業憲章の冒頭で謳われている、「中小企業は、経済を牽引する力であり、社会の主役で
ある」という役割を自覚し、自主的・主体的取り組みを通じて自ら体現すると共に、その中小企業の位置づ
けを地域・社会に広めます。
　その取り組みを促進するためにも、全国各地で中小企業振興基本条例の制定と活用の運動をすすめ、地域・
社会の維持・発展をめざして行政や住民、幅広い分野の団体とともに地域活動に取り組みます。
　
3．強靭な組織をつくります
　私たちは、中小企業と同友会運動の発展のために、より多くの経営者を招き入れ、全国各地で主体的に
同友会運動を実践する担い手を増やすとともに、企業数対比組織率5％をめざします。
　その実現のために、人と人、人と組織をつなぐ役割をもつ各同友会の基礎組織としての支部・地区会等
の強化をはかるとともに、ITを更に活用して力強く運動をすすめるための新たなしくみづくりに挑戦します。
　あわせて、主体性をもって運動に携わる事務局体制の強化・安定をはかるために、事務局員の採用・育成・
定着のための新しい機能の具体化をすすめ、強靭な組織基盤を築きます。
　
4．同友会理念を実践し、世界へ発信します
　私たちは、同友会運動の進展の中で、同友会理念に基づく経営のあり方は、国や地域・時代を越えて共
有できるものであり、様々な社会的な課題の解決に臨む際にも通じる普遍性があることを実感してきました。
それは例えば、障害をもつ人々を取り巻く諸問題への取り組みであり、女性のちからを広く社会で発揮する
環境づくりであり、近年では、持続可能な日本と地域を次代に残すため、「中小企業家エネルギー宣言」を
発表し、経営実践と社会的連携を通じて全国津々浦々で取り組んでいるエネルギーシフトの推進などです。
　このように実践を通じて培ってきた同友会理念は、いま、世界的な観点で取り組まれている「持続可能
な開発目標（SDGs）」の中にも多くの共通項が見出せるほどの普遍性をもっています。
　私たちは、あらためて同友会理念の体現者をめざし、あわせて、企業活動や生活基盤である地域から、
自治体、国、世界へと同友会理念を発信し、世界の潮流と連帯します。

2019年7月5日
中小企業家同友会全国協議会　第51回定時総会
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①―中同協設立50周年記念事業として、第51回定時総会で記念
式典を開催し、『中同協50年史』発行や紙誌のデジタル化な
ども行いました。さらに、「同友会運動の将来展望（10年ビジョ
ン）」を発表し、同友会運動の先進性と普遍性にあらためて
誇りと確信をもちつつ、中同協各部門と各同友会でその具
体化を検討しています。

②―昨年も続発した自然災害は、「災害の時代」を実感させるも
のでしたが、さらに新型コロナウイルス（以下、新型コロナ）
感染症の世界的拡大は、企業経営と同友会運動、社会生活
に甚大な影響を及ぼし、国政、自治、経営、暮らし、すべ
ての社会活動のあり方を問うものになっています。中同協は、
台風19号災害対策本部、新型コロナウイルス対策本部を設
置し、それぞれに対応しました。

③―５万名会員達成をめざして会員増強に取り組み、2020年４

月１日の会員数が47,467名と、５―万名会員達成には至りま
せんでしたが、期首としては11年連続で最高会勢を更新し
ました。

④―「働く環境づくり」の推進に向けて、計画的に毎年労働環
境を整備する取り組みを提起するように、各部門で問題意
識が高まってきました。

⑤―振興条例制定が加速し、46都道府県535市区町村で条例が
制定されています。背景には同友会の運動はもちろん、地
域課題の解決に真剣に取り組むべきだという状況認識が広
がっているものとみられます。

⑥―同友会運動のさらなる推進のために、中同協では内規など
を整理 ･ 統合して「総務運営規程」として整備しました。
また事務局強化の課題を整理しまとめるため、中同協幹事
会のもと「事務局プロジェクト」を設置し取り組みが始まり
ました。

３．中同協 第52回定時総会議案

2019年度をふりかえって第１章

はじめに

同友会の歴史と理念に学び未
来をひらく中同協設立50周年

第1節
　
　
　
　
　自主・自立の精神で育まれた同友会、その同友会の全国の
連帯が「協議体」としての全国組織をつくり、50年間の実践
とその教訓によって裏づけられ、理念を形成し運動を広げまし
た。人間尊重の経営を貫き、地域からの信頼も得ながら、組
織基盤を築いてきたことに確信が広がり、厳しい時代を乗り
越えようとする経営者の力になっています。
　中同協では2017年に「50周年プロジェクト」をつくり、周年
事業の意義（①運動の到達点の確認、②新たな半世紀を展望、
③全国5万名会員の実現）を位置づけ、『中同協50年史』作成
や記念式典の企画、10年ビジョン作成に取り組みました。
　
1．同友会の全国組織設立50年の重み
　～同友会理念形成過程と全国の連帯に確信

（1）『中同協50年史』の刊行
　中同協では「50年史」編さん委員会を2015年6月に立ち上げ、
①同友会運動の到達点と次の時代への運動課題を明らかにす
る。②運動推進に役立つ文献とする。③同友会運動への理解

を会の内外に広げる機会とする、の3点を目的に、5年間で本部・
委員会ごとに運動の歩みを振り返り、将来の展望を描き共有
し、編さん委員会で成果と教訓をまとめました。
　この歴史の記録とともに「中小企業家しんぶん」や「中同協」
誌などのデジタル化を進め、記録性を高めました。
　

（2）各同友会で同友会運動の歴史や理念に学ぶ研修会
　各同友会では、役員研修会や会員増強に向けた研修などで、
同友会の歴史や理念に学ぶ取り組みが広がりました。今後は
さらに『中同協50年史』を活用することが望まれます。
　
2．同友会運動の将来展望（10年ビジョン）の提起

（1）「同友会運動の将来展望」の提起
　これからの同友会運動と全国組織である中同協の役割を検
討し、第51回総会で「同友会運動の将来展望（10年ビジョン）」
を発表しました。現在は、中同協の組織・部門ごとで具体化
の検討を進めているところですが、各同友会とともに同友会
運動の未来を考えるよう取り組む必要があります。

（2） 協議体としての「中小企業家同友会全国協議会」の組織
のあり方検討へ
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　2015年に、「中同協の役割・組織・行事のあり方検討会」か
らの答申があり、それぞれ改善に取り組んできました。その中
で、組織整備などの一部分が課題として残されています。新
年度は、「中同協組織のあり方検討会」を設置し対応すること
としています。
　
3．全国5万名会員推進の意義
　「中同協設立50周年の年に、全国・中同協5万名会員の達成
を」と、6月には中同協として初めての「緊急全国事務局長会議」
を開催し、会員・事務局が一体となった会員増強の取り組み
を進めようと確認しました。また、8月には「会員増強決起集
会」を開催し、全国から250名を超える参加者で「今年度中に
5万名達成を !」と意欲ある取り組みを進めることを誓い合いま

した。これらを受けて、各同友会の目標達成へ向けた創意工
夫ある取り組みが始まりました。
　一方、10月の消費税増税などによる景気低迷の影響なども
あり、会員数は増加傾向にあるものの勢いがつきませんでした。
そこへ、1月からの新型コロナ感染拡大によって、例会などが
実施できない状況になる中、全国で奮闘したものの、年度内
に5万名達成には至りませんでした。
　しかし、期首に比べて全国の会員数は増加し、11年連続で
最高会勢を更新することができました。このことは、「5万名」
をめざす全国的な活動があったからこそ実現できたものとして
大きく評価すべき点です。

　
　
　
～働く環境を整備し、
　人を生かす経営の総合実践を
　
　新型コロナ感染症の拡大とそれへの対応に伴い、日本の中
小企業の9割がマイナスの影響を受け、日を追うごとに緊張感
が高まっています。急激な売上減や感染防止への対応など、
経営者のリーダーシップのもと、全社一丸の体制で奮闘する
会員企業の姿がありました。
　中同協では新型コロナウイルス対策本部を立ち上げ、会員
や同友会への影響調査を実施し、国への政策要望・提言活動
を強める一方で、「1社もつぶさない !―知恵と力を出し合い、新
型コロナによる危機を乗り切ろう」とした会長談話を発表。「雇
用を守ろう」「一人で悩まないで」「悪徳商人にならない」の
三本柱で、全会員に呼びかけ、会員を励ましました。
　また、台風など気候変動で大きな被害を受けた地域で、事
業再生に奮闘する企業は「地域課題は企業課題」として、事
業再生から連携による新事業創造などに取り組んでいます。
　経営環境が厳しい時にこそ「人を生かす経営」（「労使見解」
の実践）を推進しようと、リーマンショックのあった2008年か
ら隔年で交流会や合同委員会を開催し、4委員会（経営労働、
共同求人、社員教育、障害者）で人を生かす経営推進協議会
をつくって活動しています。各同友会でも連携組織が次々立
ち上がり、実践に向けた取り組みが進められています。
　
1．同友会がめざす企業づくりに向けて

（1）「労使見解」を学ぶ場
　「経営者である以上、いかに環境がきびしくとも、時代の変
化に対応して、経営を維持し発展させる責任があります」と
いう「労使見解」の精神で、新型コロナ問題に立ち向かう経
営姿勢を支えようと、各同友会では積極的に代表理事からの

メッセージなどが発信されました。この問題は、後継者難と合
わせて事業継続にも影を落としています。
　急激な変化を乗り切るためにも、「労使見解」に学び、労働
環境の整備と付加価値向上に向けた取り組みが急務です。
　

（2）財務、労務など経営の基本を学ぶ最初の一歩
　「よい会社」を実現するためには、経営者としての責任を自
覚するとともに財務状況を理解して、労働法令を遵守し「労
使見解」の精神で実践することが大切です。
　新型コロナ問題や災害など、緊急事態に機敏に対応するた
めにも常日頃から財務状況を把握していることが大切です。
各同友会では、緊急時の資金繰りへの対応を促したり、単年
度の経営計画の見直しや基礎講座などを設定しています。
　

（3）組織的経営をめざそう
　同友会では、経営指針を成文化して社員を採用・育成し、
組織的経営をめざすための学びの場がつくられています。し
かし、社員のいない起業間もない経営者や家族だけの自営業
者の会員が「なぜ組織的に経営する必要があるのか」「どの
ように進めていくべきか」など、経験交流する場は不十分で、
支部・地区で参加者の経営課題に寄り添った例会づくりが求
められています。
　

（4）「よい経営者」への取り組みを
　緊急事態の際には、社員への向き合い方や取引先への対応、
自社の社会的役割の認識など経営者の姿勢が問われます。各
同友会で「一人で悩まないで」と声をかけ合い、情報ツール
などを活用し、事業を継続するための悩みを出し合い、相談
できる場づくりが模索されています。経営の悩みを出し合える
会員間の関係性をいかに築いていくかが課題です。
　通常時には学びの基本である支部や地区会の例会が、報告
や形式を重視するあまり討論軽視になっていることや、グルー
プ討論が討論のシナリオを重視しすぎて深まっていないなど

企業づくり第2節
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の状況があり、本音で経営課題を語り合える場をいかにつく
るかが課題となっています。
　
2．「人を生かす経営」の総合実践

（1）労働環境の整備に向けて
　同友会がめざす「人を生かす経営」の原点は、経営者と社
員の信頼関係の構築とともに、社員が自らの未来を描ける環
境をつくることです。
　新型コロナ問題への対応では、雇用を維持するため、会員
間の人材の活用や制度の活用事例の交流も行われており、経
営相談窓口を設ける同友会も増えています。
　中同協では社員とともに企業の未来を創造するため、労働
環境の整備を計画的に行うための『働く環境づくりの手引き』
の普及に取り組みました。
　また、主に10人未満の企業を対象としたブックレット『求人
票や雇用契約書に書くことをまとめ直すだけで手間なく簡単に
できる就業規則のつくり方』も活用して「一人でも採用したら
就業規則を作成し、労働環境の整備を」と呼びかけています。
中同協では、3月を「働く環境づくり強化月間」として、①毎
年36協定の届出をすること、②社員とともに就業規則を見直
すこと、を呼びかけました。
　各同友会では、「働き方改革」についての学習とともに『働
く環境づくりの手引き』の学習会を実施するところが増えてい
ます。共同求人参加企業による労働局、監督署、社労士など
と連携した学習会も行われました。一方で、例会で取り上げ
ても、ハウツー論に終始する傾向も指摘されています。
　

（2）経営指針成文化と実践で成果の出せる企業づくり
　昨年度は47すべての同友会で経営指針成文化の取り組みが
行われ、1,354名が運営に関わり3,272名が課程を修了しました。
また、『経営指針成文化と実践の手引き』は4年間で14,078部普
及され、活用されています。
　同友会では経営指針成文化から社員教育や採用などの実践
へ向けた活動の連携を工夫することで、相互に活動が活発化
しています。
　経営指針成文化の活動においては運営側が「先生」に、受
講側が「お客様」になってしまう傾向があります。運営に携
わる修了生が継続的に受講生と学び合えるよう、「参加者が共
に学びあう」ことを位置づけるなど、工夫している同友会が
増えてきました。
　

（3）企業変革支援プログラムの活用の推進
　昨年度は、経営実践の輪を広げようと企業変革支援プログ
ラムの e.doyu―への登録を推進する同友会が増え、42同友会
1,692名が「2019年」登録しました（2018年1,591名、前年比6％増）。
登録数は3年連続で1,000名を超えました。経営研究集会の分科
会などをプログラムのカテゴリーで設定する同友会も増えてき
ました。

　中同協では本プログラムの改訂に向けて、経営から政策に
わたる委員会の横断的なプロジェクトをつくり、各企業、各委
員会などでより活用されるものになるよう見直しを行っていま
す。
　

（4）共同求人活動で強い体質の企業へ
　採用選考に関する指針の廃止や学生の就職活動スタイルの
変化など、採用を取り巻く環境は厳しい状況が続いていまし
たが、新型コロナ問題で状況が一変しました。
　昨年度は全国的に合同企業説明会の来場者数は減少してい
ましたが、その一方で学内合同企業説明会の実施や学校訪問
の強化、大学で講義を受け持ち中小企業の正しい姿を伝える
などさまざまな形で学校との接点を持つ活動が行われました。
　同友会の共同求人活動は単なる人採りの活動ではなく、地
域に若者を残し育てる活動であり、中小企業の存在意義や役
割を知らせ、若者に魅力ある企業となるよう企業変革を促す
運動です。それを実現するには「労使見解」の精神に基づい
て経営指針をつくり、労働環境を整備して採用し、共に育つ
という一連の取り組みによる企業づくりが必要です。委員会で
は、厳しい時代だからこそ共同求人の理念に立ち返り、若者
に選ばれる企業、魅力ある企業づくりを進めていくことを再確
認しました。
　

（5）「共に育つ」環境づくりを広げ、実践する社員教育活動を
　社員教育活動では、経営指針の実践に向け、社員をパート
ナーとして位置づけた共に育つ環境づくりが呼びかけられて
います。昨年度は2019社員教育活動全国研修・交流会（岡山、
36同友会208名）が開催され、同友会の社員教育活動の原点を
振り返ることをテーマに学び合いました。その中で、同友会の
社員教育の根幹は「人間とは何かを問うこと」であり、その
上で一人ひとりの社員の持ち味を生かす企業づくりを実践し
ていくことが大切であると確認しました。
　併せて、「労使見解」の正しい理解と経営指針の実践におけ
る共同求人・社員教育の重要性を学ぶ一冊として『新版：共
に育つ』3巻を発刊しました。
　

（6）地域の人育てを学校とも連携して
　地域の若者の流出、人口減少が課題となる中、学校等との
連携が広まっています。文部科学省が2018年に学習指導要領
を改訂し、「社会に開かれたうた教育課程」として謳

うた

われた中
で中小企業は地域の教育におけるパートナーとして位置づけ
られました。第51回総会では同省の職員を招き、新学習指導
要領をテーマに分科会を設営しました。また昨年は文部科学
省との懇談を2回開催し、中小企業と地域の学校がどう連携し
ていくか意見交換を行いました。そこでは、「社会に開かれた
教育課程」の考えを教育、産業、保護者にまで広く伝えてい
くこと。連携する目的を明確化し、学校と企業をつなぐ役割を
同友会が担っていくことが確認されました。
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（7）障害者問題について関心を深め、取り組みの輪を広げる
　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
りに向けて、同友会では障害者や就労困難者の雇用を進める
取り組みが、地域の行政や他団体と連携して広がっています。
昨年度は第20回障害者問題全国交流会（滋賀、45同友会502名）
で「宣言」を採択し、「幸せの見える共生社会」の実現を見据え、
絶え間ない実践を続けることを確認しました。
　

（8）女性が活躍する企業づくりを
　女性活躍に向けて主体的に働きかけて課題解決を図り、環
境改善を進めて業績を伸ばす会員企業の事例が増えてきまし
た。行政や他団体などからの評価を得て、周囲の期待も高まっ
てきています。全国の同友会会員に占める女性会員比率は徐々
に高まり、現在約12％です。各同友会でも経営力向上を意識
したセミナーや例会など、リーダー育成や具体的な企業づくり
の実践につなげる取り組みが広がっています。
　

（9）多様性への対応を～外国人労働者問題
　多様な人材が生き生きと働く組織は、外部変化に柔軟に対
応でき、強靭な企業づくりにつながります。外国人労働者が
増える中、中小企業が持つ柔軟性を発揮し新たな価値創造を
している企業も増えてきました。各同友会では入管法改正な
どによる外国人労働者への対応など学習会が行われ、中同協
では第50回中小企業問題全国研究集会（全研）で本テーマの
分科会を設定し、研究者や実践報告に学ぶ場を設けました。
　

