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中同協 第48回定時総会採択文

企業づくり

1、同友会らしい経営指針にもとづく
「人を生かす経営」の総合実践

（1）同友会らしい経営指針にもとづく経営実践を推進

1975年の「労使見解」の発表から40年の節目を迎え、経営

指針成文化の取り組みは、成文化から実践へと段階を進めてき

ています。

経営指針の実践とは、「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

は「『労使見解』の理解のもとで作成された経営指針成文化を

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

況を確認し、運用を広げていること」としています。企業変革

支援プログラムはステップ1、2合わせてこれまでに約3万部普

及しており、経営指針成文化セミナーや例会づくりなどでも活

用が広がっています。しかし、e.doyuのデータ登録数はのべ

3,791、2015年度の登録は539にとどまり、今後の課題となっ

ています。（表1）

経営指針を実践する過程では、10年ビジョンを盛り込んだ経

営指針を社員と共有し、計画に沿って労働環境も整備しながら

仕事を進めます。そのなかで人材採用・育成を行い、社長も社

員も共に育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。

これら一連の企業内での取り組みを「人を生かす経営」の総

合実践としています。同友会ではこれらに関連する経営指針成

文化、社員教育、共同求人、障害者雇用の取り組みを連携して

行うことを推進してきました。昨年度は3回目となる4委員会

（経営労働、社員教育、共同求人、障害者問題）合同の研修委

員会（2016年2月4～5日、東京）を開催し、34同友会および中

同協から181名が参加しました。各同友会でも4委員会が連携

した取り組みが始まっています。

中同協では、『経営指針作成の手引き』を改訂し、各同友会

で実践を広げるツールとして『経営指針成文化と実践の手引

き』を発行するよう準備を進めています。

【実践事例①：長野】経営指針成文化運動からめざす企業像

に近づく実践の強化へ

第１章 昨年度をふりかえって

はじめに

戦後70年、「中小企業における労使関係の見解」（以下、労使

見解）発表から40年を迎えた昨年度は、同友会の三つの目的に

ある「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」をあらためて確認する年となりまし

た。また「人を生かす経営」を進めることは、自主的で民主的

な社会をつくり、地域を活性化させる道であることも学びあい

ました。

企業づくりや地域づくりの運動の広がりに裏づけられた同

友会理念の確かさが、同友会への信頼につながり、国や自治体

などから注目されてきています。そのようななか、全国の会員

数は過去最高を更新しました。

2015年度の同友会の活動の特徴は以下のとおりです。

①自主的・主体的に企業を変え、地域を変えていく同友会への

期待が高まってきています。三つの目的の総合実践が進み、

会員数は過去最高の4万5,556名となりました。

②昨年度は「労使見解」発表から40年の節目の年でした。『経

営指針作成の手引き』改訂を進めながら、経営指針成文化・

実践運動へ向けた活動が始まっています。また、労働環境改

善へ向けて就業規則プロジェクトでの検討が始まりました。

③人材確保難が続くなか、中小企業への正しい理解を広げるた

め、共同求人と社員教育活動との連携、インターンシップや

出前講座、学内ガイダンス、就労支援など学校との連携で、人

材確保と人育ての地域内協力が進んできました。

④中小企業振興基本条例（以下、条例）制定・活用の推進やエ

ネルギーシフトの学習が進んできました。中小企業家同友会

全国協議会（以下、中同協）として中小企業問題全国研究集

会（以下、全研）や定時総会（以下、総会）で平和をテーマ

にした分科会を設定、学習会や代表理事談話を出す同友会も

あり、「自主的・平和的な繁栄」について深めました。

⑤「中同協の役割・組織・行事のあり方検討会」の答申に沿っ

て対応が進められ、規約改正を行い、中同協が各同友会で構

成されることを明確にしたほか、分担金の改定、行事の見直

しなどを行いました。

⑥役員や事務局の世代交代期にあり、研修会などでの理念の学

習や運動の継承とともに、同友会の財務基盤整備、事務局の

労働環境整備が 喫緊 の課題となっています。
きっきん
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（2）労働環境の整備―就業規則の作成と見直し

　経営指針の実践において最も重要なのは、そこで働く社員と

経営者の信頼関係の構築です。そのためには、働きやすい環境

の整備と就業規則の作成と見直しが大切です。就業規則とは、

労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内

の規律などについて定めた規則集です。経営者として一人でも

雇用するのであれば「就業規則」などの働く条件を明示するこ

とは当然のことです。各同友会では労働環境改善に関する学習

会の取り組みも広がっています。

　中同協では「就業規則のガイドライン」（仮称）作成のプロ

ジェクトが発足し、就業規則のガイドラインについて検討を始

めました。　また、昨年度は連合や全労連との懇談を行い、賃

上げや雇用問題について意見交換し、「労使見解」への理解と

共感が広がっています。

【実践事例②：福岡】人事労務の基礎セミナーを年8回開催

（3）共同求人活動は企業変革運動

　昨年度は「大学生は学業を優先すべき」といった政府要請に

経団連がこたえる形で就職・採用時期が大幅に後ろ倒しにな

り、学生・企業双方に混乱が生じ、内定辞退者も増加しまし

た。企業としては人材確保難となっており、採用は経営上の大

きな課題となっています。共同求人サイト「Jobway」の参加

企業は4年連続で増加し1,074社（前年比17％増）となりました

が、登録学生数は4年連続の減少で1万4,748名（前年比9％減）と

なりました。そうしたなかで、各同友会では中小企業の魅力を

学生に伝え理解してもらうことで、地域に若者を残し、地域の

再生と活性化を図るため大学との連携の動きが加速しました。

　また、若者にとって本当に魅力的な企業づくりをするために

も採用と教育を一貫して取り組むことが重要です。昨年度は共

同求人委員会と社員教育委員会が合同で第47回定時総会分科

会を担当したほか、省庁訪問を行うなど連携の取り組みを強化

しました。

【実践事例③：宮城、滋賀】大学との連携協定を締結

【実践事例④：千葉】合同企業説明会を県と共催し参加学生

数が増加

（4）「共に育つ」社員教育に―系統的・継続的社員教育活動へ

　経営者と社員が共に学び、育ちあう社員教育活動の取り組み

が広がっています。第27回社員教育活動全国研修交流会（2015

年11月19～20日、山形）では、学校での就職・就業支援、共

同求人、社員教育に一貫して取り組むことで強じんな企業と豊

かな地域をつくることが提起されました。

　中同協が実施した「会員企業での社員教育に関するアンケー

ト」では、社員が育つためには経営者との信頼関係や共に育ち

あう社員集団づくりが重要であると認識している企業が多い

一方で、同友会の行う社員教育と共同求人を活用していない企

業が多いことがわかりました。

【実践事例⑤：山形】知識吸収型研修から課題解決型研修へ

（5）障害者雇用の取り組みの輪が広がる

　昨年度は新たに2つの同友会に障害者委員会が設立され、37

の同友会で障害者雇用や就労に困難を抱える人の受け入れな

どともに育ちあう幅広い関係づくりについても活動が広がっ

てきました。

　中同協では第18回障害者問題全国交流会（2015年10月23～

24日、愛媛）を開催し、41同友会から631名が参加しました。

2015年回答数登録数e.doyuID数同友会名

334232北海道

1312青森

619399岩手

9711,150宮城

437354秋田

127453山形

31051,874福島

823317茨城

02130栃木

0034群馬

1161,016埼玉

2201,452千葉

9492,153東京

882771神奈川

345329山梨

120708長野

29619新潟

743490富山

128413石川

2540福井

3331,014静岡

897093,848愛知

415726岐阜

445628滋賀

12561,625京都

1448402,580大阪

121291,570兵庫

1030496奈良

0142和歌山

04148鳥取

434221島根

1788545岡山

343232,673広島

110303山口

592691,600香川

33115426徳島

265448愛媛

114213高知

151552,039福岡

0187佐賀

07598長崎

533960熊本

226547大分

122520宮崎

224335鹿児島

141051,148沖縄

5393,79138,286合計

表1.　企業変革支援プログラムステップ1 e.doyu登録状況（2016年4月1日現在）

※三重同友会はe.doyu利用なし
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交流会開催にあたり、「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信させていき

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し、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

取り組み、共生社会の実現をめざしましょう」をテーマにした

アピールを発表しました。

【実践事例⑥：大分】実習受け入れ賛同企業マップで活躍の

場づくり

2、新たな仕事づくりと企業体質の強化をめざす活動

（1）市場・顧客への対応と付加価値を高める企業連携

　各同友会では支部や部会などでビジネスマッチングイベン

トや企業連携の学習会などが行われ、お互いの会社や事業内容

を知る場が増えています。また地元金融機関や行政、大学との

連携による新しい仕事づくりへの取り組みも広がっています。

　中同協企業連携推進連絡会観光連携グループは3月に沖縄同

友会が開催した「全国観光フォーラム」に協賛しました。

（2）環境経営をめざす活動

　2009年からスタートした「同友エコ」の取り組みは6年目と

なり、これまでの企業のエントリー総数は653社でCO2の削減

量は9,444トンに上っています。

　また、中同協が発行しているメールマガジンDoyuNewsでは

「チャレンジ環境経営」をテーマに取り上げ、企業の実践を紹

介しました。環境経営に取り組むことで新たな仕事づくりにつ

ながる事例がたくさん生まれています。

（3）財務体質強化に向けた取り組み

　経営者は会社を維持・発展させ、雇用を守っていく責任があ

ります。そのためには会社の財務状況を常に把握しておかなけ

ればなりません。各同友会では経営指針成文化セミナーや青年

部などで財務に関する勉強会や金融機関関係者を講師に招い

ての例会などが行われています。

（4）後継者問題への対応

　後継者や若手経営者の会員が増え、各同友会で若手会員やシ

ニア会員などによる事業承継や後継者育成をテーマにした活

動が広がっています。事業承継は中小企業にとって重要な経営

課題です。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。

（5）女性の能力向上やリーダー育成の取り組みが広がる

　女性部会での経営指針成文化セミナーや企業変革支援プロ

グラムの学習、ワーク・ライフ・バランスの学習など企業づく

りを学ぶ機会を設け、女性経営者の学ぶ場を充実させ、女性の

能力向上やリーダーを育成する取り組みが広がっています。

　2015年9月5日、日 本 Ｂ Ｐ Ｗ（Business and Professional 

Women）連合会主催「日本の働く女性がもっともっと輝くた

めに！」のパネルディスカッションに、中同協よりパネリスト

を出し、国連の討議から生まれたシステム「女性のエンパワー

メント原則（ＷＥＰ）」への署名を契機に、社内で女性が活躍

する場が広がった経験などを報告しました。また、2016年3月

にはニューヨークの国連本部で開かれた国連女性の地位委員

会（ＣＳＷ）の日本政府とＮＧＯによるサイドイベントで、日

本の中小企業や同友会の「人を生かす経営」と女性活躍推進の

取り組みを報告しました。

【実践事例⑦：広島】女性部の取り組み

（6）事業継続計画（ＢＣＰ：Business Continuity Plan）を

　　  テーマにした学びの場を

　温暖化の影響が続いているなか、近年世界的にも自然災害が

多発し、大きな被害を生んでいます。災害だけでなく、社内の

緊急時対応も必要です。いくつかの同友会では事業継続計画策

定の学習会を開催しており、ＢＣＰの先進事例として表彰され

た会員企業も出ています。

（7）起業間もない方、小規模企業の学ぶ場として具体的な

　　  対応を

　同友会会員企業に占める正社員10名未満の企業の割合は

49％。組織的経営を学ぶ同友会で、「人を生かす経営」の推進

をどのように学び実践し、維持発展する強じんな体質の企業づ

くりを進めていくのかが課題となっています。小規模企業の現

状に即した例会や経営基礎講座なども各同友会で行われてい

ます。

（8）現地で学ぶ国際化への対応

　ここ数年東南アジア諸国連合諸国（ＡＳＥＡＮ）などへの視

察に取り組む同友会が増えてきています。中同協企業連携推進

連絡会を9月にタイで開催しました。また、「タイ・ＡＳＥＡＮ

国際交流グループ」が日タイ中小企業ビジネスマッチング

2015を開催し、9同友会、中同協から31名が参加しました。

　また、増加する外国人観光客をビジネスチャンスとして捉

え、会員同士の企業連携で新しい仕事づくりの事例も生まれて

います。

【実践事例⑧：東京】インバウンド市場に挑戦
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地域づくり・経営環境改善

1、地域を元気にする中小企業への期待 
　  ―急速に広がる連携

（1）他団体・行政・教育・金融・報道機関と連携の広がり

　地域を元気にする中小企業への期待が高まり、他団体・行政・

教育・金融・報道機関との連携が多様に、かつ急速に広がり、

中小企業での採用や人材育成など経営課題解決のために地域

ぐるみの取り組みが必要との認識が広がっています。

　地域の採用や人材育成を促進するため、大学・学校とのイン

ターンシップ協力・就職支援などの連携が多様に広がり、地域

づくりに果たす役割に期待が高まっています。報道機関と定期

的な懇談を実施し、企業と経営者の姿を発信している同友会は

地域での存在感を高めています。

【実践事例⑨：福島】復興を担う中小企業の役割に期待が高まる

【実践事例⑩：京都】「学生×企業×未来ブリッジ・プロジェ

クト」を提案

（2）金融庁　金融機関のベンチマーク（指標）計画  

         ―「金融アセスメント法制定運動」の成果

　金融庁は「金融行政方針」（2015年9月公表）で地域金融機

関に金融仲介機能の質的改善を促すため、金融機関の水準を評

価するベンチマーク（指標）をつくるとしました。今回の金融

庁の「ベンチマーク」は、同友会が提唱する金融アセスメント

法（※）とほぼ同じ内容であり、運動の成果と言えます。

（※）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。これは、公正な取引条

件の拡充と地域経済の発展に貢献する金融機関を選択することで、地域

や中小企業にとって望ましい金融機関を支援し、育成することをも狙い

とした法律です。2000年代、同友会は制定運動を展開し100万筆以上の

国会請願署名を集め1,000を超える自治体の議会で国への意見書が採択

されました。

（3）経営者個人保証に依存しない金融　実践事例に学ぶ

　各同友会で財務局・財務事務所と懇談し「経営者保証ガイド

ライン」などをめぐり意見交換しました。そこでは各同友会の

アンケート調査による実態把握が注目されています。中同協政

策委員会は信用金庫幹部を招いて保証に依存しない融資を広

げている実践事例を学び、「このような金融機関を全国に育て

る仕組みが必要と痛切に感じた」との感想がありました。

　各同友会で日本政策金融公庫（日本公庫）や地域金融機関と

の連携協定が広がっています。日本公庫との連携協定は2015

年12月に愛媛同友会が締結し12例目です。連携協定を契機に

金融相談会、同友会の会合への職員の参加など関係が発展して

います。公正取引委員会とも懇談しました。

2、「外形標準課税適用拡大反対」の連帯広がる

（1）外形標準課税適用拡大反対の取り組み

        ―中小企業4団体との連携広がる

　外形標準課税の学習資料の普及、他団体や議会関係者との勉

強会など、学び・発信する取り組みが継続しています。中同協

が6月に開催している「中小企業憲章・条例推進月間キックオ

フ集会」は毎年連帯が広がっています。毎年参加している中小

企業4団体と結束して反対する確認ができたこと、国会議員

（2015年は36名）から趣旨への賛同が相次いだことがこれま

で継続してきた成果としてあげられます。

【実践事例⑪：沖縄】県議会経済労働委員会と外形標準課税、

人材確保をめぐって勉強会を開催

（2）負担能力に応じた税制を提言

　消費税10％増税、法人税減税、「軽減税率」、マイナンバーな

ど税制にかかわる多様なテーマで学びが広がりました。福岡同

友会は会員企業の社員に学んでもらえるよう税制の学習リー

フレットを作成しました。「公正な市場環境を整える」とした

中小企業憲章に照らして制度の問題点を明らかにし、公正・公

平な税制を提言することが大切です。中同協政策委員会は日本

商工会議所幹部を招いて中小企業税制について学ぶなど他団

体との連携を進め全研や総会で税制に関する分科会を設置し

て学びを広げました。

【実践事例⑫：福岡】中小企業憲章推進本部が税制の勉強会

【実践事例⑬：中同協】日本商工会議所税制委員長・田中常

雅氏を招いて税制について学ぶ

3、中小企業振興基本条例制定と同友会の役割

（1）条例の具体化をリード、その成果が見え始める

　条例を制定した自治体は209自治体（42道府県134市17区15

町1村、2016年4月6日現在）と全自治体の1割を超えました。

2015年の制定自治体は39（9県26市3町1村）と加速しています。

検討委員会・振興会議への会員の参画が増え、条例にもとづい

て小学校向けキャリア教育教材を開発するなど具体的な施策

が生まれています。

　これまで取り組んでいなかった同友会でも条例を学ぶ場を

つくり関心を広げました。実効性のある条例づくりへの問題意

識が高まり、企業の実態調査・条例制定・振興会議を一体で取

り組んで成果をあげている自治体への訪問見学が取り組まれ

ています。条例を踏まえて自治体の計画に公契約の改善や再生

エネルギー推進が盛り込まれるなど具体化の努力が見られま

す。条例の具体化に向けて同友会がリード役を果たすことが大

切です。一方、小規模企業振興基本条例を制定する自治体もあ

り、地域の中小企業と小規模企業とが総合的に発展をめざすこ

とが大切です。

　中同協・中小企業憲章・条例推進本部は「三つの課題と四つ
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の柱」（※）が重要なカギと憲章本部会議で繰り返し確認しま

した。

（※）「三つの課題」：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。「四つの柱」：(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。

【実践事例⑭：愛媛】条例にもとづく円卓会議　教諭と連携

して小学校用教材を開発

【実践事例⑮：岐阜】初めて経営フォーラムで中小企業振興

基本条例の分科会を設置

【実践事例⑯：岩手】岩手県がエネルギーシフトの内容をも

った基本計画と統合予算

【実践事例⑰：富山】地元企業の発展で地域経済を元気にす

る方策を学ぶ

（2）中小企業憲章5周年、中小企業憲章・条例推進月間、

　　  全国での統一行動として定着

　2015年の中小企業憲章・条例推進月間ののべ参加人数は41

同友会2,759人でした。年々参加者が増え、全国での統一行動

として定着しています（※）。行政・他団体・地元議会の参加

が増え、ともに学ぶ場として発展しており、外形標準課税適用

拡大反対の取り組みなど具体的な運動について交流する場と

なっています。中同協・中小企業憲章・条例推進本部は中小企

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163名と過去最多の参加でした。中小企業4団体、36名

の国会議員（代理を含む）が参加。国会議員・他団体と連帯を

広げ、憲章・条例推進月間に全国がそろって取り組む貴重な場

となっています。

（※）中小企業憲章・条例推進月間ののべ参加人数の推移

（2012年：2,546人38同友会→2013年：2,073人35同友会→

   2014年：2,340人36同友会→2015年：2,759人41同友会）

【実践事例⑱：静岡】県条例草案を同友会が提案、会内学習

運動を展開

（3）「地域経済ビジョン」の検討が始まる

　「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）

改訂版（案）」（以下、日本経済ビジョン）を活用して、いくつ

かの同友会で「地域経済ビジョン」を語りあいました。参加者

は「現状認識に立って地域の未来を描くことで、自社の課題、地

域の課題、同友会の課題を考えるきっかけになっている」と感

想を語っています。

【実践事例⑲：宮崎】地域の将来が見え、自社の方向性が知

れるビジョンづくり

4、政策・調査活動の発展へ、研究者との連携の取り組み
（1）政策委員会の活性化、政策提言力向上をめざす取り組み

　障害者や働きづらさを抱える若者の支援など地域の課題を

めぐり、地域での中小企業の役割に期待が高まっています。中

同協は11月に政策担当事務局研修交流会を開催しました。参加

者は調査活動で地域の実情を把握し、同友会がめざす企業づく

りの実践を発信していくことが政策活動前進のカギと学びあ

いました。

（2）調査・政策・広報を一体にした取り組み

　新しく景況調査を始める同友会があり、また、関西ブロック

では合同で消費増税の影響調査を実施して発信力を高め、調査

結果の活用を推進しています。中同協企業環境研究センターは

地域経済分析などのテーマで例会を実施し、『企業環境研究年

報』や『年頭　中小企業経営の展望レポート（年頭展望レポー

ト）』を発行して、政策活動や中小企業憲章・条例推進運動の

推進にとって貴重な理論的役割を果たしています。同友会景況

調査（ＤＯＲ）は1990年に開始してから四半世紀が経ち、同

友会運動にとって重要な意義を踏まえいっそうの発展が求め

られます。

　自社の経営の実態を知り、業界や地域の経営環境の実態を知

り、国や世界の政治・経済の情勢を知ることが中小企業家に欠

かせない時代です。中小企業家の資質を高め、総合的な能力を

高めるうえで、シンクタンクである企業環境研究センターの役

割がいっそう高まっています。

【実践事例⑳：長崎】長崎大学教員の協力を得て景況調査を開始

5、戦後70年、平和をめぐる課題を議論

　戦後70年を機に平和をめぐる学び・取り組みがありました。

東京同友会は「安全保障関連法制」の国会審議をめぐり、代表

理事談話を発表。中同協は全研と総会で平和に関する分科会を

設営し、中小企業家の立場から国民の一人として平和をめぐる

課題に向きあう重要性を確認しました。

　また、「中小企業家しんぶん」で「平和を考える」シリーズ

を組み、20回以上を連載しました。2016年2月に行われた第46

回全研第2分科会では、雇用の7割を支える中小企業こそ平和の

主体者となること、平和への思いを語り継ぐことの大切さなど

が確認されました。

　中小企業は第二次世界大戦を通して「中小企業は平和でこそ

発展する」という教訓を得て、中小企業家同友会は「三つの目

的」において「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す」と明記しています。戦後70年を

経て、中国などアジア諸国との経済関係がいっそう緊密となる

なかで、平和裏に経済活動に専心できる環境づくりがいっそう

重要になっています。

【実践事例 ：愛知】「平和を考える連続学習会」をスタート
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東 日 本 大 震 災 か ら 5年、 
復興の教訓を生かす

1、復興の教訓を未来に向けて 
　  ―第4回東日本大震災復興シンポジウム開催

　3.11の東日本大震災から5年となる2016年3月10～11日、「震

災から5年～100年後の未来への提案」をテーマに第4回東日本

大震災復興シンポジウムを開催しました。10日には福島県いわ

き市に集合し、5年を迎え、震災・津波からの復興と、いまだ

原発事故の被災の真っただ中にある「いま」を目と心に焼きつ

け、宮城県仙台市に入り、11日にシンポジウムと復興慰霊式を

開催しました。アピールとして私たちはあらためて、①「強い

絆のもと、われら断じて滅びず」という中小企業家の魂、 

②「一社もつぶさない、つぶさせない」という中小企業家の

絆、③「地域に人を育て、地域に人を残す」という中小企業家

の使命を再確認しあいました。また、中同協東日本大震災復興

推進本部ＲＥＥＳの活動を通じて全国の同友会の仲間が、その

復興を見守り、政策的にも支援しています。

【実践事例 ：中同協】第4回東日本大震災復興シンポジウム、

福島視察】

2、記録集　『東日本大震災から5年　中小企業家の絆』 
　  を発刊

　中同協では、2016年3月11日、記録集『東日本大震災から5

年　中小企業家の絆』を発刊しました。東日本大震災からの5

年間の記録として、研究者の報告記録、被災地の岩手・宮城・

福島の同友会としての活動記録、そして会員企業の実践の記録

などをまとめました。震災を「風化」させず、その教訓を全国

に広め、未来へつなぐきっかけとなりました。

3、震災の教訓を未来へ

　中同協では、この5年間の震災からの教訓を未来へつなごう

と5点にまとめました。第1に、同友会理念「三つの目的」の総

合実践のもと「同友会型企業づくり」で地域の再生・復興の希

望となっていくこと。第2は、地域の担い手である中小企業家

としての誇りと自覚を持って、社員も巻き込みながら、中小企

業憲章の精神を地域の中に伝え、広げていくこと。第3は、エ

ネルギーシフトの学習と実践を進めること。第4は、自然災害

への対応・対策を企業・地域・同友会で進めること。第5は、

未来に向けて同友会運動を広め、企業づくり・地域づくり・同

友会づくりを一体の運動として取り組み、同友会で学ぶ仲間を

地域に増やしていくことを確認しました。

　震災や原発事故を全国的な課題として、震災を「風化」させ

ず、自らにかかわる課題として教訓をつなぎ、未来を見据えて、

中小企業家が主体者としての社会的責任を果たしていくこと

が明らかとなりました。

4、自然災害への企業・地域・同友会での対策と対応

（1）自然災害への対策

　地震・台風・豪雨・噴火・雪害などの自然災害が全国で多発

しました。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加しています。
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エネルギーシフトの学習が
広がりを見せる

　中同協第47回定時総会（2015年7月9～10日、岩手）では、

「中小企業家エネルギー宣言（案）」やエネルギーシフトの実

践における五つの視点が提起され、エネルギーシフトは全国行

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。

　「エネルギーシフト」では、「地消地産」という考えが提起さ

れ、「地域で消費するものはエネルギーを含めて地元の住民・

企業・行政が連携しながら、地域内で生産できるよう新しい仕

事としてつくっていこうという考え方で実践すること」と学び

あいました。

　昨年度の活動の特徴は以下のとおりです。

　第1に、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～中小企業が主役の時代に～』(以下、エネルギーシ

