
中小企業憲章・条例推進月間、中小企業魅力発信月間キックオフ

中小企業家同友会全国協議会 

東京都千代田区九段南 4-7-16 市ヶ谷 KT ビル 3F 

電話 : 03-5215-0877 

FAX : 03-5215-0878 

https://www.doyu.jp/ 

主催：中小企業家同友会全国協議会（中同協） 

後援：中小企業庁、中小企業基盤整備機構 

日 時：6 月 3 日（金） 13：00～17：00
開催方法：オンライン（YouTube ライブ配信） 

 https://youtu.be/uEunfDXOukc 
対 象：同友会会員、自治体、金融機関、学校関連など幅広く 

会 費：無料 

スケジュール

〈第 1 部〉 13:00～14:20 

オープニング/開会あいさつ/趣旨説明

来賓あいさつ（経済産業委員長、中小企業庁、中小企業基盤整備機構） 

基調講演（60 分） 

慶応義塾大学経済学部教授 植田浩史氏 

〈第 2 部〉 14:30～15:30 

実践報告（3 名×20 分） 

川中英章氏（㈱EVENTOS 代表取締役、中同協共同求人委員長） 

橋本久美子氏（㈱吉村 代表取締役社長、東京同友会代表理事） 

松田泰幸氏（㈱平野 代表取締役、愛媛同友会理事） 

〈第 3 部〉 15:40～17:00 

国会各政党、中小企業団体、労働団体からのコメント 

  まとめ/エンディング 

ガイドブック 

https://youtu.be/uEunfDXOukc


 

＜中小企業魅力発信月間キックオフ行事の趣旨＞ 
 

 「中小企業憲章」が2010年に閣議決定され、中同協として中小企業憲章の普及・活用のために、2012

年から毎年 6 月にキックオフ会議や懇談会などを実施するとともに、中小企業憲章の具現化に向けた政

策提言を行うなど、関係省庁や政党、他団体との懇談も行ってきました。 

 2019 年には政府として、7 月 20 日を「中小企業の日」、7 月の１カ月間を「中小企業魅力月間」とし

て、中小企業・小規模事業者の魅力発信に関するイベントを官民で集中的に実施することを決めました。 

 中同協では今年度は「中小企業魅力発信月間」および「中小企業の日」のキックオフ行事をオンラインに

て実施することにしました。 

 本企画を通じて、中小企業の魅力を広く知らせるとともに、中小企業・小規模事業者の存在意義や魅力

等に関する正しい理解を醸成する機会にするものとします。 

 

 

 

＜開催目的＞ 
 

1. 中小企業の社会的役割を示し、経営者及び中小企業で働いている人が中小企業に誇りを持てるよ

う、中小企業の魅力を発信する機会とする。 

 

2. 国民や自治体、金融機関、学校などが中小企業の重要性や役割を認識し中小企業の社会的地位向上

に資する場とする。 

 

3. 同友会の取り組みを知らせるとともに、本企画が中小企業の経営環境改善につながる場とする。 

中小企業魅力発信月間、中小企業の日 
 
●中小企業の日とは 

中小企業・小規模事業者の存在意義や魅力等に関する正しい理解を広く醸成する機会を国民運動として

提供していくため、定められた期間において、官民で集中的に中小企業・小規模事業者に関連するイベン

ト等を開催する取組です。 

 

●実施方針 

＜実施時期＞ 

中小企業基本法の公布・施行日である 7 月 20 日を「中小企業の日」、7 月の 1 ヶ月間を「中小企業魅力

発信月間」とします。 

＜内容＞ 

関係省庁(中小企業庁、総務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省)や、関係団体(日本商工会議所、全

国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、全国商店街振興組合連合会、中小企業家同友会全国協議

会)の協力の下、地域の中小企業・小規模事業者に関わるイベント(シンポジウム、セミナー、商工祭等)を

開催します。 

中小企業庁ホームページから 
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参加者のみなさまへ 

 
 

〇下記 URL または QR コードを読み取ってご覧ください 
 

  

YouTube LIVE 配信 URL 
https://youtu.be/uEunfDXOukc 

 
 
 

 
 

〇ご参加にあたっての留意点 

 報告者の機密保持のため、録音・録画・スクリーンショット・画面の写真撮影は禁止です。SNS へのアップなど

も内容等は特にご注意ください。 

 
 

 
 

 
 

〇アンケートにご協力ください 
 

参加者アンケートにご協力をお願いします。 

下記 URL または QR コードより専用フォームにアクセスして頂き、ご回答ください。 

 

https://forms.gle/aiZZqLKZo7rKojCr7 
 
 
 
 

 

 

 

