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いよいよ、今月開催！２月16日は第４回経営フォーラム
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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〝 中 小 企 業 が 輝 く 時 代 〟 と は・・・
同友会運動の目指す世の中

目

いよいよ今月２月16日（月）が愛媛同友会の第４
回経営フォーラムです。
経営フォーラム実行委員（中周作・実行委員長）
が12月からの各支部例会でPRをするなど、精力的
に参加呼びかけを行っています。更に、各支部・地
区会でも幹事の皆さんを中心に会員・ゲスト・オブ
ザーバーへのお声掛けが進んでいます。
また、中さんと座長による分科会報告者との事前
打合せも進んでいます。記念講演からガイダンス、
分科会、懇親パーティまで、
“参加しないのがもっ
たいない”企画の準備が大詰めです。
皆さんのご参加をお待ちしています。

『想像してごらん 天国なんて無いんだと ほ
ら、簡単でしょう？・・・・僕のことを夢想家
だと言うかもしれないね でも僕は一人じゃな
いはず いつかあなたもみんな仲間になって そして世
界はきっとひとつになるんだ』この一節は、故ジョン・
レノンの「イマジン」の詩です▼先日、友人である愛媛
新聞社の鈴木孝裕さんがＤＪ を務めるラジオ番組「デス
クの手帳」にゲストで登場した時に『中小企業が輝く時
代とは？どういう時代ですか？』の質問を受けました。
故・宇高昭造さんに同じ質問をした時の宇高さんの回答
をその時に紹介しました▼『国政選挙で投票率が八割以
上の状態ですね。そういう時は、国民の人生の命運と国
の命運とが重なっている時です。それは、自分の人生に
責任を持つ人がたくさん存在しているということだと思
います』▼・・・
『本物とニセモノを見極め、見抜く人
がたくさんいる社会です。人をはじめ商品やサービス、
オペレーション等々、本物をつくり、世の中に提供して
いるのは中小企業でしょう？』▼・・・
『そういう中小
企業になるのを応援するのが同友会の役割でしょう。そ
ういう世の中になった時に、本物の中小企業に育ってい
るかが中小企業の正念場です。その時が、中小企業が輝
く時代ですね。
』▼・・・宇高さんの話を聞いて同友会
運動に関わるひとりとして、身が引き締まる思いをした
のを昨日のことのように思い出しました▼そういえば、
昨年イギリスのスコットランドで八割を超える国民投票
がありました。まさに国民と国の命運をかけた選挙でし
た。ひるがえって日本の年末の国政選挙は戦後史上最低
の五十二％の投票率でした。日本の民主主義の成熟度が
問われた選挙でもありました▼本物とニセモノを見極
め、見抜く人をたくさん育てることが同友会運動の使命
と役割であり、
〝中小企業が輝く時代〟を想像すると同
時に、現実をつくる夢想家的運動家？になることを決意
をあらたにしました。
（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。

～皆さんのご参加をお待ちしています！～

TEL（089）968−3112 FAX（089）968−3107



温故知新インタビュー

服 部 豊 正
＜プロフィール＞
1940年生まれ。服部製紙株式会社 代表取締役会長。愛媛県中小企業家同友会 代
表理事。
1986年の川之江・伊予三島支部（現在：四国中央支部）設立準備から参画。1987
年に初代の川之江・伊予三島支部長に就任、その後1999年に四代目愛媛同友会代表理
事並びに中小企業家同友会全国協議会常任幹事に就任し現在に至ります。
服部氏の直向で積極的な学ぶ姿勢と公正な人柄は、愛媛同友会の会風の礎となってい
ます。服部氏の会員としての歩みはまさに“企業経営と同友会運動”を不離一体としての
体現者そのものです。

入会のきっかけ
ある時、とてもショックな出来事がありました。後々中心になって働いてほしいと思っていた社員の方が「辞めさ
せてほしい」と言ってきたことです。その社員の方を引き留めるために、半日以上マンツーマンで話をしたのですが、
最後に「専務（当時の服部さんのお兄さん）の方針にはついていけない」と言われました。当時兄が時期社長でした
ので止めようがなくなりました。その時、このままではいけないと思いました。何か改善を加えていかなければいけ
ないと考えていたとき、愛媛同友会の川之江・伊予三島支部（現在の四国中央支部）設立準備会例会に誘われました。
報告者は香川同友会の三宅昭二さんでした。三宅さんのお話はインパクトがあり、自分が目指している会社がそこに
あるように感じました。そして同友会の勉強をしてみようかと思いました。

