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【人を生かす経営】
＝
【労使見解の精神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】
【人を生かす経営の総合実践】
＝
【人を生かす経営を、産学官連携の枠組みで、条例制定運動を通して、地域と企業で実践する】

2014年度
スローガン
全社一丸・同友会一丸で
人を生かす経営の
総合実践に取組み
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
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平野 啓三 代表理事

田中 正志 代表理事

新年あけましておめでと
う ご ざ い ま す。 今 年 は 経 営
フォーラム、又、障全交、そ
して新規会員増強と課題がめ
じろ押しです。又、会社経営
もグローバル化が更に進んで
来るものと思われますので、
社員と共にしっかり勉強し、
知恵を出し、この難局をのり
切ってゆきましょう。

新年あけましておめでとう
ございます。
昨年急遽代表理事を務める
ことになりましたが、今年は
中小企業憲章（中小企業が主
役の経済）をめざし全国に学
び、組織改革を成し遂げるた
め頑張ります。
本年も良い年になるよう、
共にがんばっていきましょう。

昨年同友会は激動と転機の
一年でした。
今 年 は 新 体 制 の 下、 そ れ
ぞれの会社が発展することを
キーワードに、関わって参り
ます。皆さん、共に学び実践
していきましょう。

〒791−8057 松山市大可賀2−1−28 アイテムえひめ

TEL（089）968−3112 FAX（089）968−3107

〝激動を良き友〟とするには・・・

目

服部 豊正 代表理事

二 〇 一 五 年 の 新 春 を 迎 え︑ 夢 と 希 望 に 溢
れ強い決意を固められている事と思います▼
二 〇 一 四 年 は︑ 年 末 に 衆 議 院 選 挙 が 行 わ れ︑
戦後史上最低の五十二・六％の得票率の中︑自
公政権が過半数を獲得︒経済においては四月の消費税
率の三％アップに始まり円安が続き︑先行きに明るい
兆しが感じられない激動の一年でした▼“激動を良
き友”とするリーダーには︑世界や人間︑事物の変化
と発展の過程を本質的に理解するための方法︑法則を
学び身に着けることが大切です▼ご存知のように中
国には揚子江や黄河という大河があります︒地図上で
中国の国を全体として見ると︑揚子江や黄河は西から
東に流れています︒しかし︑途中の部分を観るとある
所は北に向って︑ある所は全く逆に西に向って流れて
います︒はたまた現場では︑北に向かっているのか南
に向かっているのか分かりません▼私たちは︑とかく
全体や本質を観る事を忘れて︑その場やその部分だけ
を観ているのかもしれません︒大切なのは︑全体と本
質を観る力と︑時間で物事を測る力です▼たとえば経
営者は経営に悩み︑社員は働きがいが持てない事に悩
んでいます︒人間は明確な目標を持って︑計画を忘
れなければ自分の描いた着地点にたどり着く特性を
持っています▼迷った時は︑初心に戻ること＝原点に
戻ることが大切です︒何故︑経営をしているのか？何
故︑この会社に入社したのか？何故︑同友会運動をし
ているのか？それを問い続けると本来の意味と目的
に向かい合うことが出来ます▼部分ばかり観て︑うわ
ついた情報に惑わされると横道にそれたりします︒大
切なのは︑世の中や人間︑事物の変化と成長・発展の
過程・法則を本質的に理解する力が必要なのです︒そ
うすると世の中の発展の法則が観えてきます︒揚子江
や黄河のように大きく長期的な流れで自分の人生や
世の中の動きを観る“激動を良き友”とする一年と
してまいりましょう︒
︵鎌︶

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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新年の御挨拶
愛媛県知事

中

村

時

広

平成27年の年頭に当たり、
謹んで新春のお喜びを申し上げます。
愛媛県中小企業家同友会の皆様方におかれましては、日頃から、
地域経済の振興に多大な御貢献をいただいており、深く敬意を表します。
さて、このたび、県民の皆様から期待の声をいただき、引き続き県政のかじ取りを担わせ
ていただくこととなりました。これまでの４年間の経験を生かし、
「挑戦」
「実行」
「現場主義」
え がお

「オール愛媛」を基本姿勢に、公約の実現に徹底的にこだわりながら、
「愛顔あふれる愛媛づ
くり」の第２ステージに全力投球して参りたいと考えております。
とりわけ、最重要課題の一つである地域経済の活性化については、１期目で設置した営業
本部の今年度上半期の成約額が、把握しているだけで約23億円と、昨年度同時期と比べ、ほ
ぼ２倍となっており、今年度の目標である50億円達成が視野に入ってきています。今後は、
組織の強化を図りつつ、
県関与年間成約高100億円を目指し、
愛媛が誇る
「スゴ技」
「すご味」
「す
ごモノ」のデータベースをフル活用しながら、国内外で、本県の優れたものづくり技術や製
品、愛媛自慢の農林水産品や加工食品等を売り込むなど、実需を追求した独自の施策を積極
的に展開していくこととしております。
更に、東予・中予・南予それぞれの地域ごとに特色ある産業構造を強みとし、戦略的な産
業振興策を推進するとともに、中学生・高校生に魅力ある県内企業の取り組みを紹介し、地
元での就職に結び付けるなど、若年者の就職支援や県内定着に努めていきたいと存じます。
また、観光面では、昨年10月の国際サイクリング大会「サイクリングしまなみ」の成果を県
内全域に波及させ、
「サイクリングパラダイス愛媛」を実現するため、ブルーラインの整備
をはじめ、サイクルトレインの充実やサイクルタクシーの導入、FreeWi-Fiサービスの拡充
といった、受け入れ態勢の強化を図るほか、県民を挙げてサイクリングに親しむ「サイクリ
ングの日」の制定やシニアサイクリングの普及など、自転車新文化を大きく開花させ、誘客
促進や地域活性化につなげて参りたいと考えております。
どうか皆様方におかれましては、こうした取り組みに御理解、御協力を賜りますとともに、
え がお