フトハンドブック）が発刊されるなど、全国でエネルギーシフ

トの学びあいの活動が広がりました。

　第2に、中同協に経営労働委員会、地球環境委員会、企業連

携推進連絡会、政策委員会を軸としてエネルギーシフト推進協

議会が設置され、それぞれの活動の展開の中にエネルギーシフ

トを位置づけていくことが確認されました。

　第3に、エネルギーシフトの企業実践事例が増えてきていま

す。6年目を迎えた同友エコでの環境経営の実践の取り組みの

ほか、ゼロエネルギービル・オフィスや省エネ住宅の取り組み

を進めている事例、さらにメールマガジン「DoyuNews」では、

「チャレンジ環境経営」での44社の実践事例を紹介しました。

　第4に、中同協から「中小企業家エネルギー宣言（案）」を引

き続き提起し、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。

【実践事例 ：全国各地で学習会】九州・沖縄ブロック支部

長・支部役員研修交流会をはじめ、九州・沖縄の各同友会が

エネルギーシフトの学習会を開催。また、大阪、富山、京都、

埼玉、石川、愛知など。岩手が毎年ドイツ視察

【実践事例 ：中同協】エネルギーシフト推進協議会設置と

ハンドブック発刊
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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4万5,556名と7年連続で最高会勢を更新し、初め

て4万5,000名を突破、1,071名純増となり、2年連続で年間1,000

名以上の会員数増となりました。各同友会では最高会勢を達成

する同友会が18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 】最高会勢の18同友会

（1）「三つの目的」の総合実践を力に仲間づくりが展開

　各同友会での同友会づくりが進展し会員増強が進みました。

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。会勢を伸ばしている同友会の特徴は、「三つの目的」

を進める運動の総合実践を力に、仲間づくりの具体的な取り組

みが広がっています。「労使見解」にもとづく経営指針、社員

教育、共同求人、障害者問題など「よい会社」「よい経営者」

になるための学びの体系が確立され、一方で政策活動や中小企

業憲章・条例の制定・推進運動が進み、エネルギーシフトの学

習と実践などが加わり、すべてが有機的に結び付けられた「三

つの目的の総合実践」が進み、仲間づくりにつながっています。

　企業づくり・地域づくり・同友会づくりを一体とした仲間づ

くりが進展しています。中同協では、そうした活動を支援する

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。

（2）会員増強と組織強化の活動

　純増数では愛知213名、香川156名、千葉95名、鹿児島85名

純増となるなど、36同友会が純増しました。秋田と徳島は創立

以来増勢となっています。また、静岡同友会が16年ぶり、埼玉

同友会が8年ぶりに1,000名を回復しました。

　周年行事や全国大会に向けて会員増強を実践している事例、

支部・例会のマニュアルを整備しながら組織強化に取り組む事

例、パンフレット・ポスター・ＰＲ動画などを作成して増強活

会員数同友会会員数同友会

609滋賀5,876北海道

1,682京都361青森

2,480大阪423岩手

1,536兵庫1,071宮城

487奈良350秋田

387和歌山455山形

147鳥取1,864福島

219島根352茨城

545岡山133栃木

2,639広島526群馬

299山口1,011埼玉

1,612香川1,448千葉

417徳島2,079東京

485愛媛768神奈川

209高知331山梨

2,103福岡713長野

103佐賀611新潟

589長崎526富山

1,027熊本410石川

554大分216福井

409宮崎1,017静岡

375鹿児島3,846愛知

1,105沖縄435三重

45,556合計716岐阜

表2.　全国の同友会会員数
（2016年4月1日現在）第5節

宮崎同友会では弁護士会など5団体でつくる「県口蹄疫被害復

興ボランティア支援団体連絡協議会」に参加し5年間の活動を

まとめた冊子『支援のかたち・復興のかたち』を発行していま

す。

　中同協では昨年9月の東北関東の豪雨被害で義援金活動を実

施するとともに、災害対応マニュアルや義援金についての申し

合わせを整備しました。

（2）熊本地震への対応

　2016年4月14日、16日と最大震度7の熊本地震が発生し甚大

な被害があり、予断を許さない状況となっています。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ています。熊本同友会では、会員

の安否確認・被害状況を明らかにしつつ、震災への復旧・復

興、事業再開に向けて、会員に呼びかけるとともに、復興指針

や支援策などを発信するなどすばやく対応し、今後の対策を打

ち出しています。地震による直接被害だけでなく、大分など九

州各地で風評被害や自粛ムードなど間接的な被害も出てきて

います。

【実践事例 ：】熊本地震への対応
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動を展開している事例、小グループ活動の展開で増える組織・

減らさない組織づくりを進めている事例などがありました。ミ

ニ例会で組織強化し、会員数純増率トップとなった鹿児島同友

会の事例は参考になります。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、増やす力・集める力などが課題となっています。

　中同協では、2015組織強化・広報・情報化全国交流会（2015

年8月26～27日、東京）を開催し、35同友会・中同協より163

名が参加し、組織活性化（兵庫）や震災5年目の地区会づくり（福

島・いわき地区）の事例や組織強化と財政強化の課題について

学び経験交流を深めました。

【実践事例 ：鹿児島】ミニ例会で組織強化。会員数純増率トップ

【実践事例 ：静岡・埼玉】会勢1,000名を回復

（3）顔と企業が見える活動の広がり

　「顔は知っているけれども、何の仕事をしている会社か知ら

ない」ということから、支部・地区会の例会、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なかで顔と企

業が見える活動が広がりを見せています。また外部との連携の

なかで、教育・求人活動や障害者関連などでの学校の教員や関

係者を巻き込んでの企業見学を実施している同友会もありま

す。同友会の総合的な活動の取り組みの中で、会員同士だけで

なく社員や学校の教員や行政も巻き込みながら進んでいます。

　テーブルに各出展者が趣向を凝らし自社の製品やサービス

を展示するワンテーブル交流会（京都）、地域の高校と新たに

連携し実業高校の体育館でミニメッセ（長野）、高校の教員と

の企業見学＆経営者との懇談会（広島）などの取り組みが実践

されました。

（4）広報情報化の活動の展開―「情報創造」と「対外発信」

　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、報道機関との懇談会などさまざまな取り組みが

展開されました。また、時事や情勢の動きに関して同友会とし

てのコメントを求められ新聞などに掲載されることや、会員企

業の経営実践など取材依頼が多くなってきました。「情報創造」

と「対外発信」は重要性を増してきています。中同協広報委員

会では、中小企業の実態や会員の声を集めて、同友会の活動を

わかりやすく対外的に発信する「情報創造」は重要な課題と確

認しました。

　また、2015年9月に懸案であったe.doyuがリニューアルオー

プンし、さらなる活用が課題となっています。「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。DoyuNewsでは各同友会の力を借りながら「チャ

レンジ！環境経営」のシリーズなどを掲載しました。

2、地域に広がりを見せる支部・地区の活動

（1）企業変革と地域再生を担う支部・地区づくり

　全国には、459の支部・地区があり、昨年度は新しく19支

部・地区がつくられ、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、福島のいわき地区が純増75名、北海

道の道北あさひかわ支部が53名、新支部では茂原支部が27名

増となるなど、半数以上（59.4％）の273の支部・地区で会員

が増加しました。

　支部活動の中で、地域別やテーマ別などの小さなグループで

の学びあい活動が広がりをみせました。60市区町村で組織率

10％を超え、昨年度より1つ増加しました。また、全国の会員

企業の社員数は約164.2万人で、昨年度より約1万6,000人増加

しました。

　組織率30％を超え、全事業所調査を行い、あらためて同友会

が地域を担っていると明らかとなった支部（宮城・南三陸）、

地域の経営者ネットワークに働きかけた新支部づくり（千葉）、

自分の感動や体験を語って、仲間を広げる（北海道・オホーツ

ク）、同友会活動は「企業の肥やしづくり」として位置づけ、

地域を守り経営に役立つ支部活動を展開している（広島・福山）

事例など、企業変革と地域再生を担う支部・地区づくりが進展

しています。

【実践事例 ：北海道】「会員拡大プロジェクト」オホーツク支部

（2）対外的な連携が進み、都市部・地方都市部の組織強化が課題に

　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

が徐々に進んでいます。市町村別増強では、鹿児島市71名、高

松市63名、いわき市54名などで増強が進展しました。外部と

の連携・発信を通した同友会の対外的な関係強化が会員増強に

つながっています。大学や研究機関などが同友会会員となって

ともに学びあい、また大学と連携協定を結ぶ同友会も増加して

います。

（3）新支部・地区づくりが進む

　同友会の会員企業は、全国1,897市区町村のうち1,472市区町

村にあり、昨年度に比べて23市町村が増加、約77.6％の地域に

あり広がりをみせています。支部・地区の新支部設立の動きで

は東彩地区会（埼玉）、新庄最上支部（山形）、茂原支部・美浜

支部・安房支部（千葉）、空知中央西地区会（北海道）もあり

ました。そのほかにも各同友会では新支部・地区づくりの動き

があります。

3、同友会のさらなる組織強化と活性化に向けた 
      取り組み

（1）組織強化と財政基盤整備が課題に

　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

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

税などで全体的な支出が増加傾向になっています。対応として

会費改定の実施ならびに検討する同友会も増えてきました。

　財務状況を分析し現状を把握し課題を抽出し、財務規定・財

務方針を定め、同友会運動の活性化や将来像を見据えた持続可
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能な財務基盤の確立をめざし会費改定を実施した事例、全国的

な財政分析の平均から数値目標を決め、支部や委員会の活動費

などの見直しを実施した事例などがありました。会員増強は必

ずしも財務体質の強化には結びつかず、活動や組織が増えるこ

とでコストアップにつながることがあると指摘されています。

（2）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は会運営の議論にとどまらず、情勢や

展望、お互いの経営課題などを意見交換し、会員や地域の状況

をつかみながら、同友会運動を推進し、定期的に継続して役員

研修を実施することが重要との認識が広まっています。各同友

会では役員会の充実を図るとともに役員研修に取り組みまし

た。そのなかで同友会理念と企業経営の実践を伝える「語り部」

の役割を担える人を増やすことが大変重要となってきていま

す。福岡では役員研修大学を継続的に開催し、報告集『明日を

切り拓く経営者たち』を発刊し学びを広げる事例、宮城では理

事会に役員研修を位置づける事例などがありました。

　中同協では中同協役員研修会を2015年5月28～29日に高知

で8同友会47名、9月17～18日に京都で14同友会106名の参加で

行いました。また総会終了後に代表理事研修会を行い、「企業

経営と同友会運動は不離一体」をテーマに学びあうとともに、

被災地の岩手県陸前高田の視察を行い、18同友会25名が参加

しました（2015年7月10日、陸前高田市）。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』の改訂を行いました。

【実践事例 ：福岡】『明日を切り拓く経営者たち』発刊、

【実践事例 ：中同協】『同友会運動の発展のために』改訂

（3）事務局員の成長と働きやすい環境づくりを

　同友会運動の発展を支え、歴史と理念の継承者である事務局

をつくるためには、働きやすい環境と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、労働環境改善と業務改

善を同時に進めようと努力している事例、新事務局員の採用や

育成を進めている事例、新事務局長への交代ならびに引き継ぎ

なども見られました。自主的・主体的な活動を通して役員と事

務局の役割分担の明確化と連携を進めているなどの事例があ

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、九州・沖縄で開催され、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、「2015同友会事務局労働実態調査」を実施し、

事務局員数は364名となり2013年調査より23名減少となりま

した。全国的に会員数が増加しているものの事務局員数は減少

となり、残業など労働環境の改善、給与などの労働条件の基盤

整備が課題となりました。また全国事務局長会議を開催すると

ともに2015新事務局長（リーダー）研修交流会（2015年12月

10～11日、東京）、全国事務局員研修会（基礎・フォローアッ

プ、2015年7月16～18日、大阪）では会員企業から学ぶ研修会

を開催し、総会で事務局問題の分科会を開催しました。

4、学びと実践の活動・フォローアップ

（1）学びあい活動の展開

　　  ―よい例会づくり・グループ長の育成

　企業づくり、地域づくりなどを学びあう例会は同友会の基本

です。よい例会づくりに向けて、プレ例会など報告者との事前

の打ち合わせやグループ長研修を行い、何をテーマに討論する

か、どんなことを学ぶのか、参加者の課題を引き出すにはなど

丁寧な事前準備が行われました。例会当日も報告から学ぶとと

もに、討論時間を十分に確保し、グループ討論の意義や大切さ

を伝えるなどの取り組みもありました。またその学びを報告者

やグループ長にフィードバックし、だれもが学べる、学んで得

する学びあい活動が展開されました。

（2）同友会のオリエンテーションやフォローアップ活動の展開

　組織強化やフォローアップ活動として、「同友会を知る会」

や「新会員オリエンテーション」など各同友会では継続的に行

われました。新しい会員を迎え、あらためて同友会の歴史と理

念、「人を生かす経営」、中小企業憲章・条例、支部や例会の活

動、委員会・部会活動などを伝え、理解してもらうことが重要

となってきています。新会員の訪問や例会に参加してもらい、

「同友会に入ってよかった」と実感してもらえるようフォロー

アップ活動に取り組みました。

　兵庫では新会員のフォローアップを実践しています。新会員

フェイスシートを作成し、新会員の相談相手や経営課題に応じ

た会員を紹介したりするフォロワーを選び、新会員を訪問し会

社の紹介や自社の課題についてミニ報告する機会をつくって

います。そして新会員オリエンテーションにつなげています。

　また、愛知では同友会を紹介する動画を作成、新会員やゲス

トの方のみならず、会員の方もあらためて同友会を知り、学ぶ

機会となっています。

　京都では学ぶ会の入り口としての新会員オリエンテーショ

ンステップ1、ステップ2の2回に分けて開催しています。

【実践事例 ：京都】新会員オリエンテーションステップ1、

ステップ2の2回に分けて開催

（3）支部・地区活動を自主的・主体的に展開

         ―企業づくりや仕事づくりを学ぶ

　支部・地区活動や委員会・部会活動、小グループでの活動な

ど、会員による自主的・主体的な展開が進んでいます。同友会

らしい活動の進め方や組織運営を行うなかで、企業づくりや仕

事づくりを学ぶとともに、長く活動を休んでいる会員への誘い

かけも広がっています。企業訪問をベースとした設営、ミニ経

営体験報告、日々活発に行われている同友会活動の確認などが

行われ、参加した会員同士の気軽な話しあいのなかに学びと気

づきがあり、経営のヒントを持ち帰ることができる場となって

います。
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（4）青年経営者、女性経営者の仲間づくり、リーダーの育成

　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（茨城・山口）、女性部の設立（愛知）なども

ありました。全国との交流が進むなかで、 切磋琢磨 でお互いに
せっさたくま

刺激しあい、さらなる成長をめざし、企業や同友会に持ち帰り

実践し、成果に結びついてきています。昨年度と比較して、50

歳未満の会員は1万7,457名となり741名増加。女性経営者の会

員は5,112名となり、205名増加しています。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。

　中同協では、「人は石垣　人は城～今こそ実践！人間尊重の

経営～」をスローガンに第43回青年経営者全国交流会（2015

年9月10～11日、山梨）を開催。すべての同友会と中同協から

1,206名が参加し「われわれ青年経営者で世界に誇れる日本の

未来を創ろう！」という青年部連絡会2020ビジョンを学び交

流しました。また、「今こそ築こう！豊かで幸せな未来のかけ

橋を～生活者の視点で活力ある地域に」をテーマに第18回女性

経営者全国交流会（2015年6月18～19日、岡山）が開かれ、44

同友会と中同協から419名が参加しました。

　同友会内外でも世代交代が進むなかで、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ています。

5、全国の同友会活動・ブロック活動を強化し連帯が 
      広がる

　中同協第47回定時総会（2015年7月9～10日、岩手）を開催

し、「人を生かし、企業を変え、持続可能な地域をつくろう！

～エネルギーシフトで自主的・平和的な日本の未来を～」をス

ローガンにすべての同友会と中同協から1,017名が参加しまし

た。震災5年目を迎えた岩手同友会からは、東日本大震災以降

の全国からの支援に感謝を表明。またエネルギーシフトハンド

ブックの発刊や、中同協の委員長・連絡会代表から行動提起が

行われるなどしました。

　第46回中小企業問題全国研究集会（2016年2月18～19日、香

川）で、「人を生かす経営の実践で、地域の明るい未来を創り

だそう～21世紀型中小企業づくりで『すべての地域』に同友会

理念を～」をテーマに46同友会ならびに中同協から1,363名が

参加しました。記念講演は徳武産業㈱会長・十河孝男氏（香川

同友会会員）が「足元に笑顔を届ける会社～奇跡を起こしたピ

ンクの靴～」をテーマに講演しました。十河氏の過去の苦労と

お客さまや地域に寄り添う経営姿勢、「損得」ではなく「善悪」

を優先する経営の考え方は参加者に大きな感動を与えました。

　各ブロックでは企業経営と同友会を不離一体、条例運動、組

織強化、会員増強、エネルギーシフトなどをテーマに代表者会

議、支部長・地区会長交流会などが開催され、学びあいまし

た。また、ブロックの会員の声を集め、実態をつかむため連携

して景況調査やアンケートを実施、事務局員の研修を合同で開

催しました。ブロック内の同友会間で相互連携や協力を行い、

活動をいっそう充実させるため交流が進んでいます。

　ブロック割では中国・四国ブロックを中国ブロックと四国ブ

ロックにそれぞれ分けることが討議され、新年度はその方向で

活動を展開することが確認されました。

【実践事例 ：香川】全研開催と40周年に向けた会員増強

6、中同協の役割・組織・あり方について

（1）「中小企業家同友会全国協議会規約」および「規約の解

　　　釈についての内規」を改定

　中同協では2014年度に「中同協の役割・組織・行事のあり

方検討会」を幹事会の諮問機関として設置し、同友会の運動の

発展と会勢の進展に伴い、全国の同友会運動を支える中同協の

役割と機能はどうあるべきかを問い直し、組織と運営の課題を

整理し、2015年3月に答申を出しました。答申にもとづき、昨

年度は総会で規約改定を行いました。①中同協の構成を「都道

府県の中小企業家同友会」と定義。中同協財政を分担する責任

があることが明確になりました。②中同協総会に関して、規約

で決議すべき事項、代議員、成立要件、運営規程を定義。議案

作成にあたっては、各同友会を通じて意見集約を行いました。

③中同協の組織の簡素化の一環として、執行機関である「常任

幹事会」を、総会に次ぐ決議機関である「幹事会」に一本化。

昨年度は新しい規約に沿って活動を進めました。

　また、全国行事については、所管の委員会や連絡会などで、位

置づけや参加対象、全研や総会との併設などが検討されまし

た。

（2）中同協財政問題と分担金改定を決議

　2014年3月の常任幹事会において消費税率アップに伴う中

同協財務の見直しを提起し、2015年1月の第3回幹事会で分担

金改定の検討について報告。3月の常任幹事会で分担金改定案

を提案し、中同協のみならず各同友会における健全財政のあり

方についての議論を提起しました。6月の幹事会、8月の組織強

化・広報・情報化全国交流会などでの資料提案や説明、11月幹

事会で再提案のもと追加資料提案などを踏まえて各同友会で

の議論を依頼。2016年1月の幹事会で財務委員会より財務規定

の見直し、中期財務方針と改善策の策定、財務委員会の組織改

革、分担金改定案などが提案され大筋での合意がなされ、2016

年3月幹事会にて財務規定や分担金改定の団体割改定などが決

議されました。

次年度へ向けて

　全国の運動が大きなうねりとなって、同友会が時代のさきが

けとして、地域の未来を展望する企業づくりや地域づくりが進

んできています。各方面からも注目されるなか、同友会理念の

形成過程に学び、中小企業家としての誇りを胸に、新たな年度

への運動を進めてまいりましょう。
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世界経済

1、不安定さが強まる世界経済

　世界経済は、2016年年明けから世界同時株安となるなど、

不安定さを強めています。国際通貨基金（ＩＭＦ）や経済協力

開発機構（ＯＥＣＤ）、世界銀行も相次いで2016年の世界経済

の成長見通しの下方修正を行いました。不安定さを強める大き

な波乱材料となっているのは、中国経済の減速、アメリカ経済

の不安定要因、原油価格の下落、欧州経済・政治の不安定さ、

中東諸国をめぐる混乱とテロ問題などです。さらにそれらの問

題が相互に絡みあい、複雑化してきています。（表3）

（1）中国経済の減速

　中国は、2015年の実質国内総生産（ＧＤＰ）の成長率が6.9％

（前年比マイナス0.4％）と25年ぶりの低水準となりました。

2015年夏には元の対ドル基準値の切り下げ、株価の暴落が相

次いで起こり、世界経済を震撼させました。

　中国の輸出額は2009年以降世界一、輸入額はアメリカに次

いで2位で、世界経済での存在感は大きいものがあります。各

国の輸出に占める中国の割合は、オーストラリア（33.7％）、

台湾（26.2％）、韓国（25.4％）、日本（18.3％）など多くの国

で高い対中依存度を示しています。ＩＭＦは、中国のＧＤＰ成

長率が1％減速した場合、アジアで0.33％、アジア以外で

0.17％、成長率が押し下げられると試算しています。

　リーマン・ショック後、経済危機に対応して中国政府が行っ

た景気対策の総額は4兆元（約72兆円）。

それが過剰投資・過剰生産につながり、

大きな阻害要因となっています。現在、

消費主導の経済への構造転換を進めよ

うとしていますが、中国の政府高官は

「今後5年間は中国経済にとって構造調

整の痛みの時期」と発言しており、しば

らくは苦難の過程が続きそうです。

（2）アメリカ経済の不安定要因

　2015年12月、米連邦準備制度理事会

（ＦＲＢ）が9年半ぶりに利上げに踏み

込みました。これにより懸念されている

のは、リーマン・ショック後の金融緩和

で新興国などに投資資金として流れ込

んでいたマネーがアメリカに還流し、新

興国経済に打撃を与えることです。アメリカ財務省によれば、

アメリカから流出した資金は2009年から2015年9月までに

7,500億ドル（約92兆円）に達しています。市場は2014年夏か

ら利上げをすでに盛り込みはじめ、約3分の1のマネーがすでに

アメリカに戻っています。利上げによりこの流れが加速するこ

とが予測されます。さらに、ドル高によりアメリカの輸出企業

の採算を悪化させ、景気にブレーキをかけ始めています。

　アメリカの景気拡大期は6年半に達し、失業率は半分になる

など「雇用の改善」が進みました。ただ、雇用回復は小売業や

サービス業が中心で、賃金が比較的高い製造業などの就業者は

伸びていません。そのため、2008年と2014年の家計収支（ア

メリカ国勢調査局データ）を所得階層別に比べると、「上位5％

に位置する家計の収入は4％増えたが、中間層が3％減、下位

10％層に至っては8％も減った」のが現状です。オバマ大統領

も一般教書演説で「資産と収入は超富裕層ばかりに集中してい

る」と指摘しています。（『日本経済新聞』、2016年1月13日）

　原油価格の低迷が長引くなか、アメリカのシェール業界の経

営悪化も進んでいます。資金繰り難で開発企業の3分の1が1年

以内に破綻に追い込まれるとの予測もあり、アメリカ経済のリ

スク要因となっています。

　　

（3）原油価格の大幅下落

　2015年のニューヨーク原油先物相場は年間で約30％下落、

46％下げた前年に続く大幅下落となりました。ピーク時の1バ

レル＝147ドル（2008年）から約8割も下がっており、原油安

に歯止めがかからない状態です。新興国を中心にした需要の低

迷や産油国の思惑が絡んだ生産過剰などが原因と言われてい

第2章 　中小企業をめぐる情勢

表3.　IMF　世界経済見通し

第1節

※インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム

（出所）ＩＭＦ2016年4月世界経済見通し
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ます。

　原油安は原油輸入国にとってはプラスの面があります。一

方、資源国の経済や財政に打撃を与え、世界経済への影響も懸

念されています。ドイツ証券のチーフ・エコノミストである松

岡幹裕氏は、原油価格が10％下落すると、世界の鉱工業生産は

6カ月後に0.76％低下すると試算しています（『日本経済新聞』、

2016年1月14日）。みずほ総合研究所の井上淳氏によると、産

油国が世界の株式市場などに投資しているオイルマネーは約4

兆ドル（約470兆円）を超えています。原油国の財政悪化に伴

いオイルマネーが引き上げられ、世界的な株安の一因となって

います。

　国際エネルギー機関（ＩＥＡ）では、2016年2月の中期石油

市場レポートで2016年も供給過剰が続くと分析。原油価格の

低迷は長期化する可能性を示しています。

（4）中東地域をめぐる混乱とテロ問題

　2011年、中東の民主化運動「アラブの春」が各地で起こり

ましたが、その後も中東・北アフリカ地域では紛争、テロ、国

家の破綻などの混乱が続いています。過激派組織「イスラム国」

（ＩＳ）や難民問題との対応など、国際社会は大きな課題に直

面しています。

　世界各地の専門家約750人が参画した『グローバルリスク報

告書2016年版』（世界経済フォーラム発行）は、「昨年の欧州

の難民危機や相次ぐテロ事件により、世界の政治は冷戦後もっ

とも不安定な状態に陥っている」と指摘しています。

　2016年1月にはサウジアラビアとイランが外交関係の断絶

を表明、混乱が広がっています。中東の分裂は原油市場の一層

の混乱をもたらしています。2015年11月に同時多発テロに襲

われたフランスは、消費が落ち込むなど、影響は経済面にも波

及しています。

　世界銀行副総裁（中東・北アフリカ担当）のハフェズ・ガネ

ム氏らは「格差や貧困、排他性などの構造的問題の根本的解決

なしに、同地域の平和と安定を達することはできない」とした

うえで、①公共部門の制度・組織の改革、②中小企業振興のた

めのビジネス環境の整備、③地域格差是正のための農村開発、

④教育の質の向上、の4点が重要であると指摘しています（『日

本経済新聞』、2016年2月12日）。

（5）欧州経済・政治の不安定性

　欧州連合（ＥＵ）統計局が発表したユーロ圏の2015年実質

ＧＤＰ伸び率は1.5％となりました。2012～2013年のマイナス

成長から見れば回復してきていますが、欧州中央銀行（ＥＣＢ）

が異例の金融緩和を実施しているにもかかわらず、成長のペー

スは鈍いままです。立教大学准教授・飯島寛之氏は、現在のＥ

Ｕは「慢性的な停滞期」にあると分析し、その要因として①域

内市場の成長率の低下、公共投資の回復不足による投資不足、

②ＥＣＢの金融緩和政策の限界、③ナショナリズムや反ＥＵ運

動の台頭、より根本的にはヨーロッパ統合の発展を支えてきた

理念・連帯の著しい希薄化、という3点を指摘しています（中

同協企業環境研究センター『年頭　中小企業経営の展望レポー

ト2016』）。中東・北アフリカ地域などからの難民問題への対

応、イギリスのＥＵ離脱の動き、ドイツ銀行の経営悪化など、多

くの火種を抱え、舵取りの難しい局面が続いています。

2、進む広域自由貿易協定の動きと日本への影響

　環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）が「大筋合意」し、東南ア

ジア諸国連合経済共同体（ＡＥＣ）が発足するなど、広域の自

由貿易圏をつくる動きが進んでいます。

　ＴＰＰは、各国での承認手続きの段階に入っています。ＴＰ

Ｐが発効した場合の影響について世界銀行は、貿易や企業進出

の進展により日本のＧＤＰは2030年までに2.7％押し上げられ

ると試算。一方、アメリカのタフツ大学は、日本では10年間で

ＧＤＰが0.12％減少し、約7万4,000人の雇用が失われると試算

するなど、さまざまな見方が公表されています。

　2015年11月に開催された全国町村長大会で、「環太平洋パー

トナーシップ（ＴＰＰ）協定に関する特別決議」を採択。「今

回の合意は、幅広い分野に影響を及ぼすとともに、農林水産業

においては、中山間地域のみならず相対的に条件が整った農業

地域にも深刻な打撃を与える懸念がある。このことは、食料自

給率の低下を招くとともに、『美しく活力ある農山漁村』の構

築が妨げられ、地方創生を推進する上で支障となりかねない」

と強い危惧を表明しています。

　政府は「ＴＰＰは中小企業にとって海外進出の大きなチャン

ス」と、さまざまな支援施策を整備する方針ですが、中小企業

の海外進出はリスクも少なくなく、慎重な対応が必要です。一

方、ＩＳＤ条項（外国企業が相手国政府を訴訟できる旨を定め

た条項）やラチェット条項（自由化した場合、再規制はできな

い規定）、一定期間後に再交渉を行う規定などに対する懸念も

少なくありません。

　政府は国会での承認を早期に進める構えですが、ＴＰＰが発

効すれば幅広い分野でさまざまな影響が生じることになりま

す。共同通信が2016年1月30～31日に実施した世論調査では、

ＴＰＰの承認案や関連法案について「今国会にこだわらず慎重

に審議すべきだ」が69.2％と、「今国会で成立させるべきだ」

（21.2％）を大きく上回りました。中小企業をはじめ関係者の

意見を十分に聞きながら、丁寧に審議していくことが求められ

ています。

　ＡＳＥＡＮでは、加盟10カ国が域内の貿易自由化や市場統合

などをめざすＡＥＣが発足。域内人口はＥＵを上回る計6億

2,000万人で、域内総生産が約300兆円に達する巨大な経済圏が

本格始動しました。経済共同体に加えて政治・安全保障共同体、

社会・文化共同体も発足し、重層的な枠組みとなっているのが

特徴です。

　さらにＡＳＥＡＮと日中韓など6カ国を加えた東アジア地域

包括的経済連携（ＲＣＥＰ）も2016年中の交渉終結をめざし

て協議が進められています。参加国の経済発展段階の違いを考
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慮し、異なる扱いを含め、適切な柔軟性のある形がめざされて