（10）「持続可能な開発目標」（SDGs）の学びの場を
　中同協総会や全研の分科会などで、同友会がめざす企業づ
くりは国連の2030年までの「持続可能な開発目標」（SDGs）と
方向性が一致していることなどについて、学ぶ機会を設定し
ました。また、「持続可能な社会に向けて－―SDGs―について学
ぶ欧州視察」（ベルギー、デンマーク、ドイツ）を行い、同友
会の普遍性・先見性を確認しました。各同友会でも SDGs―と
同友会運動の関連をわかりやすく紹介したり、実践する企業
の報告に学ぶ機会を設けています。
　
3．仕事づくりと企業体質の強化をめざして

（1）求められる10年ビジョン、技術革新への対応
　大転換期、緊急事態だからこそ、現在の事業を見直すとと
もに、自社の特徴を洗い出して強みを磨くことが大切です。昨
年度からキャッシュレス化やテレワークなど技術革新への対
応を進める企業も増えている中で、同友会では付加価値の高
い仕事づくりに挑戦し、経営指針で「10年ビジョン」を位置
づけようと、取り組みを進めてきました。
　中同協では全研などで、情勢認識を深め、変化への対応を
進める分科会を設定しました。

（2）連携による仕事づくり
　連携による新しい仕事づくりの取り組みが広がっています。
ビジネス交流と地域への発信を目的にした行事や、大学・研
究機関・金融機関などの外部の知見や仕組みを活用できる連
携の場づくりを進める同友会が増えてきました。
　

（3）後継者問題・事業継続への取り組みを
　国内企業の66.1％が後継者不在で、休・廃業する企業の
76.8％が後継者不在という状況の中、経営指針に事業承継計画
を位置づけて取り組むことや、金融機関・支援機関と連携し
て M&A―の学習会を実施する同友会が増えています。
　

（4） 環境経営の実践を～省エネルギーや再生可能エネルギー
への対応と仕事づくり

　持続可能な地域社会、企業づくりに向けた環境経営の実践
の取り組みが広がってきています。SDGs の理解が「環境問題」
で広がり、経営理念・方針に環境経営を位置づけることも進
んでいます。
　

（5）幅広いリスク管理へ事業継続計画（BCP）の作成を
　昨年度は、事業継続をいかに行うか企業としての対応が求
められた一年でした。中同協が3月下旬に実施した新型コロナ
の影響調査で、BCP を持っていない企業が約7割もありました。

「経営計画」に、部品供給停止や機械の故障などへの対応も含
め、BCP を位置づけることが大切です。
　

（6）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、小グループなどによる視察ツアーの広がりがありました。
一方、新型コロナ問題によりインバウンド市場の急激な縮小
がおこり、裾野の広い観光やイベント関連が大きな打撃を受
ける中で、事業再構築に向けた緊急学習会も開かれています。
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　年度末を控えた1月以降、新型コロナ問題により、急速に企
業の維持・継続の問題が全国に広がりました。中同協は、関
係省庁と各政党に「緊急要望・提言」を4回にわたり手渡すなど、
中小企業と雇用を守る要望活動を行いました。
　一方、中小企業振興基本条例の制定がさらに広まり、全国
の自治体の32.4％までになりました。このことは、私たちの運
動によって、国民の中に中小企業の社会的位置づけが認識さ
れ理解が深まりつつあることを示しています。

1．新型コロナウイルス感染症問題への対応
（1）「緊急要望・提言」を4次にわたり提出
　中同協は、3月3 ～ 4日に開催した中小企業憲章・条例推進
本部、政策委員会合同会議において、「中小企業の倒産・廃業
を避けるために　新型コロナに関する緊急要望･ 提言」をとり
まとめ、4日のうちに関係省庁と各政党に要請活動を行いまし
た。この要望・提言の内容から支援策に反映されたものもあり、
さらに事態が深刻化する中で、4次にわたる要望活動を実施し
ました。
　また、各同友会においては、会員への声かけ、ヒアリング
などによる経営相談にも取り組み、迅速な要望・提言活動を
行うことで経営の実態を反映した支援策にも結びつきました。

（2）経営への影響「緊急アンケート」で現状把握
　新型コロナ問題が深刻化する中、中同協では全国的な調査
を2回実施しました。3月の初回調査は33同友会3,664社が回答
し、マイナスの影響が「出ている」「懸念される」を合わせて
88％に上りました。対応策として、社員とともに「新規受注の
確保」などに力を入れる企業が多く、会員の奮闘している様
子がうかがわれます。
　また、同友会活動への影響調査も実施し、多くの活動が中止・
延期となり、対外活動も含む運動に大きな影響を及ぼしてい
ることが明らかになりました。ブロックや全国での役員間の情
報交換、事務局間の活動交流なども進められています。

（3）対外発信や中小企業団体など他団体との取り組み
　この間の緊急要望・提言活動や会長談話、影響調査結果な
どを、中同協ホームページに公開し、「中小企業家しんぶん」
にも掲載するなど広く知らせる取り組みを進めました。このこ
ともあり、「経営者の生の声が聞ける」と中同協や各同友会に
メディアの取材が従来以上に続きました。また、ほかの中小
企業団体などとも現状認識や政策課題について意見交換、情
報交換をしながら取り組みを進めました。

2． 「国民や地域と共に歩む」同友会運動の姿を
地域に示そう

（1）「中小企業は地域のインフラ」としての役割を果たそう
　新型コロナ問題では、中小企業経営に急速で多大な打撃が
ある中、前述の会長談話を会員だけでなく地域の中小企業家
にも広めようと取り組みました。また、会員企業の中には、事
業活動に大きな影響を受けつつも、一斉休校に伴う子どもた
ちの居場所づくりや昼食への支援に取り組むなど、地域社会
とともに歩む姿があります。

（2）地域を担う「地域企業」として役割を発揮する取り組み
　自治体や地域の人々とともに地域の未来を考える取り組み
は、各地でさまざまなかたちで進んでいます。第50回全研で
は、第17分科会で「地域経済ビジョン持続可能な地域づくり
は、関係機関と連携した地域企業が担う」のテーマで、行政・
金融機関・中小企業団体・地域団体などからも多数参加を得て、

「地域企業」の役割と各同友会での地域づくりの運動のあり方
を交流しました。このような機会の広がりが期待されます。

3．日々の経営の視点から政策課題に関心を持とう
（1）経営課題と政策課題の接点を見いだそう
　新型コロナ問題では、前述のような各同友会の素早い影響
調査やヒアリング、経営相談などによる切実な要望をもとに、
中同協として「緊急要望･ 提言」を取りまとめて、関係省庁と
各政党に提出し、支援策の新設・拡充などに結びついています。
　中小企業憲章・条例推進運動や対外活動の担い手を増やす
取り組みは、各同友会でさまざまな地域活動などの取り組み
によって広がりつつあります。実践的な活動の中で、情勢認
識や地域課題の学習を進め、経営課題と政策課題の接点を見
いだすことにつながります。これを、例会や会議など、日々の
経営の中で位置づけ、多くの会員が政策課題に触れる機会を
つくることが、今後の地域づくりの課題のひとつです。

（2）調査をもとに政策提言し、経営と会活動にも活用しよう
　景況調査結果などから経営課題を見いだし経営指針の見直
しなど企業経営に生かすことや、例会内容の検討資料として
会活動に生かすといった取り組みは、引き続き課題となってい
ます。
　中同協企業環境研究センターが中心となり、第51回総会の
分科会では「景況調査結果は情勢分析・経営分析の宝の山 !―
自社で、組織で、どう生かす !?」を設営。経営者と研究者が
それぞれの観点で報告し、参加者とともに問題意識を交換し
ました。ここでは、①景況調査の意義が広がり、地域の課題
や問題意識が明確になってきたことで多くの同友会で調査が
実施されるようになっている、②自治体や金融機関などとの協
議の場で有効利用されている、③企業づくり・地域づくりなど
の運動の成果が調査を通じて明らかになり、さらに広がりを持
つ可能性があることが確認されました。

経営環境の改善と
地域づくり

第3節
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（3） 中小企業の継続・発展のための税制実現に向けた学習と
議論を進めよう

　消費税率10％への増税に対して、「凍結」の立場で主要政党
などにあらためて働きかけを重ねてきましたが、2019年10月に
予定通り税率が上げられ、同時に軽減税率の導入やポイント
還元が実施されました。
　中同協は、10月に「消費増税緊急アンケート」を実施し、
過半数の企業で十分に価格転嫁ができない状況や、インボイ
ス制度について周知されていない実態が明らかになりました。
同友会景況調査報告（DOR、2019年10－12月期）では、「景況
感は消費増税不況とトランプ不況のダブルパンチで景気後退
へ」の見出しが掲げられ、業況判断、売上高、経常利益、足
元の景況を示す業況水準のすべてがマイナス圏に沈んでいま
す。
　消費税増税や新型コロナ問題による経済への影響の長期化
が懸念される中、中同協は、低所得者層や中間層の所得、消
費に対しての減税を実施し、景気対策としての財政出動と消
費課税の抜本的な見直しを求めました。
　
4．中小企業振興基本条例の制定と活用を

（1）中小企業憲章と条例制定運動の学習を
　新会員をはじめとして、会内で中小企業憲章と中小企業振
興基本条例の制定・活用の活動について理解を広める学習活
動は、引き続き重要な課題です。日々の実践的活動の中で、
具体的に理解を深める取り組みが必要です。
　

（2）振興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を制定している自治体は、46都道府
県535市区町村（329市17区168町21村）と広がり、都道府県を
含むすべての自治体の32.4％で、政令市では75％で制定される
に至りました（5月15日現在）。
　一方、制定後の活用がなかなか進まない地域や、同友会が
関わらずに制定された地域で条例の活用を進め、中小企業振
興を力に地域活性化をどう取り組んでいくかが問われていま
す。
　

（3）中小企業憲章・条例推進月間に全同友会で取り組もう
　毎年6月に実施している「中小企業憲章・条例推進月間」に
呼応して、42同友会で取り組まれ1,953名の参加がありました。
　中同協は、6月4日に中小企業憲章・条例推進月間キックオ
フ会議を開催しました。今回は、与野党8党の政策調査会や経
済産業部会などから責任者である国会議員の出席を得て、各
党の中小企業政策の説明や、中同協の政策要望・提言の内容
に関して発言してもらいました。前年度までの取り組みの結果、
政党との関係を築くひとつの前進といえます。
　

（4）「中小企業の日」設置が実現
　2018年7月以来、中小企業庁により、「中小企業の日」設置

が検討されてきましたが、2019年6月に、7月20日を「中小企
業の日」、7月を「中小企業魅力発信月間」とすることが、正
式に決定しました。第51回総会では、「中小企業の日」の設置
などについて、来賓の経済産業副大臣からも紹介され、全国
に周知されることになりました。
　一方、設置の決定が6月であったため、「中小企業の日」を
冠した各同友会の取り組みは少なく、次年度の課題となりまし
た。
　中同協は、11月に中小企業庁を訪問し、「中小企業の日」「中
小企業魅力発信月間」の取り組みを推進する母体として、官
民の多くの関係団体による推進会議（仮称）を設置すること
を求める要望書を手渡しました。
　

（5）「日本経済ビジョン」を力に地域経済の展望を持とう
　中同協は、2019年6月の幹事会で「中小企業家の見地から展
望する日本経済ビジョン」を承認し、第51回総会で発表しま
した。一方、その学習活動はまだ広がっておらず、各同友会
での政策要望・提言活動や「地域経済ビジョン」づくりなど
の活動と合わせて取り組むなどの工夫が求められています。
　
5．教育機関や金融機関との連携を強めよう

（1）地域で人を育てる取り組みを教育機関とともに
　～中小企業の真の姿を地域に伝えよう
　各同友会での教育機関と連携した人材育成の取り組みは、
年々広がりを見せています。小・中学生の企業実習の受け入
れやキャリア学習への協力、高校生向けの企業説明会や教員・
保護者の企業見学の取り組みなども進んでいます。
　教育委員会との関係は、キャリア教育事業への委員派遣や
地域人材育成教育への関わり、小学生が地域の企業や仕事を
学ぶ催しの共催など、少しずつ広がり始めています。
　

（2）金融機関と対話を深めよう
　「経営者保証ガイドライン」の内容を会内で周知し活用する
取り組みは、明確な進展が把握できるまでに至っていません
が、ガイドラインを活用している会員企業も増えつつあります。
　また、地域金融機関との関係強化では、連携協定の締結が
進みつつあります。協定により、金融機関から例会に参加し
共に学ぶ場が増えたり、よりよい企業を地域に増やすために
金融機関が会員増強に協力するなどの取り組み例が報告され
ています。
　
6．エネルギーシフトを推進しよう

（1）振興条例制定運動にエネルギーシフトを位置づけよう
　エネルギーや資源の地域循環、地消地産の実践的取り組み
は、振興条例の広がりとともに増えつつありますが、振興条例
の中に新たに位置づけられた特徴的な活動事例には及んでい
ません。
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（2） エネルギーシフトの学習と実践で「中小企業家エネルギー
宣言」を広めよう

　エネルギーシフト、「中小企業家エネルギー宣言」の学習と
実践では、SDGs（持続可能な開発目標）の学習・実践とも重
ねて、学習・交流活動が進められつつあります。
　一方で、エネルギーシフトに取り組んでいる企業はあります
が、それはまだ一部であり、企業ごと、同友会ごとの取り組み
の度合いはさまざまな状況です。
　
7．大震災からの復興と自然災害への対応・対策を

（1）震災を「風化」させず教訓を生かそう
　東日本大震災から9年を経ました。被災地の同友会と会員は、
震災・津波・原発事故・風評被害の中で、たゆみない努力を続け、
逆境に力強く立ち向かっています。
　事業継続計画（BCP）の実効的な取り組みが個々の企業で
は行われており、台風19号への対応で生かされた企業もある
ことが報告されています。一方で、BCP がないことや、現実
に直面して機能しないことが明らかになった例も報告されてい
ます。経営指針の成文化と実践の運動に組み込む必要があり
ます。
　中同協では、東日本大震災復興推進本部研究グループ

（REES）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て
います。
　

（2）災害への対応準備をしよう
　2019年も、台風被害など全国各地で自然災害が重なり、特
に台風19号被害をはじめとした一連の事態に際し、中同協は

台風19号災害対策本部を設置し、①被災地の同友会と連携し
て、被害状況を把握し、情報を共有する、②国の支援策等の
情報提供および復旧・復興へ向けた施策要望等を現地同友会
と協議する、③全国に支援金を呼びかけ、被災した同友会に
送金する、④事務局の人的支援など被災地の要請に応じて対
応する、など取り組みました。
　事業所が被災した会員企業数は、14同友会で634社に上り、
各同友会で支援活動に取り組みました。中同協に全国から寄
せられた支援金は、2,600万円を超え、二次にわたり各同友会
に送金しました。
　近年の頻発する自然災害の中、「災害対応マニュアル」作成
と事務局防災訓練の実施（北海道）、「中小企業強靭化研修」「事
業継続力強化セミナー」の開催（岡山）、など、実践的で有効
な対応ができるように備えが始まっています。
　
8．平和をめぐる諸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課題として、「平和と中小
企業」をテーマにした分科会を設営しました。
　第51回総会では、「平和と企業経営について考える～東京大
空襲と中小企業」をテーマに見学分科会を実施し、東京大空襲・
戦災資料センターの見学。早乙女勝元館長と会員企業の報告
により学び合いました。
　第50回全研では、「『中小企業問題』を平和の観点から再認
識する～中小企業の歴史から学び、未来を展望しよう」をテー
マに、中小企業庁ができた背景や第1回全研が開催される前後
の中小企業政策など、歴史的観点から学び合いました。

　
　
　
　
　全国5万名会員達成に向けて「楽しく、みんなで、最後まで」
と呼びかけて仲間づくりに取り組みました。全国の会員数は
47,467名で期首比445名の純増となり、11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14
同友会に及びました。米中貿易戦争などの世界経済の悪化や
10月の消費税増税の影響、2020年になり新型コロナ感染拡大
によるあらゆる方面への自粛要請などで、多くの同友会が活
動の自粛や延期・中止など、同友会活動そのものがかつて経
験したことのない事態に直面しました。しかし、そのような中
でも3月度は19同友会が純増の実績を残し、また年間を通じて
30同友会が純増して4月を迎えたことに、運動の力強さが示さ
れました。
　このような非常事態の時こそ同友会の出番と「1社もつぶさ
ない !」と、声を掛け合い、励まし合い、強い絆を確認するこ

とが各同友会で取り組まれています。また、環境に見合った
同友会活動の進め方も模索し、新たな手段や形式をもって取
り組まれ始めました。
　
1．全国5万名会員と全同友会が
　目標達成に向けた取り組み

（1）組織強化と会員増強、仲間づくりの成果と課題
　各同友会で会員増強が進みました。北海道＋106名、兵庫＋
71名、鹿児島＋59名、福岡＋58名など30同友会が純増となり、
北海道の6,000名達成に向けた取り組みなど仲間を増やすさま
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
勢を続けています。
　会員増強や活動の状況を数字で把握し課題と成果を認識す
ることや、減らさない組織づくりが進む一方、2019年度の入
会者は4,644名で入会率は期首会員数9.88％となり、退会率が
8.89％となりました。
　中同協では、「全同友会が増強目標の達成で全国5万名会員
の実現を～会員増強決起集会」（2019年8月22日、東京）を初

同友会づくり第4節
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めて開催し、すべての同友会と中同協から256名が参加しまし
た。また、増強活動を支援するため全国の同友会・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。なお、4月1日より対企業組織率の企業数を2016年
の経済センサスのデータに更新しました。
　

