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第44回 中小企業問題全国研究集会in広島 開催！

2013年度
スローガン
全社一丸・同友会一丸で
人が生きる経営の
実践に取組み
この激動の一年を
突破しよう！

◇同友会理念◇

⃝同友会3つの目的⃝
良い会社をつくろう
良い経営者になろう
良い経営環境をつくろう
この目的実現に向けて
「地域社会と共に歩む」
中小企業の自覚をもち
「自主・民主・連帯」
の精神で企業経営と
会運営を行うことです。
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第11分科会で伊藤俊一郎会員が報告！！
～全国から1,300名が集い、
「人を生かす経営」を学ぶ～
２月13日（木）・14日（金）の２日間、第44回中小企業問題全国研究集会が
広島県で開催されました。メインテーマ「人を生かす経営の実践を広げ、仕事を
つくり、暮らしを守り、夢の持てる地域をつくろう」を掲げ、愛媛から参加した
24名を含めて全国から1,300名が参加し、全18分科会で学びと交流を深め合い
ました。
このうち、付加価値について考える第11分科会の報告者は、伊藤俊一郎会員（イ
トマン㈱ 代表取締役／愛媛同友会理事 人を生かす経営本部長）。座長は佐藤
慎輔さん（サトー産業㈱ 代表取締役／愛媛同友会理事 四国中央支部副支部長、
増強戦略担当）です。「低価格市場で挑む、新事業・新商品のすすめ！～価格競
争から価値創造へ、紙づくりを顧客視点で展開する～」をテーマに、“デフレの
申し子”とも呼ばれる紙製品を高く売るための挑戦について報告しました。付加
価値を高めるために重要なこととして、「リーダーは方向性を分かりやすく伝え
ること」「ターゲットを決めて“行列のできるラーメン店”を目指すこと」「驚く
ほどたくさんの新商品を連続的に投入していくこと」「常に動いている市場に対
応するため、自分たちも変化を継続すること」を挙げた伊藤さん。そのために同
友会で学び実践している姿は、製造業以外の参加者にも深く響いたようでした。
（寄稿：大北雅浩 愛媛同友会 事務局長）
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報告する伊藤さん、右は座長の佐藤さん

グループ討論も真剣そのものです
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松山支部１月例会

伊予・松前支部１月例会

自らの体験を通じて企業家精神の根本に迫る

創業50年、そして100年に向けて
新事業への取組み

～僕の前に道はない。僕の前に道はできる～

■報告者 大野 栄一 氏
株式会社大栄電機工業 代表取締役
（愛媛県中小企業家同友会 代表理事）

■報告者 西岡 浩平 氏
株式会社三和医科器械 代表取締役
（伊予・松前支部会員）

●とき／１月21日㈫
●参加人数／60名
●ところ／えひめ共済会館

●とき／１月17日㈮
●参加人数／28名
●ところ／ピュアフル松山

松山支部１月例会は、新年最初の例会にふさわしい、
真打登場ということで、我が愛媛中小企業家同友会の
大野栄一代表理事を講師として、１月21日（火）えひ
め共済会館にて開催されました。
同友会に入会されて28年、株式会社大栄電機工業の
代表取締役社長に就任されて25年、積み重ねてきた体
験を基にした講演は、意志のこもった、腹にズシリと
落ちてくる説得力のある内容でした。
ＩＴ業界といえば、ここ30年、新規業種も含め、め
まぐるしく変化と激しい改革がなされた象徴的な業界
です。そうした中で、常に一貫してぶれない企業経営
者として、会社をけん引し、ある時は新規事業を立ち
上げ、ある時は潔く撤退し、ここぞという時は一気に
前に突き進む。
『10年偉大なり、20年畏るべし、30年歴史なり』の
言葉通りの企業経営者精神で、「現状に甘えず、新た
な道を切り開く」という大野代表理事の経営者として
の強い一念を込めた講演に、時代の変化に機敏に対応
していくことが、今日のような変化が激しく厳しい時
代を乗り越える術であると感じた。
そして、「大切な価値観とは」「失敗から学ぶ」「経
営者として大切な資質とは」
「企業家精神とは何か」
「愛
媛同友会の今後」という５つの項目に沿った話から、
「自分が一番大切にしたい、守りたいものは何か？」
というテーマで、グループ討議を行うことで、改めて、
経営者としてこの１年の成長と発展の礎となる充実し
た例会でした。
最後に経営者組織である同友会では、会員として、
多くの経営者仲間と共に「経営者としての資質を学び」
「経営指針の成文化と実践」「人を生かす経営の体現」
を通じて、同友会でなければ学べない企業家精神の本
質と地域に根ざす同友会づくりの大切さを今一度確認
することができました。