今後とも、中小企業の自立・発展に御尽力をいただき、本県経済の振興と「愛顔あふれる愛
媛県」の実現に、一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
終わりに、愛媛県中小企業家同友会のますますの御発展と、皆様方の今年一年の御健勝、
御活躍を心からお祈り申し上げます。



新年の御挨拶
松山市長

野

志

克

仁

新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては
輝かしい初春をお健やかに迎えられたことと、心からお喜び申し
上げます。
昨年中は、松山市政に御支援と御協力をいただき、厚く御礼を申し上げますとともに、本
年も変わらぬ御支援をいただきますよう、お願い申し上げます。
また、皆様には、
「全社一丸・同友会一丸で人を生かす経営の総合実践に取組み この激
動の一年を突破しよう」とのスローガンのもとに、中小企業の活性化、地域経済の活性化に
御尽力いただき、深く敬意を表します。
さて、松山市では、中小企業を対象とした融資制度や、福利厚生を支援する勤労者福祉サー
ビスセンター事業、その他各種補助制度によって、中小企業の支援に取り組むとともに、企
業誘致や新規産業の育成を通して地域経済の活性化に努めています。
特に昨年は、本市の商工業振興に大変重要な意味を持つ、
「松山市中小企業振興基本条例」
を４月に施行しました。また、本条例の施行に合わせて、中小企業振興計画の策定に取り組
むとともに、「中小企業支援プログラム」として、約31億円規模の予算を計上し、消費税対
策としての住宅リフォーム補助制度の創設をはじめとする中小企業の受注・販路拡大支援や
経営基盤の強化など、中小企業の振興対策を一層強化する取り組みを進めています。
さらに、伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫との「地域経済の持続的な発展に向けた連携・
協力協定」の締結や、経済団体や金融機関など16の支援機関等による「中小企業振興円卓会
議」の設置、「創業支援事業計画」の国認定など、産学金官の連携による中小企業の支援体
制の構築にも取り組んでまいりました。
本市の経済情勢に目を向けますと、景気は個人消費などに弱さが見られるものの、各種施
策の効果により緩やかに回復していくことが期待されていますが、中小企業の振興は、本市
の大きな柱であり、中小企業の持続的な成長・発展は、地域経済の活性化につながるもので
すので、引き続き、積極的な経済対策に取り組んでまいりたいと考えています。
また、先に行われた市長選挙では、市民の皆様の暖かい御支持と御支援をいただき、引き
続き２期目の市政を担わせていただくことになりました。２期目に当りましては、さらに市
民目線で現地・現場を大切にし、市民の皆さんが主役になった活力ある持続的なまちづくり
の達成を目指し、
「一人でも多くの人を笑顔に 幸せ実感都市 まつやま ～徹底した市民
目線による行政 第二幕～」というキャッチフレーズを掲げ、
「幸せ実感」をキーワードに、
８つの政策と30の「幸約（こうやく）
」を実践してまいりますので、一層の御支援と御協力
をお願いいたします。
終わりに、愛媛県中小企業家同友会のますますの御発展と、皆様の御健康、御多幸を心か
らお祈り申し上げ、新年の挨拶とします。



新年の御挨拶
四国中央市長

篠

原

実

新年明けましておめでとうございます。皆様方におかれまして
は、健やかな新春をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
旧年中は市政各般にわたり御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
わが国経済は、長引く景気低迷を受けた国の経済対策の進捗により、円安・株高を背景と
した消費者マインド・景況感の改善、デフレからの脱却の動きが見られつつあります。しか
しながら、地方における経済は、消費税増税の影響や原燃料費の高騰等、依然として予断を
許さない状況にあります。
そこで、国においては、
「若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現」
「東京一極集中の
歯止め」「地域の特性に即した地域課題の解決」という３つの基本的視点に基づき、昨年９
月に「まち・ひと・しごと創生本部（地方創生本部）
」が設置され、将来に向けてわが国が
抱える問題解決のため、魅力あふれる地方を創生する新たな施策が講じられようとしていま
す。それでも尚、地域を支える原動力は、中小企業が生み出す活力による部分が大きいと考
えております。その意味では、
「よい会社、よい経営者、よい経営環境」を目指して地域社
会とともに歩まれる愛媛県中小企業家同友会の活動は、今後においても重要性が高まるもの
と思っております。
私は、都市経営には企業活力が不可欠であり、産業基盤が確立されていてこそ雇用が守ら
れ、人々が定着し、教育や福祉が成り立つものと考えており、市政運営の中でも「産業の振
興」に重点を置いております。
そこで、本市では、これまで企業立地奨励金制度の創設に始まり、ものづくりの人材を育
成する「ビジネスセミナー」
、経営課題の解決を手助けする「経営クリニック事業」
、本市に
ゆかりのある企業の首都圏における支社・営業所等の相互交流を働きかける「首都圏交流会」
等の開催を通じ、企業活動の支援に力を入れてまいりました。加えて、企業にとっても最も
重要である人材確保のため、採用選考に関する指針の変更点と対策等についての「採用活動
セミナー」、優秀な人材確保の一助とする「合同就職説明会」の開催など、新たな企業支援
策に取り組んでおりますので、今後とも変わらぬ御力添えのほどよろしくお願い致します。
最後に、愛媛県中小企業家同友会の益々の御発展、並びに皆様の御健勝、御多幸を心より
お祈り申し上げまして、新年の御挨拶と致します。