同友会で学んだこと、経営に生きていること
まず影響を受けたのは北海道の大久保尚孝社員教育委員長でした。大久保さんには北海道から川之江・伊予三島支
部に何度も来ていただいています。あの方の軽妙な語りかけは今でも耳に残っています。当時中同協の幹事長だった
赤石義博さんの発言や独特なものの考え方が印象に残っています。以後、同友会の考え方がものの考え方の基本の中
に入っていったような気がします。
全国大会に参加し、いろんな方の話を聞かせていただきました。しかし、たくさんの方の話を聞いても自分の企業
に生かしきれていませんでした。今でもまだまだ生かしきれていないことがあると思っています。でも、人間はもの
の考え方、社員との接し方一つ捉えてみてでも、「この経営者はどういう気持ちで社員と接してくれているのか」が
社員には伝わります。これが背中で引っ張っていくということだと思いました。また言葉だけでなく言動や行いで社
員も感じるところがあるのではないかと思います。そんな中で何を一番学んだのかというと、基本は社員との関わり
です。社員とどのように接していったらいいのかが基本になっていると思います。

会社経営での失敗や成功
失敗はたくさんありました。大失敗もあります。私は経営指針成文化セミナーにも５回ほど参加してみましたが、
なかなか発表できませんでした。感じたことは、社長だけが学びに出て、それを会社に広めていくというスタンスで
はダメだということです。いかに社員を巻き込み、社員と共に参加し、学び、そのうえでどうするかを考えていくこ
とが大事なのだと一つ反省としてあります。アイネット株式会社では最初からこのようにしていこうということで、
社員何人かで一緒に勉強していくことにしています。
アイネット株式会社で、一事務員から役員会でアイネットの話をしているときに「社長、アイネットの役員のみな
さんは、アイネットのことをどのように考えているのですか」という声があがりました。なぜこのような発言があっ
たのかというと、社員にとっては自分が働いている会社が全てです。この会社に就職しているのですから。しかし、
アイネット株式会社の役員のみなさんは自分の会社を持っています。アイネットは自社の次になってしまっているわ
けです。そういった状態は、社員にはよくわかるのです。私はこの言葉を聞いてドキッとしました。当人になって感
じてみると、本当にアイネットのためを思って出てきた言葉かがよくわかるのです。これは本当に経営者が考えなけ
ればならない大きな要素の一つだと思います。

同友会への期待
愛媛同友会・同友会という会は、経営者にとってはバイブルです。言っている言葉、やっていること一つ一つ捉え
ていっても、今の若い経営者の方がしっかり学び、そして立派な経営をしてほしいと思います。学んでいけばできる
と思っていますし、若い方が愛媛同友会が培ってきたものを継承していってくれたら、その会社自身が良くなってい
きますし、いろんなことができるようにもなっていきます。厳しい時代だからこそ、このようにしていただきたいです。
もう一つは、自社だけが良くなるように考えるのではなく、自社や同友会全体のみなさんが良くなるためにはどうし
たらいいのかを考えることが、みなさんが一生懸命協力して盛り上げていこうという機運が生まれてくる一つの素地
になるのではないかなと思います。
インタビュアー・文責：伊井 達哉（愛媛同友会 事務局員）



温故知新インタビュー

武 田 正 晴
＜プロフィール＞
1948年生まれ。恭栄自動車株式会社 代表取締役。愛媛県中小企業家同友会 キャ
リア教育担当理事。
1987年２月に入会。企画委員会、組織委員会、社員教育委員会の委員長並びに三代
目松山支部長を歴任。
1984年に全国の中小企業団体で初めて実施した中学校の『職場体験学習』の中心的
役割を担い、その後20年間にわたるキャリア教育を『人が生きる力を育む教育』として
定義づける等、キャリア教育はじめとした同友会運動を会内外に広げているリーダーと
して活躍しています。

入会のきっかけ
今でも覚えていますが、私が入会したのは1987年２月28日です。
私は同友会入会前まで別の会に入会し、別の運動をしていましたが、方向性の違いを感じて退会して、何か自分が
関われる所はないか探していた時に同友会と出会いました。わが社でお世話になっている日本交通社に当時浜野さん
という会員さんがいらして、紹介を受けたことがきっかけです。私自身行き場を探していたこともあり２つ返事で入
会したことを覚えています。一つのご縁、つながりの中で幸運にも同友会に出逢えたと思っています。