 
〇全体総合の問い合わせ 

まずは、各同友会事務局にお問い合わせください。 

中同協事務局 メール jimu@doyu.jp Tel：03-5215-0877 

件名を「キックオフ行事の件」とし①同友会名（ご所属名） ②お名前 ③会社名 ④お問い合わせ事項 をご記

入ください。 
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基調講演 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
はじめに 
 
 
1、「中小企業憲章（2010）」の問題提起の重要性 
 
 
2、中小企業の役割と責任 
 
 
3、中小企業をめぐる経営環境 
 
 
4、頑張る中小企業 役割と責任の自覚と好循環 
 
 
 
5、おわりに 
 
 
 
  

中小企業の社会的役割を問う―2022 年の今日に求められる中小企業― 

植田 浩史氏  
慶応義塾大学経済学部教授 

中同協企業環境研究センター座長 

（プロフィール） 

1984 年 東京大学経済学部卒業。 1989 年 東京大学大

学院経済学研究科、第二種博士課程を単位取得退学。

2006 年 大阪市立大学大学院教授などを経て慶應義塾大

学経済学部教授就任。2010 年より中同協・企業環境研究セ

ンター委員、副座長を経て 2020 年 4 月より座長就任。多

くの自治体で中小企業振興基本条例の策定や振興会議に関

わり、現在も東京都新宿区、板橋区、杉並区で座長などを務

める。専門分野は中小企業論、経営史、産業史。 
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中小企業の社会的役割を問う 

－2022 年の今日に求められる中小企業－ 

 

慶應義塾大学経済学部教授 植田浩史 

はじめに 

 

１ 「中小企業憲章（2010）」の問題提起の重要性 

・中小企業の「異質多元性」 

 →中小企業のどの部分を見るかで中小企業観、中小企業政策の方向性が決まってしまう 

・「中小企業憲章（2010）」前文  

「中小企業は、経済をけん引する力であり、社会の主役である。常に時代の先駆けとして積極果敢に

挑戦を続け、多くの難局に遭っても、これを乗り越えてきた。」 

「中小企業がその力と才能を発揮することが、疲弊する地方経済を活気づけ、同時にアジアなどの新

興国の成長をも取り込み日本の新しい未来を切り拓く上で不可欠である」 

 →中小企業の役割、存在意義の重視 

基本理念 

「中小企業は、経済やくらしを支え、牽引する。創意工夫を凝らし、技術を磨き、雇用の大部分を支

え、くらしに潤いを与える。意思決定の素早さや行動力、個性豊かな得意分野や多種多様な可能性

を持つ。経営者は、企業家精神に溢れ、自らの才覚で事業を営みながら、家族のみならず従業員を

守る責任を果たす。中小企業は、経営者と従業員が一体感を発揮し、一人ひとりの努力が目に見え

る形で成果に結びつき易い場である。 

 中小企業は、社会の主役として地域社会と住民生活に貢献し、伝統技能や文化の継承に重要な機能を

果たす。小規模企業の多くは家族経営形態を採り、地域社会の安定をもたらす。‥」 

 →中小企業の積極的な側面の重視 

  中小企業の存在が日本の経済、社会、生活、文化等に重要な役割を果たす 

 →中小企業の役割の重要性を認識したうえで中小企業政策を創造していく 

 

 

２ 中小企業の役割と責任 

中小企業 

・資源を利用した経済活動 

・雇用 

・顧客（地域） 

 →経済的・社会的役割・貢献  

競争と切磋琢磨 責任 

 「中小」であるが故の問題と可能性 
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３ 中小企業をめぐる経営環境 

現在の中小企業が直面する三層の経営環境の問題 

・日本社会 人口減少、少子高齢社会、成熟社会 

・バブル崩壊以降の経済停滞（「失われた 30年」）＋新型コロナウイルス感染症 

・2020 年代の価格問題  

 

「コストダウン」「原価低減」追求＝競争力の源泉（自動車産業‥） 

材料、部品等の上昇分を含めた価格上昇の必要性 

 

 

４ 頑張る中小企業 役割と責任の自覚と好循環 

・宮城県南三陸町 業務改革→働き方改革→後継者→地域ネットワーク→新しい産業 

・北海道十勝・帯広市 地域資源の利用→地域循環、付加価値→域外への情報発信 

・大阪市 「1万円 Tシャツ」 

‥ 

 

 

おわりに 

中小企業の存在意義  

①地域に存在する 雇用、経済を動かす、地域資源を生かす 

②中小企業家 経営者としての自覚と責任  

③創造 ⇒地域経済、地域ネットワーク、文化‥ 

④地域の生活、雇用を支える 

⑤産業構造の変化を支える 新たな担い手（を支える）  

• 中小企業の可能性を生かすのは、中小企業経営の人間性、社会性、科学性  
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実践報告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1、地域に人を残す活動とは 
 