医療機器を取り扱う三和医科器械さん。保険施策変
更により、会社の主力だった検体検査が減少する中、
一昨年の９月代表取締役に就任された西岡さんは、従
来の仕事の他に新たな取り組みを考えていきます。
まず、自分たちの戦う場所を専門業としての特定地
域に位置付け、そして自分たちの武器は、付加価値の
提供であると確認します。次にお客様へ付加価値を提
供する為には社員満足が大事と考え、人事評価、就業
規則、経営計画書を作成します。人事評価では、会社
が何を求め、何を評価するのかを明確にし、半期ごと
に全員で客観的に評価。また、経営計画書で社員に会
社の方向性を明示し、目標の進捗状況を確認し合いま
した。
このような取り組みの中から生まれた新事業が訪問
看護事業でした。経営理念の中のキーワード、「社会
に必要とされる企業、社員の幸福が地域貢献につなが
る」をもとに、昨年８月「おひさま訪問看護リハビリ
ステーション」を立ち上げます。看護師を多く採用す
る事で労働環境を充実させ、社員満足（社員が自慢で
きる会社）を高めることで、利用される方が満足する
サービスを提供していきたいと熱く語っておられまし
た。
最後に、「会社経営に期限は無い。時代に合わせ変
化しながら次にバトンタッチできるようにしていくの
が経営者の役目」とあり、私も後継者が喜んで引き継
いでくれる会社作りに現社員と共に取り組んでいこう
と思いました。
報告者の西岡さん、座長の大政裕志さん、お疲れ様
でした。

報告する大野さん、右は座長の弓立公司さん

報告する西岡さん、左は座長の大政さん

寄稿：竹村 義則さん（コープえひめ／松山支部第３地区）

寄稿：武田 正輝さん（恭栄自動車株式会社）



東温支部１月例会

今治支部１月例会

同友会の再認識

私の経営者としても目覚め

～改めて同友会について話し合いましょう
！～

～こころ通いあう職場を目指して～

■問題提起 篠原 治行 氏
㈱エスディー企画設計 代表取締役
（愛媛同友会理事 東温支部長）

■報告者 弓立 公司 氏
有限会社ユアーズ・ケア 代表取締役
（愛媛同友会理事 松山支部第２地区会長）

●とき／１月28日㈫
●参加人数／11名
●ところ／東温市商工会館

●とき／１月22日㈬
●参加人数／20名
●ところ／今治地域地場産業振興センター

東温支部１月例会は、
支部長の篠原治行さんか
ら問題提起をいただいて、
参加者全員でグループ討
論を行うという形式で行
いました。テーマは「改
めて同友会について話し
合いましょう」です。
篠原さんの問題提起は、
篠原さん自身が同友会で
学んでどう変わったか、 篠原さんによる問題提起
何に取り組んでいくか、
という同友会について話していただき、同友会に入っ
た経緯や同友会に入ってから行なってきたこと等話し
ていただきました。
その後は出席者の皆さんにも同じように同友会につ
いて、これからについて等、様々な事柄に関して話し
ていただきました。
中でも熱く語ってくださっていたのが、松山支部第
１地区会の岩熊さんです。福岡で経営を行なっていた
経験や、愛媛に来てからの話、同友会に関して等、多
くの事を語ってくださいました。
想いや考え等を言葉にして話し合える場はそんなに
多くはないと思います。このような場に改めて必要性
を感じられた時間になったと思います。