新年の御挨拶
今治市長

菅

良

二

新年明けましておめでとうございます。皆様方におかれまして
は、輝かしい初春を健やかに迎えられたことと、心からお喜び申
し上げます。旧年中は市政全般にわたりご支援、ご協力をいただきましたことを、厚く御礼
申し上げます。
さて、昨年のわが国の経済は、景気は緩やかに回復し、設備投資や雇用などは堅調に推移
しました。消費増税に伴う足もとの消費低迷には留意が必要ですが、円安は企業収益にプラ
スに作用しています。とりわけ、当市の主要産業のひとつである造船業におきましては、受
注回復の追い風になり、明るい兆しが見えはじめました。一方で、都市部と地方部では景況
感に違いが出てきていますので、今年は、当市などの地方都市にも景気回復の恩恵が広く行
き渡るような政策を求めているところです。当市としては、特に地方創生の分野において、
国の政策を待つだけでなく、自ら動き、働きかける姿勢で積極果敢に取り組んでいきたいと
考えております。
さて、当市は本年、合併10周年を迎えます。これに先立ち、
「NHKのど自慢」の開催、瀬
戸内のジャンヌ・ダルク「鶴姫」を題材としたミュージカル「鶴姫伝説」の公演等、多くの
記念イベントを開催することにより、
市民の一体感の醸成に努めてまいりました。なかでも、
瀬戸内海の認知度向上と継続的な活性化を目指して開催された「瀬戸内しまのわ2014」のメ
インイベントとして実施した「サイクリングしまなみ」は、国内外から7,200名余りの参加
があり、名実ともにサイクリストの聖地として世界に発信することができました。
「瀬戸内
しまのわ2014」での盛り上がりは、今年以降も継続、発展させていくことにより、更なる地
域活性化につなげていきたいと考えています。
また、当市は、１兆円を超える製造品出荷額を誇る、四国最大の工業都市であると同時に、
古くから商業も盛んです。これらの産業活力が当市の礎のひとつにもなっています。引き続
き関係機関と連携しながら、事業者の皆様の支援に取り組んでまいります。あわせて、既存
の事業者だけでなく、創業者も多く生み出すことも重要と考え、昨年、当市が創業支援計画
を策定し、地域を挙げて創業を促進するスキームをつくり、総合的な支援をはじめていると
ころです。
今年の春には、国際海事展「バリシップ2015」が当市で開催される予定です。日本最大の
海事都市・今治としてのポテンシャルを最大限活かしながら、交流の場、情報発信の場、そ
して海事産業に対する理解を深める場にしていきたいと考えています。
皆様方におかれましては、今後とも変わらぬご支援、ご協力をお願い申し上げます。
結びに、愛媛県中小企業家同友会のますますのご発展と、皆様方の御健勝、御活躍を心から
お祈り申し上げまして新年のご挨拶といたします。



新年の御挨拶
東温市長

髙須賀

功

新年、明けましておめでとうございます。謹んで新春のお喜び
を申し上げます。
愛媛県中小企業家同友会の皆様方におかれましては、中小企業の自立・発展はもとより、
東温市政の推進に対しましても、多大な御支援と御協力をいただいておりますこと、心から
御礼申し上げます。
さて、昨年は、安倍政権の『アベノミクス』にはじまり、年末の衆議院の『アベノミクス
解散』が実施され、景気回復のためのこれからの国の経済政策の舵取りを、国民が決断した
年だったと思います。
確かに、３本目の矢（成長戦略）の飛び方がもう一つとはいえ、アベノミクスは、デフレ
からの脱却の一歩手前までは前進したように思います。しかしながら、大都市圏と地方、大
企業と中小零細企業などの格差は拡大したと考えられ、更なる一踏ん張りが必要になったの
ではないかとも感じております。
本市では、『東温市中小零細企業振興基本条例』の目的を達成するために具体的な事業に
取り組み、市内中小零細企業及び商品・製品を市内外に広く紹介するとともに、販路拡大・
開拓の支援に努めてまいりました。今後も『東温市中小零細企業振興円卓会議』を中心に、
『オール東温』で積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
特に、本市では、企業家精神に溢れる地元の中小零細企業が活躍できるビジネス環境を創
出し、地元企業を成長させることによる地域経済の活性化させる政策として、
『エコノミッ
クガーデニング東温』の確立に取り組むことにしております。
ところで、昨年５月、公益財団法人 日本生産性本部の日本創生会議・人口減少問題検討
分科会から、「消滅自治体リスト」という衝撃的な公表がありました。
「人口減少問題」と「東京一極集中問題」という地方再生にとって大きな問題を突きつけ
られ、早急な対策が必要であることが示されました。
しかし、私はもう一つ大きな問題があると考えております。それは、個人企業などの零細
企業の廃業という問題です。
私自身、「中小零細企業の発展なくして、地域の活性・発展はない！」と申しております。
地域経済を下支えし、原動力となっているのは中小零細企業の皆様方であります。このため
にも、この大きな問題解決のために、皆様方が安心して営める環境づくり、将来にわたる活
力ある地域づくりに取り組んで参ります。皆様方には、更なる御支援・御協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。
結びに、愛媛県中小企業家同友会のますますの御発展と、皆様方の御健勝と御活躍を心か
らお祈り申し上げまして、新年の挨拶といたします。