（2）支部・地区づくりの成果と課題
　全国には、499の基礎的な組織である支部・地区（昨年度よ
り＋6）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、札幌支部＋82名、米子支部＋26名、福
友支部＋24名、那覇支部＋20名となるなど増強が進展しまし
た。234の支部・地区で会員が増加しました。
　

（3）例会づくりの成果と課題
　各同友会では例会づくりにおけるさまざまな取り組みが実
践されています。
　2019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4,187回となり、昨年度
より減少しました。グループ討論時間は、平均で約47.8分となっ
ています。各支部・地区でも丁寧な例会づくり、全国行事や
研究集会・フォーラムに向けてグループ長研修が行われまし
た。
　宮城ではすべての支部方針で「例会づくり」を位置づけ「毎
月、新しい報告者、座長、室長が挑戦する例会づくり」を進
めている事例や、富山では「会員が自社経営を語る場を増やす」
方針のもと、全支部で経営環境レポートを使った報告会が定
着するなどの事例がありました。
　しかしながら、2020年2月中旬以降、新型コロナ問題により、
政府・自治体からの自粛要請を受け、行事・会合の中止・延
期の判断がなされる一方、ウェブやネットなどを活用した会合
や行事の開催の工夫が進みました。今後、対面での感染リス

クをなくし、ウェブやネットを駆使した学びや経験交流の場づ
くりが課題となってきています。
　

（4）委員会・部会活動の成果と課題
　各同友会の委員会・部会活動は、経営労働46同友会、社員
教育45同友会、共同求人42同友会、障害者問題41同友会、政
策39同友会、広報39同友会と活動の広がりを見せる一方で、
環境経営23同友会、企業連携23同友会となっています。経営
労働・共同求人・社員教育・障害者問題の人を生かす経営を
推進する各委員会の連携が、中同協はじめ各同友会でも行わ
れてきています。
　また、支部・地区会活動と委員会活動の連携を強める動き
を進めている同友会も出てきました。秋田では、社員共育委
員会、共同求人委員会、経営労働委員会が各地区会（支部）
に働きかけて、地区会活動と委員会活動の連携を強める動き
を進めています。新潟では隔月で支部連絡会・委員会部会連
絡会を開催し、委員会・部会と支部間の合同例会を多数開催
しました。
　合同企業説明会、合同入社式、社員研修の開催の判断など
が新型コロナ問題の影響を受けるなど、委員会・部会活動を
どう展開するかが今後の課題となってきました。
　

（5）新会員のフォローアップと会員の定着
　新会員オリエンテーションを展開している同友会は46同友
会となり、355回開催されました。新会員の参加率は平均で
38.2％となっており、一層フォローアップ活動を推進する必要
があります。山形では、支部長・委員長・部会長で構成する
組織委員会が各組織の課題を共有し解決に向けた取り組みが3
年経過し、新会員オリエンテーションに始まり例会の質の向上
をめざしたグループ長ミーティングフォーマットの活用など、
継続によって効果が見え始めています。長野でも、増強推進
本部を中心に各支部で「同友会を知る会 & ざっくり& ぱらっ
と経営を語る会」を定例開催し、会員拡大につなげました。
　新型コロナ問題の中でも、フォローアップ活動を止めない
で感染リスクをなくしてオリエンテーションを開催した同友会
や、緊急事態の中でヒアリングを行い、会員の声を聞き、「1社
もつぶさない」と情報発信に取り組みました。
　

（6）自主的・主体的な活動
　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、支部・地区で小グループ活動に取り組んでい
る同友会が増えてきています。
　同友会理念や企業づくりの方向性を理解し、自主的・主体
的に動ける会員が増え、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。一方で、自主的・主体的な活動を担う役員の育成が
課題となっています。
　行事・会合の自粛要請があるなかで、ウェブやネットなど
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IT―を駆使した会議や意見交換も行われるようになりました。
　
2．同友会型企業を地域に増やす取り組み

（1）8割以上の市区町村に広がる同友会
　同友会の会員企業がいる市区町村は、全国1,896市区町村の
うち1,517市区町村（80.0％、昨年度より＋21）となり、空白市
区町村は20.0％です。市町村別増強では、札幌市中央区＋40名、
鹿児島市＋33名、東広島市＋18名純増しました。
　また組織率では、4月に企業数を2016年の経済センサスの
データに更新し、2014年約175万社だった企業数が約163万社
と減少しました。そのため、各市町村における対企業組織率
が上昇し、浜中町34.5％、別海町27.4％、陸前高田市23.6％な
ど75市町村の組織率が10％（昨年度より＋9）を超えました。
　

（2） 広報・情報化と e.doyu の活用－「情報創造」で「発信力」
を高める

　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。
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。
　中同協広報委員会では、「中小企業家しんぶん」の紙面改善
に努めました。また、スケジュール、アンケート、掲示板機能
を備えた e.doyu―スマホ版をリリースし、DoyuNews―では各同
友会の力を借りながら「中同協設立50周年―時代を創る企業家
たち」のシリーズなどを掲載しました。
　

（3）青年経営者と後継者の育成
　青年経営者の会員が増えており、各同友会でも青年部会が
会員増強に貢献しています。新しく4同友会（福島、宮崎、山梨、
栃木）で青年部が設立されました。青年部のある同友会は43
同友会となっており、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。また、「火の国に集いしわさもんよ、富国
有徳の体現者たれ !」をスローガンに第47回青年経営者全国交
流会（2019年9月12―～―13日、熊本）を開催。45同友会と中同協、
来賓など1,491名が参加しました。
　全国の39歳以下の会員は5,392名（11.5％）　44歳以下の会員
は11,421名（24.4％）、49歳以下では19,290名（41.2％）で、全
国で青年部に所属している会員は約7,340名となっています。
　

（4）女性経営者・女性会員の活力を生かす活動
　女性部の活動も活発に行われ、女性部のある同友会は37同
友会となっています。広島で開催された第22回女性経営者全
国交流会（2019年6月13―～ 14日）では、「認めあい、高めあい、
生かしあう関係づくりの実践を !」をテーマに、45同友会727名
が参加し交流と学びを深めました。
　中同協女性部連絡会では、仲間づくりの取り組みで女性会
員数、女性会員比率、女性役員比率に着目し、具体的に学び

の輪を広げるよう確認し合いました。なお4月1日現在で全国の
女性会員は5,604名（12.0％）となっています。
　

（5）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、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、神奈川、新潟、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。
25年以上の会員歴を持つ会員は、全国4,671名で約10％となっ
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。
　
3．組織強化をめざす取り組み

（1）組織強化に向けた財政基盤の整備・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。
　

（2）役員会の充実と役員研修、役員の役割
　同友会の役員・リーダーの責任と役割がきわめて大きくなっ
てきています。企業経営と同友会運動を不離一体として取り
組み、広めていく「語り部」を担う役員を育成することが課題
となっています。各同友会で役員研修を行っているのは43同
友会で、うち役員研修を数回のシリーズで継続的に実施して
いるのは16同友会でした。また7同友会が理事会で学習会を位
置づけて行っています。
　第33回中同協役員研修会（2019年5月23―～―24日、静岡）を
第4回中日本ブロック支部長交流会を兼ねて開催し、12同友会・
中同協より184名が参加。静岡同友会では同研修会で初となる
実行委員会を設け、静岡から120名を超える参加となりました。
第34回中同協役員研修会（2019年10月3 ～ 4日、秋田）には9
同友会・中同協より47名が参加しました。
　

（3）事務局づくり
　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。中同協では、事務局プロジェク
トを立ちあげ、全国の事務局の課題や教訓と今後の検討課題
などを整理することになりました。
　全国事務局員研修会（2019年7月17―～―19日、東京）を開催
しました。各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を東北、関東甲信越、中日本、関西、九州・
沖縄で開催しました。
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（4）役員・事務局員の世代交代への計画的な対応
　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・事務局の世代交代が続いています。事務
局員は会員に学びつつ、運動の半歩先を提案できるように努
める姿勢を持つことや、事務局の組織的位置づけを明確にす
ることなど、計画的な対応が求められています。
　同友会での役員と事務局員の信頼関係は、日々の活動の中
で培われる一方、課題も表面化します。同友会の歴史や規模、
役員と事務局員の経験年数に関わらず、日常活動の中で相互
に確認していくことが必要です。
　
4．全国の同友会活動・ブロック活動の強化と連帯
　中同協設立50周年記念の中同協第51回定時総会（2019年7月
4 ～ 5日、東京）には、「同友会理念の総合実践で持続可能な
未来を築こう」のスローガンのもと、47同友会と中同協から
1,762名が参加。第50回中小企業問題全国研究集会（2020年2月
13 ～―14日、京都）は、「未来創造 !『地域企業』としての自覚
と実践を !」をテーマに開催し、47同友会と中同協から2,180名
の参加で学び合いました。
　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、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。
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1．世界恐慌以来の最悪の不況に直面する世界経済
・―新型コロナ感染拡大は世界経済に深刻な影響を及ぼしてい

ます。都市封鎖や外出自粛などにより需要が激減、サプライ
チェーンの途絶や工場の操業停止などにより供給面でも大幅
な減少をもたらしています。

・―国際通貨基金（IMF）は2020年の世界全体の成長率を前年
比マイナス3.0％と予測（2020年4月14日）。世界経済は1920―
～―30年代の大恐慌以来の同時不況に直面しています。

・―IMF―は基本シナリオとして2020年後半から景気は持ち直す
とみて、2021年には世界の成長率は5.8％になると予測（図1）。
しかし「経済の見通しは不確実性が極めて大きい」として、
新型コロナの終息状況などにより大きく異なるとし、①基本
シナリオ、②2020年中の感染拡大の封じ込めに失敗、③封じ
込めには成功したが2021に再流行、④封じ込めにも失敗して
2021年に再流行、の4つのシナリオで分析。最悪のシナリオ
④では、基本シナリオより8％も世界経済はマイナス成長に
陥ると指摘しています。

・―国連の経済社会局の今年の経済見通し（2020年5月13日発
表）でも、世界の経済成長率は前年比でマイナス3.2％となり、
1930年代の世界恐慌以来の景気後退になるとしています。さ
らに最悪の想定として、今年後半に感染拡大の第2波が押し
寄せた場合は、マイナス4.9％まで落ち込む恐れがあるとして
います。

・―新型コロナ感染症終息の見通しは不透明ですが、経済への影
響も長期化することを見据えた対策が必要となっています。

・―世界貿易機構（WTO）は、新型コロナ感染拡大の影響で
2020年の世界のモノの貿易量が前年比で最大32％減少すると
予測（2020年4月8日）。―2020年後半から回復する「楽観シナ
リオ」の場合でも13％減とリーマンショック時と同程度の減
少を予測しています。

・―WTO―によれば2019年のモノの貿易量は0.1％減ですでにマイ
ナスに落ち込んでいました。米中の貿易摩擦やイギリスの欧
州連合（EU）離脱などの影響によるものです。米中は昨年
末に貿易交渉で「第1段階の合意」に達しましたが、中国の
産業補助金の撤廃など構造問題は未解決のままです。

・―地球規模で人やモノ、資本が移動するグローバル経済の下で
は、一国の経済危機が瞬時に他国に連鎖するのと同様、気候
変動、自然災害、感染症といった地球規模の課題もグローバ
ルに連鎖して発生し、深刻な影響を及ぼす時代になってきて
います。

・―歴史を振り返れば、14世紀にヨーロッパで流行したペスト、

1918―～―19年に世界を席巻したスペイン風邪など過去のパン
デミックは、新しい価値観の創造と社会の大きな変革をもた
らしてきました。今回の新型コロナも社会の抱える課題を浮
き彫りにするとともに、旧秩序（アンシャンレジーム）に変
革を迫り、人々の価値観や生き方、産業構造の大きな転換を
もたらす可能性を秘めています。新型コロナ終息後の社会・
経済の変化を考えるためにも、新型コロナ前の経済・社会の
現状や課題を改めて確認することが重要となっています。

　
2．主な先進国や新興国の動向
・―アメリカではトランプ政権が発足して3年が経過。大型減税

や歳出拡大などが奏功して就業者数は700万人増え、失業率
も50年ぶりの低水準まで下がっていましたが、新型コロナの
影響で失業者は急増。4月の失業率は世界恐慌以降で最悪の
14.7％を示すなど、経済全体への影響も深刻で、IMF―は2020
年に5.9％のマイナス成長になると予測しています。一方所得
格差は戦後最悪で、若年層を中心に将来不安が強まっていま
す1。財政赤字額は年1兆ドル（約110兆円）を超え、先進国
全体の8割を占めています。

・―ユーロ圏の2019年成長率は1.2％。牽
けんいん

引役のドイツ経済の悪化
（2019年は0.6％成長）が目立ちます。米中貿易摩擦など世界
貿易の低迷が要因となっています。堅調な雇用に支えられた
消費が大きな減速を踏みとどまらせていましたが、新型コロ
ナの影響により2020年はマイナス7.5％に急減速すると IMF―
は分析。EU―は第2の経済大国であるイギリスが離脱し、EU―
は大きな転換点を迎えています。

中小企業をめぐる情勢第2章

世界経済第1節
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・―中国の2019年の実質成長率は6.1％と前年から0.5ポイント縮
小。29年ぶりの低水準となりました。アメリカとの貿易摩擦
の影響が大きく表れていますが、生産年齢人口の減少による
個人消費の弱含みも無視できません。中国版「団塊の世代」
が退職し始める2022―～―23年から下押し圧力が本格化する見
通しです。2

・―中国経済への新型コロナの大打撃は鮮明で1－3月期はマイナ
ス6.8％。通年でも1.2％増に留まる見込み（IMF）で1980年
以降では最低となると予測されています。

・―アジア途上国・地域は、ここ数年引き続き高い成長を維持し、
中間層が増加。米中貿易摩擦の影響により「強い逆風が吹い
ているものの、東アジアは引き続き世界で最速の成長を遂げ、
グローバル経済成長の最大の牽引役となっている」（国連「世
界経済状況・予測2020」）と指摘されていました。しかし新
型コロナによる影響は深刻で、IMF―は東南アジア諸国連合

（ASEAN）5カ国の成長率は昨年の4.8％から今年はマイナス
0.6％に急減する見通しを立てています。アジア新興国（46カ
国・地域）全体でも昨年の5.2％から今年は2.2.％に急減する
見通しです（アジア開発銀行、2020年4月3日）。

・―世界経済のさらなるリスク要因が新興国です。世界銀行が
2019年12月に発表した世界の新興国の債務に関する報告書に
よると、公的部門と民間部門を合わせた新興国の債務残高は
2018年時点で55兆ドル（約6,000兆円）に達し、過去最高を
更新。債務の規模や拡大のペースが「過去50年で最も深刻だ」
と指摘、このままの状況が続けば「金融危機が発生する可能
性がある」と警告しています。

3．社会・経済に大きな変革を迫るデジタル化の波
・―人口知能（AI）や IoT―など技術革新、デジタル経済化が進

んでいます。新型コロナ感染が拡大し、人と人の接触が制限
される中、デジタル化が一段と加速。ポスト・コロナにおい
てもデジタル化は急速に進展し、産業構造や雇用などへの大
きな影響を及ぼすことが予測されます。

・―経済産業省はデジタルトランスフォーメーション（DX）を
推進。DX―とは「デジタルを利用した変革」のことで、単に
デジタル技術を活用することではなく、企業経営全体の変革
のことを指しています。企業が本物の―DX―に取り組んでいる
かどうかが、将来の企業の盛衰を決めることになる、との指
摘もされています。3

・―第5世代移動通信システム（5G）も2020年4月より国内での本
格的なサービスを開始。産業界や社会全体に大きな影響を与
えると見られています。

・―一方、デジタル化でコスト構造も大きく変化しつつあり、時
間や場所の制約を超えて新市場やニッチ市場も生まれていま

す。
・―個人がネットを通じて仕事を請け負う働き方で生まれる経済
「ギグ・エコノミー」も広がってきています。従来の労働法
制で保護されないなどの課題もあり、各国で対策が論議され
ています。

・―経済協力開発機構（OECD）は人と AI―の共生に向け、「人
間中心」「公平性」「包摂的な成長」など基本指針を2019年5
月に採択しました。

4．気候危機に直面する世界
・―地球温暖化に歯止めがかからない中、世界的に異常気象が続

き、各地で被害が多発、本格的な対応が急務となっています。
・―世界気象機関（WMO）は、2019年の世界の平均気温が観測

史上2番目に高かったと発表。10年間の平均気温は1980年代
以降、過去最高を更新し続けており、地球温暖化の進展を裏
づけました。また2018年の二酸化炭素（CO₂）やメタンの世
界平均濃度が過去最高を更新したと発表。「パリ協定の合意
にもかかわらず、低下はおろか、上昇が鈍化する兆しさえも
見られない」と警告しています。4

・―国連は、このまま地球温暖化が進むと、今世紀末に世界平均
の海面水位は最大で1.1メートル上昇すると予測。台風など熱
帯低気圧の強さも増し、高潮などによる沿岸部の被害が増え
ると指摘しています。温暖化が進めば食糧供給のリスクが高
まり、2050年に穀物価格が最大23％上昇する恐れがあると分
析。食品ロスの削減など食生活を変えることも温暖化対策で
重要と警告しています。5

・―第25回国連気候変動枠組み条約締結国会議（COP25）では「パ
リ協定」実施の詳細ルールで合意できず、各国の溝が残され
ています。

・―新型コロナ危機により脱炭素社会に向けた取り組みが後回し
になることも懸念されます。国際エネルギー機関（IEA）は、
感染抑制後、各国が経済を成長軌道に乗せるための政策の柱
のひとつとして、再生可能エネルギーの普及や技術開発への
投資を据えるべきと提案しています。