2014年初めての今治支部例会は、
（有）ユアーズ・
ケア、弓立社長をお迎えし、
「私の経営者としても
目覚め～こころ通いあう職場を目指して～」と題
して報告をいただきました。
報告に先立って、
「今治支部もターニングポイン
トを迎えつつある。新しい情報を逃さないように
してほしい。また、会員同志の交流を今以上に深
めていく必要がある」と越智支部長から年頭のあ
いさつがありました。
さて、10年前に県内の医療機関から在宅のリハ
ビリを目指して独立、起業された弓立さんですが、
業績の割に離職者が後を絶たず途方に暮れる日々
でした。岡山旭東病院の土居先生の話に感銘し、
同友会に入会。経営理念や労使見解を学び社員と
の関係を構築し直していきます。
経営理念の浸透を目指し、社員面談やアンケー
トを何度となくおこない、社風を変えていきます。
また、トイレ掃除や改善提案できれいな職場づく
りにも取り組んでいきます。
そして「経営者が変わらなければ、社員が変わ
ることはない」という結論にたどり着きます。社
員さんから送られた、寄せ書きを嬉しそうに披露
する弓立さんの笑顔が印象的でした。
グループ討論では、こころ通いあう職場づくり
について熱心な討論が繰り広げられました。みん
な方法は違っても会社をよくしたいという目標は
変わらないと感じました。
この日は、ゲストの菊川さんも入会を決め、実
りの多い例会でした。

寄稿：伊井 達哉（愛媛同友会事務局員）

寄稿：阿部 国弘さん（愛和印刷㈱／今治支部）

参加者全員で意見交換を行いました

報告する弓立さん、左は座長の日野啓介さん



四国中央支部１月例会
明日の売り上げを作る

～新事業構想の考え方と進め方～
■報告者 田中 正志 氏
義農味噌株式会社 代表取締役
（愛媛同友会理事 増強本部長（同友会づくり）
）
●とき／１月16日㈭
●参加人数／21名
●ところ／ホテルグランフォーレ

四国中央支部での報告はこれで３回目となる田中さ
んの報告ですが、何度聞いても新鮮な気づきを与えて
くれます。
今回は百万円の価値があるという田中さんの経営戦
略の要諦を冒頭に公開していただき、大企業とは違う
私たち中小企業の経営者がいかなる戦略を持って経営
していけば良いのかを示していただきました。
また「私たちは企業の社長ではない。良い経営者に
ならなければならない。」と、同友会の掲げる三つの
目的にも触れていただき、同友会でどのように学び、
どのような経営者にならなければいけないのか？同友
会で学ぶ意義についても改めて気づかせていただきま
した。
そのことを踏まえて今回の報告では、経営者として
大切なことは結果を残すこと！と強調され、主力商品
の味噌のマーケットが縮小する中でいかにして会社を
成長発展させるのか？田中さんが同友会で学びを深め
ると同時に打たれた経営戦略、社員さんとの信頼関係
の構築、オンリーワン商品の開発、販路開拓などこれ
までの実践に基づいて培ってこられた経営のノウハウ
を報告いただきました。
当日参加いただいていたオブザーバーの方も田中さ
んの力強い報告に感銘して即入会、２月の経営フォー
ラムも参加いただくことが決まりました。
年始そうそうお忙しい中、また２月の経営フォーラ
ムでの報告を控える時期に四国中央支部での報告を快
くお受けいただきましたこと誠に感謝いたしておりま
す。
寄稿：菰田 晃伸さん（㈱こもだ寝装／四国中央支部）

女性委員会１月報告
●とき／１月23日㈭
●参加人数／４名
●ところ／NPO法人こころ塾

女性委員会１月例会をNPO法人こころ塾で行い
ました。来年に向けての活動方針・方法などを話し
合いました。
出席者の固定化・低迷の中で現状の把握と反省と
活性化に向けての意見交換を行いました。
「女性経
営者」というキーワードをどう活かしていくかが、
今後の課題です。一昨年に取り組んだ商品開発など
楽しく、結果の出ている事例もあるので再度取り組
み、お互いの企業を知りあい、交流を深めていくこ
とを確認しました。
委員会の出席者が増えていくには、組織化・役割
分担・計画性・同友会全体へのアピールが重要です。
アンケートで希望・要望を募っていく等の取組みを
予定しています。