新年の御挨拶
伊予市長

武

智

邦

典

新年明けましておめでとうございます。
愛媛県中小企業家同友会の皆様方におかれましては、輝かしい
新春をお迎えのことと心よりお慶び申し上げますとともに、平素より伊予市勢発展に多大な
御支援と御協力をいただいておりますことに深く感謝申し上げます。併せて、皆様方には、
地域の健全な発展に多大の御貢献を賜っておりますことに、衷心から敬意を表したいと存じ
ます。
さて、昨年は、
「アベノミクス」による景気回復が大きく取り上げられましたが、地方や
中小企業の皆様方にこの効果が及んでいないのが現状ではないでしょうか。円安が進み、中
小企業の皆様方にはより厳しい経営が強いられる状況も現れており、
政府には今まで以上に、
地方や中小企業に目を向けた政策を訴えていきたいと思っています。
地域の活力は、そこに生き、そこで暮らし、そこに根を張った中小企業の皆様方に支えら
れていると言っても過言ではございません。
「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」という目的を持って地域社会と共に歩む企業づくりを行う中小企
業家同友会の活動は、地域をつくる活動そのものであり、皆様方の更なる御活躍を期待申し
上げるものです。
伊予市では現在、食をテーマとしたまちづくりを展開しているところですが、今後はシ
ティ・ブランドの構築や地場産品等を活用した商品開発に精力的に取り組み、市全体の魅力
や地域資源を市内外に発信することで、伊予市のシティ・プロモーションに発展させていこ
うと考えており、このことが市内企業のＰＲにもつながるものと思っています。
また、伊予市は、本年４月に市制発足10周年を迎えます。
「伊予市に住んでいて良かった、
伊予市に住んでみたい」と思っていただけるまちづくりを推進していかなければならないも
のと考えております。
そのもとで私は、伊予市のまちを元気にしたい、伊予市のまちを次世代により良く引継ぎ
たいとの思いから、私の市政運営の基本姿勢である「動けば変わる」という信念に基づき、
課せられた諸問題は、即現場・即対応の動きと市民の皆さんとの対話により解決を図ってま
いりますので、今後一層の御支援と御理解を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、愛媛県中小企業家同友会の益々の御発展と、皆様方の御健勝と御活躍をお祈り申
し上げ、年頭の御挨拶といたします。



新年の御挨拶
松前町長

白

石

勝

也

新しい年がスタートしました。愛媛県中小企業家同友会の会員
の皆さんは、どんな初夢を見ましたか。いい初夢であれば実現す
ることを、嫌な夢であればそれが現実にならないことを祈っています。
私は町長という仕事柄、通常の年でも年末は忙しいのに、総選挙が行われたため仕事納め
の翌日まで一日の休みも取れませんでした。さて、皆さん方の会社は、国のアベノミクスと
言われる経済政策で、売り上げが伸び、儲かりましたか。従業員の皆さんの給料は上がりま
したか。そして生活は楽になったでしょうか。
地方に住んでいる人々は、円安が進み株価が上がったからと言って、ごく一部の人を除く
と生活が楽になったという実感はありません。
さて、中小企業の皆さん方は、日々の努力の積み重ねで、身近な消費者の信頼を得ている
のだと思います。会員の皆さんの一年間の様々な活動記録を読ませて頂くと、日頃から会員
同士様々な研修などを通して、切磋琢磨しているのだということがよく分かります。
一口に中小企業と言っても、色々な職種がありますし、所在する地域ならではの企業が多
いのも大きな特徴です。日本は今、少子高齢社会がどんどん進み、加えて人口減少も進んで
います。このままだと消滅する市町村が、
かなりの数になるとの説も出ています。このため、
国は地方創生に力を入れると言うことですが、私どもも各々の地域にふさわしい取り組みを
していかなければならないと思っています。
市町村が消えていくということは、
地方に多い中小企業の皆さんにとっても死活問題です。
これからは、地方ならではの素材や環境を生かした起業も含めて、今まで以上に十分連携し、
経営に当たっていく必要があります。そして、おらが町の会社が作った製品だよと、住民が
全国に誇れるような企業を目指してください。私ども自治体も、地方の生き残りをかけて、
皆さんと連携して努力して参ります。
今年一年、中小企業家同友会の皆さんの商売が大いに繁盛し、素晴らしい年になることを
祈念して、新年の挨拶といたします。



２月16日、第４回経営フォーラムに参加しましょう！
第４回経営フォーラム実行委員長からのメッセージ
＜第４回経営フォーラムの特徴＞
年に一度行われております愛媛県中小企業家同友会経営フォーラムも本会で４回目となりました。今回
は記念講演に「体脂肪計タニタの社員食堂」（大和書房）や「丸の内タニタ食堂」で有名な株式会社タニ
タ代表取締役の谷田千里氏を講師としてお招きしてのフォーラムとなります。日本で初めての家庭用体重
計（ヘルスメーター）や、世界で初となる「家庭用体脂肪計付ヘルスメーカー」を製造・販売するなど、
常に先進の健康機器を開発してきた企業ですが、創業はシガレットケースや貴金属宝飾品などの金属加工
メーカーでOEMによる受注生産を主とし、自社ブランド製品は少なかったといいます。
しかし「我々は、『はかる』を通して世界の人々の健康づくりに貢献します。」という理念のもと、独自
の技術力を活かし、時代を乗り越えてこられた人財戦略と業態転換の道程をご講演頂きます。また、谷田
千里氏が今まさにされようとしている、「健康をはかる」から「健康をつくる」企業への転換へのお話も
して頂けます。
＜経営フォーラムの価値＞
現在の日本経済は、円安の進行、震災復興・耐震需要、消費増税の駆け込み需要で、全体的な業況には
一定の改善が見られました。しかし、私たち愛媛の中小企業の業況感はいかがでしょうか。円安による原
材料価格の上昇、深刻な人手不足やそれによる人件費の上昇、電気料金や運送費の値上げ等々、不安材料
は山積し、今後の経営環境は決して楽観視できるものではありません。
このような時代背景の中、企業が同友会の目指す３つの目的のもと「人を生かす経営」、の本質を学び
実経営に反映させていくことは、時代の変化に対応し得る持続可能な企業づくりを達成していくための必
須事項となってきているのではないでしょうか。今回、各分科会も様々な業態、地域の方々をお呼びし、
本当に学びの多いフォーラムとなることは間違いありません。
当日は、会員の方はもとより多くのゲスト参加の皆様とお会いできるのを楽しみにしております。ぜひ
お誘い合わせの上ご参加ください。