・―新型コロナのような新しいウイルスと環境問題との関連も指
摘されています。人間による環境破壊や地球温暖化によって
野生動物と人間の生活領域が近づき、ウイルスが人間に伝播
しやすくなったとの専門家の分析もあります。

・―一方で世界各国で危機感も高まっています。気候非常事態宣
言をした国家は10、自治体の数は1,200を超えています（2019
年12月現在）。日本でも長崎県壱岐市、鎌倉市、長野県など
が宣言、世界的に大きく広がりつつあります。6　日本でも国
会決議をめざす超党派の議員連盟が2020年2月発足するなど
の動きが現れています。

１　日本経済新聞 2020 年１月 20日。
２　日本経済新聞 2020 年１月 18日。
３　�㈱東レ経営研究所「2020 年の日本産業を読み解く 10�のキーワード」、

増田貴司、山口智也著。

４　日本経済新聞 2019 年 11月 26日。
５　国連の気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の特別報告書。
６　山本良一著『気候危機』岩波書店。
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5．グローバルガバナンスの確立を
・―新型コロナは、世界の人々の生命と世界経済を大きな危機に

陥れ、グローバリゼーションの脆弱性を明らかにするととも
に、グローバルガバナンスや国際経済秩序の強化の必要性を
改めて強く示しました。新型コロナ危機の克服に向け国家の
壁を超えて連帯・協力するために、人類の英知が試される時
と言えます。

・―紛争の拡大、経済格差、地球環境問題の深刻化などの中、「誰
一人取り残さない」「地球規模の協力態勢」を掲げた国連「持
続可能な開発目標（SDGs）」の取り組み、「ビジネスと人権
に関する指導原則」の具体化、国際課税ルールの見直しなど、
国際経済秩序の確立をめざす取り組みも進みつつあります。

・―国連によると、世界人口の3分の2以上は、不平等が拡大して
いる国で暮らしており、この数十年間で格差が縮まってきて
いた国々の一部でも、不平等が再び拡大。先進国、途上国双
方で不平等が広がっていることで、分断がさらに進み、経済・
社会開発が鈍化するおそれがある、と警鐘を鳴らしています。7

・―経済開発協力機構（OECD）によれば、ほとんどの OECD―
諸国で中産階級が減少。「中産階級の生活水準を保護、向上
させなければならない。それが、包摂的で持続可能な成長を
促進し、社会的団結と安定を生み出すことにつながる」と指
摘します。8

・―昨年、アメリカ主要企業の経営者団体ビジネス・ラウンドテー
ブルは、「株主第一主義」を見直し、従業員や地域社会など
の利益を尊重した事業運営に取り組むと宣言。これは、株価
上昇や配当増加など投資家の利益を優先してきたアメリカ型
の資本主義にとって大きな転換点となるものです。アメリカ
では所得格差の拡大で、大企業にも批判の矛先が向かってお
り、行動原則の見直しを迫られた形です。9

・―今年1月に開かれた世界経済フォーラム（WEF）の年次総会（ダ
ボス会議）は、資本主義の再定義が主題となりました。株主
への利益を最優先する従来のやり方は、格差の拡大や環境問
題という副作用を生みました。今回の会議は、「株主至上主義」
の見直しをグローバルな場で再確認する機会となり、社会の
分断や環境問題に向き合う「ステークホルダー資本主義」を

指針に掲げました。10

・――OECD―は、今年1月、巨大多国籍企業などによる過度な節税
策を防ぐ国際的な規制「デジタル課税」の導入に向け、大枠
合意しました。企業の拠点のない消費国でも課税できるもの
です。国際的な法人税の引き下げ競争に歯止めをかけるため、
各国共通の最低税率を導入する方針でも一致。年内の最終合
意をめざしています。11

・―2019年9月に開催された SDG―サミットでは、国連は「取り組
みは進展したが、達成状況に偏りや遅れがあり、あるべき姿
からは程遠く、今取り組みを拡大・加速しなければならない」
との危機感を表明しました。

・―ビジネスを進める上で「人権」を重視する流れが世界的に強
まっています。国連「ビジネスと人権に関する指導原則」（資
料1）の各国での具体化が進み、日本でも2020年に政府が行
動計画を発表し、国内での具体化を進める予定です。外務省
が中心となって進められた行動計画の策定作業には中同協も
参画し、中小企業の立場から意見を提出しました。今後、中
小企業において人権尊重の経営を進めるために、公正な取引・
競争環境を実現するとともに、個々の企業でも指導原則を踏
まえた積極的な対応が求められています。

【資料1】�国連「ビジネスと人権に関する指導原則」とは
　「指導原則」は、経済のグローバル化と多国籍企業の影
響力の増大を背景に、特に途上国、新興国で過酷な労働
条件などの人権侵害が顕在化してきたことに対して、企
業の人権尊重責任や国家の義務などを定めたものです。
2011年に国連人権理事会において全会一致で承認されま
した。自社の従業員をはじめ、取引先（間接的な取引先
も含む）や消費者、地域社会の住民など、全ての利害関
係者（ステークホルダー）の人権尊重を推進するもので、
①人権を保護する国家の義務、②人権を尊重する企業の
責任、③救済へのアクセス、の3点を柱に全31項目で構成
される国際的枠組みです。

７　国連報告書「世界社会情勢報告 2020」。
８　経済開発協力機構（OECD）報告書「圧迫される中産階級」。
９　日本経済新聞 2019 年８月 20日。

10　日本経済新聞 2020 年１月 23日。
11　東京新聞 2020 年２月１日。
12　日本経済新聞 2020 年 2月 28日。

　
　
　
1．大きく減速化する日本経済～複合不況に突入
　・――IMF―は日本の2020年の成長率をマイナス5.2％と大幅な減

速を予測しています。
　・――一方、新型コロナ以前から日本経済は景気後退局面にあっ

たとする見方が多くなっています。日本経済研究センター
によれば、新型コロナ感染前の時点でも日本の実質成長率
は2019年度0.3％増、―2020年度は0.2％増で2018年度から3年
連続で0％近傍の低成長が続くと予想されていました。12

　・――実際に2019年10－12月期の国内総生産（GDP）改定値は
実質で前期比マイナス7.3％（年率換算）と大きく落ち込み、
主要指標である個人消費、設備投資、輸出がすべて下落

日本経済と地域経済第2節
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13　�日本政府観光局（JNTO）「月別・年別統計データ（訪日外国人・出国日
本人）」。

14　毎日新聞 2020 年 2月 20日。
15　日本経済新聞 2020 年 1月 22日。

16　�駒沢大学教授　吉田敬一「危機打開のフロンティアとして～経営者に必
要な“使命感・先見性・決断力”」

し、特に個人消費がマイナス2.8％と大きく落ち込んでいま
す。2020年1－3月期もマイナス3.4％（年率換算）となり、
2期連続でマイナスとなりました。

　・――実質賃金が伸び悩む中、内需（個人消費）が引き続き力
強さを欠いています。OECD―によれば、働き手一人の1時
間あたりの賃金について国際比較をすると、1997年と2018
年では、日本は8％下落しており、主要国で唯一のマイナ
スとなっています。韓国は167％、イギリスは93％、アメ
リカは82％、フランスは69％、ドイツは59％も増加してい
ます。（図2）

　・―2019年の訪日外国人数（推計値）は、前年比2.2％増の3,188
万2,100人で、過去最多を更新しました。中国が14.5％増の
959万4,300万人で最多、2位は韓国ですが25.9％減で前年
から約200万人減少しました。13　そして、新型コロナの
影響により2020年3月の訪日外国人は前年同月比93％減と
壊滅的な状況となり、訪日客頼みの
経済振興のもろさを露呈しました。
大和総研は、事態が1年程度続いた
場合、訪日客は最大2,000万人減少
し、GDP―を約3.5兆円押し下げる可
能性があると分析しています。14

　・―日銀が大規模な金融緩和策を2013
年に開始して7年。マイナス金利
政策に対しては銀行収益の悪化と
いった副作用が強まり、欧米では
懐疑論も浮上しています。15　大規
模な金融緩和を続けた結果、今回
の新型コロナ危機に際しても金融
政策の打つ手は限られている、との

指摘も出ています。
　・―新型コロナによる現在の異常な経営環境の悪化の背景に

は、複合不況要因が存在します。サプライチェーンの国際
化、米中貿易摩擦による国際経済の沈滞化、異常気象に
よる災害がもたらしたサプライチェーンの乱れ、消費増税
による需要減退が加わり、問題を深刻化しています。今日
の新型コロナ危機が終焉を迎えても中小企業の経営環境
は引き続き困難な状況が続くという観点が必要です。16

　
2．急激に悪化する中小企業経営
　・―中同協が3月に実施した新型コロナの全国影響調査では、

マイナスの影響が「出ている」「懸念される」を合わせて
88％、3月の前年同月対比の売上は53％の企業が「減少」
と深刻な状況が示されました。

　・―同友会景況調査（DOR、1－3月期）では、業況判断 DI
は▲13→▲31、足元の景況を示す業況水準 DI は▲3→▲
23、売上高 DI は▲10→▲27、経常利益 DI は▲11→▲25
と、主要指標すべてが大幅に下落しました（図3）。見通し・
想定を大きく上回る景気悪化となっていますが、新型コロ
ナ不況はまだ入り口で底は見えず、中小企業は存亡の危
機に立っています。

　・―2019年の全国企業倒産（負債総額1,000万円以上）件数は
8,383件（前年比1.7％増）、負債総額は1兆4,232億3,800万円

（同4.1％減）。倒産件数はリーマンショック時の2008年以
来、11年ぶりに前年を上回りました。ただし、1990年以降
の30年間で3番目に少ない水準です（東京商工リサーチ調
べ）。

　・―一方、2019年の休廃業・解散した企業は4万3,348件（前年
比7.2％減）で、2年ぶりに減少したものの、高水準での推
移が続いています（東京商工リサーチ調べ）。新型コロナ
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の影響により、今年の倒産件数・休廃業・
解散は大きく増加することが懸念されて
います。

・―中小企業にとって公正な取引関係を実現
することが重要、との認識が広がりつつ
あります。政府は「価値創造企業に関
する賢人会議」を開催し、2月に中間報
告を公表。「中小企業の実質労働生産性
の伸びは、年率3 ～ 5％を記録しており、
大企業の伸びと遜色ない水準である。し
かしながら、価格転嫁力指標の伸び率が
マイナスであるが故に、中小企業の生産
性（一人当たり名目付加価値額）の伸び
率が1％程度に低迷している」と指摘し
ています（図4）。そして取引構造の見直しや個別取引の
適正化の必要性を指摘し、①価格決定方法の適正化、②
型管理などのコスト負担の適正化、③手形などの支払条
件の改善、④知的財産・ノウハウの保護、⑤働き方改革
に伴うしわ寄せの防止、を「5つの重点課題」として掲げ
ました。今後、政府による実効性のある対策が求められ
ます。

・―政府は、巨大 IT―企業による市場寡占や中小企業に対する
不利な取引などを防止するため、デジタル市場の透明性
を高めるための新法案を2020年度中に施行予定です。

　・―「働き方改革関連法」が順次施行され、各企業の対応が迫
られる中、新型コロナの危機を乗り越える上でも「魅力あ
る職場づくり」が一層重要な時代を迎えています。

・―金融庁は銀行の金融仲介機能の共通成果指標を設定する
など、金融仲介機能の発揮に向けて進展が見られました。
一方、人口減少、低金利の長期化などにより、地域金融
機関の経営状況が悪化しつつあり、中小企業への影響も
懸念されます。新型コロナ危機に立ち向かう中小企業へ
の支援を強めるためにも、地域金融機関の役割はますま
す重要で、国として地域金融機関の経営基盤強化のため
の政策が求められます。

3．人口減少・高齢社会と地域再生の課題
・―2019年の人口推計で、日本人の国内出生数は86万4,000人

と1889年の統計開始後初めて90万人を割りました。自然
減も初めて50万人を超え、少子化・人口減が加速してい
ます。

・―東京圏への転入超過は14万9,000人。39道府県が転出超過
となり、一極集中が加速しました。

・―高齢者数がピークとなる2040年には、75歳以上世帯が全

体の4分の1、一人暮らしは全世帯の約4割となる見込みで
す。17

・―フランスやスウェーデンは合計特殊出生率が一時期低下
しましたが、その後回復を示しています。「少子化社会対
策白書」2019年版によれば、児童手当や出産手当金、就
学援助など家族を支援するための「家族関係社会支出」
が GDP―に占める割合は、スウェーデン3.54％、フランス
2.96％に対し、日本は1.29％となっています。

・―2019年度経済財政白書は、少子高齢化と人口減少が進む
日本で企業が収益や生産性を高めるためには、働き手の
多様化を進める必要があると分析。企業における人材の
多様性と収益・生産性の関係を検証したところ、男性と
女性が平等に活躍している企業ほど収益性や生産性が向
上しているとの分析を示しました。

・―一方、世界経済フォーラムが発表した2019年のジェンダー
ギャップ指数（各国の男女平等の度合いを示す）では、
日本は153カ国中121位と過去最低となりました。

・―進む人口減少、高齢化の中、地域の再生・活性化が引き
続き大きな課題となっています。地域社会の担い手であ
る中小企業の振興こそ地域の真の再生につながるという
理解を広めていくことが重要となっています。

4．本格的なエネルギーシフトが求められる時代
・―2017年の日本のエネルギー自給率は9.6％。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
が求められています。

・―世界的にも日本国内でも、従来のエネルギー需給構造に
革新的な変化を及ぼす可能性の高い、いくつかの流れが
起こっています。具体的には、①太陽光発電コストの急
激な低下、②デジタル技術の発展、③エネルギーシステ

17　�国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計（都道府県別
推計）』（2019 年推計）

18　CHIBA�むつざわエナジーのホームページより。
19　日本経済新聞 2019 年 10月 13日。

20　�復興庁「復興に向けた道のりと見通し」2020 年３月、グループ補助金交
付先アンケート。

21　共同通信「自治体アンケート」、東京新聞 2020 年３月１日。
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ム改革の進展、④再生可能エネルギーを求める需要家と
これに応える動き（RE100、SDGs―等）、⑤多発する自然
災害を踏まえた電力供給システムの強靱化（レジリエン
ス向上）の要請、⑥再生可能エネルギーを活用した地域
経済への取り組み、といった変化です。

　・―2019年9月の台風15号により千葉県で発生した長期の大規
模停電。その中にあって県南東部の睦

むつざわ

沢町が注目を集め
ました。睦沢町と地元企業が設立した太陽光発電施設等
で発電した電力を提供、地域の生活の維持・復興に貢献し、
分散型エネルギーの重要性を示しました。18

　・昨年、経済産業省と環境省は共同で「地域循環共生圏
の形成と分散型エネルギーシステムの構築に向けた連携
チーム」を発足、地域での分散型エネルギーシステムの
構築などに取り組み始めています。

　
5．多発化する自然災害と復興への課題
　・―各地で台風、集中豪雨などによる自然災害が多発し、大

きな被害が発生。災害リスクが高まる中、企業や地域の
事業継続計画（BCP）が不可欠の時代になっています。

　・―気象庁は、2019年の日本の年間平均気温（確定値）が平
年を0.92度上回り、1898年の統計開始以来、最高だったと
発表。2019年は大型台風による大規模被害が相次ぎまし
た。専門家は、温暖化が進み海面水温が上がれば「スーパー
台風」が本州に到達するリスクは高くなり、「すでに新た
なステージに入ったと捉え、防災対策の見直しにつなげ
るべき」と指摘しています。19

　・―東日本大震災による避難者数は4万8,000人となる一方、売
上が震災直前の水準以上まで回復している企業は約45.8％
にとどまり、産業再生は停滞しています。20

　・―岩手、宮城、福島三県の人口は震災前から34万人減少。
三県の市町村が行った土地区画整理事業で整備済みの土
地のうち、少なくとも26％が未利用となっています。中に
は50―～―60％前後が未利用の市町村もあり、にぎわい復活
にはほど遠いのが実情です。21

　・―東京電力福島第1原子力発電所の汚染水処理については、
海洋放出、水蒸気放出などが検討され、風評被害の拡大
などが懸念されています。

　・―災害が多発し広域化する時代では、「集中」から「分散」
への転換が必要です。専門家は「平時から多様な職業の
老若男女が暮らし、小規模分散型のエネルギー自給や食
の地産地消が相当程度おこなわれ、域内経済循環がなり
たっている」ことが重要と指摘しています。22

　
6．平和をめぐる課題
　・―2019年の世界の軍事費は前年比約4％増の1兆7,300億ドル

（約190兆円）、過去10年で最高の伸び率で、アメリカと中
国が全体を押し上げました。英国のシンクタンクである国
際戦略研究所は年次報告書で「第2次世界大戦後を特徴づ
けたルールに基づく国際秩序」が危機に直面していると
警告しています。23

　・―アメリカや中国は、人工知能（AI）を搭載した最新兵器
「自律型無人機」の開発競争を展開。国際的なルールづく
りは追いついていません。24

　・―アメリカは、陸海空軍などと同格となる「宇宙軍」の発足
を宣言しました。

　・―世界各地で内戦や紛争、テロが頻発、軍拡競争が繰り広
げられる中、同友会の理念を踏まえ、それぞれが平和に
ついて考え、行動していくことが求められます。

　
　
　
1．ポスト・コロナと日本経済の発展方向
　・―過去のパンデミックは、新しい価値観の創造と社会の大

きな変革をもたらしてきました。今回の新型コロナも社会
の抱える課題を浮き彫りにするとともに、旧秩序に変革を
迫り、人々の価値観や生き方、産業構造の大きな転換を
もたらす可能性を秘めています。