＜香川同友会の経営研究集会に参加して＞
昨年11月９日に開催された香川同友会の経
営研究集会に参加しました。参加した分科会
では、女性の力・可能性ということについて
学びました。様々な分野で女性が活躍してお
り、日本でも医療・学業では他国と同レベル
になっています。一方、経済・政治の分野で
は遅れているという現状があります。私たち
が自分の可能性を引き出せば、まだまだ社会
の役に立ち社会がよくなっていく＝生活が良
くなる。根底から再考を迫られたようでした。
寄稿：東 万里子さん（株式会社日東物産／女性委員長）



「えひめマラソンレポート」

２月９日（日）開催

！

インターネットの満足度調査で全国１位を獲得し、一説には『完走への一番のハードルは抽選に受
かること』とさえ言われている愛媛マラソン。そんな人気大会を３年ぶりに走ることができるという
ことで、とても楽しみにしていました。しかも今回はオーストラリアの友人もはるばる参加。もちろ
ん前日は（翌日がマラソンにもかかわらず）観光に食事にと連れまわして、私も愛媛流の「おもてな
し」に一役買わせていただきました。
当日は、前日までの悪天候が嘘のような快晴！暑すぎるくらいのコンディションで目標の３時間30
分に向けて快調に走っていました。しかし、長距離のレースでは何が起こるか分かりません。30km
過ぎから故障をしている左脚が突然痛み出し、走れなくなってしまいました。「リタイア」という言
葉が何度も頭をよぎる中、ゴールで当社の社員数名が待ってくれていることを思い出して、「彼らに
途中で投げ出す姿は見せたくない！諦めずに一歩でも進む姿を見せたい！」その一心で足を引きずる
ようにしてなんとかゴールしました。タイムは目標よりも１時間遅い４時間27分でした。
ゴール後、疲れ果てている私の携帯電話に、ある社員から「頑張る姿を見て元気を貰いました。僕
も頑張りたいです」というメールが届きました。タイムという数字や他人と比べての順位ではなく、
「自
分の精一杯で前を向く姿」。それを、彼らに少しでも伝えられたのかな･･･それを見た瞬間に、それま
での痛みも、辛さも、苦しさも、すべてが報われたような気がしました。
想いを乗せて走ることで、人はより強くなれるとい
うことを愛媛マラソンに教えてもらいました。来年こ
そは有言実行で目標を達成する姿を社員に見せたいで
す。そのためには･･･まずは抽選を突破するクジ運を
身に付けなければなりませんね！
寄稿：まるく㈱

北野

順哉（松山支部第３地区会）

北野さんゴールの瞬間



第6回

チャリティーバザー

まだまだ続く

支援

東日本の復興への道のりは、まだまだ遠く
被災者の人たちの取り組みは続いています。
私たちも継続して支援を続けて行きましょう！

２０１４年３月２６日(水)
１０：００～１５：３０

余剰品提供のお願い
締切 3月16日（日）
バザーの売り上げは、東日本
大震災被災者支援に使われま
す。 25年6月には、南三陸町と
仙台市で被災地の方による
ファッションョーと歌謡ショーを
開催し、たくさんの笑顔を生み
ました。

バザー参加・寄付のお願い
皆さまのご来場を心よりお待ちして
おります。
また寄付も受け付けておりますので、
ご協力をよろしくお願いいたします。
たくさんの皆さまへの広報のお力
添えも頂けると幸いです。必要な枚数
をお知らせ頂ければ、チラシをお届け
します。
【会場】

愛媛に避難されている方への
支援のお願い

株式会社 華屋衣裳店

えひめ３１１のバザーも、同時開催します。

（松山市束本2丁目12-11）
TEL 089-946-2188

【主催】 えひめの地から(力）
代 表 小田美恵 （中島、宝山亭 代表取締役）
事務局 河野聡子 089-970-3310 （トミーワーク南高井）
【後援】 愛媛県（予定） 松山市社会福祉協議会（予定）
愛媛県中小企業家同友会（予定）
が後援しています。

有限会社

マキフーズ

全てのお部屋、引越費用０円システム好評中 !!