 
 
 
 
2、若者は、やりがいがあり誇りを持てる仕事を求めている 
 
 
 
 
  

【地域再生】 積極果敢な経営で未来に希望の持てる地域をつくる 

㈱EVENTOS は「From Farm To Table（農園か

ら食卓まで）」をコンセプトに、広島県安佐南区沼田吉

山地域でイタリアンレストランと、地域農家の直売所や

飲食スペースを併設した施設を展開し、食を通じて地

域の農業振興や活性化を行っています。 

主力の企業向けケータリングサービスがコロナ禍で

大きな影響を受けますが、吉山地域での農村活発化事

業の経験を生かし、ビジネスモデルの横展開として

2021 年から島根県江津市の有福温泉で宿泊と飲食

を展開し地域の再生に取り組んでいます。 

川中 英章氏 
㈱EVENTOS 代表取締役 

中同協共同求人委員長 

設立年：1988 年 

資本金：4,000 万円 

社員数：50 名 

事業内容：各種ケータリングサービス・催

事の企画運営・飲食店・産直市

場 

URL：https://www.eventos.co.jp/ 
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1、会社概要と経営理念 
 
 
 
2、2020 年、Zoom知って 3 日後の入社式で見えたもの。 
 
 
 
3、4 月 7 日 本社全員在宅勤務!?  ニーズと解決策を分ける。理念に照らして判断する。 
 
 
 
4、社員が公募?!  2027 年ビジョン「日本茶で日本を元気に!」 
 
 
 
5、挑戦と失敗はセット。振り返れば投資。 
 
 
  

 【市場創造】 業界支援で日本茶の未来を拓く 

～失敗を責めず新たな挑戦を楽しむ 

橋本 久美子氏 
㈱吉村 代表取締役社長 

東京同友会代表理事 

㈱吉村は、日本茶葉の消費が低迷する中、その魅力

を広げるためにクラウドファンディングなども活用し

て新しいビジネスモデルをつくり、全国 8000 件の取

引先へお茶の可能性を示すという大胆な市場戦略を

打ち出しました。 

ドリップ用茶器で上質なお茶の時間を楽しむ「刻音(

ときね)」や、お湯を注げばワンアクションであたたか

いお茶が飲める「リーフティーカップ」、シェイカーでた

てる「おうち抹茶」など。その源は、失敗を前提として

責めず、社員の新たな挑戦を評価してきたことにあり

ました。 

設立年：1954 年 

資本金：9,100 万円 

社員数：226 名 

事業内容：食品用（おもに日本茶・米・海苔・健康食品）

パッケージの企画、製造販売 

URL：https://www.yoshimura-pack.co.jp/ 

7



【市場創造】 業界支援で日本茶の未来を拓く～失敗を責めず新たな挑戦を楽しむ 
 

                      株式会社吉村 
代表取締役社長 橋本久美子 

 
 
 

目的:「中小企業だって捨てたもんじゃない!」を実感していただくために 
目標:「過去質問」ではなく「未来質問」で切り拓く、新しい未来のワクワクを伝える。 
 
1. 会社概要と経営理念 

 
2. 2020 年、Zoom 知って 3 日後の入社式で見えたもの。 

 
3. 4 月 7 日 本社全員在宅勤務!?  ニーズと解決策を分ける。理念に照らして判断する。 

 
4. 社員が公募?!  2027 年ビジョン「日本茶で日本を元気に!」 
 

●日本茶をドリップする茶器 刻音(ときね) 
●リーフティーカップ (茶葉入りフィルター付き紙コップ) 
●抹茶ミニシェイカーと抹茶スティック 
 

5. 挑戦と失敗はセット。振り返れば投資。 
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1、会社紹介 
 
 
 
2、なぜ薬局が SDGs？ 
 
 
 
3、平野薬局の SDGs 
 
 
 
4、続けるための仕組みづくり 

【SDGｓ】 薬局が取り組む SDGs 

～健康で環境にやさしい暮らしの実現に向けて～ 

松田 泰幸氏 
㈱平野 代表取締役 

愛媛同友会理事 

設立年：1982 年 

資本金：3,000 万円 

社員数：34 名 

事業内容：保険調剤薬局 

URL：https://www.hirano-pharmacy.co.jp 

健康は環境に大きく依存していることから、平野薬

局では2009年から環境問題に取り組んでいます。全

社員がエコ検定を受験し、エコアクション 21 の認証を

はじめ、再エネへの切り替えも進めています。その中で

薬局の目指す「健康で環境にやさしい暮らしの実現」と

は「持続可能な未来」であり、SDGs（国連・持続可能な

開発目標）の達成は理念の実現につながることに気が

つき、取り組みを本格化しています。会社での様々な

取り組みと、社員が自分事として取り組んでいる仕組

みづくりについて紹介します。 
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薬局が取り組むSDGs
～健康で環境にやさしい暮らしの実現に向けて～