おり、今後の動向に注目したいものです。

3、国際経済秩序の確立に向けた動き

　世界的に、株価や為替相場が乱高下するなど、膨大な投機マ

ネーが世界経済に与えるリスクが深刻化しています。最近で

は、金融緩和の中で多額の投機マネーが流入したハイイールド

債（高利回りのジャンク債）に関連して、アメリカ利上げや原

油価格の下落などを受け、一部ファンドが経営破たんするな

ど、世界経済に対するマイナス影響も懸念され始めています。

　原油価格の変動も投機マネーが大きく影響しています。内閣

府「世界経済の潮流（2015年Ⅱ）」では、リーマン・ショック

以降、日米欧の中央銀行が実施した金融緩和の影響で、世界全

体で供給増となったマネーの一部が投機マネーとして原油市

場にも流入したことを指摘。原油価格の変動要因となっている

と分析しています。

　格差も拡大しています。スイスの金融大手クレディ・スイス

は、世界の富に関する包括的な調査レポートである「2015年

度グローバル・ウェルス・レポート」を2015年11月に発表。2008 

年以降、富の不平等は拡大を続け、現在、上位1%の富裕層が

すべての家計の富の半分を所有していると指摘しています。さ

らにさまざまな手法を用いての多国籍企業の「税逃れ」も大き

な問題となっています。

　国際的に共通するこれらの問題に対して、新たな国際経済秩

序の確立へ向けた努力も続いています。ＯＥＣＤとＧ２０は、

2015年10月、多国籍企業がタックスヘイブン（租税回避地）

などを利用した税逃れを防ぐ新たなルールを採択、多国籍企業

が各国で納める税額などの情報を親会社がある国に提出する

ことなどを義務づけました。今後、44カ国が新ルールにもとづ

いて国内法を整備することになります。ＥＵでも金融機関によ

る金融取引に課税する金融取引税導入を10カ国が合意、2017

年に導入の見込みです。

　国連の「グローバルコンパクト」や「ビジネスと人権に関す

る指導原則」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。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、多

国籍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。現在、条約（国

際的に法的拘束力をもつ文書）の制定をめざして国連に作業部

会が設置されるなど、新たな動きとして注目されます。

　2015年9月に開催された国連サミットでは、2030年までの国

際社会の持続可能な開発目標として「持続可能な開発のための

2030アジェンダ」が採択されました。極度の貧困や飢餓をな

くすことや、経済格差の縮小、国際金融市場の規制や監視など

17分野169項目の目標を設定して、各国の対応を求めていま

す。

4、地球環境問題への新たな出発点に―ＣＯＰ２１

　地球環境問題が深刻化しています。2015年11月、世界気象

機関（ＷＭＯ）は2015年の平均気温が観測史上過去最高にな

る見通しだと発表しました。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招いているとして、国際社

会に本格的な対策を求めました。

　世界銀行も2015年11月に報告書を発表、温暖化対策を怠り、

干ばつや熱波の多発を放置すれば、世界の作物収穫量が2030

年までに5％減少し、食料価格の高騰を招くと分析。2030年ま

でに世界の貧困層が1億人以上増加する可能性があるとしてい

ます。

　2015年12月に開かれた国連気候変動枠組条約第21回締約国

会議（ＣＯＰ２１）では、条約に参加する196カ国・地域が地球

温暖化対策の新たな枠組みを合意しました。1997年に採択さ

れた京都議定書（38カ国・地域が参加）に代わるもので、先進

国や途上国も含めた「全員参加」での合意となったことなど、歴

史的な一歩と言えるものです。目標達成の義務（罰則規定）が

ないことなど課題も残されていますが、今回の合意が地球環境

問題への大きな前進となるよう、各国の真剣な対応が問われて

います。

日本経済と地域経済

1、減速が懸念される日本経済

　2015年のＧＤＰは実質で0.4％のプラスとなりました。しか

し2015年4～6月期（△0.3％）、10～12月期（△0.4％）がマイ

ナスになるなど停滞感を強めています。民間消費や設備投資に

加え、好調だった住宅投資や公共事業も大幅マイナスになり、

内需の脆弱さが際立ってきています。

　日本経済研究センター主任研究員・竹内淳氏は、2016年度

の日本経済も「展望は開けない」「内外需ともに回復感に乏し

い」と分析、「明確なけん引役不在のなか、下ぶれリスクを抱

える」と指摘します（『日本経済新聞』2016年2月19日）。ＩＭ

Ｆは今年の日本のＧＤＰ伸び率を0.5％と予想、前回予想（2016

年1月）から0.5ポイント下方修正しました。消費増税を予定す

る2017年は0.1％のマイナス成長になると予測しています。

　そのようななか、大企業の経常利益は過去最高を記録（『法

人企業統計（2014年度）』）、株主配当や内部留保も過去最高を

記録するなど好業績をあげています。2016年3月期決算でも東

証一部上場企業の売上高、営業利益の合計は過去最高となる見

込みです（ＳＭＢＣ日興証券調べ、『朝日新聞』2016年5月11

第2節
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日）。ただし、2017年3月期は、海外経済の不透明感が強まり、

円高傾向も進むなか、「潮目が変わる」との見方が強まってい

ます。

　一方、『同友会景況調査』（ＤＯＲ、2016年1～3月期）では、

ほとんどの指標が軒並み悪化。中小企業景気は失速しているこ

とが鮮明になってきています。（図1）

　帝国データバンクの『2016年の景気見通しに対する企業の

意識調査』では、2015年の景気を「踊り場」局面とした企業

は54.8％で、2006年以来9年ぶりに5割を超えました。2016年

の景気見通しでは、「悪化」見込みは小規模企業（28.5％）が

大企業より9.8ポイント高く、規模の小さい企業ほど厳しい見

通しを示していることがわかるなど、二極化も進んでいます。

　日本企業のグローバル展開も進んでいます。日本企業の売上

高に占める海外売上高の比率は、2014年度は過去最高の56.7％

となり、2000年度（28.6％）の約2倍に達しました（ジェトロ

『世界貿易投資報告　2015年版』）。日本企業の海外現地法人

（製造業）の従業員数は2013年度末で438万人と調査開始以来

最高となり、1992年の4倍となりました（経済産業省『海外事

業基本調査』）。一方、日本国内の製造業の就業者は、1993年

の1,530万人から2013年の1,039万人へと約500万人減少してい

ます（経済産業省『2014年版ものづくり白書』）。

　日銀の「異次元の金融緩和」は、為替市場で円安を加速さ

せ、輸出企業を中心に大きな利益をもたらしました。その一方

で家計や内需型企業には、輸入食料品や輸入原材料の上昇にな

り、圧迫要因となってきました。

　今年に入って円高傾向に流れが変わり、金融緩和政策の行き

詰まりも指摘され始めたなか、日銀は初の「マイナス金利」の

導入を決めました。住宅ローンの金利低下などプラス面の効果

も言われますが、先行して導入したＥＣＢやデンマーク、スイ

スなどの経験から

「効果は限定的」「副

作用を懸念」との声

も少なくありませ

ん。「日銀のマイナス

金利政策は、地銀な

ど地域金融機関の経

営に大きな逆風とな

る」「今後は利ざや縮

小で収益悪化が避け

られない」（『日本経

済新聞』、2016年2月

22日）との危惧も指

摘されています。地

域金融機関の収益悪

化は、地域経済や中

小企業経営など、実

体経済にもマイナス

の影響を与えかねま

せん。

　現在進められている金融緩和について、全国地方銀行協会常

務理事・中川洋氏は、次のように厳しく警鐘を鳴らしています。

　「中央銀行が物価目標を掲げて金融緩和を続けることに対

し、世界的に懸念が広がっている。大量のマネー供給の限界と

弊害が、将来への不吉な予感とともに、強く認識されるように

なってきたからだ。物価目標の最大の問題は、中央銀行の注意

が目先の物価動向に集中してしまう点にある。（中略）将来の

副作用や金融システムの健全性への配慮は薄れる。バブルや金

融の混乱が発生しやすくなり、経済への深刻な打撃につながっ

ていく。中央銀行の本分は、金融の安定による経済発展への寄

与にある。物価目標にコミットするあまり、それを二の次にし

ては存在意義を問われる」（『日本経済新聞』、2015年10月14日）

　公的年金を管理する年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰ

ＩＦ）の運用問題、企業年金の積み立て不足など社会保障制度

に対する将来不安も大きいものがあります。

　日本経済新聞社などが4～5月に実施した世論調査では、安倍

政権の経済政策「アベノミクス」を「評価しない」は53％で

「評価する」の36％を上回りました。また2017年4月の消費増

税に「賛成」は29％で「反対」は66％と厳しい評価が増えて

きています。

　2016年はさまざまな経営環境の激変が生じる可能性があ

り、これらのことを念頭に経営を進めていくことが求められま

す。

2、雇用の動向と長引く消費増税の影響

　個人消費が停滞し、ＧＤＰを押し下げる最大の要因となって

います。2015年の1世帯当たりの消費支出は月平均24万7,126

円、実質で前年比2.7パーセント減少となり、2年連続のマイナ

図1.　業況判断ＤＩ、売上高ＤＩ、経常利益ＤＩ、業況水準ＤＩの推移

（出典）『同友会景況調査報告（ＤＯＲ）2016年1～3月期調査結果』
※2016年4～6月期は見通し
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スです。消費支出の水準は比較可能な2000年以降で最低でし

た。2014年消費税増税以降、消費の伸び悩みが続いています。

　消費増税の影響が長引いている原因について、「1997年の消

費増税と比べて日本経済に変化が生じていると考えざるを得

ない」との指摘もあります。つまり、高齢者世帯の増加、非正

規労働者の比率の高まり、家計の貯蓄率の低下（1997年の9％

から2013年の△1％）などが進んだ結果、わが国の家計は貧し

くなっており、家計は消費増税による実質所得の変動への対応

が難しくなっているのです（『日本経済新聞』、2015年8月8日）。

消費税率の10％への増税については、経済再生を最優先し、景

気動向を慎重に見据えたうえでの判断が求められます。

　国内消費が伸び悩むなか、大きく増加しているのが訪日外国

人客（インバウンド）とその消費額です。「日本経済に対して

も一定のインパクトを有する存在」（観光庁『2015年版観光白

書』）になりつつあります。2015年の訪日外国人客数は前年比

47％増の1,973万人、その旅行消費額は同7割増の3兆4,771億円

（日本政府観光庁発表）と電子部品の輸出額に匹敵する規模と

なりました。いずれも中国人の伸びがめざましく、訪日客数は

2倍強、消費額は2.5倍です。中国人観光客1人当たりの買い物

額は約17万円で、アメリカ人（約3万5,000円）、韓国人（約2万

5,000円）に比べて格段の高さとなっています（観光庁2015年

4～6月期『訪日外国人消費動向調査』）。観光は平和産業と言わ

れているように、日中関係の改善が進むかどうかが今後もイン

バウンド市場が拡大する一つのカギとなると言えます。

　雇用の面では、2015年の完全失業率は3.4％と18年ぶりの低

水準、有効求人倍率も1.2倍で24年ぶりの高水準を記録しまし

た。正社員数も前年比26万人増と8年ぶりに増加に転じました

（総務省『労働力調査（基本集計）2016年平均（速報）』）。

　ただ安倍政権が発足した2012年と比べると状況が変わって

きます。厚生労働省『労働力調査詳細集計』によれば、2012

年10～12月期と2015年10～12月期を比較すると、正規雇用が

23万人減少し、非正規雇用が172万人増加しています。実質賃

金指数（2010年＝100）は、2012年の99.2から2015年の94.6と

4.6ポイント減少となっています。非正規社員の割合は、初め

て4割に達しました（厚生労働省2014年『就業形態の多様化に

関する総合実態調査』）。

　このようななか、労働者派遣法が改正され、雇用の不安定化

や地域の購買力の低下などにつながる懸念も出されています。

　2017年には団塊の世代が引退する時期を迎えてきており、

中小企業経営者や技術者、農家の高齢化・後継者難なども進行

し、さまざまな分野で承継問題が大きな課題になる「2017年

問題」も危惧されています。

　中小企業では採用難が続いています。新卒者の就職活動日程

変更の影響で内定辞退も増加するなど混乱が生じました。一部

経済団体に就職活動ルールの決定を任せるのではなく、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、

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

りに反映される仕組みをつくることが求められています。

　「大学改革」が進められるなかで、各大学は地域とのかかわ

りを強めることが求められています。個々の企業として、また

同友会としても地域の大学との連携を一層強化することが重

要になっています。

3、金融・税制をめぐる動き

　金融庁は、個別金融機関の水準を客観的に評価する指標をつ

くることを2015事務年度の「金融行政方針」に掲げました。

指標化の狙いは「他の金融機関と比較可能な目安を示し、共通

の目線で改善策を議論する」こととされています。1997年、

金融ビックバンとともに貸し渋り、貸しはがしの嵐が日本中を

覆い、全国の同友会で「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）」の制定運動が取り組まれま

した。金融アセスメント法のアセスメントとは、「評価」とい

う意味。金融庁の「指標化」の取り組みは、金融アセスメント

法と近い内容を持っており、金融アセスメント法制定運動の成

果とも言える動きとしても注目する必要があります。

　信用保証制度の見直し（保証率の縮小）が検討されており、金

融機関の融資にも大きな影響を及ぼす可能性もあります。中小

企業金融にも大きな変化が生まれつつある現在、今の時代にふ

さわしい信用保証制度のあり方について中小企業の意見を聞

きながら抜本的に検討することが必要です。

　2016年度税制大綱では、法人実効税率を2015年度の32.11％

から29.97％（2016年度）、さらに29.74％（2018年度）まで引

き下げることを明記しました。安倍政権発足時の37％から7％

以上の税率引き下げとなります。法人実効税率を1％引き下げ

れば約5,000億円の減収と言われていますので、減税額は約3兆

5,000億円となります。

　参議院財政金融委員会調査室・吉田博光氏は、法人所得に対

する法人課税総額の割合を主要各国について算出。日本は国・

地方ベースで15.7％となり、実際の企業負担は「ＯＥＣＤ諸国

並みかそれ以下である」と指摘。また法人税減税が設備投資の

促進や賃金上昇・雇用拡大につながっていない実態を明らかに

しています。（参議院『経済のプリズム第144号・法人実効税

率の引下げに関する一考察』、2015年11月）

　法人実効税率と実際の企業負担割合に大きな開きがあるの

は、さまざまな租税特別措置により実際の税負担が大幅に軽減

されている状況があるからです。財務省によれば、2014年度

の税金を特別に安くする企業向けの「政策減税」の合計額は、少

なくとも約1兆2,000億円にのぼり、その約6割を資本金100億円

超の大企業が受けていることが明らかになっています。特に第

2次安倍政権発足後に約2倍に増加しています（『朝日新聞』、

2016年2月14日）。

　外形標準課税の中小企業への適用拡大については、2016年

度は見送られたものの、法人税減税に伴い、論議が再燃しつつ

あり、今後の動向に注視が必要となっています。

　税制の本来担うべき所得配分機能や経済安定化機能の視点

に立ち、公平・公正な税制についてあらためて論議をすること、
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また毎年の税制改正の検討過程に中小企業経営者を加えるな

ど、公正・透明な改正プロセスへ改善する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」

　人口減少と高齢化、そして大都市への一極集中が加速するな

か、地方の再生・活性化が大きな焦点になっています。「地方

創生」政策の一環として「地方版総合戦略」の策定が全国の自

治体で進められています。

　『2015年国勢調査（速報値）』（総務省）では、日本の総人口

は1億2,711万人となり、国勢調査としては初の人口減となりま

した（前回2010年比で94万人減）。39道府県で減少するなど、

東京圏への一極集中が進んでいます。60歳以上で現在就業して

いる人は1,234万人。一方で18～22歳の出生数合計は588万人。

世代交代期にあるなかで、今後、労働力不足が一層顕在化する

ことが懸念されています。

　内閣府発行の『地域の経済2014』では、全国の市町村の人

口変動を分析。人口が増加した地域は、①周辺に比べ有効求人

倍率や世帯主の正規雇用比率が高い、②子育て世代の人口割合

が高いという特徴があるとして、「地方において人口増加をめ

ざすためには、良好で安定した雇用環境の実現、子育て支援策

の充実などが重要」と提言しています。

　地方ほど雇用に占める中小企業の割合は高く、8～9割を担っ

ています。地域に根ざした中小企業の振興こそ地域の真の再生

につながることが一段と明らかになっています。

5、日本のエネルギーの動向と今後の可能性

　『エネルギー白書2015』（資源エネルギー庁）によれば、日

本の2013年のエネルギー自給率は6％、第1次エネルギー構成

に占める再生可能エネルギーの割合は4.3％となっています。

　世界では急速に再生可能エネルギーの普及が進んでいます。

2014年末時点では、世界の発電容量の27.7％が再生可能エネル

ギーによる発電で、世界中の電力の22.8％を供給していると推

計されています。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の2015年版

世界エネルギー見通しでは、再生可能エネルギーが2030年代

初めまでに石炭を追い抜き、最大の電力源になるとの見通しを

示しています。

　国際再生可能エネルギー機関（ＩＲＥＮＡ）は、世界のエネ

ルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合を2030年まで

に倍増させれば、世界の国内総生産（ＧＤＰ）を最大1.1％上

昇させるとの試算を発表しました（2016年1月）。エネルギー

を輸入に頼っている国ほどＧＤＰ上昇率は高く、日本は3.6％

上昇すると見込んでいます（上昇率は2位）。ＩＲＥＮＡは「エ

ネルギー転換を進めることは、地球温暖化対策に役立つだけで

なく、世界的に経済や健康、雇用面での恩恵がある」と強調し

ています。

　国内の自治体でも宮城県や神奈川県、長野県飯田市などが、

地域主体の再生可能エネルギーの取り組みを促進することを

めざした条例を制定。福島県は「2040年ごろをめどに、県内

のエネルギー需要量の100%以上に相当する量のエネルギーを

再生可能エネルギーで生み出す県」をめざすことを目標に掲げ

ています。

　北海道の 寿都町 は、人口3,200人で一般会計規模40億円規模
すっつちょう

の町ですが、町営風力発電が約6億円という売電収入をもたら

し、さまざまな地域事業を支えています。

　「地方創生」が叫ばれる今こそ、国や自治体がエネルギーシ

フトを明確にした方針やビジョンを打ち出し、地域が主体とな

って地域に根ざしたエネルギーシフトの取り組みを推進して

いくことが求められています。それとともに、地域への経済循

環を生み出さない大企業のメガソーラーなどと、地域主体の取

り組みを区別して、地域主体の取り組みを国や自治体が支援し

ていくことが重要となっています。

　　

6、5年目を迎える被災地の現状と頻発する災害

　東日本大震災から5年が経過しました。避難者数は約18.2万

人（ピーク時40万人）とまだ多くの人が避難生活を強いられて

います。売上が震災直前の水準以上まで回復している企業は約

44.8％（東北経済産業局『グループ補助金交付先アンケート』、

2015年6月）。まちづくりの面では、高台移転の完成は30％、

災害公営住宅の完成が47％となっています（復興庁『復興の現

状』、2016年1月）。人手不足や賃金上昇も深刻です。福島県で

は除染や中間貯蔵施設問題、長期の廃炉作業、風評被害対策な

ども引き続き大きな課題です。

　共同通信が2015年12月に岩手・宮城・福島の沿岸部に実施

したアンケートでは、地域の復興が進んでいないと感じている

人が54％で、特に福島県では73％にも上っています。私たち

は震災の記憶を「風化」させることなく、震災からの教訓をま

とめて次世代につないでいくことが重要です。

　地震や噴火、集中豪雨など、国内でも自然災害が多発し、大

きな被害を生んでおり、災害に強い街づくりが課題です。最近

では、社会経済の持続的発展へのアプローチとして「防災の主

流化」が注目されています。①各国政府が防災を政策の優先課

題とする、②すべての開発政策・計画に防災の視点を導入する、

③予防策への防災投資を拡充させる、の3点がその柱です。国

連開発計画（ＵＮＤＰ）によれば、「1ドルの予防策投資によっ

て復旧費用を7ドル削減できる」とされています。（『日本経済

新聞』、2015年3月13日）

　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がる発注体制を構

築することなど、防災政策を地域振興・中小企業振興政策と一

体として取り組む視点が重要です。

7、ＩoＴやインダストリー4.0などの動向

　ＩoＴ（Internet of Things）やインダストリー4.0（ドイツ政

府などが推進する情報技術を駆使した製造業の革新）などが注

目を集めるようになってきています。政府は「『日本再興戦略』
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改訂 2015」の中で、「ＩoＴ・ビッグデータ・人工知能による