〒791−0216 東温市野田３丁目８−５
ＴＥＬ・ＦＡＸ 089−964−0313

とんび家

重信店（フジグラン重信内）・松山店（フジグラン松山内）
松前店（エミフルＭＡＳＡＫＩ内）・新居浜店（フジグラン新居浜内）
葛島店（フジグラン葛島内）・野市店（フジグラン野市内）

おかず村

垣生店（パルティフジ垣生内）・砥部店（パルティフジ砥部内）

北
店／松山市本町５丁目７−７
南
店／松山市和泉北２丁目３−22
市駅前店／松山市湊町５丁目５−５

TEL：089−911−0329 ㈹
TEL：089−947−2050 ㈹
TEL：089−998−2555 ㈹



新入会員ご紹介・会員消息 （４名）
森本

辰則（もりもと たつのり）
1961年６月12日生まれ 松山支部第１地区会
（同）コネクト 代表社員 Androidに関する教育・同アプリ作成等
〒790-8013 松山市山越6丁目10-7 フォルム野井302号
TEL（089）996-6332 FAX（089）996-6332
紹介者／㈱フェローシステム 三好 大助
曽我部

智博（そがべ

ともひろ）
1975年４月14日生まれ 四国中央支部
曽我部建材店 リフォーム部門代表 一般建築業(リフォーム)肥料農薬の販売
〒799-0721 四国中央市土居町上野2935-1
TEL（0896）74-2881 FAX（0896）74-2827
紹介者／かがやき総合保険企画 中泉 輝彦

石川

淳子（いしかわ じゅんこ）
1971年７月22日生まれ 四国中央支部
㈲エム・ジェイ・エム 代表取締役 保険代理業
〒799-0704 四国中央市土居町津根1696-1
TEL（0896）74-7962 FAX（0896）74-1154
紹介者／㈲桑原保険 桑原 勝
一柳

美枝子（いちりゅう

みえこ）
1956年９月26日生まれ 四国中央支部
㈱一柳 代表取締役 こんにゃく製造・小売業
〒799-0422 四国中央市中之庄町124
TEL（0896）23-2420 FAX（0896）23-6644
紹介者／㈱世起 今村 暢秀