第４回経営フォーラム実行委員長 中 周作（㈱ナカフードサービス／松山支部第３地区会）
概

要
■テーマ：地域で輝き中小企業が 日本の未来を拓く
■日 時：2015年２月16日㈪ 13：00〜20：00
■会 場：松山全日空ホテル
■登録料：10,000円
※登録料は前納制となっております。ご参加される方はリーフレットをダウンロードの上、
ＦＡＸにてお申込みください。お申込み、お待ちしています。

実行委員長の中周作さん

真剣に話し合う実行委員会の様子
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各支部例会レポート
伊予・松前支部11月例会
【事業継承とは】
「維持・発展し続ける企業を受け継ぐ者として」
～父親 vs 俺

やんちゃな後継者奮闘記～

■報告者 中
周作 氏
株式会社ナカフードサービス 代表取締役
（愛媛県中小企業家同友会 理事・松山支部第３地区会幹事長）
●日
●場

程／11月14日㈮
●参加人数／28名
所／ピュアフル松山

今回は事業継承をテー
マに、中さんからご報告
いただきました。冒頭、
中さんから「皆さんは会
社を永続させたいです
か？」という問題提起が
ありました。
創業者であるお父さんは継がせたい、中さんは継ぎ
たいという相思相愛の仲という事で、順調に事業継承
されたのだろうと思いましたが、そうではなかったよ
うです。
ご自身の経験から、事業継承にあたってのポイント
をいくつか挙げていただきました。理念を共有できる
後継者はいるか、その後継者は継ぎたいと考え、その
能力や学ぶ姿勢を持っているのか、継がせるタイミン
グはいつか、継がせた後のフォローはできているかな
どです。
ただ単に継がせたらいいというのではなく、企業を
発展しながら持続させていかなければいけない、社員
とその家族を守るという強い意志をもって事業継承
問題を考えなければならないと強く学びました。
報告者の中さん、座長の山崎さん、ありがとうござ
いました。お疲れ様でした。
 寄稿：武田 正輝さん（恭栄自動車㈱／伊予松前支部）

今治支部11月例会
人を生かす経営とは
～同友会に入会して自分は、自社はどうなったのか～

■報告者 長野 禎毅 氏
株式会社美寿寿 代表取締役
（愛媛県中小企業家同友会 理事・四国中央支部幹事長）
●日
●場

程／11月19日㈬
●参加人数／20名
所／今治地域地場産業振興センター

長野禎毅さんは経営指針成文化セミナーを受講後、
自分で経営指針を作成しました。これで会社が大きく
発展すると思い、社内で発表するが、予想もしなかっ

た反発を受けました。真
意が伝わらず、大幅売上
アップのみが伝わり、何
人かの社員さんが退社。
社内が重苦しい雰囲気に
なりました。悪い時には
悪い事が重なるもので、
自分自身が重い病気で失明寸前、緊急入院で仕事もで
きず、自分がいなくて会社は大丈夫だろうかと重い悩
む日々。二ヶ月後退院し、職場に復帰すると仕事は問
題なく回っていました。
「自分がいなくても仕事は回る！自分はいてもいな
くても良い存在なのか？」
自分の仕事は、社員さんのモチベーションが上がり
働きやすい職場を作ることだと気付きました。
長野さんから経営者はかくあるべしということを
教えていただきました。経営者はこれをやると決めた
時、決断しなければならない。決断した以上は、苦し
い事があっても逃げことなくやり続ける覚悟が必要。
社員さんを幸せにするという大義の為に。
長野さん、ありがとうございました。

寄稿：原 初さん（㈱志賀商店／今治支部）

四国中央支部11月例会
憧れの存在になるために…会員として何
を学び、実践しなければならないのか？
～愛媛同友会が培ってきたことを経営や活動に生かす～

■報告者 鎌田 哲雄 氏
愛媛県中小企業家同友会 専務理事
●日
●場

程／11月26日㈬
●参加人数／37名
所／ホテルグランフォーレ

今月は満を持して愛媛同友会の鎌田専務理事に報
告をしてもらいました。例会に久しぶりに参加してく
れた会員が多く、同友会の歴史を含め、万感の思いが
込められた例会になりました。
四国中央支部の魅力をもう一度確かめ合う機会に
恵まれたことは、大きな意味があったと思います。簡
単にまとめることはできませんが、初めて聞かれた
方、聞き逃した方のために、
１．経営指針（理念、方針、計画）の三角形は必ずつ
くる。同友会に入ったら必ずつくるのです。良い
経営者になるという目的が叶いやすくなります。
２．同友会の報告ノートをつくる。
（人の報告用です。）
例会では会員が実際に行動して失敗したことを教
訓としてありのままに話してくれます。聞き逃す
ことがないようにしましょう。
３．同友会運動と向き合う。例会も他の行事もすべて
３つの目的のために必要なことで、良い企業づく
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り、良い経営者づく
りをそれぞれが実
現するためにある
ということです。
憧れの存在をたく
さんつくりたいと、皆
が熱くなる例会でし
た。
 寄稿：佐藤 慎輔さん（㈱サトー産業／四国中央支部）