　・―日本経済も新型コロナ以前から、さまざまな構造的問題を
抱えていました。経済の長期停滞、グローバル競争の激化、
環境・エネルギー問題、少子化・高齢化、多発する自然災害、
地域の疲弊などです。新型コロナはこれらの問題を一段
と鮮明にするとともに、問題を解決・対応するために、日

本経済の構造的・質的な転換が求められていることを改
めて突き付けています。

　・―中同協は昨年「中小企業家の見地から展望する日本経済
ビジョン」を発表、以下の7つの発展方向を提起しました。

　　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
経済を築こう

　　②―持続可能な経済社会づくりのための内需主導型経済を
つくろう

　　③―地域内循環を高め、地域資源を生かした地域経済の自
立化をめざそう

　　④―エネルギーシフトで持続可能な社会をめざそう
　　⑤―誰もが人間らしく学び、働き、生きることができる働く

環境をつくろう
　　⑥―大企業の社会的役割・責任が十分に発揮される社会を

中小企業憲章を軸に
日本経済の質的転換を

第3節

22　�神戸大学名誉教授・石橋克彦「超広域大震災にどう備えるか」（『世界』2020 年３月号）。
23　毎日新聞 2020 年２月 16日。
24　日本経済新聞 2019 年 12月５日。
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築こう
　　⑦成熟社会とグローバル化に対応する新しい仕事づくり
　　　産業づくりをすすめよう
　・―ポスト・コロナの時代にあって、そこで提起された発展方

向は一層重要性を増しています。その実現をめざし、他
の中小企業団体や行政・金融機関・研究機関・労働団体
などさまざまな人々ともビジョンを共有し、その具体化を
進めていくことが求められます。

　・―「日本経済ビジョン」を具体化する取り組みのひとつとも
言える中小企業振興基本条例の制定運動は、46都道府県
535市区町村（329市17区168町21村）にまで広がり、全自
治体に占める条例制定自治体の比率は32.4％となっていま
す（2020年5月15日現在）。地域の疲弊などが進む中、持
続可能な地域づくりのために中小企業の振興が必要不可
欠との認識が広がっており、条例制定運動の一層の推進

が求められています。

2．同友会で知恵を出し合い、難局を乗り切ろう
　米中貿易摩擦や消費税増税の影響、さらには新型コロナ
ショックが加わり、景気の大きな落ち込みが懸念されています。
かつて、阪神淡路大震災やリーマンショック、そして東日本大
震災などが中小企業経営にはかり知れないほどの打撃をもた
らしました。多くの会員企業では、「売上7割減、8割減」など
深刻な事態に見舞われますが、その中で社員と力を合わせて
難局に立ち向かい、乗り切ってきました。
　これらの難局を乗り越えてきた会員企業の実践からは、資
料2のような教訓が伝えられています。このような教訓にも学
びながら、会員同士が知恵を出し合い、新型コロナによる難
局を乗り切っていきましょう。

【資料２】難局を乗り越えてきた会員企業の教訓

①経営姿勢を確立することが大切
　・―どんな困難があっても経営者には会社を維持・発展させる責任があるという姿勢を貫く。
　・―「絶対に雇用は守る」ということを宣言し、社員の信頼感と安心感を高める。会員企業以外で解雇したところは、立ち直りに

困難を極めた。
　・―情報の大切さ。経営者がもつ情報の質と瞬時の判断とが、その後の企業の明暗を左右した。（情報は同友会で収集する）
②財務対策・資金手当に全力をあげる
　・―当面の資金収支見込みをつくり、資金繰りに全力をあげる。
　・―既存の借入の返済条件の変更、新規借入などを金融機関に相談する。（返済能力を検討する）
③経営指針、経営計画の果たした役割の大きさ
　・―経営指針を成文化している企業の立ち上がりは早い。
　・―経営指針を直ぐに再建計画・復興計画に切り替えて、それに基づいて経営する。
　・―経営指針の見直しを通じて全社一丸の体制をつくる。
④社員教育、全社一丸体制づくり
　・―業務の減少を機会ととらえ、雇用調整助成金なども活用して社内研修会を開催する。
　・―改めて創業の精神、経営理念の重要性などを全社的に学ぶ場をつくる。
　・―社内に経営者の経営姿勢を示し、現状認識などを十分協議することで、危機感を社内で共有し、全社一丸体制づくりに取り組む。
⑤知恵を集めて新たな仕事づくりに取り組む
　・―トップが率先して事態を打開する姿勢を示し、果敢に営業に取り組む態勢をつくる。
　・―経営戦略（事業領域）の再検討・再構築と顧客づくりに取り組む。特に周囲に販売先を増やす取り組みをすすめる。
　・―取引先や地域で困っていることは何か、自社のお役立ちをどう発揮させるのかを社員と共に考え「仕事づくり」につなげる。
⑥情報の共有と見える化を進める
　・―全社員はもとより、取引先・協力企業も含め情報の共有を重視し、現状認識の一致をはかる。
　・―会社の現状について「見える化」を進め、将来の見通しを示す努力をする。
⑦同友会への参加・活用、ネットワークづくりが鍵
　・―中小企業にとってネットワークがとても大切。会員間ネットワークの強化に取り組み、人的資源、商品・サービス、顧客・取

引先を共有する取り組みをすすめる。
　・―同友会活動に積極的に参加し、学びを深めることが難局を乗り切る力になる。
　・―一人で悩まず勇気をもって同友会事務局や会員に相談する。
　・―会員の声を集め、国や行政などに政策要望を届け、施策の改善・充実につなげる。
　・―会員の施策の活用事例を学び、自社での活用に生かす。
　・―情報収集や発信では事務局がセンターとして重要な役割を果たす。
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本年度の課題と活動方針

今こそ同友会で知恵を出し合い実践し難局を乗り切ろう !

第3章

企業づくり第1節

　新型コロナ感染拡大は、世界の経済と社会生活に深刻な事
態をもたらしており、その終息への道筋は未だ不透明のままで
す。国内経済も、阪神淡路大震災やリーマンショック、そして
東日本大震災以上のはかり知れない打撃を受けるのではない
かとの観測も多くあります。「売上７割減、８割減」など危機
に見舞われる会員企業が増えていますが、その中にあっても
社員と力を合わせて難局に立ち向かっています。
　また、政府による緊急事態宣言の下で同友会の活動のあり
方も大きく変えざるを得ず、同友会運動の本質を再確認しな
がら、組織の維持・継続のための展望を示し、活動を止めず、
新たな活動スタイルを模索しつつ運動を進めることが大切で
す。
　本年度は、非常時の活動方針として焦眉の課題への取り組
みを以下のように進めます。
①――地域を守り、中小企業が存続するために、会員をはじめす

べての中小企業経営者を励まし支え、経営を維持・発展さ
せていく活動に取り組みましょう。

②――資金繰りや雇用維持対策など、先輩経営者の経験や英知に
学ぶ環境をつくるとともに、支援策の活用を進めましょう。
また、経営指針を事業再生計画とし、単年度計画を見直し、
必要に応じて方針も大きく見直して、全社一丸で取り組む
よう働きかけましょう。

③――採用・社員教育、事業継続計画（BCP）策定のチャンスと
とらえ、ポスト・コロナに向けた取り組みを進めましょう。
また、会員間の全国ネットワークを生かし、e.doyu「コロ
ナに負けない全国掲示板」を活用するなど、新商品開発、
市場創造、新事業創造にも取り組みましょう。

④――同友会の「活動を止めない」ために、情報ツールの活用を
進めましょう。オンライン上での細やかな会員間の交流を
進めることで、連帯感が高まり、一人で悩んでいる経営者
の励ましとたすけあいにもつながります。地域を守るため
に今こそ同友会を活用し、その輪を広げましょう。

⑤――地域を守るため、中小企業を守るために、会員の経営への
影響など実態を調査・集約して、他団体や自治体とも連携
して経営環境改善に取り組みましょう。

はじめに

　
　
　
～新型コロナに負けない「全社一丸」の経営

　急激な経営環境の変化の中で、全社一丸の経営で危機を乗
り越える経営者の覚悟とリーダーシップが求められています。
一人で悩まずに同友会で経営課題を出し合い、自社の現状を
正確に迅速につかみ、対応することが大切です。「危機の時こ
そ同友会」。ポスト・コロナに向けて従来にない企業変革が求
められています。地域の課題を経営課題として積極的に取り
込んで新たな仕事を作っていくことが期待されています。
　
1．どんな困難にあっても経営を
　維持・発展させましょう
　第2章のまとめを受けて、企業存続に向けた経営姿勢を貫く
とともに雇用を維持し難局を乗り越えるために、企業として以
下の7点に早急に取り組みましょう。

　
（1）危機を乗り越える経営姿勢を明確に示しましょう
　「経営者である以上、いかに環境がきびしくとも、時代の変
化に対応して、経営を維持し発展させる責任があります」と
いう姿勢を貫きましょう（「中小企業における労使関係の見解」
より。中同協発行パンフレット『人を生かす経営』所収）。
　リーマンショックや東日本大震災の時に社員を解雇した企
業は、立ち直りに困難を極めました。「絶対に雇用は守る」と
いうことを宣言し、社員の信頼感と安心感を高めましょう。
　経営者の情報の質と瞬時の判断とが、その後の企業の明暗
を左右します。同友会や行政などの確かな情報をもとに判断
しましょう。
　

（2）財務対策・資金手当に全力をあげましょう
　当面の資金収支見込みをつくり、資金繰りに全力をあげま
しょう。売上半減からゼロまで想定して少なくとも半年先ま
での予想損益計算書を作成し、対応を検討しましょう。また、
月次で収支を合わせ、徹底した減量経営を行うなど、財務体

＊�従来の活動については 2019 年の中同協第 51回定時総会決議第３章（活動方針）に準じます。
＊�新型コロナ問題のもとで、大きな環境変化に対応するために新たな方針を策定する必要があるときは、幹事会で判断します。
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質を強化することが大切です。
　これらの資料をもとに、既存の借入の返済条件の変更を行
い、返済能力も考えながら新規借入などを金融機関に相談し
ましょう。
会員企業実践事例①
「資金手当て」については、「いかなる激震にも耐えうる長期財
務戦略」拓新産業㈱（福岡）代表取締役藤河次宏氏（『企業変
革支援プログラムステップ2』中同協発行）参照。
　

（3） 危機感を社内で共有し、経営方針や経営計画を見直しま
しょう

　リーマンショックや東日本大震災など、困難にあっても経営
指針を成文化し、社員とともに取り組んだ企業の立ち上がり
は早く、V―字型の回復をした企業も少なくありません。
　危機を乗り切るために、社員と現状を共有・分析して危機
感を共有しましょう。
　また、経営指針の単年度計画を見直し、再建計画・復興計
画に切り替え、即座に実行することが大切です。これらを通
じて全社一丸の体制をつくりましょう。必要に応じて方針も大
きく見直すことも大切です。「中小企業における労使関係の見
解」を読み返しましょう。
会員企業実践事例②
「激動をよき友に」については、「強靭な企業をつくる経営姿勢
とは」エイベックス㈱（愛知）代表取締役会長加藤明彦氏（『企
業変革支援プログラムステップ2』中同協発行）参照。
　

（4）知恵を集めて新たな仕事づくりに取り組みましょう
　トップが率先して事態を打開する姿勢を示し、果敢に営業
に取り組む態勢をつくりましょう。社内で事業領域を再検討し
て顧客づくり、特に地域に販売先を増やす取り組みを進めま
しょう。e.doyu「コロナに負けない全国掲示板」なども積極的
に活用しましょう。「取引先や地域で困っていることは何か」、

「自社がどのように地域に役立っているのか」「事業を通じて
貢献するために」社員とともに考え、仕事づくりにつなげましょ
う。
　

（5） 採用と教育、万能型 BCP 策定のチャンスととらえ
ましょう

　業務の減少によってできる余剰時間を生かし、雇用調整助
成金なども活用して、社内研修会を開催し、改めて創業の精
神、経営理念の重要性などを全社的に学ぶ場をつくりましょう。
社内で十分協議することでワークシェアも自主的に進められま
す。
　ポスト・コロナも考え、地域からの期待に応えて、将来を担
う若者の採用にも積極的に取り組みましょう。
　また、自然災害など企業の事業継続を脅かすリスク要因は
多様化し、その深刻度も増しています。こうした事態に立ち向
かうためにも、あらゆるリスクに対応できる万能型の BCP―を

策定し、事業戦略として各社の経営指針の中に位置づけましょ
う。
会員企業実践事例③
「事業継続計画（BCP）」については、「事業継続計画（BCP）
の要諦は『労使見解』にあり！」㈱賀陽技研（岡山）代表取
締役平松稔氏（『中同協』第104号、中同協発行）参照。
　

（6）「見える化」と情報発信に取り組みましょう
　会社の現状について「見える化」を進め、全社員はもとより、
取引先・協力企業にも情報発信・共有を行うとともに、現状
認識の一致を図り、一体となって再建に取り組みましょう。そ
の際に将来の見通しを示すことも必要です。

（7） 勇気を出して相談し、会員間ネットワークを強化・活用
しましょう

　一人で悩まず勇気をもって同友会の仲間に相談しましょう。
自社を守ることは地域を守ることにつながります。非常時こそ
会員間ネットワークの強化に取り組み、人材、商品・サービス
やノウハウ、顧客・取引先情報などを相互に生かす取り組み
を行いましょう。
　
2．「活動を止めない」で、事業継続と
　ポスト・コロナのための学びの場を
　同友会として、今年度はきわめて特殊な状況下で会活動を
展開することを余儀なくされます。現下の異常事態において、
会活動を通常の形で継続することは困難ですが、情報ツール
も活用し、「活動を止めない」で、継続すべき活動を工夫して
実施しましょう。
　まずは会員同士が悩みや苦しさを語り合える場をつくり、経
営者がしっかり前を向いて、経営姿勢を確立する場をつくりま
しょう。企業づくりの活動は変化に合わせて計画を柔軟に見
直し、迅速に対応していきましょう。動画ツールなどを使って
厳しい試練を乗り越えてきた先輩会員に学ぶ仕組みもつくりま
しょう。
　また、ポスト・コロナに向けた企業づくりの準備を進めましょ
う。新型コロナ問題の影響は長期化することが予想されます。
大規模災害も頻発している上、第4次産業革命等に伴う急速な
経営環境の変化もあります。企業の事業継続を脅かすリスク
要因は多様化し、その深刻度も増しています。一方でのこの
ような変化は事業の転機にもなります。新たなビジネスチャン
スと考え、本業の強みを発揮し、売り方や買い方、事業領域
や社内体制の抜本的見直しと連携強化へ向けた企業変革の取
り組みが求められています。
　経営者として情勢分析力と先見性の向上を図り、理念を共
有しながら社員の自主性を育み、中小企業の魅力を発信して
採用活動を推進し、高付加価値の新事業創出などに取り組み
ましょう。また、強靭な体質の企業づくりを会内で「見える化」
しましょう。
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　活動を止めないで、経営指針成文化・実践運動の蓄積を生
かし、基礎講座から事業再構築のための経営指針の見直しな
ど、知恵を出し、情報ツールも活用しましょう。同友会の企業

づくりの強みを発揮し、すべての会員が学べる環境をつくり、
さらに学ぶ輪を広げましょう。

同友会づくり第2節
　
　
　
～感染拡大の影響長期化の想定と次代を
　展望した同友会づくり

1． 「危機の時こそ同友会」「孤独な経営者をなく
す」仲間づくりを

　新型コロナ感染拡大に伴う影響を受け、「命と健康を守る」
「企業と雇用を守る」、そして「地域を守る」との強い決意のも
と、同友会活動は絶対に止めず、ネットやオンラインを駆使す
るなどあらゆる手段や可能性を模索して、「危機の時こそ同友
会」「孤独な経営者をなくす」と声を掛け合っていきましょう。
中同協では、情報の収集・集約・共有・分析・発信を機動的
に行います。
　
2 ．活動・行事のオンラインの利活用の推進
　新型コロナ問題の影響は長期化することが予想されます。
感染リスクをなくし、必要に応じてネット・オンラインなどを
活用しながら同友会運動をいっそう推進していきましょう。こ
れを契機として、場所、移動や時間の制限がなくなり、すべて
の会員が同友会活動のメリットを享受できるようになります。
オンラインの利活用で場所・距離・時間の制限や感染リスクを
なくし、活動を継続していきましょう。オンラインの利活用に
際しては、情報漏洩リスクや、共有すべきマナーやルールの
確立といった新しい課題も生じます。経営者団体として遵守
すべきルールやモラルを最大限に尊重することを心がけましょ
う。
　
3． 支部・地区づくり、例会づくり―活動を止め

ず企業と地域を守る
　支部・地区づくりでは、危機の時こそ、仲間との本音・本
質での悩みや課題を話し合い、今後の戦略や対応・対策の意
見交換や学びの場が必要です。機動力のあるセミナーやオリ
エンテーションを開催するなど、学びの範囲を広げていきま
しょう。活動・行事はオンライン参加できる体制をつくり、ゲ

ストや候補者を含めオンライン参加を推進していきましょう。　
　例会がオンラインでの開催になると、討論・意見交換は全
体討論などで行うことが基本と思われます。同友会が大切に
している本来の形ではありませんが、工夫すればグループ討
論も可能です。企業経営で困ったことや、現在必要なことを
積極的に取り上げましょう。
　新会員オリエンテーションやフォローアップ活動も、対面し
ない形で開催し、声を掛け合いながら、例会やオリエンテーショ
ンへのオンライン参加などを勧めましょう。経営指針の成文化
と実践など委員会や部会活動への参加も促し、ミニ報告会を
するなど新会員に出番をつくりましょう。
　役員・リーダーが率先して自らの企業を変革し、危機を乗
り越え、地域の未来を守るという共通認識を持って取り組むこ
とが重要です。地域に同友会の輪を広げ、地域の企業が成長
発展できるような学び合い活動を展開していきましょう。
　
4． 委員会・部会活動の活性化を―継続的に学び