変革は、従来にないスピードとインパクトで進むものと予想さ

れる」との認識を示し、それを受けて経済産業省の産業構造審

議会内に「新産業構造部会」を設置しました。そこでは「世界

では、ＩoＴ、ビッグデータ、人工知能といった、破壊的イノ

ベーションによる『第４次産業革命』とも呼ぶべき大変革が進

みつつある」として、それらに対応するための「新産業構造ビ

ジョン」づくりが進められています。

　『2015年版情報通信白書』（総務省）は、ＩoＴが10年で5倍

に拡大するとの試算を公表、ネットにつながるモノの個数が

2020年には530億個になるとしています。

　法政大学教授の西岡靖之氏は、ＩoＴの本質について以下の

とおり指摘しています。「ＩoＴは『モノ』のインターネットと

訳されるが、正確には『Things』つまり『コト』のインター

ネットである。身の回りのあらゆる『コト』が、必要に応じて

データ化され、（中略）これまで価値があったにもかかわらず

経済的な取引が可能でなかった『コト』が次々に、ビジネスモ

デルの対象として躍り出てくるだろう。革命的な流れになるの

は間違いない」

　その上で西岡氏は、ＩoＴの「つながる仕組み」を利用して、

中小企業が大手企業と対等に取引できる体制を構築すること

や、地方経済の活性化のためにＩoＴを活用してデザインを含

むものづくり拠点の地方展開を図ることを提起。ＩoＴを地域

と中小企業の振興につなげる政策の重要性を示唆しています

（『日本経済新聞』、2015年7月10日）。

　一方、世界の経営者、政治家、学者らが集まる世界経済フォ

ーラムが主催するダボス会議（2016年1月開催）では、人口知

能やロボットなどの新技術は生産性を高める一方、既存の仕事

を大規模に奪う可能性もあるとの懸念が示されました。ＩoＴ

の普及に伴い、遠隔テロの脅威を指摘する声もあります。Ｉo

Ｔやインダストリー4.0、人工知能などの普及は明暗両面でさ

まざまな影響が予想されており、その動向に注視が必要です。

　ＩoＴなど以外にも、ナノカーボン材料分野、機能性材料分

野、水素分野、超電導分野など、科学技術の進歩を新たな産

業・事業の創出につなげようという動きも活発です。国立研究

開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の

技術レポートでは、「注目技術分野」として上記のほかに車載

用蓄電池分野、ロボット分野（2.0領域）など10の分野をあげ

ています。それらが人間の生活や産業、各業界にどのような影

響を及ぼすのか、今後の動向に注目したいものです。

8、相次ぐ企業の不祥事―問われる経営姿勢

　不正会計問題やデータ偽装事件、廃棄食品の転売、そしてず

さんな運行管理によるバス事故など、企業に対する信頼性を揺

るがしかねない問題が相次ぎ起こっています。その背景には、

過度な利益追求、安全・人命の軽視、さらには行き過ぎた規制

緩和の問題などが指摘されています。

　企業の不祥事は、その企業だけではなく、顧客や取引先にも

多大な影響を及ぼす場合が多く、地域経済を揺るがしかねない

問題にまで拡大するケースも出ています。

　同友会では、「国民や地域とともに歩む中小企業」をめざす

ことを掲げています。かつて第一次オイルショックによる人為

的な物不足により、日本国中が騒然としていたとき、中同協は

いち早く「私たちは、便乗値上げ売り惜しみなどの悪徳商人に

はならない」との声明を発表しました（第4回中小企業問題全

国研究集会、1974年）。企業は豊かな国民生活の実現に貢献す

るものであり、企業活動が理念と実践の上で反国民的であって

はならない。あらためて経営の基本姿勢を確認したいもので

す。

9、平和をめぐる課題

　戦後70年を迎えた2015年、世論が大きく分かれるなか、安

全保障関連法が国会で成立し、「平和」の意味とその実現の仕

方があらためて問われています。多くの犠牲者を出し、統制経

済下で自由な企業活動も制限された第2次世界大戦の教訓か

ら、同友会は「自主的・平和的な繁栄をめざす」との考えを大

切にしてきました。大きな転換点にある今、中小企業家も国民

の一人として「平和」について学び、さまざまな切り口におけ

る自らの見解を持つことが求められています。

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

（1）高まる中小企業の存在意義

　日本経済の停滞が続くなか、実質賃金の低下が消費減退の大

きな原因であることが浮き彫りになり、賃上げを起点にして

「景気の好循環」につなげることが課題として明らかになって

きています。

　また、グローバル化のなかで大企業の海外進出などが進み、

「地方創生」が焦点となる中、中小企業の果たす役割に対する

期待は一層高まってきています。

　一方で、中小企業課税強化の動きにも示されているように、

中小企業憲章が掲げている中小企業重視の政策が本格的に実

現しているとはいえない状況があります。このようななか、中

小企業の果たしている多岐にわたる役割をあらためて明確に

し、また中小企業振興のための道筋や課題を社会に広く発信し

ていくとともに、中小企業の声が政策に反映される仕組みをつ

くっていくことが大切になっています。

　国際労働機関（ＩＬＯ）が2015年6月の総会で「中小企業の

振興は、すべての人に、より多くの生産的な雇用とディーセン

第3節
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ト・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を創出する手段

である」と決議。質の高い雇用の実現に果たす中小企業の役割

が確認されました。

　中小企業が賃上げを進め「経済の好循環」が生まれることに

社会的期待も高まっています。労使見解実践の視点から価格決

定権のある企業をめざし、独自の技術・サービスの確立、地域

資源の活用、中小企業間の水平連携・ネットワークの構築など

により高付加価値の企業をつくっていくことが重要です。それ

とともに、公正な取引関係の実現をめざし、経営環境の改善に

取り組むことが社会的にも大きな課題になってきています。

（2）日本と地域の経済ビジョンを示し、憲章の理念を実現

　　  する社会を

　日本経済は、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

の疲弊など多くの構造的な問題を抱えており、その解決のため

には日本経済の構造的・質的な転換が必要となっています。こ

の構造的・質的な転換を進める上では長期的視点に立った経済

ビジョンが必要です。すでに、政府などからさまざまな形でビ

ジョンや成長戦略などが発表されていますが、いずれも中小企

業重視の視点は十分ではありません。

　安定的で活力ある経済と豊かな国民生活の実現をめざす中

小企業憲章の具体化を進めるうえで、地域と中小企業を重視す

る立場から日本経済の「将来の構想」「未来像」を提起し、そ

れにもとづいてより具体的で体系的な政策提言を行っていく

ことが求められています。　

　また、それぞれの地域においても同様に地域経済の構造的・

質的な転換をめざして、中小企業振興基本条例の制定・具体化

を進めるためにも「地域経済ビジョン」が必要になってきてい

ます。国が進める「地方創生」においても、それぞれの地域で

「地方版総合戦略」の立案が求められています。地域が主体と

なってそれぞれの地域の特性を踏まえた「ビジョン」や「総合

戦略」をつくるために、権限委譲など地域の行政がより力を発

揮しやすくなるような環境整備も重要です。

　さらに、各社の経営方針（経営戦略）を検討するうえでも日

本や地域の経済ビジョンを参考にし、企業としてそれにふさわ

しい自社の社会的役割を考え、新たな価値を創出・提案してい

くことが重要となっています。

　中同協にて現在検討を進めている「日本経済ビジョン」では、

強じんな日本経済をつくるための「七つの発展方向」と、それ

を実現するための「五つの政策」を提言しています。各地で大

いに日本や地域の経済ビジョンについて論議を進めていきま

しょう。

2、同友会理念の学習・実践こそ日本と地域の再生の道

　1957年に日本中小企業家同友会（現東京同友会）が創立さ

れて約60年、私たちの先輩は大きな時代の波と戦いながら、企

業と同友会の実践を積み重ね、同友会理念やさまざまな教訓を

築き上げてきました。

　元中小企業庁長官・北川慎介氏は、近著『中小企業政策の考

え方』の中で、「希望の見える動き」として、いくつかの地域・

中小企業の取り組みとともに、同友会を紹介、次のように高い

期待を表明しています。

　「中小企業・小規模事業者にとって有益なのは、先輩経営者

の経験に裏打ちされたアドバイスや、同じ課題や悩みを抱える

経営者同士の真剣な意見交換ではないかと思います。経営者の

自主的・自発的な、地域における経営推進のための意見交換の

取り組みは、大いに評価されるべきと考えます」

　「日本でも全体の7割の人が中小企業・小規模企業で働き、所

得を得ています。その現実を踏まえれば、中小企業・小規模事

業者の健全な成長や持続的発展が、日本経済の繁栄や活性化の

基礎であること、そして、それなくしては国民の豊かでしっか

りとした生活は存立し得ないことを、正しく認識する必要があ

ると考えます」

　私たちには、長年の運動の中でつくりあげられてきた同友会

理念という財産、そして「労使見解」・経営指針・「共に育つ」

など企業づくりの財産、加えて中小企業憲章や中小企業振興基

本条例などの地域づくりの財産が数多くあります。これらを総

合的に学び実践していくことが日本と地域の再生につながる

ことに確信を持ち、企業経営と同友会運動に取り組んでいきま

しょう。
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はじめに

　2016年度は税制改革などへ向けた動きも加速します。同友

会で過去の教訓にも学び、経営基盤の確立と人材確保と育成に

努めましょう。

　経営環境が厳しくなり、地域経済の衰退、人口減少が進行す

る中、同友会で学ぶ会員への期待はいっそう高まっています。

　本年度は同友会理念の形成過程にも学びながら、以下6点を

重点課題として取り組みを進めましょう。

①働く人々にとって魅力ある企業づくりを進め、地域経済の守

り手であるという誇りを胸に、同友会で謙虚に学び、実践を

進めることが大切です。

②同友会の「三つの目的」の総合実践を進め、2019年5万名会

員をめざし、新版『同友会運動の発展のために』をテキスト

として、同友会役員が運動の「語り部」となって、運動を広

げましょう。

③「労使見解」には、中小企業の経営環境改善は労使の共通課

題としています。税制や金融問題など、会内や企業内で学習

を進め、他団体とも連携して取り組みましょう。

④日本と地域の未来をともに描き、中小企業憲章の理念を生か

した中小企業振興基本条例の制定と活用を進めましょう。

⑤情勢や国際問題、中同協の「日本経済ビジョン」を学び、地

域経済や日本の将来への見解を持てるよう、役員会や個々の

活動で学習を進めましょう。

⑥同友会事務局の労働環境整備を進めながら、同友会の組織

的・財政的基盤を強化する年としましょう。　

第3章 　本年度の課題と活動方針

企業づくり

1、労使見解から学ぶ
     ―歴史をつくっていく主体者として

　同友会に集う経営者の意志と情熱、志の高さが、同友会を運

動として発展させ、自主・自立で活動して経験を教訓化してき

ました。50年以上にわたり積み上げてきた理念と活動は、同友

会運動の宝です。

　会員は個々の企業においては経営者であり、同友会運動にお

いてはお客さまではなく「主体者」であるという側面から、

「企業経営と同友会運動は不離一体」のものとして捉えていま

す。その中で「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

ています。同友会のさまざまな場面で、「よい経営者とはどの

ような経営者か」を問いかけあい、実践を励ましあえるように

していきましょう。

　「労使見解」を深く学び経営姿勢を確立し、「同友会理念を自

らの経営実践で語る」「学んだことは実践する」ことで、リー

ダーとして、「主体者」として、地域から尊敬され、頼りにさ

れる経営者となることが大切です。

2、強じんな企業体質をつくる「人を生かす経営」の 
     総合実践

（1）経営指針成文化から実践運動へ。成果の出せる企業づくりの推進

　中同協が年内発行を予定している『経営指針成文化と実践の

手引き』では、経営指針を構成する要素として新たに「ビジョ

ン」を加え、「『経営理念』『ビジョン』『経営方針』『経営計画』

の四つをあわせて『経営指針』という」と定義し、実践につな

がる内容に改訂します。

　「ビジョン」とは、経営理念を追求していく過程における自

社の理想的な未来像（ありたい姿）を具体的に書き表したもの

で、10年先の未来を展望することが望まれます。

　「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、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『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進めて

いきましょう。

（2）企業変革支援プログラムの活用と推進を

　企業変革支援プログラムステップ1は、同友会が長年培って

きた企業づくりにかかわる見解(同友会の「三つの目的」「労使

見解」「21世紀型企業づくり」など)のエッセンスを抜き出し、そ

れらを企業変革のために必要な要素として整理分類し、企業の

成長発展を図るものさしとして使えるよう、まとめあげたもの

です。ステップ2は、ステップ1の分析を踏まえながら、より明

確に「経営者としての課題」を分析し、「企業内での実践」を

具体化できます。企業変革支援プログラムの活用を進めステッ

プ1に関してはe.doyuにデータを登録することを中同協・各同

友会で推進していきましょう。登録することで、自社の立ち位

置を登録企業の中で客観的に確認できるようになり、経営課題

第1節
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を浮き彫りにして経営戦略を強化し、実践を進めることができ

ます。また、企業づくりにとどまらず、同友会づくり、地域づ

くりにも活用することができます。

（3）採用と教育を一体として考え、強い体質の企業へ

　共同求人活動を「採る」だけの活動に、また社員教育活動を

「企業のための人材育成」だけの活動にとどめず、中長期の視

点で企業変革を促す活動と位置づけて取り組みましょう。採用

難が続くなか、共同求人活動への期待は高まり、参加企業は増

加しています。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、定期的に新卒採用がで

きる企業をめざし、経営者も社員も共に学ぶ場とすることが重

要です。これらの活動を一連のものとして捉え、強い体質の企

業づくりをめざす活動を進めましょう。

　中同協では、『共同求人活動のすすめ』を採用と教育の両面

から活用できるものに改訂し、2016年11月発行を予定してい

ます。

（4）地域の人育てを学校とも連携して

　人口減少が進むなか、地域に若者を残し、働き育つ場をつく

ることは中小企業の重要な役割です。日本は本格的な人口減少

社会に入っており、15～24歳の人口推移は2005年1,380万人、

2010年1,250万人、2015年は1,189万人で、特に若者の数が減っ

ています。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。

　大学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、小中学校・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。

　中小企業で働きたい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

魅力ある企業を増やしていきましょう。

（5）労働環境の整備で社員が自主性や創造力を発揮できる

　　  企業づくりを―就業規則の作成の推進

　経営指針に労働環境の改善を位置づけ、就業規則の作成に取

り組みましょう。また、作成している企業においては毎年見直

しを行いましょう。社員の声を反映して労働環境の整備・改善

を行うことで、社員は自らの人生と会社の発展を重ねて考え、

仕事への意欲を高めていくことができます。そのためには社員

との信頼関係の構築も不可欠です。

　また、社員が生活と仕事のバランスが取れた働き方（ワーク・

ライフ・バランス）ができるように努力をするとともに、多様

な働き方ができる環境づくりに積極的に取り組みましょう。

　中同協では、『就業規則作成の手引き』（仮称）作成へ向けて

会員の実態調査を進めるとともに、議論と交流を進めます。

（6）障害者問題について関心を深め、障害者雇用の取り組み 

         を広げよう

　2006年に国連で採択された「障害者の権利に関する条約」 

(日本は2014年に批准)を受け、2016年4月から「障害者差別解

消法」が施行されました。本法では障害者への「差別禁止」と

「合理的配慮」が 謳 われています。これは同友会のめざす共生
うた

社会の実現であり、中小企業憲章にも掲げられています。

　障害者や高齢者、就労困難者を含むすべての人に関心を持

ち、その個性を発揮できる企業づくりに取り組み、経営指針に

障害者雇用を位置づけましょう。障害者問題への関心を広げる

ため例会で障害者問題のテーマに取り組み、経営実践を交流

し、障害者雇用の活動を広げましょう。

（7）女性の活力推進―女性の力を活用する企業づくりを

　男女共同参画社会基本法が1999年に制定された以降、社会

における女性の活躍推進は拡大し、企業や行政、地域社会の場

において多様な視点が加わるようになりました。新しい商品を

開発する場合でも女性の着眼点を活用しなければ、また営業活

動においても、女性のきめ細やかな接遇の力を活用しなけれ

ば、これからの企業の発展は望めません。

　女性を経営者や幹部社員に育成し、指導的地位につけること

によって、今までと違った企業づくりができると考えられま

す。また、地域づくり、同友会づくりにおいても女性の力を活

用しましょう。

（8）第5回人を生かす経営全国交流会の成功に向けて

　隔年で開かれている人を生かす経営全国交流会が、2016年

11月17～18日に千葉で開かれます。「人を生かす経営」とは、

経営者自らの経営姿勢を確立し、経営指針を社内外に明示して

社員教育を進め、若者の計画的採用を行い、障害者の力を生か

す雇用を進めることです。交流会で学んで、全国的に活動を広

げましょう。　

3、新たな仕事づくりと企業体質の強化をめざして

（1）市場・顧客への対応と付加価値を高める企業連携

　同友会で自社の強みや市場を明確にし、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。企

業連携による新しい仕事づくりに挑戦し、新たな雇用を生み出

していきましょう。

（2）エネルギーシフトと環境経営の推進

　第3章第3節をご参照ください。

（3）財務体質強化に向けた取り組み

　消費増税や金融緩和政策など、中小企業の財務への影響が考

えられます。財務状況を見える化し、社内で共有しましょう。同

友会としても財務に関する学習会や経営相談室を設けるなど
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の対応が必要です。また会員同士が経営課題を出しあい財務の

問題まで踏み込んだ本音の討論ができるよう配慮しましょう。

（4）経営者保証（個人保証）に関するガイドラインの活用

　経営者保証（個人保証）の恐ろしさを知ることからはじめ、ガ

イドラインを学び、活用することによって経営者保証を外すべ

く金融機関に交渉しましょう。

　また、経営者保証を外すことができた事例を集めましょう。

（5）事業承継、後継者問題への対応―具体的な取り組みを

　2014年全国社長分析（帝国データバンク）によると社長の

年齢が60歳代の企業では53.9％が後継者不在という調査結果

が出ており、2017年は団塊世代が70代に突入し、事業承継問

題が本格化します。円滑な事業承継には少なくとも5年から10

年の準備期間が必要と認識されており、中小企業問題として重

要な経営課題といえます。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

経営指針書と事業承継計画を連結して考えることが必要です。

　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が必要で

す。後継者や若手経営者に経営者としての自覚を促し、全人格

的成長を育むための活動も進めましょう。

　中同協ではDoyuNewsで「わが社の事業承継」をテーマに各

企業で取り組まれているさまざまな事例を紹介します。

（6）事業継続計画（ＢＣＰ）をテーマにした学びの場を

　同友会で行う経営指針の成文化・見直しの「計画」作成のサ

イクルの中に、ＢＣＰを学び作成することを位置づけ、活動を

進めましょう。自然災害や緊急事態は起こることを前提として

対応や対策など取り決めておきましょう。

（7）国際化への対応―海外展開も視野に

　会員企業の海外進出や事業展開の成果や課題に学び、新たな

市場として考えていくことや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が大切です。

中同協企業連携推進連絡会タイ・ＡＳＥＡＮ国際交流グループ

では、引き続き国際交流を進めます。

地域づくり・経営環境改善

1、地域の雇用をゆるがす外形標準課税
     ―中小企業への適用を許さない

（1）外形標準課税適用拡大に反対する声を、他団体と連携し 

         て広げよう

　外形標準課税拡大を求める声が自治体首長などの中にある

ので、さまざまな懇談の機会を生かして働きかけることが必要

です。外形標準課税が正規雇用維持・創出に悪影響があり、ひ

いては税収悪化と地域経済の疲弊につながるとの理解を広げ

ましょう。他の中小企業団体と情報交換を行い、連携した取り

組みを強化しましょう。政府税制調査会や一部マスコミの中に

「中小企業は大企業と比べて十分な負担をしていない」などの

論調があることを踏まえ、実質負担税率（国税）で中小企業は

大企業に劣らず負担していることや、社会保険料の事業主負担

で大企業よりも負担していることなどを情報発信し、中小企業

の実態について正しい理解を広げましょう。

　中同協は中小企業憲章・条例推進月間キックオフ集会を成功

させ、適用拡大反対の声を広げます。

（2）公平・公正な税制を求める立場を大切に、消費税・法人 

         税などについて学び・発信しよう

　パナマの法律事務所から情報漏えいした文書から、タックス

ヘイブン（租税回避地）を利用した多国籍企業と富裕層、各国

の指導者たちの税逃れの一端が明らかになり、国際的な批判が

巻き起こっています。公平・公正な税制を求める立場から学び

を深めることが大切です。中小企業の立場から税制を考える取

り組みを広げ、行政や他団体との懇談で取り上げるなど提言活

動も行いましょう。

　消費税は2017年4月より10％に引き上げるとされています

が、景気や価格に影響が極めて大きく、「軽減税率」も中小企

業に膨大な事務負担をもたらすことから、中同協は税率引き上

げの凍結を含めた再検討を要望します。消費増税と「軽減税率」

導入による影響を想定し、対策を準備することも必要です。

2、地域をともに元気にする立場で他団体・行政・ 
　  教育・金融・報道機関と連携を広げよう

（1）他団体・行政・教育・金融・報道機関などとの連携発展へ

　中小企業の元気が地域の元気につながるとの理解が広がり、

期待が高まっています。中小企業が地域で果たす役割や経営努

力の内容と合わせ、採用や人材育成など直面する経営課題を発

信しましょう。中小企業の経営努力が生きる地域をともにつく

る視点で、さまざまな団体や行政・教育・金融・報道機関と懇

談し、連携を広げましょう。

（2）各企業が地域の人材育成を担う自覚を高め、学校・大学 

         との連携を進めよう

　学校・大学との提供講座、職業体験、インターンシップ、就

職支援などに積極的に協力し、各企業が地域の人材育成を担う

自覚を高め、地域の人材育成を担う同友会運動の姿を発信しま

しょう。また、報道機関と懇談・訪問を計画し、情報発信に努

めましょう。

第2節
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（3）金融機関との連携を進め、金融環境の改善に取り組もう

　日本公庫や地域金融機関などと連携を進めましょう。保証に

依存しない取り組みを進めている金融機関や、地域・中小企業

向け融資を重視している金融機関の取り組みを評価しましょ

う。「金融アセスメント法」についてあらためて学び、金融庁

の「ベンチマーク（指標）」の実現と具体化を求めましょう。

3、中小企業憲章・中小企業振興基本条例推進運動を 
     力強く広げよう

（1）「三つの課題と四つの柱」を踏まえ、条例制定運動を推

       進しよう

　中同協・中小企業憲章・条例推進本部の提起する「三つの課

題と四つの柱」（第1章第2節3（1）（注）参照）を踏まえ取り

組みましょう。中小企業振興基本条例の検討委員会・振興会議

に積極的にかかわり、地域と自社のかかわりを見直す機会にし

ましょう。「調査・条例・振興会議」一体の取り組みなど先進

事例に学ぶことが大切です。行政や他団体とともに条例を学ぶ

取り組みを広げましょう。すべての支部・地区が条例制定運動

を追求しましょう。小規模企業政策をめぐる他団体の動きに配

慮し、中小企業振興基本条例の取り組みのなかで小規模企業が

位置づけられるようにしましょう。

（2）全同友会が憲章・条例推進月間に取り組み、行政・他団

         体との連携を広げよう

　中小企業憲章・条例推進月間に全同友会で取り組みましょ

う。広く行政や関係団体に参加を呼びかけ、外形標準課税など

の税制や地域経済政策について考える機会とすることが大切

です。中同協は、中小企業憲章・条例推進月間キックオフ集会

を力に、政党・国会議員に憲章の具体化を働きかけます。

　「日本経済ビジョン」を参考に「地域経済ビジョン」の策定

を検討しましょう。

4、政策・調査活動の充実で地域への発信力をさらに高めよう

　経営の自己点検を進め、景気感覚を磨き、情報発信を強める

景況調査の意義を踏まえ、企業づくり・地域づくり・同友会づ

くりに生かしましょう。さまざまな地域課題について、中小企

業の役割を示し、中小企業を主役にした地域づくりを提言しま

しょう。行政との定期的な懇談の場を持つことが大切です。

　中同協企業環境研究センターは同友会運動に引き続き貢献

できるよう、若い世代の研究者との連携を含め体制強化を図り

ます。同友会景況調査（ＤＯＲ）の四半世紀の蓄積を踏まえ、

いっそう企業づくりや政策活動に生かすことに努めます。

5、中小企業家の立場から平和について学び、議論しよう

　中小企業家の立場から国民の一人として平和をめぐる課題

に向きあいましょう。戦時経済下、中小企業らしい自由さと発

展の可能性が著しく抑圧された教訓など、戦争と中小企業につ

いて学び、議論しましょう。中同協は引き続き全研や総会で平

和をめぐる分科会を設けるとともに「中小企業家しんぶん」で

は関連する記事を掲載します。

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」の視点で

　エネルギーシフトを企業づくり・仕事づくりに生かすために

は、経営指針にエネルギーや環境に関する方針を掲げるなど、

会社として実践する姿勢を明確にすることが重要となってい

ます。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。省エネ住宅、省エネリフォーム、地域の熱供給

（コージェネレーションシステム）のあり方、再生可能エネル

ギー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・条例運動にエネルギーや資源の地域
　  循環も意識して推進しよう―「地域づくり」の視点

　地域のエネルギー問題を行政や研究機関や他団体などと連

携しながら、中小企業振興基本条例制定および実践運動の具体

的な取り組みの方向を研究して、取り組みの輪を広げていきま

しょう。地域資源や自然資源を生かした地域づくりや仕事づく

りを図るために学習を進め、現在の法律や制度、仕組みなどの

学習も進め、改善に向けてのあり方を検討していきましょう。

現在、コストとなっているエネルギーを、地域の中の資源でつ

くり、地域で使うことで雇用も生まれ、地域の外にでていた資

金が地域の中で回り始めます。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。

3、リサイクルの推進・地域資源の活用を
     ―「暮らしづくり」の視点

　環境や地球にやさしくエコな商品・製品・技術・サービスの

開発などが進み、環境やリサイクル、安心・安全に関する市場

は広がりを見せています。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、生活者や個人レベルの視点から中小企

業ができることを改めて問い直し実践していきましょう。ま

た、エネルギー問題、水や食料の問題、住宅、交通のあり方な

ど学習を深め、中小企業家の使命感をもって取り組んでいきま

しょう。

第3節
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4、エネルギーに関わる中小企業の声を発信しよう
     ―「国づくり」の視点

　エネルギー問題は、中小企業にとって重要な経営課題の一つ

となっています。電気代や燃料代などの高騰はすぐに経営を圧

迫します。世界や日本のエネルギー事情を研究し、国のエネル

ギー政策や戦略について、中小企業家としてのエネルギーに関

する見解を持つための学習を深めていきましょう。また、エネ

ルギー問題に対して、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」とハンドブックの 
       学習と討議を―「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。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、エネルギーシフトの学習と実践に

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、東日本大震災を「風化」させず、
     復興の教訓を熊本へ、そして未来へ

　東日本大震災から5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

て絶たれた歴史、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。

　①「強い絆のもと、われら断じて滅びず」という中小企業家

の魂、②「一社もつぶさない、つぶさせない」という中小企業

家の絆、③「地域に人を育て、地域に人を残す」という中小企

業家の使命をあらためて確認し、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。

　また、会員企業一社一社が「労使見解」にもとづいた経営指

針の実践による「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の精

神を地域に広げて新しい仕事をつくり出し、雇用を生み出す地

域循環型経済に取り組むことで、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ＲＥＥ

Ｓの活動を継続するとともに、4月に発生した熊本地震に対し

て対策本部を設置し、人的支援や義援金など全国の同友会の力

を集めて兵庫や新潟の震災の教訓も生かしながら支援を行い

ます。

2、自然災害への企業・地域・同友会での対策と対応を

　近年、地震・台風・豪雨・噴火・雪害などの自然災害が全国

各地で起こり、2016年4月14日、16日には震度7が2回、そして

1,500回を超えようとする余震が起きている熊本地震もあり、

自然災害や緊急事態は起こることを前提として対策と対応を

検討しておく必要性が出てきています。自然災害への対応・対

策を企業・地域・同友会の中で進め、企業づくりにおいては事

業継続計画（ＢＣＰ）、地域づくりにおいては環境適応計画

（レジリエンス（※））も検討していきましょう。同友会づく

り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

想定し対応を事前に協議しておくなどしておきましょう。

（※）レジリエンスとは、「回復力」「抵抗力」「復元力」「耐久力」とい

う意味で、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。

第4節

同友会づくり

5万名会員達成めざして
―中同協設立50周年（2019年）を展望する

1、5万名を展望する組織づくり

（1）同友会運動の歴史と理念、教訓の総括と展望を

　同友会運動の歴史と理念を学びましょう。また『同友会運動

の発展のために』の活用を進めましょう。中同協では、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、取り組みなどをまとめ