松山支部11月例会
企業経営の旨みを味わいませんか！
～悪戦苦闘の末につかんだ理念型経営～

■報告者 久保 安正 氏
株式会社久保組 代表取締役社長
（愛媛県中小企業家同友会 四国中央支部幹事）
●日
●場

程／11月27日㈭
●参加人数／91名
所／松山全日空ホテル

久保組３代目の久保社長は、25年前に中小企業家同
友会に入会します。最初は経営指針成分化セミナーへ
５度挑戦です。なかなか納得できない経営理念でし
たがふとラジオで聞いた話でストンと腑に落ちます。
以来、公共事業100％の会社から提案型の仕事ができ
る会社に変えるため「天に通じる経営理念」を掲げ５
つの事業に挑戦します。
その事業のひとつがシニアマンション（老人ホー
ム）の事業です。当初、フランチャイズに入会し運営
を任せていましたが赤字続き、自社運営に切り替え
やっと黒字となり、事業を子会社化します。しかし不
正請求問題が起きます。社員とご利用者さまのために
運営会社を新しく変えて事業を続けますが赤字続き。
施設の幹部も退社します。追い込まれるなか久保社長
はこの会社に経営理念がない事に気づきます。さっ
そく経営理念を作り内容を社員に説いてまわります。
そのとき聞いた意見も取り入れて間口を広げた経営
のおかげもあり黒字になります。
今年は経営理念を見直し社会性を加味しました。将
来を見据えビジョン15項目をまとめ夢をかなえるた
めに理念型経営を実践していきます。
「直接儲けを追いかけない、自然の摂理にあった会
社の仕組みを作る。それが中小企業家同友会のいう
理念型経営だ。もし経
営理念を作っていな
い人がいたら作りま
しょう。創業時の思い
や先代の思いの中に
理念のヒントがあり
ます。経営理念を作り
理念型経営を一緒に

実践していきましょう。」と報告を締めくくってくだ
さいました。
寄稿：米岡 一嘉さん（㈲オーガスト/松山支部第２地区会）

東温支部11月例会
社員さんを信頼できるパートナーに
～物を売る会社から人が育つ会社へ～

■報告者 菰田 晃伸 氏
株式会社こもだ寝装 代表取締役
（愛媛県中小企業家同友会 理事・四国中央支部長）
●日
●場

程／11月28日㈮
●参加人数／10名
所／東温市商工会館

東温支部11月例会は
四国中央支部長の菰田さ
んからご報告いただきま
した。
ふとん専門店が地域に
存在すること…それ自体
が、大規模小売店、ネッ
ト流通等が主体の今の世の中では、非常に稀有なこ
と、また、価値のある存在だと、今回のお話を伺って
感じさせられました。ただ単に良い品物を安くだけ
ではなく、眠りという人間にとって大切な生理現象
をふまえて、「ふとん」の提供をされている経営姿勢
に、異業種ながら自社の仕事にもヒントをいただいた
気がします。
また、同友会活動の中で、経営指針成文化セミナー
と出会い、理念づくりをされ、社員さんとの関わりに
苦悩されながらも、経営者として前向きに、社員教育
に取り組まれた実例をお聞かせくださいました。対面
販売だからこそ、本当の良さが伝わる。また、それが
できる社員さんがいるからこそ、会社が成長できる。
菰田さんの人を生かされている経営が、「町のふとん
屋さん」を存続・発展させられている理由だと理解で
きました。
正月営業の際に、出勤してくれる社員さんのご家庭
の、事情まで気を配り「高価なおせち」を振舞われ
る。そんな、菰田さんの気前の良さ、社員さんへの心
配り、見習いたいなと思います。
最後になりますが、今回は四国中央支部から菰田支
部長にはるばるおこし頂き、素晴らしいご報告を拝聴
できる機会に恵まれたにもかかわらず、東温支部から
の参加が少なかったことが残念でした。東温支部幹事
一同、気を引き締めて学びの機会を日々の経営に生か
していけるよう頑張っていきたいと思います。
寄稿：藤岡 貞雄さん（藤岡萬建設㈲／東温支部）
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経営指針成文化セミナー開講！

13社・30名が受講し、
経営指針成文化を目指す！！
～社員と共に作成するのが同友会の特徴～
昨年12月11日㈭、2014年度の経営指針成文化セミナーが開講しました。今回の受講生は愛媛同友会から11社・
28名、それに高知同友会から代表理事の成岡英司さんと経営労働委員長の刈谷範光さんが受講され、合計13社・
30名となりました。
（受講者名簿参照）
第１講のガイダンス。経営労働委員長の赤尾純一郎さんが、同友会の学びの根幹である冊子「人を生かす経営
中小企業における労使関係の見解」
（労使見解）に基づいて、
「なぜ、経営指針が必要なのか」
「経営指針を成文化、
実践していくなかで『企業変革支援プログラム』をどのように活用していくか」といった内容について講義を行い
ました。受講生の中には、会員である経営者と一緒に参加している幹部や社員もいますが、真剣な表情でノートを
とりながら聞き入っていました。
2014年度 経営指針成文化セミナーは、全６講。１月17日㈯・18日㈰には第２講の経営理念合宿を行い、３月
14日㈯の最終講で、成文化した経営指針の発表を行う予定です。
同友会の経営指針づくりの特徴は、社員と共につくることです。そうすることで、社内での浸透の課題が解決し
ます。