と実践を深める
　委員会・部会活動は、このような危機にあってこそ理念や
活動を広めることが重要になっています。ネット・オンライン
の利活用で、参加を促すことにより、参加人数や関わる人を
増やすことも可能となります。活動は止めず、機動的かつ迅
速に課題解決に取り組んでいきましょう。委員会・部会におけ
る例会や、委員会・部会活動を広げるためのオリエンテーショ
ンなどにも取り組みましょう。
　
5．組織・財政・事務局の運営
　新型コロナ問題の長期化が懸念される中で、組織・財政・
事務局の運営を見直すとともに、感染リスクが長期化しても
運営を継続できる体制を早急に整備しましょう。
　直面する新たな課題に対応し、新しい動きをつくる必要が
あります。環境の変化に対応できる組織・財務・事務局の運
営を継続するという側面と、新たな課題に対応するという強化
の側面の両面を持ち、次代を展望した同友会づくりをしていき
ましょう。

経営環境の改善と
地域づくり

第3節
　
　
　
　新型コロナ問題は、経済活動のみならず社会に決定的な打
撃をもたらし、中小企業と地域の存亡の危機という様相も見

せています。なんとしてでも企業と雇用を維持し、地域経済・
社会とともに生き延びなければなりません。
　そのためには、国や自治体への政策要望・提言活動を従来
以上に強め、実効的な支援策の実施に結びつけることが必要
です。
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1． 経済の基盤である中小企業存続のための政策
要望・提言活動を強めよう

　新型コロナ問題の発生以来、中同協では会員企業への影響
について緊急アンケートを、また同友会活動への影響調査を、
それぞれ2回実施しました。これらの調査内容をふまえ、4回
にわたって「緊急政策要望・提言」（15―～―16面に第4次緊急要
望・提言を掲載）をまとめ関係省庁と各政党に支援策の拡充
を訴え、順次その実現を重ねてきました。
　また、各同友会も調査活動と政策要望・提言活動を旺盛に
行い、自治体から国への政策支援要請にも結び付いています。
　景気悪化の長期化が懸念される中で、時

じ ぎ

宜に適した実情把
握と政策要望・提言活動、あわせて支援策の周知と活用の促
進に取り組みましょう。また、今後の経済・社会活動の回復
に向けて日常的に中小企業の声を行政に届けられるよう、国や
自治体の対策本部などとの関係をつくり、強めていくことが必
要です。
　
2．地域社会を維持する連携を広げよう
　新型コロナ問題は、首都圏・大都市圏への人口集中と社会
的機能の集中による負の側面を顕在化させています。また、こ
の問題は深刻な地域課題でもあり、その解決のためには、「地
域の総合力」が必要です。今こそあらゆる分野の組織・団体
と相互協力・支援関係を築く可能性を探り、地域全体で新型

コロナ問題の終息に向けた取り組みを進めましょう。この連携
活動は、さまざまな危機対応の力にもなり、地域と企業を守る
ことにつながります。

3．中小企業憲章の精神を広めよう
　本年度は、中小企業憲章の閣議決定から10周年、また、「中
小企業の日」（7月20日）、「中小企業魅力発信月間」（7月）制
定から一年を経て実質的な取り組みを広げる年です。いまこ
そ、これらの精神を広め、経営者として実践に取り組み、国
民や地域とともに歩む姿勢で困難を乗り越えましょう。
　
4．ポスト・コロナ社会を展望しよう
　新型コロナ問題を乗り越えた先には、ポスト・コロナ社会と
でもいうべき新しい社会・経済構造や文化、習慣などが現れ
ると考えられます。その変化への対応では、これまでも活動
方針に掲げてきた SDGs（持続可能な開発目標）の考え方を取
り入れていく必要があります。とくに、前項にあるよう幅広い
パートナーシップをもって取り組みましょう。
　また、各同友会と中同協のこの間の取り組みに関して、従
来の活動以上にメディアからの注目があり、報道もされていま
す。このことも踏まえて、自社の業種・業態の変容、地域社
会の変容なども想定した企業活動、地域活動のあり方を展望
し、会内外に発信しましょう。

むすび　
　
　本年度は、中小企業憲章10周年の節目です。中小企業憲章
には、中小企業は「常に時代の先駆けとして積極果敢に挑戦
を続け、多くの難局に遭っても、これを乗り越えてきた」、そ
して「雇用を支え」「従業員を守る責任を果たす」と謳

うた

われて
います。今こそ、「自粛」に委縮せず、全国各地域で「積極果
敢な挑戦」を続ける中小企業と同友会の姿を見せる時です。
　そのためにも、さまざまな未曾有の危機や難局を乗り越え

てきた会員企業の教訓に学び、同友会として固く結束しましょ
う。さらにその強い絆のもと、危機を乗り越える強靭な企業と
同友会をつくり、幅広い連携で力強く地域づくりに取り組みま
しょう。
　私たちはここに、「中小企業は、経済を牽引する力であり、
社会の主役である」ことをあらためて体現するよう、全国各
地域の会員と中小企業家に呼びかけます。
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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

　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。各2006年度から活動実態
調査が行われており、このたび2019年度の入会数・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。

【調査実施期間】2020年4月6日～ 4月30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

（1）全国の会員数の推移
　2020年4月1日の全国の会員数は最高会勢の47,467名と、11年連
続で最高会勢を更新しました。年度末の2 ～ 3月には新型コロナ
ウィルス感染拡大の影響を受けながらも、各同友会での会員増強
が進展しました。
　内訳を見てみると、2019年度１年間で入会した全国の会員は
4,645名（期首対比入会率9.88％）、退会者は4,180名（同8.89％）と
なりました。純増数は465名となりました。全国の会員数の推移を
見てみると、2010年度以降会員数は増え続けています。

（2）入会者数・退会者数の推移
　全国の入会者数・退会者数の推移を見てみると、2008年度以降、入
会者が横ばいで推移しておりましたが、2019年度入会数は4,645名とな
り入会率は9.88％となっています。また退会者数は4,180名となりまし
た。近年退会者数は減少傾向があり退会率は8年連続10％を下回った
だけでなく、調査以来は2年連続で9％をきり、8.89％となり減らない
組織となりつつあります。一方で、入会率は2年連続で10％をきって
おり、集める力や増やす力をつけ、入会者数を増やしていくことや入
会率を上げていくが課題となっています。今後は新型コロナウィルス
感染症の影響があり、オンラインでの行事・会合が多くなってきてい
ます。オンラインでのゲスト参加や入会などに力を入れる必要が出て
きています。
　入会の特徴としては、全国行事や周年記念行事の開催にむけて会員
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499支部・地区のうち、234の支部・地区が純増。
　全国には499支部・地区（昨年度より＋6）があり、234の支部・地区で純増となり、全体の46.9％が1名以上の純増となりまし
た（昨年度は全体の246支部 ･地区で49.8％が純増）。1名以上純増している支部・地区の割合が減少しました。また、10名以上
増強した支部は40支部・地区（昨年度は37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。
　また、全国の支部・地区の増強では、北海道の札幌支部が純増82名と全国トップ、島根の米子支部が＋26名、福岡の福友支

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

図3．全国入退会率

図2．全国入退会数

図1．全国会員数推移
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部が＋24名、沖縄の那覇支部が＋20名と続いています。
純増率では、鹿児島の北薩地区会が53.3％の純増率（会
員数15名→23名）、山口の周南支部が44.0％（会員数25
名→36名）となっています。

※支部会勢の1年間の増減と、このデータによる「純
増」は、支部間の移籍などもあるために入会者 - 退会
者を純増として統計しています。

（4） 市区町村別の対企業組織率（10％以上）と空白地域
　2020年度より2016年度経済センサスの約163万社の
データに変更しました。昨年度のデータが約175万社か
ら12万社減少しています。そのため、各市町村で法人
企業数が減少しており、対企業組織率が増加しました。
　2020年4月では市区町村別の対企業組織率で10％以
上は75市区町村となりました。前回調査より9市町村増加しました。
　北海道浜中町が34.48％ともっとも高くなりました、福島の楢葉町・富岡町は法人企業数が少ない中で会員企業があり、それ
ぞれ33.33％です。北海道別海町が27.40％となり、陸前高田市が23.57% で市レベルではもっとも高くなっています。昨年の宮城
県の南三陸町が35.24％と最も高い組織率でしたが、法人企業数が増加したため22.98％となっています
　全国1,896市区町村のうち1,517市区町村に会員企業があります。昨年度に比べて21市町村が増加し、約80.01％の地域にあり広
がりをみせています。空白地域は19.99％となっています。
※2020年度より企業数の基礎データは2016年版経済センサス企業数で掲載しています。

表1．支部地区純増数
同友会 支部・地区 純増
北海道 札幌支部 82
鳥取 米子支部 26
福岡 福友支部 24
沖縄 那覇支部 20
愛知 三河第1青同 19
広島 東広島支部 19
北海道 しりべし小樽支部 18
兵庫 東神戸支部 18
岡山 岡山南支部 17
兵庫 兵庫支部 16
岡山 倉敷支部 16
沖縄 浦西支部 16
東京 千代田支部 15
愛知 一宮地区 15
鹿児島 鹿児島北支部 15
岡山 岡山北支部 14
千葉 千葉中央支部 13
長野 しなの支部 13
佐賀 西支部 13
静岡 静岡支部 12

同友会 支部・地区 純増
京都 下京Ｃ支部 12
兵庫 北はりま支部 12
香川 高松第7支部 12
福岡 博多支部 12
鹿児島 鹿児島中央北支部 12
青森 青森支部 11
千葉 佐倉支部 11
神奈川 湘南支部 11
岐阜 東濃地区 11
京都 伏見支部 11
兵庫 神戸中央支部 11
山口 周南支部 11
北海道 くしろ支部 10
千葉 鎌ヶ谷白井支部 10
東京 葛飾支部 10
東京 江戸川支部 10
愛知 西第1地区 10
愛知 名古屋第4青同 10
京都 下京Ｂ支部 10
香川 中讃第2支部 10

都道府県名 市区町村名
人口

（国勢調査
2015）

会社企業数
（経済センサス

2016）
2020会員数

組織率
（対会社
企業数）

北海道 浜中町 6,061 87 30 34.48
福島県 楢葉町 975 6 2 33.33
福島県 富岡町 0 3 1 33.33
北海道 別海町 15,273 292 80 27.40
岩手県 陸前高田市 19,758 140 33 23.57
北海道 更別村 3,185 43 10 23.26
宮城県 南三陸町 12,370 161 37 22.98
北海道 芽室町 18,484 252 57 22.62
北海道 仁木町 3,498 45 10 22.22
北海道 帯広市 169,327 2,599 517 19.89
北海道 池田町 6,882 97 18 18.56
群馬県 昭和村 7,347 75 13 17.33
長野県 中川村 4,850 52 9 17.31
北海道 清水町 9,599 145 25 17.24
北海道 倶知安町 15,018 248 41 16.53
静岡県 牧之原市 45,547 671 109 16.24
北海道 鹿追町 5,542 74 12 16.22
北海道 新得町 6,288 111 18 16.22
香川県 土庄町 14,002 276 44 15.94
北海道 厚岸町 9,778 184 29 15.76
北海道 広尾町 7,030 140 22 15.71
北海道 弟子屈町 7,758 151 23 15.23
北海道 釧路市 174,742 2,279 339 14.87
沖縄県 南風原町 37,502 283 42 14.84
北海道 喜茂別町 2,294 27 4 14.81
北海道 根室市 26,917 470 68 14.47
北海道 標茶町 7,742 152 22 14.47
岐阜県 七宗町 3,876 43 6 13.95
北海道 幕別町 26,760 318 44 13.84
秋田県 大潟村 3,110 51 7 13.73
沖縄県 名護市 61,674 460 63 13.70
長崎県 大村市 92,757 710 97 13.66
北海道 中標津町 23,774 449 61 13.59
高知県 奈半利町 3,326 23 3 13.04
北海道 富良野市 22,936 301 39 12.96
北海道 音更町 44,807 410 53 12.93
福島県 棚倉町 14,295 178 23 12.92
高知県 安芸市 17,577 178 23 12.92

都道府県名 市区町村名
人口

（国勢調査
2015）

会社企業数
（経済センサス

2016）
2020会員数

組織率
（対会社
企業数）

香川県 高松市 420,748 7,143 918 12.85
広島県 呉市 228,552 2,952 376 12.74
北海道 真狩村 2,103 24 3 12.50
北海道 大樹町 5,738 104 13 12.50
大分県 豊後高田市 22,853 301 37 12.29
北海道 鶴居村 2,534 33 4 12.12
和歌山県 美浜町 7,480 50 6 12.00
香川県 丸亀市 110,010 1,326 158 11.92
沖縄県 宮古島市 51,186 640 76 11.88
北海道 小樽市 121,924 1,915 223 11.64
北海道 上士幌町 4,765 95 11 11.58
愛知県 碧南市 71,346 996 115 11.55
沖縄県 那覇市 319,435 3,582 413 11.53
香川県 三木町 27,684 325 37 11.38
北海道 函館市 265,979 3,905 444 11.37
北海道 本別町 7,358 132 15 11.36
北海道 比布町 3,777 53 6 11.32
北海道 足寄町 6,990 124 14 11.29
北海道 旭川市 339,605 4,684 528 11.27
北海道 北見市 121,226 1,723 194 11.26
北海道 中富良野町 5,069 36 4 11.11
静岡県 御殿場市 88,078 1,020 113 11.08
静岡県 吉田町 29,093 363 40 11.02
秋田県 仙北市 27,523 329 36 10.94
北海道 士幌町 6,132 92 10 10.87
福島県 会津若松市 124,062 1,936 207 10.69
北海道 七飯町 28,120 285 30 10.53
沖縄県 与那原町 18,410 134 14 10.45
山口県 和木町 6,285 29 3 10.34
北海道 余市町 19,607 271 28 10.33
沖縄県 豊見城市 61,119 451 46 10.20
福島県 福島市 294,247 3,792 386 10.18
秋田県 美郷町 20,279 188 19 10.11
北海道 上富良野町 13,692 109 11 10.09
京都府 京都市�東山区 39,044 948 95 10.02
岩手県 葛巻町 13,692 50 5 10.00
沖縄県 東村 1,720 20 2 10.00

表 2．市区町村別　対企業組織率
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 （5）市町村別の会員増強
　市町村別増強では、北海道札幌市中央区が＋40名と
トップ、鹿児島市が＋33名、東広島市が18名など増強
が進展しました。10名以上増えた市区町村は23、全体
でも521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

　2019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5,559回と
なり、昨年より増加しました。
　グループ討論時間は、平均で49.15分となり、討論時
間は50分をきりました。60分以上としている同友会は
15同友会で昨年度より5同友会増加しました。例会へ
の会員参加率は28.79％となっており、昨年度よりはす
こし増加したものの、30％をわっており低い水準にあ
ります。
　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
成しましょう。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きま
しょう。

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、46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355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37回増加しました。

都道府県名 市区町村名 人口
（国勢調査2015）

会社企業数
（経済センサス2016） 2020会員数 純増

北海道 札幌市�中央区 237,627 6,540 589 40
鹿児島県 鹿児島市 599,814 8,037 347 33
広島県 東広島市 192,907 2,054 164 18
北海道 札幌市�白石区 209,584 3,053 221 16
北海道 札幌市�北区 285,321 3,101 176 16
兵庫県 明石市 293,409 2,159 86 16
兵庫県 神戸市�中央区 135,153 5,535 350 15
兵庫県 神戸市�兵庫区 106,956 2,231 97 15
鳥取県 米子市 149,313 1,931 111 14
愛知県 一宮市 380,868 4,842 243 14
大阪府 大阪市�西区 92,430 4,409 121 14
長野県 長野市 377,598 5,765 226 13
東京都 港区 243,283 17,007 159 13
愛知県 碧南市 71,346 996 115 12
北海道 北見市 121,226 1,723 194 12
熊本県 熊本市�東区 190,451 2,267 175 12
兵庫県 神戸市�西区 245,782 2,072 102 12
福岡県 福岡市�中央区 192,688 5,272 396 11
愛知県 名古屋市�港区 146,745 2,260 103 11
京都府 京都市�東山区 39,044 948 95 10
北海道 札幌市�東区 261,912 3,434 253 10
神奈川県 藤沢市 423,894 4,160 41 10

図 7．新会員オリエンテーションの全国の延べ回数

表3．市区町村の会員純増数

図4．支部・地区などでの例会数 図5．平均のグループ討論時間（分）

図6．会員の参加率（平均）（％）
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4、役員研修会　
　2019年度、役員研修会は43同友会で開催されま
した。年1回程度の開催が25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16
同友会、理事会で学習会を位置づけた同友会が7
同友会ありました。役員研修は体系的に継続して
取り組んでいきましょう。