○ご結婚祝い

会 員
掲示板

松山支部第２地区会員 山口 章氏・櫻間社会保険労務士事務所 所長が、奥様 純様と2014年
２月２日にご結婚されました。心より、お祝い申しあげます。

平成
26

年

⑰

村
松
つ

（仮）認定ＮＰＯ法人こころ塾

代表理事

ね

日に「パート労働法」改正法案が閣議決定され、国

14

「パート労働法改正法案 国会審議に」

2

月

会に提出される運びとなりました。

③相談窓口の

で

万人増） ②雇い入れ時に福利厚生施

10

パート労働法改正案のポイントは、①正社員並みの待遇を事業主に

義務付ける対象者の拡大（約

設 の 使 用 方 法や 正 社 員 へ の 転 換 制 度 等 の 説明 を 義 務 化

④パート労働法の是正勧告に従わない企業名の公表

☎ 0893−59−0353

設置義務化

大洲事務所

す。

☎ 089−907−5601

愛媛県

このなかで特に注目すべきは、建議では「相談担当者を設けること」

代表弁護士／吉村紀行・和田資篤

松山事務所

となっていた③が「相談窓口を設置義務」となった点です。

愛媛県弁護士会所属

パート労働者の不満として多いのは、「賃金が安い」「上がらない」「処

たいよう

四国の躍進は地域企業と法律家の連携で

遇に関して納得できない」というもの等です。しかしそれらの不満を

抱える人たちの中で事業主に説明を求めた経験がある労働者は約２割

等がないパート労働

で、大多数は不満を抱えたまま仕事をしていることになります。そし

動
大部分の人の処

は誰でも利用

てこの不満は、人間関係の悪化や意欲に影響し、職場環境を悪化させ

る要因となりえます。

今 回 の 改 正 案 で は、 人 事 異

者は依然として対象外のため、

遇 は 変 わ り ま せ ん が、 相 談 窓 口

できます。相談窓口設置義務が、「話

を聞いてもらってスッキリ」

や「説明を聞いて納得」と

な り、 働 く 人 の メ ン タ ル

ヘルスに好影響を及ぼすこ

とが期待できます。

弁護士法人

愛媛県

（１/18〜２/17）



201３年度

愛媛同友会第11回理事会

議事録

【日 時】 2014年２月７日（金）18時30分～20時40分
【会 場】 アイテムえひめ
【出席者】 32名（拡大理事会として開催し、各支部・地区会の幹事も出席しました）
※愛媛同友会の役員と事務局の関係について学ぶために来県された、奈良同友会事務局長の伊藤真理さんも参加されました。
【委任状提出】 16通
【議 長】 大野 栄一
【議事録作成者】 伊井 達哉

開会挨拶：田中正志

今日は経営フォーラムの話もあり、みなさん呼びか
けていただきたいのですが、まずは自分たちが参加し
ましょう。自分たちが参加して、他の会員の方に声を
かけていきましょう。専務理事の鎌田さんも久しぶり
に出席していますので30年の歴史を勉強させていただ
きましょう。
報告・承認事項

＜報告事項＞
１）企業づくり・地域づくり・同友会づくりの各本部取
組みについて、本部長から報告がありました。
２）各委員会活動・計画について、各担当者から報告が
ありました。
３）全国・他団体行事について、事務局から報告があり
ました。
４）中同協 中小企業憲章・条例推進本部会議の参加に
ついて、米田順哉さんから報告がありました。
５）第３回経営フォーラムの動員の現状報告と参加呼び
掛けについて、実行委員長から報告がありました。
＜承認事項＞
１）入会・退会の承認・・・第11回理事会までの会員数
の推移及び入会・退会を承認しました。
２）2013年度愛媛同友会の全体総括について大北雅浩事
務局長から提案があり、承認しました。
提案事項

＜提案事項＞
１）「どうすれば2014年度方針・組織が機能するか」に
ついて、鎌田哲雄 専務理事から報告がありました。
１．愛媛同友会30年の歴史で得た教訓
２．人を生かす経営＝労使見解を生かした経営指針を
確立し、社員教育を進め、求人を行う。
３．愛媛同友会の基本方針
４．
  ３本部体制により実現したかったこと、伝えた
かったこと

５．愛媛同友会のイメージ的組織図
６．組織のイメージ
７．役員の役割、事務局の役割
２）鎌田専務理事の報告を受けて、質疑応答を行いまし
た。
●「プラットホーム」の考え方に関して質問があり
ました。提案のレジュメにある「プラットホーム」
という考え方に関して、委員会がバラバラで動く
のではなく、本部として動いていくことであると、
確認がされました。
●社会の今後の変化について質問がありました。「教
訓を生かし、有用な人材をつくることが企業とし
てすべき大切なこと」と回答されました。
●リーダーとしての解釈について、「つなぎ」になる
ことでよいかと確認がありました。「本理事会での
話を伝えていくこと、つないでいくことが大切で
情報量の隔たりをなくすことにもなる。」と回答さ
れました。
●鎌田さんの最大の成果と後悔について質問があり
ました。「一番の成果はここにいる会員のみなさん
です。後悔はありません」と回答されました。
※参加された伊藤真理・奈良同友会事務局長の感想
「今回の報告を聞き、また役員の皆さんの様子を見て、
愛媛同友会における役員と事務局との関係は、互いに
真剣に向き合い本分を全うしてきた関係の上に成立し
ているのだということが分かりました。私も自分の本
文を全うし、役員との信頼関係を気付いていきたいと
思います」
閉会挨拶：杉本太一

鎌田さんのお話を通して自覚が生まれましたし、重
みのある理事会になったと感じています。経営フォー
ラムも間近に迫っていますので率先して盛り上げてい
きましょう。
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