ていきましょう。

（2）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

　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。そのためには、経営指

第5節
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針の成文化と実践を進める活動、経営者としての資質や力量を

高める活動、経営環境の改善をめざす活動など同友会の三つの

目的を総合的に実践する運動を展開していきましょう。企業づ

くり・地域づくり・同友会づくりの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達成していきましょう。

　また、2019年5万名会員の達成に向けて、全国では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、

2016組織強化・広報・情報化全国交流会（2016年8月25～26

日）を東京で開催します。

（3）広報・情報化の活動で同友会のファンを増やし入会をす 

　　  すめましょう―「情報創造」で「発信力」を高める

　広報・情報化の活動で同友会のファンを増やしていきましょ

う。そのためには、組織強化と広報情報化を併せて戦略的に推

進していくことが必要です。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もとづいてまとめ、同友会運

動を会内や対外的に発信する「情報創造」を進め、同友会の

「発信力」を高めていきましょう。会内では新しくなった

e.doyuの機能をフルに活用して組織強化に生かし、対外的には

効率的に会員の声をまとめて発信していきましょう。

　中同協としては、「中小企業家しんぶん」の紙面の充実を図

り、「事業承継」をテーマにメールマガジンDoyu Newsで連載

をしています。またe.doyuのさらなる活用を広めていくととも

に、web会議システムなどの導入も検討します。

（4）顔と企業が見える仲間づくりの輪を広げ、増やす力を 

         つけよう

　会員増強が進むにつれて、顔は知っているけれども、何の仕

事をしている会社なのか、会社がどこにあるのかなど意外に知

らないものです。会員間で会社訪問をしたり、仕事内容や社員

の様子などを詳しく聞く機会などをつくり、顔と企業をお互い

に見える仲間を増やしていきましょう。地域づくりをともに実

践し、企業づくりで切磋琢磨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。

　そのため、仲間づくりにおいては、①会員増強の意義を繰り

返し学び確認し、ワンゲスト運動などの日常的な仲間づくりを

推進しましょう。②目標・計画を決めてリーダーを置き、目標

達成に向けて全体を盛り上げていきましょう。③空白地域をな

くすような仲間づくりに取り組みましょう。④例会などへのゲ

スト参加者には、訪問するなど確実にフォローしていきましょ

う。⑤大きな行事や記念行事などをテコに具体的な行動を起こ

していきましょう。⑥条例推進運動や外部からの期待の高まり

のなかで、地域内の関係機関の協力を仰ぎましょう。⑦役割分

担を明確にして一人ひとりに無理のない活動を進めましょう。

2、同友会理念を学んで実践する企業を地域に 
     増やしていこう

（1）企業変革と地域再生を担う支部・地区づくりへ

　支部・地区づくりでは、正副支部長・地区会長をはじめてと

して支部・地区のリーダーが共通認識を持ち、メンバーの企業

変革、地域の再生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、組織運営

だけでなく、地域の特性や地域資源を生かした企業づくりや地

域再生を展望して進めていく必要があります。よい例会づくり

を進め、グループ討論の活性化やグループ長の育成、新しい会

員のフォロー、会員の自主的・主体的な活動の展開などの明確

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、地域に同友会を広げ、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）例会の活性化とグループ討論を重視しよう―学びと実践

　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）自主的・主体的な活動の展開を

　支部・地区活動や委員会・部会活動、小グループ、会員訪問

の活動など、顔と企業が見える取り組みとして、会員自らが自

主的・主体的に活動を進めていきましょう。同友会の自主・民

主・連帯の精神をもとにした組織運営を、会社での民主的な組

織運営に生かし、企業を成長させている事例はたくさんありま

す。積極的に役割を果たし、同友会らしい活動の進め方や組織

運営を学んでいきましょう。

（4）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。会員の自主的・主体的な活動を評価するととも

に企業づくりを学べる場を増やしていきましょう。加えて都市

部では、地方や国の行政機関や大学・研究機関、報道機関など

も多くあります。対外発信を積極的に推進し、外部との連携を

深め、同友会に対する期待にこたえていきましょう。
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（5）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22.4%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。

（6）青年経営者、女性経営者の仲間づくり、リーダーの育成

　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、ビジョンにもと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などを進めていきます。

　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。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。

（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。

（8）組織的経営を学ぶ場を―起業間もない方、後継者、

         小規模企業などに対応

　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」を学べる場が必要になってい

ます。また、経営の基礎的なことを学ぶ場も重要です。就業規

則、賃金規定、社会保険実務、事業承継、金融、税制などの基

礎的なことをあらためて学ぶことも組織的経営につながりま

す。置かれている環境や立場、業種別などで経営課題はさまざ

まですが、起業間もない方、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。　

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と事務局強化を

　組織と財政の基盤整備と強化が急務となっています。組織強

化は、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。同友会は自主・自立を旨とする団体であり、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、健全財政を堅持し

ていきましょう。中同協では各同友会の財政の実態を把握する

とともに、今後の財政における展望や対策を含めた調査を行い

ます。

（2）役員会の充実と役員研修

         ―『同友会運動の発展のために』の活用を

　同友会理念の「三つの目的」のなかで「よい経営者」をめざ

すことを掲げ、中小企業家の誇り高い組織として学びあい活動

を重点的に行っていることに同友会運動の特徴があります。同

友会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。そのためには同友会役

員のテキストである『同友会運動の発展のために』を学び、活

用していきましょう。

　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

会との経験交流なども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。

（3）同友会役員の役割

　同友会では役員となることで学びが深まります。同時に、会

運営に同友会理念をつらぬき、大勢の人たちの力を引き出し、

まとめていく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。同友会のリーダーや代表役員は常に学ぶ先頭に立

ち、同友会や経営に対する実践の模範となるよう同友会理念を

実践していきましょう。

　そのために、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とり入れて、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

運動の目的におき、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

員として必読としましょう。

（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
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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。現在、全国同友会会員の年齢構成は、40～45歳まで

の構成比率が最も高くなっており、次世代のリーダー育成に力

を入れていきましょう。また積極的に女性会員を役員にお願い

することも重要です。事務局体制においても採用、事務局幹部

の育成・研修など計画的に対応するため、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。

（5）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、①事務局員は同友会の歴史と理念を学び、会員の声を

受け止め経営課題を発見し、自発性と創意性を発揮し、同友会

運動に生かしていきましょう。②「労使見解」の実践的運用を

心がけ、労働環境の整備や採用・教育にあたっては事務局が主

体的に行えるよう、その自主性を最大限尊重していきましょ

う。③事務局員の労働時間や休暇など労働環境の整備・改善を

していきましょう。④事務局員の給与や退職金、福利・厚生な

どの労働条件を整備・改善しましょう。⑤学習・教育体制を確

立し、新人や中堅、事務局長後継者を育成しましょう。事務局

経営の観点を持って、事務局指針とビジョンづくりに取り組

み、目標の共有化と、役員・事務局の連携の強化を図っていき

ましょう。

　中同協は、各同友会の組織と同友会運動の発展に合わせた事

務局の強化と育成、事務局員の採用や定着など諸条件の整備に

取り組めるよう、検討を進めます。

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。中同協では「同友会理念の実践で、人が輝く持続可

能な社会へ」をメインスローガンに中同協第48回定時総会

（2016年7月14～15日、大阪）を開催します。また中小企業問

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47回中小企業問題全国研究集会（2017年2月16～17日、鹿児

島）を開催します。

　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、担当の中同協副会長と非専任の中同協事

務局次長を置いています。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。憲章・条例推進運

動などの全国課題や会員増強、代表者会議、支部長交流会、事

務局研修など交流を深めていきましょう。また、全国行事やブ

ロック行事を役員同士の交流や 研鑽 、役員・リーダー育成に活
けんさん

用していきましょう。

5、中同協あり方の見直し具体化へ

（1）全国行事の意義と位置づけを明確化し、見直しを実践

　同友会運動は、全国行事を結節点として、会員の共感と連帯

が広がり、理念が深まり、全国に運動を発展させてきました。し

かし、会内外の期待に応え、さらなる成長発展をめざすとき、見

直しや改善が必要不可欠となっています。これまでの行事や会

議を分析し、意義と目的、内容を同友会の「三つの目的」に立

ち返って見直します。各行事・会議を担当する組織で、①行事

の調整の方向性―各組織の任務・役割を再確認・行事調整を図

ること、②行事の開催時期、期間、規模、場所、時間の調整を

再検討します。本年度は全国行事の調整の方向を協議し、明確

にします。

（2）財務規定、財務方針に沿った財政運営と、財務委員会の 

         強化を

　中同協では、財務規定を改定し、中期的（2019年度まで）

財政方針を策定しました。第1に「安定性」として中同協財政

の安定化を図り、持続可能な財政構造を確立すること。第2に

「健全性」として同友会運動の継続と発展を保障するため財政

運営の健全化を図ること。第3に「発展性」として同友会運動

の将来像を見据え、全国の運動の推進・発展のための財政を確

保することに取り組みます。また本年は中同協財務委員会のメ

ンバーを増やし、中同協の財務問題とともに、各同友会の財務

強化についての経験を交流します。

むすびに

　中小企業はその地域に根をはり、その地域とともに成長して

いく存在です。地域に中小企業があり、働く場があって、暮ら

しが成り立ち、豊かな地域経済へと発展していきます。その役

割を担うためにも、働く人に魅力ある企業づくりが求められて

います。どんな困難にも立ち向かい企業を維持発展させていく

ために、企業家精神を発揮して社員と共に難局を乗り越えてき

ましょう。中小企業憲章の精神を各地域で実らせるとともに、

中小企業家として見識を持って地域の課題に目を向け、自社の

経営を守り安定させ、「日本経済の自主的・平和的な繁栄」を

めざしましょう。新年度も同友会で学ぶ仲間を増やし、豊かに

実りを育む地域となるよう、努力してまいりましょう。
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＜実践事例1～33＞

第1節　企業づくり

1、同友会らしい経営指針にもとづく「人を生かす経営」の総合実践

【実践事例①：長野】経営指針成文化運動からめざす企業像に近づく実践の強化へ

（2）労働環境の整備～就業規則の作成と見直し

【実践事例②：福岡】人事労務の基礎セミナーを年8回開催

（3）共同求人活動は企業変革運動

【実践事例③：宮城、滋賀】大学との連携協定を締結

【実践事例④：千葉】企業説明会を県と共催し参加学生数が増加

（4）「共に育つ」社員教育に～系統的・継続的社員教育活動へ

【実践事例⑤：山形】知識吸収型研修から課題解決型研修へ

（5）障害者雇用の取り組みの輪が広がる

【実践事例⑥：大分】実習受け入れ賛同企業マップで活躍の場づくり

2、新たな仕事づくりと企業体質の強化をめざす活動

（5）女性の能力向上やリーダー育成の取り組みが広がる

【実践事例⑦：広島】女性部の取り組み

（8）現地で学ぶ国際化への対応

【実践事例⑧：東京】インバウンド市場に挑戦

第2節　地域づくり・経営環境改善

1、地域を元気にする中小企業への期待―急速に広がる連携

（1）他団体・行政・教育・金融・報道機関と連携の広がり

【実践事例⑨：福島】復興を担う中小企業の役割に期待が高まる

【実践事例⑩：京都】「学生×企業×未来　ブリッジ・プロジェクト」を提案

2、「外形標準課税適用拡大反対」の連帯広がる

（1）外形標準課税適用拡大反対の取り組み―中小企業4団体との連携広がる

【実践事例⑪：沖縄】県議会経済労働委員会と外形標準課税、人材確保をめぐって勉強会を開催

（2）負担能力に応じた税制を提言

【実践事例⑫：福岡】中小企業憲章推進本部が税制の勉強会

【実践事例⑬：中同協】日本商工会議所税制委員長・田中常雅氏を招いて税制について学ぶ

3、中小企業振興基本条例制定と、同友会の役割

（1）条例の具体化をリード、その成果が見え始める

【実践事例⑭：愛媛】条例に基づく円卓会議　教諭と連携して小学校用教材を開発

【実践事例⑮：岐阜】初めて経営フォーラムで中小企業振興基本条例の分科会を設置

【実践事例⑯：岩手】岩手県がエネルギーシフトの内容をもった基本計画と統合予算

【実践事例⑰：富山】地元企業の発展で地域経済を元気にする方策を学ぶ

（2）中小企業憲章5周年、中小企業憲章・条例推進月間、全国での統一行動として定着

【実践事例⑱：静岡】県条例草案を同友会が提案、会内学習運動を展開

（3）「地域経済ビジョン」の検討が始まる

【実践事例⑲：宮崎】地域の将来が見え、自社の方向性が知れるビジョンづくり

中同協第48回定時総会採択文　第1章実践事例・資料
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4、政策・調査活動の発展へ、研究者との連携の取り組み

（2）調査・政策・広報を一体にした取り組み

【実践事例⑳：長崎】長崎大学教員の協力を得て景況調査を開始

5、戦後70年、平和をめぐる課題を議論

【実践事例２１ ：愛知】「平和を考える連続学習会」をスタート

　　

第3節　エネルギーシフトの学習が広がりを見せる

【実践事例２２ ：全国各地で学習会】エネルギーシフトの学習が広がる

【実践事例２３ ：中同協】エネルギーシフト推進協議会設置とハンドブック発刊

第4節　東日本大震災から5年、復興の教訓を生かす

1、復興の教訓を未来にむけて―第4回東日本大震災復興シンポジウム開催

【実践事例２４ 】第4回東日本大震災復興シンポジウム、福島視察

4、自然災害への企業・地域・同友会での対策と対応

（2）熊本地震への対応

【実践事例２５ 】熊本地震への対応

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２６ 】最高会勢の18同友会

（2）会員増強と組織強化の活動

【実践事例２７ ：鹿児島】ミニ例会で組織強化。会員数純増率トップ

【実践事例２ ：静岡・埼玉】会勢1,000名を回復

2、地域に広がりを見せる支部・地区の活動

（1）企業変革と地域再生を担う支部・地区づくり

【実践事例２ ：北海道】北海道オホーツク支部

3、同友会のさらなる組織強化と活性化に向けた取り組み

（2）役員会の充実と役員研修の継続的実施

【実践事例３０ ：福岡】『明日を切り拓く経営者たち』―役員研修大学報告集発刊

【実践事例３１ ：中同協】『同友会運動の発展のために』改訂

4、学びと実践の活動・フォローアップ

（2）同友会のオリエンテーションやフォローアップ活動の展開

【実践事例３２ ：京都】新会員オリエンテーションステップ1、ステップ2の2回に分けて開催

5、全国の同友会活動・ブロック活動を強化し連帯が広がる

【実践事例３３ ：香川】全研開催と40周年に向けた会員増強
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【実践事例①：長野】経営指針成文化運動からめざす企業像に近づく実践の強化へ

　長野同友会の「経営指針をつくる会」は、南北に広い地理的事情を勘案し、より多くの会員経営者が参加しやすい環境を整え

るべく、2年前から北信・東信・中信・南信の4つの地域で開催し、受講者数は年々増加傾向にあります。

　さらに、経営指針の成文化から全社的実践、強じんな企業づくりの実現に向けて、「経営労働委員会（経営指針の成文化）」

「共同求人委員会･共育委員会（計画に沿った人材の採用・育成）」「障がい者問題委員会（だれもが生きがいを持って働ける社

風づくり、障がい者雇用の促進）」に加え、付加価値を生む経営戦略構築に向けた感性を磨く場となる「異業種交流（企業連携）

委員会」を加えた5つの委員会で「人を生かす経営推進本部」を組織し、横の連携を強化しながら活動を展開しています。

【実践事例②：福岡】人事労務の基礎セミナーを年8回開催

　「人を生かす経営」において事業主は必ず労働者の雇用について人事・労務の基礎知識が必要であり、企業を活性化していく

ためにも重要です。経営理念の作成には熱心でもなかなか人事労務までは手が回っていない現状があります。そこで、福岡同友

会では就業規則を作成することを重点的に行うためのグループをつくり、1グループに1名の社会保険労務士をアドバイザーとし

て置き、厚生労働省が作成しているひな形を使って作成。それと同時にすでに就業規則を持っている企業は改訂を行いました。

　また、３６協定のつくり方、会社に必ず置いておかなければならない書類など、助成金についても学習会を行いました。今後は

参加者を増やしながら、企業の成長過程に合わせたセミナーを継続して行う予定です。

【実践事例③：宮城、滋賀】大学との連携協定を締結

　同友会と大学が協定を締結して、学生の教育や就職活動、地域の課題など中長期的・系統的に連携して取り組む動きが広がっ

ています。滋賀同友会は昨年9月に立命館大学と協力協定を締結。大学側は地域の企業との連携をさらに強化し、地域経済の発

展、地域連携による教育研究の充実、同友会側は中小企業を軸とした地域の再生と活性化のために中小企業の役割や魅力を伝え、

地域の真の担い手、社会の主役としての役割を果たしていきたいとしています。今後は、協定にもとづき経済学部のキャリアデ

ザインに関する講座をともに企画・実施するほか、会員企業を調査実習のフィールドとして提供していく予定です。

　宮城同友会では2015年6月に東北大学と7月に東北工業大学とそれぞれ協定を締結しました。2013年に締結した東北学院大学

も含めると地元大学3校と協定を結んでいます。東北大学との主な連携事業は若年経営者などの育成事業、中小企業の経営改善

およびイノベーション促進事業、地域活性化に関する調査研究事業などで人材育成や地域産業の発展に貢献することを目的とし

ています。東北工業大学とは中小企業の魅力を学生に理解してもらうことを通じて、「雇用のミスマッチ」の解消を図り、地域

経済の振興・発展と明るく暮らしやすい地域社会の実現に貢献できる人材を育成することを目的としています。

【実践事例④：千葉】企業説明会を県と共催し参加学生数が増加

　千葉同友会は千葉県と初めて共催で合同企業説明会を2016年3月に開催しました。全国的に来場学生数が減るなか、前年同時

期開催と比較すると約2倍の411名が参加しました。

　広報活動に力を入れ、長年継続している学校訪問やポスター配布に加え、電車や駅構内への広告掲載も行いました。また、2016

年1月から2月にかけて学生に中小企業の魅力を伝える「魅力発見フ

ェア」も3回開催。今後は、千葉県大学就職指導会との共催で会員

企業バスツアー＆合同研究会を行うほか、「1社ではできないことを

共同の力で」を合言葉に共同求人活動が広がっています。　　

【実践事例⑤：山形】知識吸収型研修から課題解決型研修へ

　山形同友会の「幹部社員研修」では、従来の受身になりがちな知

識吸収型の研修をやめ、各企業での問題を解決する一助となるため

の課題解決型の研修を行うようにしました。参加者には事前に企業

変革支援プログラムで自社の課題を明確化してもらうことを前提

としています。

　第1講では各社の課題について、原因と改善・解決の方向を討論。

そこから2カ月の実行期間を設け、再度経営者と認識の共有化や、

第1節　企業づくり

「魅力発見フェア」の様子（千葉）
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解決策の検討・実行を推進。第2講では、各社の実行期間での取り組みを報告し、今後についてグループ討論をします。研修中

の討論は経営課題の根本原因の追究が重視され、課題解決のアイデア出しではなく、しっかりと原因を突き止めるグループ討論

を行うようにしています。この課題解決型の研修では、課題の原因が明確となることで的確な解決策を検討することができます。

今後も継続し、研修内容の体系化をめざしています。

【実践事例⑥：大分】実習受け入れ賛同企業マップで活躍の場づくり

　大分同友会障がい者問題委員会では、障がい者の実習受入賛同企業を募り、2011年からグーグルマップ上で公開しています。こ

れまで支援学校の先生たちと懇談会を重ねるなかで、「実習を受け入れてもらうにも、バスや電車など公共交通機関を使うこと

があるので、場所がわかる方がありがたい」といった支援学校の先生の要望にもとづいて作成しました。

　職場実習は力試しの場であり、能力・適性・可能性の発見の場であると位置づけ、まずは障がい者のことを知ってもらおうと

職場実習賛同企業を増やしてきました。2015年度は実習賛同企業116社のうち、26社が86名の実習を受入れ、10社が21名を雇用

しました。

【実践事例⑦：広島】女性部の取り組み

　広島同友会女性部は会員に加えて、非会員の経営者夫人や経営幹部で構成されています。そこで、2014年度から「女性のため

の経営指針成文化セミナー」を始めました。女性は担う役割が多面的なため、「ながら経営」になりがちで、参加する条件も限

定されてしまう現状があります。女性限定だからこそ、柔軟にかつ腹を割ったコミュニケーションを深めてきました。セミナー

には34社36名、発表会には19社23名が参加しました。「学びの同友会」体質へシフトさせ、本当の意味で謙虚に学ぶ姿勢を持て

るよう、継続して取り組んでいくとしています。

【実践事例⑧：東京】インバウンド市場に挑戦

　日本政府観光局の調査では2015年の訪日外国人数は1,900万人を上回り、インバウンドの市場規模は4兆円と言われ、54万人の

雇用を生み出すとされています。

　東京同友会では、近年急増する訪日外国人をビジネスチャンスと捉え、渋谷支部会員の映像製作、web製作・デザイン、翻

訳・マーケティング、印刷、旅行などの会員企業5社で一般社団法人日本多言語化協会を立ち上げました。同社は企業や行政の

インバウンド対応をワンストップで総合的にサポートするもので、設立1年で複数の自治体やホテルチェーンから受注を受けて

います。

第2節　地域づくり・経営環境改善

【実践事例⑨：福島】復興を担う中小企業の役割に期待が高まる

　県内有力紙の「福島民報社」が2016年より、経営規模を問わず、優れた事業を展開する企業、経営者、ものづくりに携わる企

業・団体・個人などを表彰する 「福島産業賞」を開始しました。福島同友会が共催しています。表彰基準は、地元に重点を置

き、農林水産物や観光など地域資源を積極的に活用し、地域連携や 地元に貢献する活動、それに伴う雇用の確保や人材育成に

ついても重視するとしており、表彰された事業者に会員企業が含まれています。人口減少や都市への人口の偏在の解決、大震災

と原発事故からの復興を加速させるうえで地域産業を担う中小企業の支援が不可欠との認識が広がっています。

【実践事例⑩：京都】「学生×企業×未来　ブリッジ・プロジェクト」を提案

　「京都市まち・ひと・しごと・こころ創生」総合戦略の取り組み提案募集に際して、京都同友会として「学生×企業×未来ブ

リッジ・プロジェクト」を提案し、「総合戦略」の本文中に、提案が組み込まれました。内容は、①教育・研究機関でのキャリ

ア教育・就労観形成講座、業界研究講座などへの講師派遣、②教育・研究機関での中小企業論、地域経済論などの講座開設準備

の相談や講師派遣、③教育・研究機関での社会人講座への講師派遣、④学生・生徒・児童および教職員・研究者の企業見学会、

懇談会などの実施、⑤学卒者など採用を希望する企業とのマッチング活動、⑥インターンシップ、ＰＢＬ（Project-Based 

Learning、課題解決型学習）などの相談・受け入れなどです。

　それらを通して、学生などが社会への理解を深め、健全な就労観を養い、京都の中小企業で働くことを選択できる幅広い就職

活動を支援し、人口減少社会克服の取り組みとして今後展開していく予定です。
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【実践事例⑪：沖縄】県議会経済労働委員会と外形標準課税、人材確保をめぐって勉強会を開催 

　2016年2月16日、沖縄県議会経済労働委員会の合同勉強会を開催し、沖縄同友会の県への要望・提言のなかで、喫緊の課題と

なっている人材確保や外形標準課税について報告し、意見交換しました。県内の建設産業の人材確保をどうするか、非正規雇用

労働者が多い現状をどのように考えるか、女性が活躍できる環境をどうつくるかなど活発な意見交換となりました。当日は経済

労働委員12名中11名が参加。参加した県議の一人から「同友会は企業家の団体なのに、労働者の立場に立った提言もあり驚い

た」との感想が出されるなど、同友会運動の意義や要望・提言活動への理解が深まりました。

【実践事例⑫：福岡】中小企業憲章推進本部が税制の勉強会

　2014年に外形標準課税適用拡大の反対署名運動に取り組むなかで、反対だけではなく、税制そのもののあり方を勉強し、考え

る必要があることとの声が出されました。

　この取り組みの中で、立教大学教授・山口義行氏の講演に学び、さらに2015年12月14日に中小企業憲章推進本部の主催で開

催した税制勉強会「公平な税制を考える」では、税理士のアルファ合同会計の社員税理士・菅隆徳氏が講演。「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』が世界のあり方だが、現在の日本の税