５、�企業づくりの取り組み～「経営者の責任」
問われる急激な変化への対応

　2019 年度は米中摩擦の国際的な問題や消費増
税、新型コロナウイルス（以下、コロナ）の影響
で急激に国内経済が冷え込み、中小企業の経営は厳しい状況が続いています。
　各同友会では、活動の制限を受けながらも、「1 社もつぶさない」「雇用を守り地域を守ろう」と声かけあって、WEB などを
活用し、緊急例会や情報交換会など活動を進めています。特に「経営者である以上、いかに環境がきびしくとも、時代の変化
に対応して、経営を維持し発展させる責任があります」とした「中小企業における労使関係の見解」（労使見解、1975 年中同
協発表）は、この困難を乗り越えるための企業づくりの活動のよりどころとなっています。
　地域になくてはならない存在である中小企業、そのことを自覚した同友会の企業づくりの取り組みは、「中小企業を守ろう」
とする自治体や金融機関とも呼応し、中小企業振興基本条例や連携協定などを背景に、これまでのどの経済的危機にも増して、
幅広い連携を生み出しています。
　急激な変化への対応は、経営者の力強いリーダーシップとともに全社一丸となって社員一人ひとりが自覚的に問題解決でき
る力をつけていくことが求められます。また、ウイルスによる対応が人権問題にも及ぶ中で、人と人との絆を紡いでいく地域に
おける中小企業経営者の役割も大きくなってきており、「人を生かす経営」実践の真価が問われています。

（1）経営指針成文化運動―求められる「労使見解」の学びの場
　活動アンケート結果から 2019 年度、経営指針成文化に向けた取り組みは 47 すべての同友会で行われました。のべ回数では
113 回（昨年度は 95 回）開催され、1,354 名（昨年度は 1,426 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関わっ
た会員は全国でのべ 3,272 名となりました。開催回数は 18 回増えましたが、受講生は 72 名減り、運営に関わった会員ものべで
350 名ほど減りました。
　セミナーの開催期間としては、最長12回15日かけて行う同友会から、１日コースで成文化する同友会もあります。経営基礎コー
スなど経営の基礎（財務や労務）を学ぶ場の設定をする同友会も増え、コロナへの対応ではこの基礎コースを土台にした分か
りやすい「経営計画見直しの考え方と手順」（宮城同友会）が、全国的に紹介され、動画などの解説も好評です。
　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 つ増えました。
　2009 年に発刊された『企業変革支援プログラムステップ 1』はこれまでに 3 万部、2012 年発刊の『企業変革支援プログラム
ステップ 2』は 1 万部ほど普及されました。また、同ステップ 1 の e.doyu への登録数は、1,620 件から1,669 件へと1.5 倍に増え、
44 同友会の会員が取り組んでいます。
　コロナの影響を乗り越えるために、ステップ 2 の企業事例Ⅰ－①「強靭な企業をつくる経営姿勢とは」、Ⅰ－④「いかなる激
震にも耐えうる長期財務戦略」が参考になると普及されています。

（2）共同求人活動～ Jobway の登録学生数 5 割増、合説は 1 割減
　コロナの影響もあり、求人難（2020 年 3 月卒業予定の大卒求人倍率は 1.83 倍。2019 年 12 月現在）から「内定取り消し」な
どの就職難に大きく社会的に変化しました。急激な経済の冷え込みで、地域経済に果たす中小企業の役割などがクローズアッ
プされおり、一貫して学校や大学などと連携をとり、いかに学生に中小企業の魅力を伝え、なおかつ魅力ある企業づくりを進
めていくかが問われた年となりました。
　Jobway 参加企業は 1013 社（前年比 97.2％）、各同友会が開催した合同企業説明会の参加企業数はのべ 2537 社（同 86.5％）
とともに減少しました。登録学生数も4624 名（同 43.6％）、合同企業説明会への来場学生数はのべ 4247 名（同 70・9％）で減
少傾向に歯止めがかかりません。
　学生の就活状況や情勢の変化とともに、合同企業説明会のあり方を再検討する時期にきています。

図8．役員研修の実施状況（同友会数）
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　中同協共同求人委員会では、「Jobway 検討」プロジェクトを設置。法改正やシステム改修などへスピード感を持って対応し、
全国的な行事運営、学習資料の改訂を行います。

（3）36 同友会が大学と連携
　キャリア教育やインターンシップなど学生に「働くこと」の意義や中小企業の役割・魅力を伝える活動がこれまで以上に取
り組まれました。8 月に行った共同求人活動に関する調査によると、学校との連携を行っているのは大学で 36 同友会 555 校、
短大で 23 同友会 72 校、専門学校で 22 同友会 149 校となり、連携内容としては、経営者の講師派遣や学内ガイダンス、先生と
の懇談、インターンシップの受け入れなどがありました。
　学校のカリキュラムの基準となる学習指導要領が 2017 年に改訂され、「社会に開かれた教育課程」が謳

うた

われました。通同協
として文部科学省との懇談も行いました。地域の教育を担うパートナーとして中小企業、同友会の役割が大きくなってきていま
す。

（4）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 40 同友会で、新入社員1,357 社 2,580 名参加者数となりました。経営者は 1,357 名でした。
　新入社員研修会は 41 同友会が実施し、新入社員は 1.186 社 2,620 名で経営者は 888 名参加しました。ここ数年参加者数が減
る傾向にあり、昨年度まで採用難がこれらの数値にも表れています。
　2020 年度については、コロナの感染防止対策もあり、ほとんどの同友会で中止・延期となり、各社でもテレワークなどで新
入社員教育が十分に行えないなど、課題が大きくなっています。

（5）幹部社員と経営者が系統的に学習できる場づくりへ
　幹部社員研修会は、2019 年度は前年度と同様に 33 同友会で取り組まれました。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１つ増えて昨年度は 15 同友会で実施しました。経営指針の実践へ向けた活動の一環としても位置づけら
れており、経営者も共に学ぶスタイルの幹部社員大学が好評です。
　2020 年度に入りこれらの企画も中止・延期となるものが多くなる一方で、WEB 会議システムを利用した研修なども検討され
ています。
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2020年度 第52 期 中同協役員候補者名簿（案）
役職― 同友会― 会内役職― 氏名 役職― 同友会― 会内役職― 氏名 役職― 同友会― 会内役職― 氏名

顧問― 東京― 名誉会員― 田山　謙堂― 幹事― 神奈川― 代表理事― 本多　修― 幹事― 島根― 代表理事― 小田　隆弘
顧問― 東京― 相談役― 田村　寿雄― 幹事― 神奈川― 代表理事― 田中　勉― 幹事― 島根― 代表理事― 森山　昌幸
顧問― 三重― 相談役― 宮﨑　由至― 幹事― 神奈川― 副代表理事― 渡辺　学― 幹事― 島根― 代表理事― 野津　積
顧問― 兵庫― 最高顧問― 田中　信吾― 幹事― 神奈川― 相談役― 石渡　裕― 幹事― 岡山― 代表理事― 藤井　孝章
顧問― 福岡― 相談役理事― 中村　高明― 幹事― 山梨― 代表理事― 北原　正倫― 幹事― 岡山― 代表理事― 山辺　啓三
顧問― 中同協― 顧問― 国吉　昌晴― 幹事― 山梨― 副代表理事― 小林　育也― 幹事― 岡山― 代表理事― 高橋　正志
相談役幹事―愛知― 理事― 鋤柄　修― 幹事― 山梨― 副代表理事― 田中　昇― 幹事― 岡山― 常任相談役― 梶谷　俊介
会長― 千葉― 相談役理事― 広浜　泰久― 幹事― 長野― 代表理事― 松本　克幸― 幹事― 広島― 代表理事― 粟屋　充博
幹事長― 福岡― 相談役理事― 中山　英敬― 幹事― 長野― 代表理事― 中島　良益― 幹事― 広島― 代表理事― 勝矢　珠容子
副会長― 北海道― 代表理事― 守　　和彦― 幹事― 長野― 副代表理事― 田中　浩二― 幹事― 広島― 代表理事― 立石　克昭
副会長― 福島― 理事長― 藤田　光夫― 幹事― 新潟― 代表理事― 吉川　芳邦― 幹事― 広島― 相談役・理事― 川口　護
副会長― 東京― 相談役― 湯本　良一― 幹事― 新潟― 代表理事― 古川　敦義― 幹事― 広島― ― 川中　英章
副会長― 愛知― 会長― 加藤　明彦― 幹事― 新潟― 相談役理事― 本間　雅樹― 幹事― 山口― 代表理事― 廣中　泰三
副会長― 大阪― 会長― 堂上　勝己― 幹事― 富山― 代表理事― 高橋　賢― 幹事― 山口― 代表理事― 吉川　日生
副会長― 広島― 相談役・理事― 川口　護― 幹事― 富山― 副代表理事― 島　　幸美― 幹事― 山口― 副代表理事― 谷光　浩明
副会長― 徳島― 代表理事― 山城　真一― 幹事― 富山― 副代表理事― 若林　宗弘― 幹事― 香川― 会長― 川北　哲
副会長― 福岡― 直前代表理事― 田浦　通― 幹事― 石川― 代表理事― 金谷　道憲― 幹事― 香川― 代表理事― 林　　哲也
幹事― 北海道― 代表理事― 守　　和彦― 幹事― 石川― 副代表理事― 橋本　昌子― 幹事― 香川― 副代表理事― 上野　準一
幹事― 北海道― 代表理事― 藤井　幸一― 幹事― 石川― 副代表理事― 絹川　善隆― 幹事― 徳島― 代表理事― 山城　真一
幹事― 北海道― 代表理事― 曽根　一― 幹事― 福井― 代表理事― 古市　恭也― 幹事― 徳島― 代表理事― 島　　隆寛
幹事― 青森― 代表理事― 大坂　憲一― 幹事― 福井― 副代表理事― 内田　光紀― 幹事― 徳島― 副代表理事― 小田　大輔
幹事― 青森― 代表理事― 三浦　克之― 幹事― 福井― 副代表理事― 水島　正芳― 幹事― 愛媛― 代表理事― 田中　正志
幹事― 青森― 副代表理事― 石澤　暁夫― 幹事― 静岡― 代表理事― 井上　斉― 幹事― 愛媛― 代表理事― 米田　順哉
幹事― 岩手― 代表理事― 田村　滿― 幹事― 静岡― 副代表理事― 鈴木　雅夫― 幹事― 愛媛― 副代表理事― 今村　暢秀
幹事― 岩手― 代表理事― 吉田　ひさ子― 幹事― 静岡― 相談役― 杉村　征郎― 幹事― 高知― 代表理事― 安岡　浩史
幹事― 岩手― 代表理事― 鈴木　雅彦― 幹事― 愛知― 会長― 加藤　明彦― 幹事― 高知― 副代表理事― 西森　大
幹事― 宮城― 代表理事― 鍋島　孝敏― 幹事― 愛知― 代表理事― 佐藤　祐一― 幹事― 高知― 副代表理事― 三谷　剛平
幹事― 宮城― 代表理事― 五十嵐　弘人― 幹事― 愛知― 副代表理事― 鳥越　豊― 幹事― 福岡― 代表理事― 新内　一秋
幹事― 宮城― 代表理事― 玄地　学― 幹事― 愛知― 理事― 宇佐見　孝― 幹事― 福岡― 代表理事― 髙谷　幸一
幹事― 秋田― 代表理事― 児玉　修― 幹事― 三重― 代表理事― 西村　信博― 幹事― 福岡― 代表理事― 有田　栄公
幹事― 秋田― 代表理事― 田口　知明― 幹事― 三重― 副代表理事― 佐野　貴信― 幹事― 福岡― 直前代表理事― 田浦　通
幹事― 秋田― 代表理事― 武田　亨― 幹事― 三重― 副代表理事― 森川　謙作― 幹事― 佐賀― 代表理事― 谷田　政行
幹事― 山形― 代表理事― 川合　勝芳― 幹事― 岐阜― 代表理事― 鈴木　哲馬― 幹事― 佐賀― 代表理事― 平田　憲市郎
幹事― 山形― 代表理事― 菅原　茂秋― 幹事― 岐阜― 副代表理事― 梅田　益生― 幹事― 佐賀― 副代表理事― 古賀　正大
幹事― 山形― 副代表理事― 後藤　智樹― 幹事― 岐阜― 副代表理事― 大橋　博行― 幹事― 長崎― 代表理事― 金井　政春
幹事― 福島― 理事長― 藤田　光夫― 幹事― 滋賀― 代表理事― 水野　透― 幹事― 長崎― 副代表理事― 中村　こずえ
幹事― 福島― 副理事長― 齋藤　記子― 幹事― 滋賀― 代表理事― 永井　茂一― 幹事― 長崎― 副代表理事― 横田　耕詞
幹事― 福島― 専務理事― 赤塚　英夫― 幹事― 滋賀― 副代表理事― 石川　朋之― 幹事― 熊本― 代表理事― 木村　正夫
幹事― 茨城― 代表理事― 高谷　豊― 幹事― 京都― 代表理事― 野田　勝広― 幹事― 熊本― 代表理事― 田中　芳和
幹事― 茨城― 代表理事― 斉藤　哲生― 幹事― 京都― 代表理事― 児玉　雅人― 幹事― 熊本― 副代表理事― 内野　靜子
幹事― 茨城― 専務理事― 徳田　徹也― 幹事― 京都― 代表理事― 杉江　勝― 幹事― 大分― 代表理事― 塚崎　伸一
幹事― 栃木― 代表理事― 山中　重雄― 幹事― 大阪― 会長― 堂上　勝己― 幹事― 大分― 代表理事― 高野　浩子
幹事― 栃木― 代表理事― 八木　仁― 幹事― 大阪― 代表理事― 仁張　正之― 幹事― 大分― 副代表理事― 田島　慶一郎
幹事― 栃木― 副代表理事― 斎藤　秀樹― 幹事― 大阪― 代表理事― 森嶋　勲― 幹事― 宮崎― 代表理事― 島原　俊英
幹事― 群馬― 代表理事― 田村　徳良― 幹事― 大阪― 代表理事― 山田　茂― 幹事― 宮崎― 代表理事― 田原　敬介
幹事― 群馬― 副代表理事― 町田　英之― 幹事― 大阪― 環境経営部会長―赤津　加奈美― 幹事― 宮崎― 代表理事― 宮島　孝美
幹事― 群馬― 理事― 杉崎　由里― 幹事― 兵庫― 代表理事― 藤岡　義己― 幹事― 鹿児島― 代表理事― 上塘　裕二
幹事― 埼玉― 会長― 久賀　きよ江― 幹事― 兵庫― 代表理事― 村川　勝― 幹事― 鹿児島― 代表理事― 上田平　孝也
幹事― 埼玉― 代表理事― 太田　久年― 幹事― 兵庫― 代表理事― 藤谷　良樹― 幹事― 鹿児島― 副代表理事― 福留　進一
幹事― 埼玉― 代表理事― 小松　君恵― 幹事― 奈良― 代表理事― 川端　章代― 幹事― 沖縄― 代表理事― 喜納　朝勝
幹事― 埼玉― 監事― 沼田　道孝― 幹事― 奈良― 副代表理事― 吉岡　弘修― 幹事― 沖縄― 代表理事― 真栄田　一郎
幹事― 千葉― 代表理事― 能登　昭博― 幹事― 奈良― 副代表理事― 西村　博史― 幹事― 沖縄― 副代表理事― 友寄　利津子
幹事― 千葉― 代表理事― 野水　俊夫― 幹事― 和歌山― 代表理事― 堀口　寛司― 幹事― 沖縄― 相談役― 比嘉　ゑみ子
幹事― 千葉― 代表理事― 赤海　章義― 幹事― 和歌山― 副代表理事― 笹野　浩平― 幹事― 中同協― 専務幹事― 荻原　靖
幹事― 東京― 相談役― 湯本　良一― 幹事― 和歌山― 副代表理事― 上田　浩司― 幹事― 中同協― 事務局長― 斉藤　一隆
幹事― 東京― 代表理事― 三宅　一男― 幹事― 鳥取― 代表理事― 賀本　裕則― 幹事― 中同協― 政策広報局長― 平田　美穂
幹事― 東京― 副代表理事― 橋本　久美子― 幹事― 鳥取― 副代表理事― 出口　敦教― 監事― 埼玉― 理事― 新井　俊雄
― ― ― ― 幹事― 鳥取― 副代表理事― 村山　敏隆― 監事― 千葉― 会長― 山本　克己
― ― ― ― ― ― ― ― 監事― 東京― ― 宝田　健太郎

※埼玉、神奈川、愛知、大阪、岡山、広島、福岡、沖縄の 8 同友会の幹事人数は、中同協 2020 年度の副会長、専門委員会、連絡会、本部、各部門体制に応じて増員します。
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中小企業家同友会全国協議会「総会運営規程」
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。中心部に1000人以上入る会場があ

ること。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（1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（2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、1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、2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、3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）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4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、e.doyu「幹

事会掲示板」に掲載し、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。
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第52回中同協定時総会　総会宣言（案）

　桜は咲いたというのに、商店街から、観光地から人の姿が消え、学校から子どもたちの笑顔と歓声が消
えました。新型コロナウイルスの感染症拡大を防ぐため、多くの企業が事業の休止を余儀なくされ、重苦し
い日々が続いた「沈黙の春」。
　医療関係者などの献身的な努力や、国民の理解と協力によって、緊急事態宣言は7週間で解除されること
になりました。それは、強制力に依らず、一人ひとりの自覚を高めることで新型コロナウイルス感染症に立
ち向かうスタートラインに立ったということを意味します。
　私たちは、「一社もつぶさない」と誓い合い、事業の継続と雇用の維持のために必要な手立てを講じ、現
場の声を国や自治体に届け施策に反映させてきました。中小企業1社1社は、地域のくらしと雇用、経済を支
える必要不可欠な役割をもっており、地域に支えられる存在でもあるという自覚と誇りが、苦境を乗り越え
ていく大きな力となったのです。
　この間私たちは、テレワークや時間差出勤、リモート会議など、感染症拡大防止のために新しい仕事の
スタイルを試み、手応えを感じてきました。同友会の活動も、リモート併用型の例会が各地で行われるなど、
新しい学び合いのスタイルが広がろうとしています。
　中同協は昨年50周年を迎え、今年は中小企業憲章の閣議決定から10年という節目の年を迎えました。今
こそ、「積極果敢な挑戦」を続ける中小企業と同友会の姿を見せる時です。
　私たちは、「労使見解」を基礎に築いた社員との信頼関係と人間力によって、“激動をよき友に”と気概
をもって困難を乗り越えてきた先人に学び、これからの日本を支えるべく、企業経営と同友会運動の不離一
体活動に邁進することをここに宣言します。
　
1．事業の継続に全力を尽くし、経済・社会の変化に備えよう
　―　まずは、事態収束の長期化を見越して資金繰りや雇用を守るための手立てを尽くし、全社員の知恵を