寄稿：大北雅浩（愛媛同友会

第１講でガイダンスを行う
赤尾さん

30名が受講しています

事務局長）

真剣にグループ討論する様子

2014年度 経営指針成文化セミナー 受講生名簿（順不同・敬称略）
氏

名

会

社

名

役職（肩書）

支

部

氏

名

会

社

名

役職（肩書）

支

部

1 杉本

太一 特別養護老人ホーム梅本の里 施設長

松山支部第３地区会

17 水代

健 エネロ㈱

常務取締役 松山支部第３地区会

2 片山

幸男 特別養護老人ホーム梅本の里 主任看護職員 松山支部第３地区会

18 三好

忠 エネロ㈱

第二営業部次長 松山支部第３地区会

3 仲村

竜哉 特別養護老人ホーム梅本の里 副主任介護職員 松山支部第３地区会

19 高須賀明彦 エネロ㈱

総務部次長 松山支部第３地区会

4 藤川

隼平 特別養護老人ホーム梅本の里 介護職員

松山支部第３地区会

20 倉橋

昌彦 エネロ㈱

所長

5 矢野

宏道 ㈲矢野商事

代表取締役 松山支部第 1 地区会

21 竹田

博文 エネロ㈱

直販課係長 松山支部第３地区会

6 中

周作 ㈱ナカフードサービス 代表取締役 松山支部第３地区会

22 中野

恵太 ㈱中野本舗

専務取締役 伊予松前

7 中

篤史 ㈱ナカフードサービス 営業

松山支部第 2 地区会

23 高市

博史 ㈱中野本舗

製造副部長 伊予松前

8 城戸

陽一 ㈱そごうマート

取締役

伊予松前

24 奥江

英記 ㈲ビーレビュー 麺屋十銭 代表取締役 松山支部第 1 地区会

9 芝田

吉也 ㈱そごうマート

取締役

伊予松前

25 菊間

10 岡田

利彦 ㈱そごうマート

取締役

伊予松前

11 森本

英明 ㈱そごうマート

バイヤー

伊予松前

12 長谷川恵三 ㈱そごうマート

バイヤー

彰 よろず体験事務所をかしや 代表
よろず体験事務所を
スタッフ
かしや

松山支部第３地区会

今治支部

26 寺尾

敦史

伊予松前

27 池田

一夫 ㈲池田食品工場

代表取締役 四国中央支部

13 弓矢慎一郎 シンライフード㈲

代表取締役 松山支部第 1 地区会

28 石原

寛子 ㈲池田食品工場

四国中央支部

14 篠崎

社員

松山支部第 1 地区会

29 成岡

英司 ㈱成商

代表取締役 高知同友会

30 刈谷

範光 ㈲カリヤテント

取締役会長 高知同友会

綾太 シンライフード㈲

15 宮崎

俊介 シンライフード㈲

社員

松山支部第 1 地区会

16 塩崎

智生 はじめ科学㈱

係長

伊予松前

今治支部

13

三好

康（みよし やすし）
1978年２月13日生まれ 松山支部第2地区会
㈱道後の町屋 専務取締役 飲食、カフェ
〒790-0842 松山市道後湯之町14-26
TEL(089)986-8886 FAX(089)986-8887
紹介者／㈱キッズウェイ 石田 匡暁
正行（くりはら まさゆき）
1989年12月10日生まれ 松山支部第2地区会
㈲ひめや 後継者 土産物
〒790-0842 松山市道後湯之町14-26
TEL(089)931-5398 FAX(089)931-5398
紹介者／㈱キッズウェイ 石田 匡暁
栗原

（11/20～12/■）

新入会員ご紹介（2名）・会員消息

50

村

松 つ

（仮）認定ＮＰＯ法人こころ塾
代表理事

50

全てのお部屋、引越費用０円システム好評中 !!

の対 象者と 同 様で す。 そ
して 健康診 断 と同 様、 職
場のストレスチェックの
実施 状 況は、労 働 基準 監
督署への報告が必要にな
り ま す。 ま た、 人 未 満
の企業にも将来的には導
入されると思われます。
こ こ ろ 塾 は、 年 間
１０ ０回程 度、 企業 で メ
ンタルヘルス研修をして
いますが、残念ながら同友会企業での研修は数えるほ
どです。経営者が心の健康問題に関する現状と行政施
策を理解し適切な対応を取らないと、心の健康診断の
義務化は何の効果も生まず、ただ経費をどぶに捨てる
ようなものになってしまいます。
「 社 員 こ そ、 一 番 大
切にするべき
人」という理念を形にし
たものの一
つが健康診断とストレス
チェックで
す。 是 非 経 営 者 は、 そ の 意
義と方法をきちんと
学んでください。

ね

「 職 場のストレスチェック 義 務 化 」

12

月末に、大阪で開催された日本産業ストレス学会
に行ってきました。研修の目的は、来年度実施される
企業のストレスチェック義務化の詳細を学ぶことです。
働く人のうつ病と精神疾患による労災数は増えるば
かりで、これからの日本の労働人口減少という問題と
も重なり、企業のメンタルヘルス対策は、緊急を要し
ています。うつ病やそれと関係の深い自殺問題による
経済損失は ２００９年試算で ２兆 ６８００億円。 １人
の休職は、年収の ４倍の損失を生むといわれています
が、果たして皆さんはご存知でしょうか。今や日本の
五 大 疾 患 に な っ て い る 精 神 疾 患 で す が、 相 変 わ ら ず、
うつ病は性格が弱い奴がなる病気・・等という偏見を
お持ちではないでしょうか？
今やメンタルヘルス対策は、リスク管理として位置
づけられるものではなく、快適な職場環境を作るとい
うコンプライアンスです。今、企業に求められている
のは、うつ病になった人への対応ではなく、職場のう
つ病の未然予防です。
厚生労働省が、来年の 月に 人以上の企業のスト
レスチェック義務化を実施するのは、その結果により
労働者が自分の心の健康状態を知り、早めに対処する
きっかけを作ることが目的です。またそのために企業
には、相談窓口設置や医療へのつなぎの役割をもたせ
ています。
ストレスチェックの対象者は、現行の一般健康診断