愛媛同友会理事
（株）平野 代表取締役 松田泰幸

愛媛県今治市
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今治のいいところをブログで発信中

創業 ： 1980年

資本金 ： 3000万円

事業内容：保険調剤、一般用医薬品販売

健康支援業

社員数 ： 薬剤師17名、管理栄養士4名

登録販売者・医療事務14名

愛媛県今治市内に７薬局
平野薬局HP: https://www.hirano-pharmacy.co.jp/index.html

株式会社平野 概要
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5

なぜ薬局がSDGs︖

健康で環境にやさしい暮らし
（持続可能な未来）の実現

薬局が⽬指すべき本質
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社員全員がEco検定の合格をめざす
2009年 経営指針に位置付け
2010年 社員全員で受験
求⼈⾯接時、Eco検定受験を確約
2016年 Eco検定アワードユニット部⾨優秀賞
2019年 社員全員(再）受験
Eco検SEEKER 18名登録

エコアクション21の取得

2013年〜「エコアクション21」取得
「環境レポート」を毎年公表

47613.7

33941.3
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実績
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エコライフの実践

薬局業務とSDGsの紐づけ
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平野薬局のSDGs
〜本業から関連するゴールへ〜

太陽光発電⾃家消費
REアクション宣⾔

学習型企業 ESD活動
インターンシップ

⼥性の能⼒強化
ジェンダー平等促進

保険調剤＆ヘルスケア
健康⽀援

地域のネットワーク
同友会と連携

ディーセントワーク
健康経営

地域のｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰと協⼒
街づくり

あらゆる年齢のすべての
⼈々の健康的な⽣活を確保し
福祉を促進する

平野薬局の重点ゴール

薬局業務、健康⽀援など
保険調剤＆ヘルスケア
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SDGsゴール３と13のターゲット
No. ターゲット
3.1 妊産婦の健康
3.1 新⽣児・乳幼児の健康
3.3 感染症への対処 新型コロナ
3.4 若年者の精神保健＆福祉促進
3.5 薬物・アルコール乱⽤防⽌
3.6 交通事故防⽌
3.7 性と⽣殖の保健サービス
3.8 ワクチン接種 UHCに貢献
3.9 有害化学物質、⼤気、⽔質、⼟壌汚染による死亡、疾病の予防
3.a たばこの規制 禁煙相談
3.b 感染性および⾮感染性疾患のワクチンおよび医薬品の研究開発の⽀援
3.c 保健財政、保健従事者の採⽤、能⼒開発・訓練および定着の⼤幅拡⼤
3.d 健康リスクの早期警告、リスク緩和およびリスク管理能⼒の強化

SDGsの⾒える化
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続けるための仕組みづくり
年3回の全体会議

9⽉︓経営指針発表会
4⽉︓チェックの会
7⽉︓総括会議

→このPDCAを回す

経営指針にSDGsを位置づける
環境宣⾔、経営計画、環境委員会⽅針等にSDGs
を追記

社員の個⼈⽬標と17ゴールを紐づけ
経営指針書の裏表紙にもデザインした
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令和元年5⽉1⽇オープン
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空間への想い

エコショップの開設
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地域ESD活動推進拠点

えひめ消費者志向おもいやり経営

20



環境ひとづくり企業⼤賞2019

優秀賞 中⼩企業区分 受賞︕
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健康経営への取組み

キーパーソンの育成
2013年に総合事務職として⼊社
同友会に参加し社内委員会の促進に尽⼒
環境管理責任者・エコアクション21・環境レポート作成
SDGs導⼊、環境事業部⾨
消費者志向おもいやり経営
BCP、事業継続⼒強化計画
キントーン、Zohoのシステム管理
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社内で進めていくためには
・やるべきことは経営指針に明記する
→経営指針の更新で課題が⾒え、実績が少しずつ積みあがる

・主担当者（キーパーソン）をつくる
→新しいことはなるべく若⼿社員を巻き込む

・楽しくやるための⼯夫をする
→評価や実績の⾒える化し、成功体験を積み重ねる
→楽しくて興味がわけば、⼈は⾃ら取り組む

Think globally, Act locally
（地球規模で考えて、足元から行動せよ）
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