生かして単年度計画を見直しましょう。
　―　感染症対策による事業活動・社会活動の制限や変化は、企業経営にとっても転機です。これを新たなチャ

ンスとするために、自社の強みを再確認し、事業領域や社内体制の見直し、連携の強化・促進などをすすめ、
変革の機会にしましょう。

　
2．同友会の姿を会内外に示し、仲間の輪を広げよう
　―　会員が中小企業家魂を発揮していけるよう、一人ひとりに声をかけて悩みを聞き、経験や情報を伝え、

会員の絆を強めていきましょう。人知れず悩んでいる多くの経営者に同友会の魅力を伝え、同友の輪を
広げましょう。

　
3．一人ひとりが生き生きと輝く社会にしよう
　―　私たちは今、地域に生きる経営者としての姿勢と存在意義が問われています。自社で「人を生かす経営」

を貫き通し、地域の絆を紡ぐリーダーとして、同友会理念を社会に広めていきましょう。
　

　2020年7月14日
　中小企業家同友会全国協議会第52回定時総会

コロナ禍をのりこえ、視座高く変化に対応しよう
～中小企業の維持・存続こそ　経済・社会の支え～
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中小企業家同友会全国協議会規約
　中小企業家同友会は、「日本経済の真の担い手は中小企業である」との高い自覚と使命感をもち、1957（昭和 32）年 4 月、日
本中小企業家同友会として東京に生まれました。
　その後、12 年の活動を経て、1969（昭和 4）年 11 月、5 同友会、2 準備会の参加で中小企業家同友会全国協議会（中同協）が
設立されました。
　中小企業家同友会は、中小企業の繁栄を図ることにより、地域社会と日本経済全体の発展に寄与し、かつ中小企業の社会的地
位の向上をめざす中小企業家自身によって構成し運営される自主的で民主的な団体です。
　中小企業家同友会全国協議会（中同協）は、全国都道府県の中小企業家同友会による協議体で、各地同友会の自主性を尊重し、
その代表者による協議によって本会の目的を達成するために必要な活動を行います。
　本会の運営にあたっては、同友会運動の歴史的蓄積と優れた伝統と理念を創造的に発展させ、あわせて協議体としての性格を
尊重して会務を遂行します。

――（名　　称）
第 1条　本会は中小企業家同友会全国協議会（中同協）と称し、事務局を東京都内におきます。
――（目　　的）
第 2条	 本会は次の目的の実現をめざして運動を進めます。
――（1）― 本会は、ひろく会員の経験と知識を交流して企業の自主的近代化と強靭な経営体質をつくることをめざします。
――（2）― ―本会は、中小企業家が自主的な努力によって、相互に資質を高め、知識を吸収し、これからの経営者に要求される総合

的な能力を身につけることをめざします。
――（3）― ―本会は、他の中小企業団体とも提携して、中小企業をとりまく社会・経済・政治的な環境を改善し、中小企業の経営を

守り安定させ、日本経済の自主的・平和的な繁栄をめざします。
――（活　　動）
第 3条	 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行います。
――（1）― 各地同友会の活動経験交流と会員相互の経営体験交流を促す活動。
――（2）― 中小企業の経営を守り発展させる施策について国および関係機関に対し要望・提言する活動。
――（3）― 中小企業にふさわしい労使関係の確立および人材確保と教育のための活動。
――（4）― 定期的機関紙（誌）などの発行、情報の提供、その他必要と思われる調査・研究・広報活動。
――（5）― その他、本会の目的達成に必要な活動。
――（構　　成）
第 4条	 本会は都道府県の中小企業家同友会（各地同友会）によって構成します。
――（加入・退会）
第 5条	 本会への加入および退会は、当該都道府県同友会の申請により幹事会の承認を得るものとします。
――（分　担　金）
第 6条	 本会の分担金は別に定めます。
――（総　　会）
第 7条	 総会は本会の最高決議機関で年 1 回定期的に開催し幹事会が招集します。
――（1）― ―総会では、①活動総括及び活動方針、②決算及び予算、③規約の改廃、④会長、副会長、幹事長、幹事、監事、―名誉

役員の選出、解任の決議を行います。
――（2）― ―総会は、3 分の 2 以上の同友会の出席によって成立します。ただし、各地同友会は過半数の代議員の出席をもって有効

とします。
――（3）― 臨時総会は、幹事会が必要と認めた場合に開催します。
――（幹　事　会）
第 8条	 幹事会は総会につぐ決議機関であり、かつ会の事業を執行します。年 5 回以上開催し、会長が招集します。
――（正副会長会議）
第 9条	 本会の協議機関として正副会長会議をおき会長が招集します。
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――（役　　員）
第 10条	本会に次の役員をおきます。
会　長― 　本会を代表し、総会で選出します。
副会長― 　会長を補佐し、事情ある場合は会長を代行します。副会長は幹事の中から総会で選出します。
幹事長― 　会の方針の執行を統括し、総会で選出します。
幹―――事― 　幹事会に出席し、総会、幹事会の決定事項を遂行し、総会で選出します。
専務幹事　必要に応じて専務幹事をおくことができます。専務幹事は、会の日常業務を統括し、幹事会で互選します。
監　　事　本会の会計並びに業務を監査し、総会で選出します。
名誉役員　会に功績のあった人を相談役、顧問などの名称による名誉役員にすることができます。
― 　名誉役員は総会で承認されます。
役員の数は別に定めます。
役員の任期は 1 年とし、再任は妨げません。
――（委員会・連絡会）
第 11条	 	会務の遂行にあたり、幹事会の承認をえて委員会・連絡会等を設置することができます。その構成は目的に応じて決定

します。
――（ブロック）
第 12条	会活動の発展のために、各地同友会を広域に編成するブロック体制を組みます。その構成は幹事会で決定します。
――（事　務　局）
第 13条	本会の日常業務を円滑に行うため事務局を設けます。
― 事務局長および事務局員の任免は幹事会が行います。
――（会計年度）
第 14条	本会の会計年度は、4 月 1日より翌年 3 月 31日までとします。
――（財　　政）
第 15条	本会の財政は分担金、特別分担金、寄付金、活動収入で賄います。
――（規約の改廃）
第 16条	この規約の改廃は総会で行います。
――（実施年月日）
第 14条　この規約は、1969（昭和 44）年 11 月 17日より実施します。
　“付　則”― この規約は、1974（昭和 49）年 6 月 7 日一部改正して即日実施します。
　“付　則”― この規約は、1977（昭和 52）年 7 月 16日一部改正して即日実施します。
　“付　則”― この規約は、1981（昭和 56）年 7 月 4 日一部改正して即日実施します。
　“付　則”― この規約は、1984（昭和 59）年 7 月 9 日一部改正して即日実施します。
　“付　則”― この規約は、1985（昭和 60）年 7 月 7 日一部改正して即日実施します。
　“付　則”― この規約は、1991（平成 3 ）年 7 月 18日一部改正して即日実施します。
　“付　則”― この規約は、2006（平成 18）年 7 月 14日一部改正して即日実施します。
　“付　則”― この規約は、2015（平成 27）年 7 月 10日一部改正して即日実施します。
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中小企業家同友会全国協議会 総務運営規程
第1章　総��則

第１条（目的）
　―　この規程は、中小企業家同友会全国協議会規約の精神に基づいて、会を自主的、民主的に運営するための基準を定めたもの

です。この規程に定めていない事項は、幹事会の決定によります。

第2章　総��会
第２条（総会の意義）
　―　総会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３条（総会の構成）
　―　総会は中同協幹事と代議員によって構成します。ただしオブザーバーの出席は認められますが、議決権はありません。
第４条（代議員）
　―　代議員は各地同友会であらかじめ選出し、代議員数はその都度幹事会で確認します。代議員は総会決定を各地に持ち帰り、

その実践の先頭に立ちます。
第５条（総会議案）
　―　規約第７条の定めによる総会決議事項は、幹事会により議題および議案として提案します。
　―　活動報告、情勢、新年度活動方針は総会開催前に全会員に周知し、同議案に関する意見集約は各地同友会を通じて行います。
　―　総会議案の作成手続きは、別に定めます。
　―　総会を経て確定したすべての総会決議は、全会員に公開します。
第６条（総会の企画 ･ 設営 ･ 運営）
　―　総会の企画･運営等は、幹事会の下において以下の通り取り組みます。
　―　1．総会の企画は幹事会が責任を負うものとします。
　　2．―設営担当の同友会は、実行委員会等を組織し、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。―
　　3．―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3章　幹事会
第７条（幹事会の構成）
　―　幹事会は、会長、幹事長と幹事によって構成されます。
　―　幹事欠席の場合は、その他の委員が代行して出席することができます。各地事務局員は、幹事を補佐するために出席するこ

とができます。
　―　監事は幹事会への出席が義務づけられます。
第８条（幹事会の権限）
　―　幹事会は、以下の権限を持ち、この権限を会長や幹事に委任することはできません。
　　1.―重要な財産の処分及び譲り受け
　　2.―多額の借財
　　3.―重要な事務局員の任免
　　4.―事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
第９条（第1回幹事会の任務）
　―　総会で新しく選任された幹事は、総会後ただちに第1回幹事会を開催し、専務幹事及び、各委員会・連絡会・推進本部・推

進協議会の担当幹事と委員、並びに非専任の中同協事務局次長を選任します。
第10条（幹事会の定足数）
　―　幹事会は、過半数の同友会からの出席および幹事総数の過半数の出席によって成立します。
第11条（幹事会の決議）
　―　幹事会の決議は、議論を尽くすことを前提に安易に多数決はせず、全会一致を原則とします。ただし、合意の得られない場

合は継続審議とし、早期の判断を要する案件の決議については、出席者の五分の四以上にあたる多数をもって決します。
第12条（正副会長会議）
　　1.―同友会運動の課題について協議するため、正副会長会議を設置します。
　　2.―会議の構成員は、会長、幹事長、副会長、専務幹事（不在の場合は事務局長が代行）とし、相談役幹事が加わることができます。
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　　3.―会長、幹事長、専務幹事、監事、名誉役員の推薦について協議します。
　　4.―中同協事務局次長会議の推薦を受け、協議の上、中同協事務局長を幹事会に提案します。
第13条（三役会）
　　1.―中同協の運動全体及び事務局の日常業務を協議するため、三役会を設置します。
　　2.――三役会は会長、幹事長、専務幹事（不在の場合は事務局長が代行する）で構成し、相談役幹事が加わることがで

きます。
第14条（中同協事務局次長会議）
　―　全国的重要課題について検討し、必要に応じて中同協三役会、中同協幹事会に提案するため、中同協事務局次長会

議を設置します。運営の細則は別途定めます。

第4章　役��員
第15条（役員の選出方法等）
　　1.―会　　長　　広く全国の会員の中から内外に会を代表するにふさわしい者を、総会で選出します。
　　2.―副―会―長　　ブロックに属するそれぞれの会で選ばれた中同協幹事の中から総会で選出します。
　　　　　　　　　会長を出した同友会から副会長を出すときは、その諾否を総会にはかるものとします。
　　　　　　　　　必要に応じて前期幹事会の推薦で員外幹事より選出することができます。
　　3.―幹―事―長　　総会で選出します。
　　4.―専務幹事　　幹事会で互選します。
　　5.―幹　　事　　―各地同友会の推薦に基づき、役員選考委員会及び前年度幹事会の審議を経て総会で選出します。数

は各地同数の3名とします。ただし、前期幹事会が認めた場合は幹事の数を増やすことができます。
また、前期幹事会の推薦があった場合、員外からも選出できます。

　　7.―監　　事　　数は3名以内とします。―
　　8.―名誉役員　　総会で選出します。
第16条（役員の任期）
　―　役員の任期は総会の終結時から、次の定時総会終結時までとし、再任を妨げません。
第17条（役員選考委員会）
　　1.―幹事会は、次年度の役員選考のために役員選考委員を指名します。
　　2.――役員選考委員会の構成は各ブロックから1名とし、各地同友会および正副会長会議から推薦された次期役員候補を

選考し、幹事会に提案します。
　　3.―役員選考委員長は委員の互選とし、幹事会を代表して次期役員を総会に提案します。
第18条（役員報酬）
　　役員は原則無報酬とします。ただし、常勤する役員については、別に定めます。
第19条（常勤役員）
　　常勤役員には役員報酬を支給します。服務については事務局員の就業規則を準用します。

第5章　専門委員会・連絡会等
第20条（専門委員会）
　―　幹事会の委嘱に基づいた各専門分野の経験を交流し、全国的な運動の発展を期すため、下記の専門委員会を設置し

ます。専門委員会の改廃は幹事会が行い、委員は所属同友会の事前承認を得て、幹事会で選任します。
　　①―対外委員会　　　②―政策委員会　　　　③―広報委員会　　④―共同求人委員会　　⑤―社員教育委員会
　　⑥―経営労働委員会　⑥―障害者問題委員会　⑦―財務委員会　　⑧―環境経営委員会
第21条（連絡会） 
　―　全国の部会活動の発展を期すため、下記の連絡会を設置します。連絡会の改廃は幹事会が行い、委員は所属同友会

の事前承認を得て、幹事会で選任します。
　　①―企業連携推進連絡会　　②―女性部連絡会　　③―青年部連絡会
第22条（推進本部）
　―　幹事会の委嘱に基づく全国の運動推進と課題解決を推進していくため、下記の推進本部を設置します。推進本部の

改廃は幹事会が行い、委員は所属同友会の事前承認を得て、幹事会で選任します。
　　①―5万名推進・組織強化本部　　②―中小企業憲章・条例推進本部　　③―情報化推進本部
第23条（推進協議会）
　―　複数の専門委員会等が連携して運動を推進していくため、下記の推進協議会を設置します。推進協議会の改廃は幹

事会が行います。
　　①―人を生かす経営推進協議会（共同求人委員会、社員教育委員会、経営労働委員会、障害者問題委員会）　②エネル

ギーシフト推進協議会（環境経営委員会、企業連携推進連絡会、政策委員会、経営労働委員会）
第24条（プロジェクト等）
　―　専門委員会などのもとに、課題に応じたプロジェクトやワーキンググループを設置することができるものとします。
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プロジェクトやワーキンググループの設置および改廃は幹事会の承認を得るものとします。
第25条（災害対策本部）
　―　災害等への中同協の対応について、中同協三役会および被災地域のブロック担当副会長などで協議し、災害対策本

部を設置することができるものとします。
第26条（研究センター・専門家・研究者）
　―　同友会運動を科学的に推進するために、研究センター等を設置することができるものとします。研究センターの設置

及び改廃は幹事会の承認を得るものとします。
　―　また本会の趣旨に賛同し、運動の発展に協力する意志のある専門家や研究者を、第20条から第25条の組織の委員や

顧問などに委嘱することができるものとします。委員の委嘱は、幹事会の承認を得るものとします。

第6章　ブロック
第27条（ブロック）
　1.―中小企業家同友会全国協議会規約（以下「規約」）第12条に基き、下記の通りブロックを編成設置します。
―　―①―北海道ブロック（北海道）
　――②―東北ブロック（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）
――　③―関東・甲信越ブロック（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、新潟）
　――④―中日本ブロック（富山、石川、福井、静岡、愛知、三重、岐阜）
――　⑤―関西ブロック（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）
　――⑥―中国ブロック（鳥取、島根、岡山、広島、山口）
――　⑦―四国ブロック（香川、徳島、愛媛、高知）
　――⑧―九州・沖縄ブロック（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄）
　2.―ブロック行事に関する申し合わせは別途定めます。

第7章　事務局
第28条（事務局の設置）
　―　全国の同友会運動のセンターとして、また日常業務を円滑に推進するために事務局を設置し、専従の事務局員を配置

します。
第29条（事務局長）
　―　事務局には事務局長をおき、事務局を統括します。
　―　事務局長は、中同協事務局次長会議の推薦を受け正副会長会議の協議を経て幹事会で任命します。
第30条（服務規程）
　―　事務局員の就業規則は別に定めます。

第8章　分担金
第31条（分担金）
　―　本会財政を支えるため、規約第6条に基づく各地同友会の分担金を以下のように定めます。
　―　分担金は下記の団体割と、会員割（会員1人当たり月額200円）からなり、会員数は四半期ごとの期首申告に基づき、

一括請求します。
　―　団体割りは、会員数300名以下は月額1,000円、301 ～ 400名が6,000円、401 ～ 500名が15,000円、501 ～ 700名が25,000

円、701 ～ 1,000名が37,000円、1,001 ～ 1,500名が50,000円、1,501 ～ 2,000名が60,000円、2,001 ～ 2,500名が70,000円、2,501
～ 3,000名が80,000円、3,001名以上が100,000円とします。

第9章　経　理
第32条（経理規程） 
　――――経理処理は別に定める「経理規程」によるものとします。

第10章　付　則
第33条　この規程は、2019年10月8日より発効します。
第34条　この規程の改廃は幹事会が行います。