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

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

22
11

14

201４年度 愛媛同友会

第９回理事会

議事録

【日 時】 2014年12月17日㈬ 18時30分～20時
【会 場】 アイテムえひめ
【出席者】 理事:23名 事務局員:2名
【委任状提出】 11通
【議 長】 伊藤俊一郎
【議事録作成者】 大北雅浩

開会挨拶：服部豊正
今日はこの冬一番の冷え込みの中、お集まりいただきありが
とうございます。選挙の結果を見て、円安がどこまで進むのか
が心配です。円安によるコストアップをみていると、いっそこ
の機会を利用して海外展開ということも視野に入れないといけ
ないのではないかと考えています。第4回経営フォーラムが近付
いてきました。動員に関する議題も挙がっています。増強本部
からの提案もありますので、本日の理事会でも活発な意見交換
をお願いします。

報告・承認事項
＜報告事項＞
１．全国・他団体行事の報告が事務局からありました。
２．代表理事・本部長会議、各支部、各委員会からの報告が各
担当者からありました。
特に米田順哉・中小企業憲章条例本部長からキャリア教育
学習会の開催報告、伊藤俊一郎・人を生かす経営本部長から
本部会議の開催報告、今村暢秀・伊予松前支部長から東温支
部との合同新春例会の案内がありました。
３．愛媛同友会のキャリア教育手引書の作成に関する中間報告
が、武田正晴・キャリア教育担当からありました。
手引書の最終案を配布しました。意見・質問を年内いっぱい、
事務局で受け付けます。
１月15日の第10回理事会で回答の上、承認します。
４．役員研修会（冬編）の実施要領の報告が、杉本太一・増強
本部長からありました。
日時：2015年1月15日㈭ 16時から
会場：アイテムえひめ
参加対象：理事
タイムテーブル
16:00 第10回理事会
17:00 夕食（アイテムえひめ１階 キッチン夢家）
17:30 役員研修
鎌田哲雄専務理事、米田順哉理事から問題提起
19:00 グループ討論
19:45 グループ討論発表
20:00 質疑回答
５．その他
⑴野志克仁・松山市長 表敬訪問の報告が、鎌田哲雄・専務
理事からありました。
12月11日㈭ 田中正志・代表理事、鎌田哲雄・専務理事、
大北雅浩・事務局長
⑵中村時広・愛媛県庁 表敬訪問（予定）の報告が、鎌田哲雄・
専務理事からありました。
12月18日㈭ 服部豊正・代表理事、田中正志・代表理事、
鎌田哲雄・専務理事、大北雅浩・事務局長
※通常は新年、選挙があった年は選挙後に、代表理事と事務局
長が表敬訪問する事を確認しました。
⑶2014衆議院選挙結果に対するコメントについて、鎌田哲雄・
専務理事から報告がありました。

弁護士法人

たいよう

四国の躍進は地域企業と法律家の連携で
愛媛県弁護士会所属
愛媛県

代表弁護士／吉村紀行・和田資篤

松山事務所

☎ 089−907−5601

愛媛県

大洲事務所

☎ 0893−59−0353

愛媛新聞に掲載されました。特に「戦後最低の投票率＝民
意の低下」について触れたのは愛媛同友会だけであったこと
が報告されました。
＜承認事項＞
１．入会・退会の推移について事務局から報告があり、承認し
ました。
２．第４回経営フォーラムの動員に関する報告並びに協力依頼
が、中周作・実行委員長からありました。
はじめに、この間、各支部・地区会幹事会や例会、委員会
等でのフォーラムＰＲに対する協力について、感謝の言葉が
述べられました。
⑴各支部・地区会の参加動員目標と現状の報告がありました。
⑵目標実現のため、役員が中心となって愛媛同友会一丸で取
り組むことを確認しました。
記念講演講師である谷田千里氏（㈱タニタ 代表取締役）
が三重同友会で講演した際の資料を配布しました。動員の声
掛けに活用します。
３．第18回障害者問題全国交流会in愛媛の実施要領並びに実行
委員会組織に関する提案が、北野賢三・障がい者委員長から
あり、承認しました。

協議事項
１．愛媛同友会の2015年度の組織・人事（案）について、鎌田哲雄・
専務理事から提案があり、協議を行いました。
まず、2015年度の組織・人事（案）について説明がありました。
続いて、なぜ、このような組織・人事（案）を組み立てたのか、
解説がありました。
中途半端に関わっていては、同友会運動に取り組むことを
価値あるものにできない。５つの基本方針（別紙参照）に基
づいて、本気で取り組むことが必要であるということを伝え
る提案でした。
２．2015年度の組織・人事（案）についての質問・意見並びに
出処進退の意向（退任の申し出）については、2015年１月６
日㈫までに事務局に連絡すること。連絡がない方は2015年度
組織・人事（案）に合意・納得をしたと認めることを確認し
ました。
※今後のスケジュールについての確認
本日の理事会で組織・人事（案）について協議を行い、年
内に調整を行います。その上で、１月15日の第10回理事会に
おいて承認します。

閉会挨拶：平野啓三
選挙の結果を受けて、中小企業には厳しい環境が続きそうで
す。しかし、同友会の仲間は厳しい中でこそ、学びを実践して
いきましょう。そして、生き残っていきましょう。年末年始の
休み中に来年のビジョンについて考え、年明けに社員に伝えま
しょう。明るい未来を切り拓くのは同友会です。1年間、お疲れ
様でした。来年も良い年になりますよう、鎌田専務理事が元気
でいられることを祈念して、2014年最後の理事会を閉会します。

有限会社

マキフーズ

〒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）