制の実態はあまりにもかけ離れている」現実を学びました。そして、この問題は、まさに「労使見解」の8番目の項目「中小企

業の労使双方の共通の課題」として捉え、経営者だけでなく社員やその家族と一緒に考えていく学習、討議の運動を呼びかける

ことを確認しました。学んだことを踏まえ、中同協九州・沖縄ブロックに呼びかけて学習討議用資料『公平な税制をめざして』

を作成しました。会員で学習し議論することはもちろん、社員が家族で議論する際に活用できる内容になっています。

　内容の骨子は、①税金の大原則は公平性、「能力に応じた負担」。②個人でみても～所得税も累進課税のはずなのに。③企業で

みても～ 現実は、巨大企業より中小企業のほうが高い負担率です。④「中小企業は赤字企業が多く、税金を納めていない」と

いう声がありますが…。 ⑤日本の法人税って高いのでしょうか？。⑥法人税率引き下げの代替財源に「外形標準課税」？。⑦

今の経済状況で消費税率10％？～直接税（所得税・法人税）と間接税（消費税）のあり方も考えましょう、というものです。

【実践事例⑬：中同協】日本商工会議所税制委員長・田中常雅氏を招いて税制について学ぶ

　2016年3月24日、中同協政策委員会において、政府税制調査会（以下、政府税調）特別委員として中小企業の立場で論陣を張

っている日本商工会議所税制委員長（東京商工会議所副会頭・税制委員長）・田中常雅氏を招いて中小企業税制のあり方につい

て学びました。政府税調のなかで「中小企業は大企業よりも優遇されている」「十分な負担をしていない」などの議論があるな

か、売上総利益に占める社会保険料負担の割合は大企業よりも中小企業の方が大きいこと、中小企業が全法人税納税額の約35％

を負担していること、全体の雇用の約70％を支え、社会保険料の事業主負担の約50％を支出していること、従業員の給与から発

生する所得税は全体の約40％を占めることなど具体的なデータを示した指摘があり、同友会としても中小企業の果たしている役

割を社会的に発信し、公平な税制の確立を訴えていくことが重要な課題であると確認しました。

【実践事例⑭：愛媛】条例に基づく円卓会議　教諭と連携して小学校用教材を開発

　松山市中小企業振興円卓会議（2014年条例施行にもとづいて設置）は小学校教諭と連携して小学校高学年向けキャリア教育を

目的としたゲーム形式の教材「未来デザインゲーム」を開発。例えば「タワーをつくろう」は多人数と少人数の2つのグループ

に分かれ、新聞紙などで塔をつくることを競います。多人数ならアイデアや作業量は豊富な一方、充実感に濃淡が生じるかもし

れない。少人数だと作業は大変だが各人が能力を発揮しやすいかもしれない。多人数は大企業、少人数は中小企業を想定してい

ます。チーム構成を入れ替えてそれぞれの長所や短所を実感してもらいます。愛媛同友会はこれまで20年以上、中学生の職場体

験学習や大学生のインターンシップなどキャリア教育を積み重ね、松山市の条例にもとづく円卓会議メンバーとなっています。

　また松山市と東温市は地元中小・零細企業の支援を目的に県内外の百貨店・スーパーなどの大手流通企業に直接売り込みをか

ける「逆」商談会（松山市と東温市共同）を2016年1月に初めて開催。市の枠を超えて中小零細企業を集めてマッチング効果を

高めるのが狙いです。両市の中小企業振興基本条例制定運動が触媒となって両市の広域連携が進んだ事例です。

【実践事例⑮：岐阜】初めて経営フォーラムで中小企業振興基本条例の分科会を設置 

　岐阜同友会では、2013年から毎年6月に「憲章＆条例学習会」を開催してきましたが、 「会内で関心を高めるために、さらに

学ぶ場を増やそう」と理事会で議論。2015年10月20日に開催した、第28回岐阜県中小企業経営フォーラムにおいて、初めて中

小企業憲章・条例について学ぶ分科会を設置しました。㈱藤原電子工業代表取締役・藤原義春氏（大阪同友会副代表理事）が、

八尾市中小企業振興基本条例と自社の取り組み報告に学びました。これまで「憲章＆条例学習会」で関係をつくってきた、県・

市の職員や県議、大学の先生の参加を得て、岐阜県内で条例制定をどのように推進するかをともに考えあう場となりました。 
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　こうした取り組みを受けて、2016年3月に県で中小企業・小規模企業振興条例が制定されたほか、美濃加茂市で地元会員と市

職員との勉強会が始まったり、各務原市では産業振興懇談会への委員派遣要請があるなど動きが広がっています。会内において

も、中小企業憲章・条例の学ぶ場が増えたことで、これまで把握できていなかった会員の関心が浮き彫りとなり、学ぶ中で会員

の関心が広がるなど成果につながっています。政策委員会でも、地域の特徴や課題を知り、可能性を探る取り組みを進めようと

話し合っており、県職員との連携を追求しながら、各支部レベルで地域について知る取り組みを進めることを検討しています。

【実践事例⑯：岩手】岩手県がエネルギーシフトの内容をもった基本計画と統合予算

　2015年にできた条例にもとづき岩手県中小企業振興計画が承認されました。併せて県発注の契約に関する条例（公契約条例）が

同時進行で動いており、地域に大きなインパクトがあります。大きな特徴は2つです。1つはエネルギーシフトの考え方が条例、

計画作成過程で地域全体のものになりつつあることです。「エネルギーシフト」の言葉は入りませんでしたが、地域資源を活用

した新たな価値創造、再生可能エネルギーの導入促進、地域バイオマスの利活用促進そして、「地域特性や環境に配慮した住宅

の普及促進」のなかで、県産木材の活用や地域性の配慮などの岩手らしさに省エネルギー性能を加えた「岩手型住宅」の促進・

普及への取り組みが入りました。2つめは、これまでの商工や県土整備部、環境生活部などの部局を横断して、中小企業振興計

画に関連する事業として、包括した予算組みがなされたことです。中小企業振興基本条例関連事業として、1,523億円あまりが

計上されました。これまで商工労働観光関連で散らばっていたものを、中小企業の軸に集約したものです。

【実践事例⑰：富山】地元企業の発展で地域経済を元気にする方策を学ぶ

　富山県 南砺市 で県内市町村レベル初の条例が2015年5月に制定施
なんとし

行され、振興会議に同友会関係者3名がメンバーとして加わりました。

上市町では、2015年6月12日、地域の会員が中心になってまちづくり

を話しあう「ハッピー上市会」が主体となり、エコノミックガーデニ

ングを題材とした憲章キックオフ集会を開催。

　エコノミックガーデニング研究者の拓殖大学政経学部教授・山本尚

史氏が講演。町長、行政、経済団体、金融機関からの参加を含む270

名余りが参加し、地元企業の発展で地域経済を元気にする方策を学び

ました。その後も月1回、同友会メンバーが中心となりプロジェクト

チームが活動しています。

【実践事例⑱：静岡】県条例草案を同友会が提案、学習経験を生か

してさらに条例制定の先頭へ

　静岡同友会中小企業憲章推進本部では活動のなかで、政策委員会とも協働し、「条例草案ワーキンググループ」を（以下ＷＧ）

2014年6月に立ち上げました。ＷＧでは静岡県の経済情勢や地域資源を分析し、幾度も討論を重ねて前文・目的・施策内容にわ

たる県条例草案を作成。理事会・委員会などでの会内学習を経て、1年半を掛けて2015年11月に会内草案として完成させました。

　静岡同友会では県条例制定を要望するなかで、静岡県経済産業部にこの条例案を資料提出しました。県からは「中小企業・小

規模企業振興条例」の制定に向けて同友会の草案を参考に骨子案をつくったとの報告がありました。県経済産業部では担当者を

県同友会に派遣し、理事会・政策委員会での各々2回のヒアリングを行っています。県条例は本年度内に制定される見通しです。

　各支部からＷＧに参加した会員は、草案づくりでの学習経験を生かして県内基礎自治体での条例制定運動の先頭に立っていま

す。

【実践事例⑲：宮崎】地域の将来が見え、自社の方向性が知れるビジョンづくり

　2015年4月の定時総会でビジョンづくりを活動の柱の一つとして決め、①宮崎と日本のあるべき（再生の）地域像と各社の経

営を照らす鏡、②宮崎同友会の拡充＝活性化の活動と位置づけて取り組みをはじめました。

　6月から始めた第1期の活動では、毎月のプロジェクト委員会での論議のもと、3回の定例会を持ち、研究者を講師に、宮崎同

友会の景況調査や中同協の「日本経済ビジョン（案）」などを生かして、宮崎経済を構造で理解し、めざす地域社会像と中小企

業の役割をつかんできました。また各支部に出かけて地域懇談会を開催し、地域の多様性を知り、地域の中小企業家の挑戦を目

の当たりにしました。第１期活動を通じてわかったことは、宮崎県が分散型経済構造を持ち、地域の持つ多様性が地域の持続的

発展のベースになり得ることでした。活動の内容や学びは「ビジョンづくりプロジェクト通信」として随時発行され（16年5月

で12号）、会内への発信・共有と記録の一助となっています。

「地域経済を救うエコノミックガーデニング」

南砺市の条例制定への転機となった学習会（富山）
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　第1期活動のまとめとして、地域・中小企業・自社の三つの柱で、現状と課題を出しあい、地域の課題を担えていない経営の

現状を認識。2016年4月の定時総会で中間報告とグループ討論が行われ、「地域の課題を担い、自社の経営課題としていくこと」

をビジョンづくりにつなげるという方針は、会内に波紋を広げています。

　中小企業家自身が自分たちの地域について学び、自分の頭で考えることなしに、自社の将来、地域経済の将来を描くことはで

きないとの結論に達し、自社の経営指針と振興条例、地域ビジョンを三位一体で推進することが重要と確認しました。第１期の

活動を総括し、2016年6月から第2期の活動を開始。今後、宮崎の現状を10のテーマ（人口減少、高齢化、地域コミュニティな

ど）について経営者自身が調べて報告し、具体的につかみ、地域の課題として掘り下げてく予定です。

【実践事例⑳：長崎】長崎大学教員の協力を得て景況調査を開始

　長崎同友会では県産業労働部との意見交換会を定期的に開催するなか、会員企業のより具体的な実態を伝えることができるよ

う、2015年度より四半期に一度の景況調査を開始しました。2回目となる7～9月期を終えた段階で景況調査報告会を開催、長崎

大学経済学部准教授・山口純哉氏より長崎の会員企業内の景況感を報告いただきました。実際の景況感を科学的にみることによ

り、今後の企業経営における重点課題、目標を確認することができました。今後回答率を高めていかなければならないという課

題が見えているものの、続けることで見えてくる景況感を比較（ＤＩ値など）することで政策委員会として、また会として取り

組む優先順位が見えてくるという声も多くあがっています。とりわけ調査結果の中で「人材」に関する課題を多く持つというこ

とがわかったため、2016年度からは設問項目に「人材」に関する内容を独自に設け、さらなる課題抽出とを行い、他の委員会と

も連携しながら、よい経営環境づくりを進めていきます。

【実践事例 ：愛知】「平和を考える連続学習会」をスタート

　2015年は戦後70年を迎えただけでなく、「安全保障関連法制」をめぐる国民的議論が行われました。愛知同友会でもこの問題

に対し、政策委員会などで議論を行ってきました。そうしたなか、中同協顧問・田山謙堂氏を招いた学習会での「民主主義を踏

みにじるとき、危険な運命に国民をさらすのは歴史が証明している」「日本国憲法が書き換えられ（国民の意志によらず）、戦争

に巻き込まれる危険が多い法案の成立にあたり、同友会からほとんど声が出ないのはなぜか」との提起が議論を前進させる大き

なきっかけとなりました。

　こうした経緯を経て愛知同友会では、戦時体験、経済、中小企業運動、日本国憲法などの観点から「平和を考える連続学習

会」をスタートさせています。「中小企業は平和の中でこそ繁栄できる」。歴史が証明したこの事実を深く受け止め、学び直し、

何よりも自らの頭で考えることに、情報があふれている現代だからこそ価値があると考えています。

第３節　エネルギーシフトの学習が広がりを見せる

【実践事例 】全国各地で学習会―エネルギーシフトの学習が広がる

　九州・沖縄ブロック支部長・支部役員研修交流会をはじめ、九州・沖縄の各同友会でのエネルギーシフトの学習会を開催。ま

た、大阪、富山、京都、埼玉、石川、愛知など全国各地でエネルギーシフトの学習会が開催されました。岩手ではドイツ・オー

ストリア・スイスなど欧州視察を2回開催しました。特徴的な取り組みを以下に紹介します。

［九州・沖縄ブロック］

　九州・沖縄ブロック支部長・支部役員研修交流会（2015年5月21～22日、鹿児島）では、ドイツ在住のジャーナリスト・村上

敦氏が、「エネルギーシフトで地域が変わる、日本が変わる」をテーマに報告。エネルギーシフトは、地域の人たちのお金が地

域で循環する仕組みをつくり出すことによって、経済的自立にもつながるということ、そのエネルギーシフトを進めるには地域

の人たちが投資をし、プロジェクトの主体者になる必要があることを学びました。その後、村上氏を講師に、九州・沖縄の各同

友会でエネルギーシフトの学習会を開催しています。

［富山］

　富山同友会は、2015年11月17日に新産業創造・環境・障害者問題の3部会で構成する、新しい仕事づくり協議会の主催で、初

めてエネルギーシフト学習会と見学会を実施しました。学習会に先立って、富山県で初の木質バイオマス発電施設「㈱グリーン
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第４節　東日本大震災からの5年、復興の教訓を生かす

【実践事例 ：中同協】第4回東日本大震災復興シンポジウム、復興慰霊式、福島視察―教訓を100年後の未来に向けて

　あの3.11の東日本大震災から5年となる3月10～11日、中同協は第4回東日本大震災復興シンポジウム・復興慰霊式を開催し、

全国33同友会および中同協から162名の参加がありました。

　10日には福島県いわき市に集合し、貸し切りバスで国道6号線を北上。福島同友会のいわき地区や相双地区のメンバーの生々

しい話を聞きながら、帰還困難区域に入り原発事故の被害の状況、五感では感じることができない放射能被害の恐ろしさを感じ

ました。実際に見た感想として「原発事故はまったく次元の違う課題」「新聞やテレビで見るのとは違い、何も変わっていない

状況に衝撃を受けた」など、それぞれが原発事故の現実を目と心に焼き付け、人が住めない地域を決してつくってはならないと

強く感じて宮城県仙台市に入りました。

エネルギー北陸」の見学会を実施し、学習会では㈱ＮＥＲＣ代表取締役センター長・大友詔雄氏（北海道同友会会員）を講師に

招き、「自然エネルギーの利活用が生み出す新しい仕事づくり～エネルギーシフトで切り拓く地域再生」の報告に学びました。

［京都］

　京都同友会東山支部は、2015年11月20日、「今、エネルギーシフトが熱い」と題し例会を開催しました。報告者の京都電工㈱

代表取締役・河村泰三氏（東山支部長）は、岩手で開催された中同協第47回定時総会の第1分科会「エネルギーシフトの学習と

実践を」に参加し、周りの会員にエネルギーシフトについての考えを広げたいと報告。日本は海に囲まれているので、洋上風力

発電など再生可能エネルギーのポテンシャルが63％もあるという情報も紹介。そして、現在の京都府の再生可能エネルギーの導

入促進に関する条例や京都市の助成制度なども紹介し、それらを活用すれば費用的にも無理なく省エネができるとあり、自分た

ちが取り組めることを考えてみようと次の3点を提示。①省エネの輪を広げる。②省エネ機器への更新を検討してみる。③自立

型エネルギー設備導入を検討してみる。これらを同友会のネットワークを活用して広げられないかと提起しました。

［岩手］

　2013年秋の中同協欧州視察への参加を皮切りに、2015年春の岩手同友会第1回視察、そしてつい2015年11月下旬の岩手同友会

第2回視察と2年の間に計3回ドイツ・スイス・オーストリアを視察。エネルギーシフト研究会を立ち上げ、学習と実践を進めて

います。視察から、エネルギーシフトはそれぞれの市民がそれぞれの地域を見つめ、それぞれが主体的に行動を起こす契機とな

るためのものであり、「エネルギーシフトはそのための手段」であるということを学びました。そしてエネルギーシフトの大切

なポイントとして三つにまとめています、①省（小）エネ、②エネルギーの高効率化、③再生可能エネルギーを生かした創エネ

です。中でも徹底した省エネ、小エネは工夫次第でだれでも、どの企業でもすぐに取り組むことができるとして学習と実践を進

めています。

【実践事例 ：中同協】エネルギーシフト推進協議会設置とハンドブック発刊

　　　　　　　　　　   『エネルギーシフトが新しい経済社会をつくる ～中小企業が主役の時代に～』

　中同協では、2013年10月に中小企業振興や環境・エネルギーについて先進的な地域であるドイツ・オーストリア視察を実施し

ました。視察の成果からエネルギーシフトを提起し、さらに議論を積み重ねるなかで、「中小企業家エネルギー宣言（案）」を

2014年7月の中同協第46回定時総会に討議資料として発表し、エネルギーシフトの学習と実践を進めることを全会員に提起しま

した。中同協では岩手での第47回定時総会にあわせて、あらためてエネルギーシフトとは何か、その意義を考え、学習と実践の

輪を広げるため、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～中小企業が主役の時代に』を発刊しました。

　エネルギーシフトとは何か、エネルギーシフトでの企業づくり・仕事づくり、地域づくり、暮らしづくり、同友会での実践事

例、資料集や用語解説などを掲載しています。

　また、中同協幹事会のもとに、「中小企業家エネルギー宣言（案）」の学習と実践を推進するため、「エネルギーシフト推進協

議会」をおくことを確認。エネルギーシフト推進協議会は、地球環境委員会、経営労働委員会、政策委員会、企業連携推進連絡

会の4つの関連する委員会・連絡会からなり、11月の第1回会議では、「中小企業家エネルギー宣言（案）」の学習と企業における

エネルギーシフトの実践を広げ、中小企業の仕事づくりと地域循環型の経済へ向けた対応を推進することを確認しました。今後

どのように活動を進めていくかを意見交換し、全国的にエネルギーシフトの運動を広げるために協議をしていくこととなりまし

た。
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　11日にはシンポジウム、復興慰霊式を開催しました。シンポ

ジウムでは、東北大学大学院経済学研究科教授・増田聡氏より

「震災復興政策の検証と新産業創出への提言」をテーマに基調

講演、被災3県からの実践報告などがあり、グループ討論で学び

あいました。

　14時46分には復興慰霊式として、震災の犠牲者を悼み黙とう

をささげ、鋤柄修・中同協会長からの式辞、広浜泰久・中同協

幹事長から「東日本大震災から5年の教訓を未来へ」としてまと

めがあり、本シンポジウムのアピールを確認しました。

【実践事例 】熊本地震の対応

　2016年4月14日21時26分、最大震度７のマグニチュード6.5を

前震として、4月16日1時25分、最大震度７のマグニチュード7.3

を本震に熊本県と大分県で発生した熊本地震は、甚大な被害と

影響を与えています。震度１以上を観測した余震は1,790回以上

観測しています。震度7が2回、6強が2回、6弱3回、5強が４回、5弱が8回を記録しています。

　熊本同友会では、14日前震、16日の本震をうけて、それぞれe.doyuやＦＡＸで安否確認や被害状況の確認を実施。中同協では

16日に熊本地震対策本部を設置し、熊本同友会での18日に熊本地震復興対策本部を設置しました。

　熊本地震の対応では、4月21日には、「屈するわけにはいかない！英知を結集して逆境に立ち向かおう！」をe.doyuにて全会員

に配信するとともに、「全国の同友の仲間の熱い応援を背に、熊本同友会は前を向き、復興めざして頑張ります！」と、中同協

を通じて全会員に配信しました。

　4月22日には、震災復興指針書、第35回定時総会の延期、熊本地震に対する支援施策などを発信するとともに、e.doyuでも案

内しました。支援物資、義援金、企業への支援施策の発信などに取り組みました。

　中同協では、全国からの義援金を取りまとめるともに、支援の一環として事務局員の派遣、東日本大震災を経験した岩手、宮

城、福島から事務局長などを派遣しました。

福島の「いま」を感じた第4回復興シンポジウム

（2016年3月10～11日、福島・宮城）

第５節　同友会づくり

【実践事例 】最高会勢の同友会

　4月1日の会員数は4万5,556名と7年連続で最高会勢を更新し、初めて4万5,000名を突破、1,071名純増となり、2年連続で年間

1,000名以上の会員数増となりました。最高会勢を更新した同友会は、青森、秋田、山形、福島、群馬、神奈川、山梨、長野、

新潟、愛知、兵庫、鳥取、島根、徳島、長崎、熊本、鹿児島、沖縄の18同友会にもおよび、純増数では愛知213名、香川156名、

千葉95名、鹿児島85名純増となるなど36同友会が純増しました。秋田同友会と徳島同友会、島根同友会は創立以来増勢となって

います。群馬同友会や鹿児島同友会は8年ぶりに最高会勢を更新するなど会員増強が進展しました。

　

【実践事例 ：鹿児島】ミニ例会で組織強化。会員数純増率トップ

　鹿児島同友会はここ数年、会員数は年々期首を割り、2015年度期首は290名からのスタートでした。しかし、2017年2月の全

研の開催地が鹿児島に決定し、会員増強が急務となり、組織強化委員会が今年度より新設されました。

　組織強化委員会では、会員訪問・オブザーバー訪問、地方でのミニ例会を毎月開催し、また、同友会入会勧誘用の動画製作も

行っています。特に、ミニ例会は通常の例会より報告時間とグループ討論を短くし、オブザーバーが参加しやすいようにしてい

ます。

　組織強化委員会が定期的に地方でミニ例会を開催することにより地方支部・地区会の活性化にもつながり会員数が増えていき

ました。また、各理事にはコミット数を設け毎月の理事会で確認をしています。組織強化委員長自らが率先垂範して入会者を増

やしていくことで周りが触発され入会者を増やす良い連鎖が起きています。入会を導くための動画を見て入会を決めた会員もい
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ました。2016年4月1日現在で375名の会員数になり、純増85名となりました。

【実践事例 ：静岡・埼玉】会勢1,000名を回復

　静岡同友会では組織拡大委員会「ＳＨＩＺＵＯＫＡプラス1」を中心に、「ＳＨＩＺＵＯＫＡプラス1のメンバーが地道に1名ず

つ増やすプラス1運動の中心となり、1,000名会員達成を絶対にやり遂げよう！」と決意のもと、精力的に仲間づくりの取り組み

を展開し、2016年4月1日で1,017名会員を達成しました。1,000名会員は2000年以来16年ぶりの回復となりました。静岡同友会で

は、1,000名会員達成を通過点とし、1,500名会員へ向けて今後さらなる発展・飛躍をめざしています。

　埼玉同友会も2008年以来の8年ぶりに1,000名を回復しています。会員拡大プロジェクトを中心に、各地区会・委員会が連携し

た継続的な仲間づくり運動で、2016年4月1日で1,011名会員を達成しました。新入会員のオリエンテーションによる退会率低下、

地区会内の企業訪問活動等による定着率向上、活動ハンドブックの作成と普及、新入会員への経営指針づくり促進、女性部・青

年部等の委員会との連携例会開催、グループ討論の充実などに取り組み、また並行して地区会づくりにも取り組み、2012年度に

川越地区、2015年度に東彩地区を立ち上げ、同友会運動の裾野を広げてきました。

　埼玉同友会では、1,000名会員達成を通過点とし、2018年までに新たに4地区を設立し1,200名会員へ向けて今後さらなる発展・

飛躍をめざしています。

【実践事例 ：北海道】「会員拡大プロジェクト」オホーツク支部

　北海道の東部、北見、網走、知床に広がるオホーツク支部は、2014年度会員増加率が12.5％と全道一になり、北海道新聞にも

大きく取り上げられました。

　同支部は1982年の設立。86名だった会員は1987年には302名に増えますが、2013年1月には、193名まで減少します。「もう一

度、原点に戻って仲間を集めよう」と同友会で学ぶ意義や会員を増やす意義を議論し、そこから目標と期限を設定した「会員拡

大プロジェクト」が立ち上がります。

　自らの同友会活動での感動や経験を語り、一緒に学びあいましょうと楽しく気軽に声をかけることを確認しました。声がけの

輪が広がるにつれ、2012年度末に210名、2013年度末が240名、そして、2014年度末には270名へと会勢は目標通りに回復。2015

年度は280名となり、会員拡大プロジェクトが力強く展開されています。

　並行して取り組んだのは、中小企業経営者の経営課題把握を目的とする「アンケートプロジェクト」。その結果、「人材確保」

「競争力の強化」が地域企業の重要課題として浮かび上がりました。

　会員拡大プロジェクト活動の取り組みが発端となり、4つの地区会（紋別、網走、美幌、斜里）も見事に復活を遂げ、農業水

産部会を発展的に改組した「うまいるオホーツク」という部会が誕生し、「青年部・ 北昴輝学舎 」では会員が増加しています。
ほっこうきがくしゃ

　オホーツク支部は新潟県の面積を上回る広範囲な支部ですが、「地域を元気にしたい」という熱い郷土愛をベースに、共学と

連携の輪がたくましく育ちつつあります。

【実践事例 ：福岡】『明日を切り拓く経営者たち』―役員研修大学報告集発刊

　福岡同友会は2014年8月から12月に開催された第22期役員研修大学の報告集『明日を切り拓く経営者たち』を発刊。福岡同友

会にて数十年の会歴を持ち、会の中心となり運動を切り拓いてきた企業実践の報告集です。テーマ・報告者は、第1講「同友会

運動と企業経営は不離一体」㈱紀之国屋会長・中村高明氏、第2講「私の経営と労使見解」拓新産業㈱社長・藤河次宏氏、第3講

「経営指針と企業経営」岩田産業㈱社長・岩田陽男氏、第4講「同友会運動を経営に生かす」Ｇｃｏｍホールデングス㈱会長・

平石勝之氏、第5講は4名の報告者によるパネルディスカッションを収録しています。

　共同求人活動・経営指針成文化運動・金融アセスメント法制化運動など、同友会での学びを実践してきたこと、その結果が現

在の企業となっていることなど、同友会運動実践のエキスがつまっています。最終講では次代を担う役員へ少々辛口のメッセー

ジも送られました。同友会運動を会社経営に生かしていくうえで参考になる報告集です。

【実践事例 ：中同協】『同友会運動の発展のために』改訂

　同友会を正しく理解するためのテキストとして長年活用されてきた『同友会運動の発展のために』の第3次改訂版が発行され

ました。同友会運動50年を経て、役員や事務局の担い手が代わり、培われた同友会理念と到達点、同友会運動の各分野における

深化と課題を明確に伝えることが大切になっています。各同友会で役員のテキストとして活用されることが期待されています。

　従来の同友会理念や運動の解説、全国の同友会運動などが詳しく紹介され、新たに「同友会理念はどのように形成されたか」

という項を挿入し、理念形成の歩みを年表入りで紹介しています。また資料には「中小企業憲章草案」や全国の会員数の推移や

各同友会の設立年一覧などを追加しました。
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【実践事例 ：京都】新会員オリエンテーションステップ1、ステップ2の2回に分けて開催

　京都同友会では、2005年度より新会員向けの会員オリエンテーションをステップ1、ステップ2の2回に分けて開催しています。

ステップ1では参加者は平均80名ほどで新会員と入会候補者は20名前後参加。同友会の性格（歴史と理念）・ 鼎談 ・グループ交流
ていだん

の3段階に分け開催しています。同友会の性格では京都同友会40周年記念の映像などを視聴し大まかな同友会の方向性を知り、

鼎談では「私と同友会～会員が語る体験談」と題して3名の会員が入会の動機や困ったこと、よかったことなどを語りあいます。

グループ交流では新会員や入会候補者の質問に答える形で開催しています。名刺交換の機会も設け、所属支部以外の役員との交

流もあり、その後の支部を超えた活動への参加や、部会・委員会登録につながっています。

　ステップ2は、ステップ1を終えた会員に参加を限り、自社のビジョンや何のために経営しているのかを考えます。経営指針成

文化委員会で講師を選出し、同友会大学や「人を生かす経営」実践道場などの学びの入口と位置づけています。

　設営を担当している組織委員会では、支部の会員拡大・支部活性化・総務（オリエンテーション設営）の3部門が連携し、拡

大・活性の両面でオリエンテーションが寄与するよう努めています。また、会員が自主運営することにより理解が深まり、さま

ざまな場面でオリエンテーションの魅力を語れるようになります。そのことが新たな入会者を増やすことにつながり、京都同友

会の活性化の下支えとなっています。

【実践事例 ：香川】全研開催と40周年に向けた会員増強

　香川同友会は2016年創立40周年を迎えます。その記念事業として中同協全研の設営担当県として会員1,800名を達成すること

を決定し、全研開催と会員増強を一体として取り組みました。2015年4月期首会員数1,456名に対し、2016年4月1日に1,612名と

なり、1,600名を達成、純増156名となりました。

　増強運動で大きな役割を発揮したのは毎月行われた「会員増強デー」。この日は思い切って会員増強を進める日を設定しまし

た。また今回の増強運動の特徴では、独自の入会促進を図る「異業種交流と同友会を知る会」が開催しました。これまで同友会

とつながりのある経営者に食事をしながら、気軽に同友会のよさをゲストに伝え、会員が協力して入会を図りました。

　会員の増強は「単に会員を増やす」行為にとどまらず、支部活動の総合的な結果を反映します。会員増強運動を活性化にする

には、例会へのゲスト参加を進めていきました。増強運動が進むにつれ、支部例会へのゲスト参加が増えました。各支部が活動

方針を持ち、例会の充実と独自の入会の取り組み（同友会を知る会）を強め、1,800名の目標をあきらめることなく進めていま

す。
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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2015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

　2016年4月1日の全国の会員数は最高会勢の4万5,558名と初めて4万5,000名を突破しました。7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。（図2）

　内訳を見てみると、2015年度1年間で入会した全国

の会員は5,235名（期首対比入会率11.8％）、退会者

は4,143名（同9.3％）となりました。純増数は1,073

名となり、2年連続1,000名を超える純増数となりま

した。退会率も4年連続10％を下回りました。（図3）

　全国の会員数の推移をみると、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、2003年度以降会員数は増え続けています。

　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を活用・推進するなどし

ました。地域づくりでは2003年に中同協では中小企業憲

章を提起し、2010年に中小企業憲章が閣議決定され、地

域では中小企業振興基本条例の制定運動が広がり、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づ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。

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】2015年4月4日～4月22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2.　全国の会員数の推移

図3.　全国入退会者数
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(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おりましたが、入会数は5,235名となり

入会率は11.8％となっています。また退会者数は4,143名となりました。退会者数は年々減少する傾向があり、2014年度はじめ

て4,000名をわりましたが、2015年度は退会者数、退会率が前年度に比較して高くなりました。（図3）

　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。

(3)支部・地区―全国459支部・地区のうち、273の支部・

　 地区が純増

　全国には459支部・地区があり、273の支部・地区で純増

となり、全体の59.4％が1名以上の純増となりました（昨年

度は全体の50.6％が純増）。10名以上増強した支部は67支部

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、福島のいわき地区が

純増75名と全国トップ、北海道の道北あさひかわ支部が53

名と続いています。新支部では千葉・茂原支部が27名増と

なりました（表4）。新支部・地区以外では、佐賀の西支部

が32名から59名となり、27名純増で純増率84.4％と全国トッ

プになりました。

(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60市町村とな

り、前回調査より1つ増えました。宮城県の南三陸町が30.9％

ともっとも高くなりました。ついで北海道の浜中町が

表5.　市区町村別　対企業組織率

表4.　支部地区純増数
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30.3％、別海町が29.8％となりました。市レベ

ルでは、陸前高田市が29.2%、帯広市が19.7%、

根室市が14.6%、牧之原市が14.1%となっていま

す。（表5）

　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割減少するなかで、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1,897市区町村のうち1,472市区町村にあ

り、昨年度に比べて23市町村が増加、約77.6％

の地域にあり広がりをみせています。空白地域

は22.4％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」で掲載しています。

(5)市町村別の会員増強

　市町村別増強では、鹿児島市71名、高松市63

名、いわき市54名などで増強が進展しました。10

名以上増えた市区町村は41、全体でも581市区町

村で1名以上純増となりました。（表6）

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

　昨年度に全国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6,607回となり、昨年度より減少しました。（図

4）

　グループ討論時間は、平均で50.19分となり、

2年連続討論時間は50分を超えました（図5）。60

分としている同友会は12同友会で、昨年度より4

同友会増加しました。

　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、

45同友会でオリエンテーションが開かれまし

図4.　支部・地区などでの例会数の推移

図5.　平均のグループ討論時間

表6.　市町村別の会員純増数
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た。昨年度より2同友会増加しました。

　新会員オリエンテーションは、支部単位も含めると全国でのべ374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29回増加しています。新会員の参加率はデータのある44同友会の平均で40.8％となりました。

（2007年度394回→2008年度364回→2009年度359回→2010年度348回→2011年度328回→2012年度331回→2013年307回→2014

年度345回）

　

4、役員研修会　

　昨年度、役員研修会は39同友会で開催されました。年1回程度の開催が22同友会、複数講座やシリーズで役員研修会を開催し

ている同友会が19同友会、理事会で学習会を位置づけた同友会が11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（経営指針・ 
　  共同求人・社員教育）

　昨年度は中同協として、「人を生かす経営」を

テーマにする4つの交流会（経営労働問題全国交

流会、障害者問題全国交流会、社員教育活動全国

研修交流会、全国共同求人交流会）を開催し、そ

れぞれの分野で実践と企業づくり運動のあり方

を深めました。

　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・

障害者問題の委員会携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

　昨年度、経営指針成文化に向けた取り組みはすべての同友会（昨年は46同友会）で行われており、のべ回数では142回開催さ

れ、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3,189名となり、前年度より33名増

え、調査開始以降年々増加しています。（図6）

　セミナーの開催期間としては、最長15回を17日かけて行う同友会から、1日で成文化するというコースを別途設けている同友

会もあります。全体的には昨年に比べ、開催期間が長くなっており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」の学習を位置付けた同友会数は46同友会となり、前年度から5つ増えました。

　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』の精神を軸にした経営姿勢の確立」「経

営指針実践の段階で採用計画から育成まで一連

の流れを体系づける」「修了生の実践が進まない」

「企業変革支援プログラムの活用」などがあげら

れており、共同求人活動や社員教育活動との連携

などが求められています。

（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

72.6％と前年より2.8ポイント上昇しました(文部

　 図6.　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7.　合同企業説明会参加企業・学生数の推移
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科学省『2015年度学校基本調査(確定値)』)。2015

年のJobway参加企業は1,074社(前年比117％ )で4

年連続増加し、各同友会が開催した合同企業説明

会の参加企業数も3,073社(同142.5％ )と増加する

一方、Jobway登録学生数は1万4,748名(同91％)、

合同企業説明会参加学生数はのべ7,624名(同

91.7％）と4年連続して減少傾向にあります。（図

7）

　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）合同入社式は減少するも、新入社員研修会参加は増加

　合同入社式を行った同友会は2014年度より1つ増えて37同友会、新入社員1,204社（前年比横ばい）2,855名（同97％）と、

1,079名（同93.9％）の会員経営者が参加しました。

　新入社員研修会は前年度より1つ減って42同友会が実施し、新入社員は1,282社（前年比104.4％）3,009名（同101.1％）とな

り、実施した同友会は1つ減ったものの企業数、新入社員数ともに増加しました。その一方で、経営者の参加は927名と前年から

84名減っています。（図8）

（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2015年度、37同友会で取り組まれ、前年度より2同友会増えました。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」は前年同様16同友会で実施し、今後実施を検討している同友会は7となっています。

（5）22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、2015年度は29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

402社、学生は755名でした。

　受け入れ企業側の成果として「学生を迎える準備のなかで、大学生の新卒採用に抵抗がなくなった」「学生を受け入れること

で社内の教育プログラムの構築につながった」「企業の認知度が上がった」「学生へ中小企業の魅力を伝えることができた」「受

け入れることで新卒採用、社内教育について見直すきっかけになっている」などがあり、同友会として「行政と連携して行うこ

とで合同企業説明会など地域に若者を残す運動として展開できた」などが報告されています。

　課題としては「大学からの希望学生数に応えきれていない状況で、受け入れ企業の拡大が必要」「受け入れ企業に対してイン

ターンシップを希望する学生が少ない」「学生側はインターンシップを就職活動に位置づけ、大学側は就業体験に位置づけてい

る。そのミスマッチの解消」「受け入れ企業は憲章に謳われている人材の育成・確保を支援するための意識づけができていない、

地域貢献の意識が強い」などがあげられています。受け入れ企業が少ないというところもあれば、逆に参加学生が少ないという

ところもあり、課題は地域によって違いが出ています。

　

図8.　新入社員研修参加数の推移
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資料②

中小企業家エネルギー宣言

基 本 理 念

エネルギーシフトで持続可能な社会をつくりましょう。
 

　現在の日本社会はエネルギーの大量消費によって支えられています。しかしその一方で、日本のエネルギー自給率はわずか6％

と海外依存度が高く、国際情勢や為替などで不安定になりやすい状況です。

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

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

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

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

ます。すでに国内でもさまざまな研究が進んできています。

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

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

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

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

社会を支える役割を担う私たち中小企業家の使命です。

　原発事故から5年を経たいま、私たちはこの逆境を乗り越え、世界に向けて勇気ある行動をもってその役割を果たしていかな

ければなりません。

　中小企業憲章に謳われた「中小企業は経済を牽引する力であり、社会の主役である」との理念のもと、私たち中小企業家同友

会は、持続可能な日本・地域を次代に残すため、ここに中小企業家のエネルギーに関する基本理念を掲げ、政府にはエネルギー

シフトを実現する政策を求めるとともに、自らの実践と連携を通じて全国津々浦々で取り組みを広げることを宣言します。

2016年7月15日

中小企業家同友会全国協議会　第48回定時総会

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

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

　　

3. 私たちは、中小企業の力を発揮して、環境経営に取り組み、地域で再生可能エネルギーの創出による新しい仕事づ

　くりに取り組みます。
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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）

2015年2月3日

中同協中小企業憲章・条例推進本部

はじめに

（1）『中小企業の見地から展望する日本経済ビジョン』はなぜ必要か

　“ビジョン”とは、“理念”に基づいた「将来の構想」「未来像」を意味します。今日の日本経済は、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、地域の疲弊など多くの構造的な問題を抱えてお

り、その解決のためには日本経済の構造的・質的な転換が必要です。この構造的・質的な転換を進める上では長期的視点に立っ

た経済ビジョンが必要です。すでに、政府などからさまざまな形でビジョンや成長戦略などが発表されていますが、いずれも中

小企業重視の視点は十分ではありません。

　中小企業憲章の具体化を進める上で、中小企業重視の立場からの日本経済の「将来の構想」「未来像」＝「中小企業の見地か

ら展望する日本経済ビジョン」（以下、「日本経済ビジョン」と略称）を提起し、それにもとづいてより具体的で体系的な政策提

言を行っていくことが求められています。　

　それぞれの地域においても同様に地域経済の構造的・質的な転換をめざして、中小企業振興基本条例の制定・具体化を進める

ためにも「地域経済ビジョン」が必要になっており、「日本経済ビジョン」はそのベースになります。特に今、政府が進めてい

る「地方創生」では、各自治体に「地方版総合戦略」の策定が求められています。各同友会が「地域経済ビジョン」などを踏ま

え、中小企業重視の視点から積極的に地域振興のビジョンを提言していくことが一層重要です。

　さらに各社の経営方針（経営戦略）を検討する上でも日本や地域の“経済ビジョン”を構想し、企業としてそれにふさわしい

自社の社会的役割を考え、新たな価値を創出・提案していくことが重要です。

（2）「日本経済ビジョン」（討議資料）の位置づけ

・「日本経済ビジョン」では、長期的な日本経済の方向性を明らかにしていきます。それを踏まえながら、当面する具体的な政 

　策課題などについて毎年の「国の政策に対する中小企業家の要望・提言」、その時々の政策提言・アピールなどにおいて発信 

   していきます。

・討議資料「中小企業家エネルギー宣言（案）」のように、今後必要に応じて各分野・テーマでのビジョンや宣言などを検討し、 

　発表していくことも考えられます。政策要望や「地域経済ビジョン」、各分野のビジョンや宣言などの論議が、「日本経済ビジ 

　ョン」の充実にもつながります。

・討議資料として今後も引き続き意見を募り、必要に応じて随時加筆・修正をしていきます。また参考資料・データなども検討 

　し、随時発表していきます。

（3）「日本経済ビジョン」の理念は何か

　中小企業憲章の制定を求める過程で、学習と論議を繰り返しながら中小企業家同友会全国協議会によって2010年5月に「中小

企業憲章草案」が策定されました。「日本経済ビジョン」を構想する上では、中小企業憲章と中小企業憲章草案の両者を踏まえ

て策定していくことが必要と考えます。

　両者は、中小企業を日本経済の柱として高く位置づけていること、経済的役割だけでなく中小企業の社会的役割を評価してい

ること、政策の立案・推進・検証に当たって中小企業の声を聴くことを位置づけていることにおいて共通しています。

　また、中小企業憲章草案では、中小企業政策に限らず、経済・産業政策や社会政策など広い分野から日本経済のあり方を検討

する視点、「私たち日本国民」を主語として中小企業家も含めた国民が国づくりの主体であることを明確にした視点が提起され

ています。中小企業憲章と中小企業憲章草案に込められた理念を基礎に日本経済のあり方を検討します。

資料③

討議資料
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1．中小企業の見地から展望する日本経済の発展方向

　本ビジョン（討議資料）は、強靭な日本経済をつくるための次の「7つの発展方向」を提示し、それを実現するために財政と

投資の流れを内需拡大型に転換するための政策提言をします。

（1）多様な産業の存在と中小企業が発展の源泉となる日本経済を築こう

　経済のグローバル化や新興国の台頭などの中、これまでの日本の産業構造のあり方が「行き詰まり」を示しています。一方、

膨大な投機マネーの存在は、世界経済の不安定性を強めています。このような中では、特定の業種に過度に依存した産業構造で

はなく、第1次産業も含めた多様な業種が発展できるような産業構造とすることが、変化への対応にも強い安定した日本経済に

つながります。そして多様な産業を生み出し育てる基礎は、自営業や小規模企業も含めた多様な中小企業の存在です。

　国民の価値観やニーズが多様化する中で、さまざまな需要に対応する多様な産業や多様な中小企業が存在することが、個性豊

かな国民生活を保障する鍵となります。また多発する自然災害への対応が大きな課題となっています。そして東日本大震災など

でも明らかになったように、地域の中小企業が復興の重要な担い手となります。

　先進国経済は中小企業の成長こそが経済全体の成長をもたらすという新しい局面に入ったという見解があります。経済協力開

発機構（ＯＥＣＤ）は、先進国では「中小企業の成長が全体の経済成長の独立した源泉」であるという勧告を出しています。中

小企業が元気になり、活性化すれば、経済の健全な成長を図ることができるのです。

（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をつくろう

　生産拠点の海外移転が進むなど産業構造が変わる中、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

めざすことが重要になります。そして国内市場の安定的拡大は、勤労者の個人消費を発展させていくことが決め手となります。

　そのためには、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づくりが求められています。いま、持

続可能な経済社会の確立と新たな生活文化の創造をめざし、ＧＤＰの量的拡大の追求から、国民生活の質的向上の追求へ、日本

経済の成長の中身を変えることが大切です。それは、格差是正と公平な分配政策を実施して国民の安定した消費購買力をつくる

とともに、地域や中小企業が主役となって日本経済を草の根から活性化させる道でもあります。中小企業は、安定的な雇用を提

供し、大企業に比べて多くの雇用を創造しており、その地道な経営努力が地域や社会の安定と活性化を担っています。

　世界的には人口増加が続く中、食料とエネルギーの自給率の低さは、今後の日本経済にとって致命的リスクとなり得る分野で

す。さらに膨大な投機マネーがあふれ、原油や穀物などの価格が高騰しています。食料・エネルギーの自給率向上を図り耐久力

のある産業構造に転換する必要があります。

（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

　経済のグローバル化や人口減少などが進み、多くの地域が疲弊しています。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す。

　そのためには、行政や住民、企業が協力して「総合力」を発揮し、創意工夫を凝らし、それぞれの地域の資源を生かした仕掛

けを数多く行う必要があります。まず私たちは、自ら新しい事業領域や関係づくりに踏み出すことを重要な課題としなければな

りません。そこで焦点になるのは、地域の中小企業の連携力を強化し、地域経済・産業の自立化を追求することです。まず、自

社の周りに小さくとも堅実な市場をつくり、不況の打撃を緩和する領域を確保することが大事です。さらに、地域経済・産業も

経営環境の変化の影響を受けにくい体質に変えていき、地域内循環や多様な地域資源を活用した活性化や仕事づくり、創業を促

す環境をつくることです。そのためには、行政や支援機関、金融機関、農林水産業者、大学など教育研究機関、市民などと中小

企業の協働を促進し、地域資源と中小企業を軸にした地域経済を構築することが求められます。この協働では、中小企業振興基

本条例の必要性が鮮明になります。

　地域の知恵を集め、産業の育成、人材の養成、地域イメージの拡大のための地域連携の強化などを目的とし、地域の現状と課

題を明らかにして地域構想を示し、地域構想を実現するための方策を提言・評価するなどの取り組みが考えられます。このよう

に、行政だけでなく、地域の中小企業や住民も地域を経営する能力を 涵養 することが求められています。
かんよう

（4）エネルギーシフトで持続可能な社会をめざそう

　地球環境問題が一層深刻化し、人類全体にとって 喫緊 の課題となっています。また東日本大震災は私たちに命と暮らしを基本
きっきん

とした新しい持続可能な社会をつくること、原子力や化石燃料に依存しない社会を展望することなどの課題を提起しました。こ

れらの課題に取り組む上で大きな 要 となるのが「エネルギーシフト」です。「エネルギーシフト」とは、生活・仕事・交通・住
かなめ
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宅などにかかわる熱源や電力・燃料などのエネルギー全般について、徹底した省エネに取り組み、地域冷暖房やコージェネレー

ション（電力と熱の同時生産）システムで熱源を有効利用し、再生可能エネルギーによる地域内自給をめざすことです。これに

よって中小企業の仕事と雇用を生み出し、持続可能で質の高い暮らしと仕事を総合的に地域全体で実現しようとするものです。

　エネルギーシフトは暮らし全般に及ぶもので、単なるエネルギー転換ではなく、私たちの生活の質、豊かさを根本から見つめ

直すものであり、「生活文化の変革」を伴うものです。また地域のエネルギー自給率を高めることで、地域循環型の経済社会づ

くりや自立的な地域づくりにつながるものであり、地域社会全般の中央集権型から地域分散型への転換が鍵となります。

　そして地域分散型・地域循環型の社会に転換する上では、地域の実情に合った細やかな対応・配慮が必要なため、地域の中小

企業に新たな仕事が生まれ、新たな雇用が発生することにもつながります。また、住民参加型のコミュニティーをめざした都市

計画が必要であり、地元行政や研究機関・中小企業家・市民などが地域ビジョンを共有することが重要であり、中小企業家や市

民の自発的な行動が鍵を握ることになります。

　エネルギーシフトの取り組みは、ヨーロッパ各国などでも進められており、日本でも今後の国づくり、地域づくりの柱として

位置づけていくことが求められています。

（5）若者が人間らしく学び、働き、生きることができる労働環境をつくろう

　今、若者（15～24歳）の2人に1人が非正規雇用で働き、若者の貧困化が進んでいます。国内の需要減退、少子化の進行、社会

保障費の増大につながる重大問題です。解決のために公正な労働環境が重要です。非正規でも人間らしい暮らしができるよう、同

一価値労働・同一賃金の原則に基づいて賃金が改善され、失業保険や社会保険の面でも不利にならない措置が求められます。

　人を使い捨てる企業でなく、「人を生かす」企業が求められます。人間らしく学び、働き、生きる権利が保障される場として、

中小企業が注目され、選ばれることが大事です。中小企業は地域住民やお客様とのかかわりのなかで働きがいを感じ、職業的・

人間的能力を向上でき、仕事と生活のバランスを両立できる場です。

　また、中小企業は、女性や高齢者、あるいは、障害者や外国人が働く場を多く提供しています。一人ひとりが持てる能力を発

揮し、ともに支えあい、社会的な存在意義を実感できる場をつくることは、共生社会の実現に向けて多大な貢献となります。

　一方、中小企業の努力と同時に、学校から企業への移動の仕組みの改善も求められます。一部の大企業に有利な新卒一括採用

慣行を改め、欧米諸国でみられるような、卒業後に求職者支援のセーフティネットの下で、多様な適職探索・就職活動を行うこ

とを前提とし、ゆるやかに学校から企業に移行していくあり方は、中小企業に適合的でメリットがあります。日本で2011年に始

まった「求職者支援制度」（雇用保険を受給できない人を対象に職業訓練によるスキルアップを通じて就職を支援する制度）を、

中小企業の現場で活用するなど発展させることが考えられます。

　また、健全な労働観と職業観を育て、職業技能の養成のため、学校での職業教育を抜本的に充実させることも大事です。企業

家を生み出す教育も求められます。職業教育訓練校との連携や、中小企業へのインターンシップが有効です。高等教育機関はそ

れぞれの学問の自由と運営の自治を大事にしつつ、地域産業・中小企業に目を向け、専門分野をどのように職業に結びつけてい

くのか出口戦略を持つことが重要です。

（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

　大企業の日本経済に果たしている役割の大きさは、言うまでもありません。しかし経済のグローバル化が進む中で、大企業の

行動が必ずしも地域経済や国民生活、そして中小企業の利害とは一致しない場合も増えてきています。最近では、世界的にも国

連の『グローバルコンパクト』『ビジネスと人権に関する指導原則』など、人権・環境・労働・地域社会などに対する企業の社

会的責任を国際的に共通する課題として位置づけ、特に多国籍企業に対して企業の社会的責任を遵守することを促進する動きも

強められています。

　日本経済の発展を図るためには、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、大企業の自発性の尊重と国際条約などを含む法的規制の結合により推進していくことが重要で

す。法的規制としては、アメリカのローカルコンテンツ法（外部からの進出企業に対して域内からの原材料の調達を義務づける

もの）、工場閉鎖規制法（企業が一方的に工場閉鎖することを規制するもの）などが参考になります。

　さらに、公正・共生の政策環境を整備する課題があります。公正・共生とは、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っていく課題です。すべてを自由競争にゆだねる市場万能主義

を克服し、市場本来の公正な競争を実現するルール・制度を確立し、人間としての尊厳が守られ、命をはぐくむ共生型経済社会

を建設していく課題に取り組むことが求められています。

　中小企業の立場からは、取引・競争上の不利是正と不当な取引慣行の是正、健全な競争ルールを確立することをめざすことで

す。健全な企業家精神を発揮して経営をしている中小企業の自助努力が生かされ、中小企業の自立的発展を促進するような経営
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環境が求められます。

（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・産業づくりを進めよう

　日本の産業がめざすべき方向の一つは、食品や繊維、皮革工芸品、家具など軽工業製品分野の欧州製品などに優れる「ブラン

ド力」を持つことです。アジアに豊かな階層が大量に出現してきたときに、彼らが欧州ブランド製品を買うのか、日本製品を買

うのか、日本の置かれている国際競争はそういう競争とも考えられます。世界に通用し、歓迎される製品のクオリティーとデザ

イン、ブランド力を獲得できるか、ここに日本経済の将来がかかっているとも言えます。その意味では、洗練された欧州製品を

生み出す成熟社会であるヨーロッパに学ぶことが大事です。

　ブランド構築では、欧州は企業理念や地域の伝統・文化をブランドの根幹と考えている傾向が強いといわれています。この点

では、欧州流のブランドの考え方は、中小企業の仕事づくり・地域づくりに適合的です。

　この「仕事づくり」に当たって最も重視すべきことは、自社は何のために存立するのか、どのように社会に役に立つ存在なの

か、企業存立の原点・意義に立ち返りながら本業を深く見直していくことです。このような市場創造の方向を具体化するに当た

って解決すべき大きな問題は、自社の限られた経営資源をどのように有効活用して買い手のニーズに応えていくかです。そのた

めには、さまざまなレベルのネットワークという相互協力関係を必要に応じて、柔軟にかつ縦横に築き上げなければなりません。

もちろん、連携する各社が独自性や自立性のある経営体質に向かって常に経営努力を積み重ねていることが前提になります。

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

　上記の「七つの発展方向」を実現するためには、財政と投資の流れを内需拡大型に転換することが必要です。そのための五つ

の政策を提言します。

（1）公正な税制の実現、債務管理型財政改革と国民生活の基盤の安定を

　国債残高はＧＤＰを大きく超えており、短期間に返済することは不可能です。毎年の国債発行額も巨額であり、国債依存度は

40％を超えており、すぐ減らすことはできません。しかしもう一方では、国債を国内で消化できているという状況もあります。

中小企業憲章草案（中同協発表、2010年7月9日）では「公正な税制を設計し、適正な財政を実施する」と述べています。「適正

な財政を実施する」とは、国民生活を支える財政の任務を果たしつつ国債の適切な管理を含め安定的な財政運営を行うことです。

　今、採用すべき財政再建のあり方は、これ以上財政赤字を増やさないが、すぐには財政赤字を返さないという政策、つまり一

種の債務の「凍結」に近い状態をつくり出し、時期を限定せずに長期間で財政赤字を返済していくという「債務管理型財政改

革」にならざるをえません。

　その基本スタンスは、①債務を増やさない、②債務の利払いをしていく、③国民生活に必要な公共サービスを出すという財政

の任務を果たす、④インフレーションや金利上昇が起こらないように国債を適切に管理することです。

　また、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することを財政再建の柱にすべきです。

中小企業も「法人税を払える中小企業」になる努力が求められています。現在、7割超が赤字企業になっていますが、例えば20％

の企業が黒字化して税金を払えるようになることでも、かなりの税収増となります。

　このような税・財政改革を進めた上で、財政の内容を生活安定優先の内需拡大型に向けた運営に変えていくことです。日本の

財政危機の深化の背景には、日本経済の長期停滞があります。日本経済の再建・安定のためには、なによりもまず内需の自立的

な拡大好循環の再構築が必要であり、医療・介護の充実や無償化、雇用、年金、教育制度（教育費の無償化含む）といった国民

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とともに、経済全体を揺るがす 野放図 な金融投機に対する規制を
のほうず

強化するなどの措置が不可欠です。

　もちろん、財政改革だけで長期停滞から脱出することは難しく、雇用の拡大・安定や前向きの設備投資が順調に拡大する状況

が望まれます。中小企業の新しい仕事づくりへの挑戦を支援するとともに、大企業に巨額に蓄積された内部留保の一部を設備投

資や雇用、賃金の改善などに活用されるように誘導するような政策、経済改革が必要になっています。

（2）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

　私たちが社会資本整備で望むのは、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

づくりにつながる発注体制を構築することです。しかし、1990年代までのような公共事業の量的拡大を期待することはできませ

ん。また、少子化対策は万全に整えるべきです。それでも日本においては、人口が爆発的な伸びを示した20世紀のような時代が

再来することはありません。これからは、人口が減っても生活の質を維持・向上させるために、どのような政策が必要かを考え
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るべきです。

　重要なことは、人口や産業の減少に対応して、計画的に都市を縮小させ、人口や産業の減少が人々の生活の質を下げないよう

にすることです。さらには人口減少を利用して未解決の都市問題解消や暮らしに根ざした仕事を生み出し、地域住民の生活水準

を上げることです。そうすることで、地域に新しい産業を興し、さまざまな問題を解決する可能性があります。

　具体的には、防災対策を重視しつつ、①減築など建物の規模を小さくしたり、空き家の活用を進める、②市街地の計画的な縮

小を進め、それに沿った効率的なインフラの更新を行う、③自然環境の再生を図り居住環境の快適化を進める、④景観の再生を

図る、⑤少人数対応の小型バスやどこでもフリー乗降のコミュニティーバスなどの公共交通を整備する、⑥地域コミュニティー

の形成と住み続けられるバリアフリー整備や住宅改修、⑦地域内再投資を促進させる政策を打ち出し地域の経済循環を促進させ

ることなどが検討されるべきです。

（3）産業の進化と多様化で新たな発展軌道へ　～デフレと雇用不安の克服を

　近年、環境・エネルギー、健康、観光・地域活性化などが今後の成長分野として期待されています。確かに、このような分野

は潜在需要が大きく有望な産業です。しかし、21世紀の有望な産業分野の潜在需要を顕在化させるためには次の条件を満たさな

ければ世界標準となるような産業に育たないでしょう。

　一つは、多様な需要に応えて常に新しい事業・産業を生みだす豊饒な土壌となってきた中小企業が元気になり、多様な分野で

活躍できるよう国をあげて支援することです。二つには、生活を安定させ、質の高い製品やサービスを消費できる持続的な所得

増が欠かせないことです。三つには、産業の発展が人々の豊かな暮らしに結びつくメカニズムを確立することです。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です。「国民一人ひとりを大切にする豊かな国づくり」を実現するため

には、働く場である産業を高付加価値型に変えていくことが必要であり、働く人々も、知識社会に対応できる労働者に変わって

いく必要があります。

（4）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

　リーマンショックおよびその後の国際金融危機は、世界中で一国の経済規模をも 凌駕 する過剰な投機的金融活動が行われたこ
りょうが

とがその要因でした。経済のグローバリゼーションが進む中で国際的な経済活動のルールが必要になってきています。この間、国

際的合意をめざしつつあった下記の点でのルールづくりを加速させることが重要と考えます。そのためにも、中小企業を国の経

済政策の中軸に据える中小企業憲章の理念を世界各国に発信していくことが必要です。

①金融機関の投機的行動を監視し、金融機関の投資の内容やリスク情報の開示、国際的協調による一定の規制（例えば為替投機

　を抑制するために為替取引に課税する「トービン税制」など）を行う。

②ＯＥＣＤで検討されていた「有害な税の競争」に対する規制、すなわちタックス・ヘイブンを利用した課税逃れや各国での法 

 　人税の税率の引き下げ競争、特定の産業、特定の取引形態への租税優遇措置などへの規制を行い競争のルールを確立する。

③国際労働機関（ＩＬＯ）の「ディーセント・ワーク」（働きがいのある人間らしい仕事）のイニシアチブを擁護・普及し、国 

　際的な競争が労賃の引き下げ競争にならないよう一定の規制を各国が行うようにすること、特にアジアにおいて進める。

（5）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

　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、次のことを要望します。

①中小企業憲章を国民の総意とするため、国会決議をめざすこと。

②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な 

   どを進めること。

③中小企業担当大臣を設置すること。

おわりに　～21世紀型中小企業づくりが「日本経済ビジョン」実現の力

　今日のように社会環境が激変する時代には、中小企業は経営環境に受動的に適応するだけでは間に合いません。企業活動を社

会環境のなかに組み込み、環境を変えることができるような条件を創り出す、環境創造型の企業づくりが求められています。同

友会運動が提唱する21世紀型中小企業づくりの努力が基礎にあってこそ、環境を変える力が生まれます。「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、地域で仕事と雇用をつくり、自ら景気をつく

る気概をもち、１社１社が中小企業発展のモデルとなっていきましょう。
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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④
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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。⑤中小企業庁の移転などそのあり方にか

かわることは、中小企業の声を聞き、慎重に検討すること。

(2) 中小企業憲章の理念の実現の具体化のために毎年、中小企

業重視計画と実現事項の検証を行うこと。

(1) 2017年4月からの消費税率の 10％の引き上げは、再び消費

の停滞を招き不況のさらなる長期化を導くことになる。ま

た複数税率が導入されれば事務負担は膨大なものとなり、

ことさら中小・小規模企業に傾斜的に重いものとなる。経

済再生を最優先し、消費税率の10％の引き上げを凍結する

こと。

(2) 恒久的に所得1,500万円まで11％（資本金1億円未満）の中

小法人税率の導入を提案する。

(3) 外形標準課税の対象企業を資本金1億円以下に拡大しない

こと。固定資産税・都市計画税は担税能力に応じた方式に

すること。償却資産税は、免税点方式ではなく基礎控除方

式とし、現行免税点（150万円）を倍程度に引き上げるこ

と。

(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など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

となっている。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べきである。

(1) 中小企業の新たな仕事づくりのため、官民が協力して必要

な市場・産業を生み出す「需要創出のための中小企業政策

会議（仮称）」を広範な中小企業の参加で設置すること。ま

た、地域の大学や試験研究機関などを効果的に連携させ、

中小企業の開発・事業化に対応できる体制の構築とそれを

担う産業人材育成を推進すること。

(2) ジェトロにとどまらず政府各省庁をあげて中小企業の海外

展開のための現地の法律・税制・市場に通じたさらなる専

門家活用への支援、海外見本市・展示会の拡充など進める

こと。現地企業の的確な信用情報が得られる態勢を整える

こと。

(3) 観光の価値を医療・介護予防の効果的な価値に引き上げる

ことを通じて、観光振興をユニバーサルツーリズムの視点

から再認識すること。中小企業におけるインバウンド需要

の取り組みの支援を拡充するとともに、新たな観光産業の

育成をめざすこと。

(1) 厳しさを増す不況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

2017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

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

2公正・公平な税制をめざして

4安心して働ける

社会保障・労働環境の整備を
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は悪化し、保険料率は10％（全国平均）で推移している。

また、大企業の健保組合や公務員の共済組合との格差も拡

大している。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) 年金制度の抜本的見直しにあたっては、膨大な積立金の運

用実績の情報公開を徹底して行うなど、現在の年金制度の

問題点を具体的に国民に明らかにしながら、その積立金の

取り崩しも含め、年金、医療、介護保険など安心して働け

る社会保障制度全体をどう構築していくか、早急に提言す

ること。

(1) 中小企業憲章にもとづき、中小企業についての正確な認識

が図られるように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) 日本のものづくりの機能を保全するため、中学校以上の教

育に、技術・技能教育を積極的に取り入れること。オース

トラリアは1990年代後半以降、中等学校の中に職業教育訓

練の科目を設置し、現在、連邦全体の中等学校の9割以上が

設置している。外部の職業教育訓練機関との連携を検討す

ること。

(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。

(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) エネルギー政策を大転換し、エネルギーシフトで原子力・

枯渇性資源に依存しない持続可能な社会を創造すること。

電力事業体制は中央集権型から地域にある資源を活用して

分散型エネルギー生産の戦略を重視した体制に移行するこ

と。省エネ住宅など徹底した省エネの追求とコジェネレー

ションや地域冷暖房、再生可能エネルギーによる自立など

都市計画が合体したエネルギーシフトを追求し、中小企業

の仕事づくりにつなげること。

(3) エネルギーの需要を合理的に制御する「エネルギーマネー

ジメント」を家庭や中小企業が利用できるようにすること。

そのためのエネルギーパスの導入、スマートメーターの導

入促進、スマートグリッド（次世代送配電網）を構築する

こと。また年間のエネルギー消費量がおおむねゼロになる

「ゼロ・エネルギー住宅」の普及促進を図り、中小企業の

仕事づくりにつなげること。省エネ住宅へのリフォーム支

援を実施すること。

(1) 金融庁で「金融機関の金融仲介能力の指標化」の検討が進

められている。当会ではかねてより金融アセスメント制度

を提唱しており、それらを含めて広く中小企業の声が反映

された制度とすること。

(2) 「経営者保証に関するガイドライン」の周知を図るととも

に、ガイドラインの活用にかかる参考事例集を普及するな

ど、個人保証に依存しない融資についてさらなる活用促進

を図ること。

6エネルギーシフトで

持続可能な社会を創造する

7「金融機関の金融仲介能力の指標化」を

実現させる

5中小企業憲章にもとづく教育環境の重視、

就職活動のルールについて
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中同協第48期（2016年度）役員名簿
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　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。

中小企業家同友会全国協議会　規約
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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17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。

規約の解釈についての内規

1、全国協議会への加入について

　規約第5条に基づき、所定の加入申込書を提出し、中同協幹事会の承認をもって、加入が決まる。（第38回総会）

2、中同協の機関構成と役員選出の内規

総　会 　　（1）中同協幹事と代議員により構成される。（第5回総会）

 　　（2）オブザーバーの出席は認められる。（第38回総会）

 　　（3）代議員は各地同友会であらかじめ選出する。（第47回総会）

総会代議員　（1）各地同友会の代議員数はそのつど幹事会で確認する。（第38回総会）

 　　（2）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つ。（第38回総会）
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 　　　　（3）代議員は各地同友会であらかじめ選出する。（第47回総会）

中同協幹事会 （1）会長、幹事長と幹事によって構成される。（第38回総会）

 　　 （2）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る。（第5回総会）

  （3）各地事務局長は、幹事を補佐するために出席することができる。（第5回総会）

  （4）監事は幹事会への出席が義務づけられる。(第38回総会)

幹　　　事 （1）各地同友会の正式機関によって選出される。(第38回総会）

  （2）数は各地同数3名とする。(第5回総会）ただし、前期幹事会が必要と認めた場合、幹事の数を増やすこと

  　　ができる。（第18回総会・第4回幹事会）

  （3）前期幹事会の推薦により員外から選出できる。(第16回総会・第4回幹事会）

副会長  （1）幹事会が定めたブロック体制にしたがい、その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

  　　から総会で選出する。（第5回総会）

  （2）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。(第3回総会）

  （3）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る。(第38回総会)

会長  （1）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、総会で選出する。(第5回総会)

監事  （1）数は３名以内とする。(第38回総会)

  （2）会計監査および総会、幹事会が規約にもとづき適正に行われているか監査し、総会に報告する。(第38回

  　　総会)

役員の任期 総会から総会までとする。（第8回総会・第1回幹事会）

役員選考委員会 役員選考委員会は幹事会が指名する。

  役員選考委員会の構成は各ブロック1名とする。

  役員選考委員会は次期役員候補を選考し、幹事会に提案する。

  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する。（第22回総会・第4回幹事会）

3、分担金について

規約第5条にもとづく分担金の月額は、

団体割300名以下1,000円、301～400名は6,000円、401～500名は15,000円、501～700名は25,000円、701～1,000名は37,000円、

1,001～1,500名は50,000円、1,501～2,000名は60,000円。2,001～2,500名は70,000円、2,501～3,000名は80,000円、3,001名以上は

100,000円とする。(第47回総会・第4回幹事会、2016年10月1日より実施）

団体構成員（会員）割当額200円（第15回総会・第2回幹事会・1984年4月1日より実施）と定め、その合計額とする。

団体構成員の数は、各四半期ごとの期首における申告数とし、分担金は、四半期ごと（3カ月ごと）に一括請求するものとする。

4、副会長の任務・役割について（第8回総会・第1回幹事会）

（1） 副会長はつねに会長を補佐する。

（2） 副会長は幹事会に出席し、執行責任を分担する。

（3） 副会長はその者を選出した地方ブロック内の同友会の、全国協議会に関する活動について会長に代わり中同協を代表 

 し、　そのブロックに責任を負う。（第12回総会）

（4） 員外幹事より選出された副会長は、正副会長会議の合意にもとづき、主に関係省庁および関係諸機関との折衝窓口を分

 担する。(第38回総会)

5、正副会長会議の構成と役割について(第38回総会)（第42期・第4回幹事会）

（1） 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する）で構成する。相談役幹事が加わることができる。

（2） 同友会運動の課題及び会長、幹事長、専務幹事、監事、名誉役員の推薦について協議する。

（3） 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する。

6、三役会の構成と役割について（第38回総会・第4回幹事会）

（1） 会長、幹事長、専務幹事（不在の場合は事務局長が代行する）で構成する。相談役幹事が加わることができる。

（2） 中同協の運動全体および事務局の日常業務を協議する。

7、中同協事務局次長会議をおく。運営の細則は別途定める。（第40回総会・第3回幹事会）
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中同協事務局次長会議細則（第40期第3回幹事会）（第42期第3回幹事会）

1、役割

（1） 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。

（2） 全国事務局長会議及び各ブロック事務局長会議の企画・運営を行う。

（3） ブロック担当副会長と協議し、ブロック活動の推進を図る。

（4） 同友会理念の創造的発展のための研究、提案を行う。

（5） 全国の事務局の機能強化への支援を行う。

（6） 中同協専任事務局体制への支援を行う。

（7） 中同協事務局長推薦を正副会長会議に行う。

2、メンバー構成

（1） ブロック毎に1名、他に必要に応じて幹事長の推薦により専務理事および事務局長から増員することができる。

（2） 中同協専務幹事、事務局長、事務局次長は構成員に加わる。

（3） 会議には、専務幹事（不在の場合は事務局長）の要請により、課題との関係で必要な部署の中同協事務局員及び各同友

 会事務局長は参加するものとする。

3、メンバーの選出方法及び任期

　　各ブロック事務局長会議で互選し、幹事長推薦と併せて中同協幹事会で承認する。

　　任期は1年とし、再任は妨げない。

4、主催

　　中同協専務幹事（不在の場合は事務局長）が主催する

＜参考資料＞

中同協への他団体からの共催・協賛・後援などの申し入れに関する規定
2011年1月14日

中小企業家同友会全国協議会　第42期第3回幹事会

（目 的）

第1条 この規定は、中小企業家同友会全国協議会(以下中同協と言う)に他団体や会員などから各種行事や映画、演劇などにつ

 いて共催・協賛・後援などの依頼があった場合に、その依頼に対する対応について定めるものです。

（定 義）

第2条 共催・協賛・後援などの定義を次のように定めます。

（1） 共催は、中同協が行事の企画・運営に深く関与する場合とします。

（2） 協賛および後援は、依頼行事へ中同協の関与が広報活動などの協力程度の場合とします。協賛か後援かは依頼元の定義

 に従うものとします。

（共催・協賛・後援活動内容）

第3条 共催・協賛・後援活動については、原則として金銭的・人的支援は行わないものとします。金銭的・人的支援を含む連

 携活動の依頼への対応については、幹事会に提案、審議し、決定することとします。本決定により、対応に関する各同

 友会の自主的判断は妨げません。

（決定体制）

第4条 中同協に依頼のあった共催・協賛・後援活動を認めるかどうかについては、中同協三役会(以下三役会と言う)において、

 第5条の認定基準にもとづき認定審査(以下審査と言う)を行い、結果を幹事会に報告し、承認を得るものとします。

 2、各専門委員会などに依頼のあった連携活動については、認定基準にもとづき当該委員長が判断するものとし、その

 　  結果は担当幹事を通じ、幹事会に報告し、承認を得るものとします。

（認定基準）

第5条 次の項目のいずれかに該当すること。

（1） 中同協の活動と整合しているか、または連携していること。
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（2） 中同協の活動に貢献すること。

 ただし、次の項目のいずれかに該当する場合は認定しません。

（1） 共催・協賛・後援内容が、他団体の営利活動に大きく寄与することが予想される場合。

（2） 共催・協賛・後援内容が、公序良俗に反している場合または反すると予想される場合。

（例外措置）

第6条 共催・協賛・後援などの依頼が、毎回継続的で内容が同一である場合は、三役会を通さず、専務幹事（不在の場合は事

 務局長）による認定とすることができます。その場合、専務幹事（不在の場合は事務局長）は三役会に報告し、三役会

 から幹事会に報告し、事後承認を得るものとします。

（改 廃）

第7条 本規定の改廃は、三役会が起案し幹事会が承認します。

　"付　則"　本規定は、制定の日から実施します。

　"付　則"　本規定は、2015（平成27）年7月9日第1回幹事会より一部改正して即日実施します。

中同協次期会長、幹事長候補を選出する小委員会で協議した申し合わせ事項について
2006年8月23日

中同協　正副会長会議

中同協会長、幹事長を選出するにあたっての選考基準を次のように申し合わせます。

1、会長、幹事長候補のどちらかは、首都圏（南関東）地区の同友会から選出することがのぞましい。

2、会長、幹事長候補は、次の基準を満たす方が望ましい。

　　①　同友会理念をよく体得し、人格、識見ともに優れ、全国的なリーダーとしての信望を集められる方。

　　②　同友会と共に企業を発展させ、同友会がめざす企業づくりについて、自分自身の経営体験を熱く語れる方。

　　③　一定の会歴を持ち、同友会運動に深く専念され、各地同友会の代表的役員（正副代表理事など）を経験している方。

　　④　全国行事および各地同友会の例会等で講演し、中同協幹事としても活躍されてきた方。

　　⑤　年齢、体力ともに全国の同友会運動のリーダーに立つにふさわしく、ある程度、時間的余裕をつくれる方。

中同協主催の全国行事を行うにあたっての財務に関する申し合わせ事項
2016年3月9日

中小企業家同友会全国協議会　第47期第4回幹事会

中同協主催の全国行事を行うにあたっての財務方針を次のように申し合わせます。

1、予算編成について

　　①　予算は中同協と協議のうえ、設営担当同友会が編成し、中同協幹事会の承認を得るものとします。

　　②　予算の編成にあたっては、過去の事例に学びながら、参加費収入による独立採算を基本とし、過度な参加目標を立て 

　　　　ず、必要な経費を確保しながら最大の効果を生み出す内容となるよう創意をこらします

　　③　必要に応じて中同協より設営同友会へ準備資金として仮払金を給付します。仮払金は会計報告時に中同協に戻します。

2、予算の執行について

　　①　予算の執行は、中同協から設営同友会へ委託することを基本とし、設営担当同友会の責任において、執り行われます。

　　②　但し、実行途上で予算の組み替えなど必要が生じた場合は、そのつど中同協と設営担当同友会との協議のうえで進める 

 ものとします。

3、決算について

　　①　決算については設営担当同友会にて、会計監査を受けた会計報告書を作成し、中同協に提出するものとします。

　　②　決算についての責任は中同協が負うものとし、設営同友会から提出された会計報告にもとづき中同協にて決算報告書を 

 作成し、中同協幹事会で承認を得るものとします。

剰余金については新たに設けた全国行事特別会計に繰り入れるものとします。
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4、中同協が主催する他の全国行事についても、これを準用するものとします。

2013年3月23日中同協第45期第2回常任幹事会の申し合わせ事項より改訂

2008年3月28日中同協第39期第2回常任幹事会の申し合わせ事項より改訂

1997年3月26日中同協第28期第2回常任幹事会申し合わせ事項より改訂

ブロックおよび複数同友会の合同行事の開催に関する申し合わせ事項
2015年6月3日

中小企業家同友会全国協議会三役会

　同友会活動が活発になるなか、さまざまな課題や要望にもとづいて都道府県の枠を超えた交流が行われてきています。近年で

は意欲的な役員同士が意気投合し、複数の同友会の課題別組織（委員会、部会など）による合同例会や交流会、中同協の地域ブ

ロックを冠した行事が取り組まれるようになりました。

　これらの行事が、開催趣旨に則して円滑に準備・運営が行われるよう、以下のように申し合わせを確認し、取り組みを進めて

いくこととします。

※以下、「合同行事」とは、複数の同友会による合同例会や交流会などのこと、「関連する同友会」とは合同で開催する際に連名

となる同友会で、「参加同友会」とは参加対象となる同友会のこと、「ブロック行事」とは中同協の地域ブロック名を冠した行

事のことを言う。

※全国行事参加登録システム「Netpro」とは、各同友会事務局が簡便にweb上で全国行事に参加者を登録し、開催地が参加管理

できる仕組み。中同協が管理運営。

1、主催者

1）　合同行事は、設営する同友会を主催者とし、基本的な管理運営も設営同友会が行い、案内リーフは関連する同友会の連名で

作成し、参加同友会で案内します。

2）　ブロック行事は、当該ブロックを主催者とし、運営は設営する同友会が行います。副会長が招集し、ブロック担当中同協事

務局次長が調整します。

2、開催の決定

1）　合同行事は、主催する設営同友会で理事会承認を得るものとします。設営同友会以外の関連する同友会でも、理事会の確認

を得て対応を進めます。また、開催決定時には関連する同友会の役員や事務局が同席し、同友会の役員間、事務局間で役割

分担を確認します。

2）　ブロック行事はブロック代表者会議で承認を得、ブロック事務局長会議で役割分担を確認することとします。課題別の行事

の場合、当該課題別組織のない同友会の意見を尊重し、開催決定後も呼びかけが強制にならないよう配慮します。

3、企画内容

1）　合同行事、ブロック行事とも、関連する同友会の当該組織やブロックで開催意義や企画内容を十分議論し、同友会の目的と

理念に沿ったものとします。

4、運営

1）　合同行事は、会員の自主運営を基本とし、関連する同友会の役員間で役割分担し、事務局が必要に応じてサポートします。

全国行事参加登録システム「Netpro」の利用は任意とし、参加登録は事務局経由で行います。当日開催地で集金しない場合

は、参加同友会の事務局の集金代行業務も発生しますので、あらかじめ参加同友会の了解を得てください。

2）　ブロック行事は、関連する同友会の役員間、事務局間で役割分担します。必要に応じて、全国行事参加登録システム「Netpro」

を利用します。

3）　別途「全国行事開催にあたって留意すべき事項」を参照し、規模に合わせて対応します。

5、会計処理

1）　合同行事は、予算管理および決算処理、会計監査は開催地の同友会が責任を持って行うこととし、関連する同友会に報告し

ます。独立採算制とし、予算には必要に応じて同友会事務局の事務経費も計上し、剰余金（不足金）の処理は関連する同友

会で決めます。
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都道府県名地方割ブロック割

北海道北海道ブロック

青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島東北ブロック

茨城・栃木・群馬

埼玉・千葉・東京・神奈川

山梨・長野・新潟

北関東地方

南関東地方

甲信越地方

関 東・甲 信 越 

ブロック

富山・石川・福井

静岡・愛知・三重・岐阜

北陸地方

東海地方

中日本ブロック

滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山関西ブロック

鳥取・島根・岡山･広島・山口中国ブロック

香川・徳島・愛媛・高知四国ブロック

福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

沖縄

九州地方

沖縄地方

九 州・沖 縄 

ブロック

表7.　地方ブロック割

2）　ブロック行事は、予算管理および決算処理、会計監査は設営する同友会が責任を持って行い、ブロック代表者会議に報告し

ます。独立採算制とし、予算には必要に応じて同友会事務局の事務経費も計上し、剰余金（不足金）の処理はブロック代表

者会議で決めます。

6、本申し合わせに沿わない場合

1）　本申し合わせに沿わず、設営同友会の役員会やブロックの役員会で承認されていない活動は、従来通り有志による任意の活

動とします。活動を妨げるものではありませんが、同友会としての公式行事ではないので、各同友会及び中同協の事務局は

対応いたしません。