経営での失敗と同友会での学び
同友会の中で私自身や仕事に対して最も影響を与えたのは『労使見解（中小企業における労使関係の見解）』です。
『労
使見解』と出会うまでは経営者はお金を出す人で、社員はお金をもらう人と完全に別物として対立関係にあるものと
して捉えていました。そんな考えをしていましたから社内も険悪な良くない雰囲気でした。一番ショックを受けたの
は、ある日の朝礼での工場長の一言です。「ここは奴隷工場や！」という発言でした。当時は車のリースの受注も増
え残業ばかりしていたこともあり、不満が爆発したようです。
そんな中で経営指針成文化セミナーにも参加して、そこで労使見解に出会い、経営者の責任は何なのか、社員さん
はパートナーであることを学びました。そして労使見解の精神を会社に活かすように心掛けました。いろんな労働環
境、作業環境や様々な設備も整えました。一途に社員さんのためとしてです。しかし、これも一方的な思いから行っ
たことでした。
具体的には裏の工場にシャワールームを併設しました。昨年取り壊しましたがそれまで利用した社員さんはたった
の１名でした。経営者の思いだけで作り、社員のニーズにはマッチしていませんでした。
そんなこともあり、私の学びの原点は『労使見解』です。とても大切な考え方だと思います。工場長からの声を聞
いたり、ミスマッチを起こしたりしながら、学んだことはみんなの意見をまず聞くこと。集約することです。社員さ
んの声に答えることが必要なことだと思います。
社員さんからは、
「現場は任してください。社長はお金だけ心配してください」という声をもらったことがあります。
先代の時から赤字であろうが社員に賞与は必ず出してきました。鎌田哲雄専務理事（当時事務局長）にも「中小企業
の賞与は生活給の一部です。決して儲かったから出すというようなものではありません」ということを言われたこと
があります。そんなこともあり、今まで欠かさずに出来ています。
経営者と社員の役割、ポジションの違いを明確にすることが会社にとって重要なことであると学びました。

愛媛同友会への期待
私は同友会の運動を広げていくことで自社がスポットを浴びる、そういったことを今、同友会では行っていると思っ
ています。だからこそ何かしら見える形での成果を上げたいと思っています。
私は、これからの愛媛同友会が歩んでいこうとしている道、行っている運動の行き着く先は中小企業振興基本条例
だと思っています。あの中で私たちが愛媛同友会としてどういうふうに、どんな立ち位置なのかを明確にして活動・
運動していくことが大切だと思っています。
円卓会議なんかでも人材育成というテーマをいただいて『愛媛同友会のキャリア教育の手引書（生きる力を育む教
育）』なんかでも後押ししながら同友会のファンづくりをしていくことなど、「やっぱり同友会に入っておかなあかん
な」という風に今道筋ができていると思っています。こういうことを丁寧にきちんと会員さんに伝えていけたら良い
と思っています。様々な委員会で活躍している人々にキャリア教育の手引書は活用してほしいし、各支部の活動でも
これを活かした活動をして欲しいと思っています。形として手引書ができたこと、今後活用していくために私なりに
できることはサポートしていきたいと思っています。 インタビュアー・文責：伊井 達哉（愛媛同友会 事務局員）



松山支部12月例会

東温支部12月例会

マネジメントと自立型社員の育成

税制改悪と大義なき解散の背景

■報告者 秦
敬治 氏
追手門学院大学副学長、教育センター長、基盤教
育機構教授、愛媛大学客員教授、NPO西南フット
ボールクラブ代表

～ 21 世紀を拓く中小企業家～

■報告者 秋川 保親 氏
秋川会計事務所株式会社 取締役
（愛媛県中小企業家同友会 経営相談室長）

●と き／12月10日㈬
●参加人数／91名
●ところ／えひめ共済会館

●と き／12月16日㈫
●ところ／ぼたん茶屋

秦先生は年間100本の講演をされ
ているが、
「忙しい」とは思わないと
いう。
「忙しい＝心が亡びる」という
字の如く。悩まないし、仕事上でス
トレスやモチベーションの低下はな
いともいう。心の持ちようも尋常で 講師の秦敬治氏
はない。
コミュニケーションカード（表裏が赤と青）での実
験から、社長が赤を示せば、社員は青。常識が常識で
なくなる。だからこそルール（指針）がいる。経営者
の仕事は、ルールを整備し、自立した社員を育てるこ
と。同友会の視点で捉え直すと「経営指針」
「社員と
共に育つ」
「中小企業問題は教育問題」という同友会
の考え方に繋がる。
自立型社員とは、
「強みや得意な部分を持っている
こと」
「誰にも負けない専門性を持っていること」
「ど
んな環境の中でも、能力が発揮できること」
「組織に
頼らず、自力で生きられる人」そういう人を育てるの
が経営者の仕事であり、マネジメントである。同友会
では、教育・共育・協育。
マネジメントとリーダーシップの違いについて話
され、リーダーシップとは、進むべき方向を明示する
こと。マネジメントとは、その進むべき方向に向かっ
て、その人が持っている能力をフルに発揮させ、効率
よく仕事を進めていけるようコントロールすること。
実際の中小企業の現場では、社員の心に触れ、両方
が噛み合ってこそ、組織運営がうまく機能するとい
える。秦先生も、リーダーシップとマネジメントは、
どちらかではなく、表裏一体とも取れる表現をされて
いた。
さらに秦先生は、様々な組織や地域のリーダーを養
成し、世界平和を目指すという。その手段についても
話され、兎に角、気持ちいいくらい、スッパスッパと
独自の組織論、教育論で、示唆に富んだ話を聴くこと
ができた。
最後に私見として、同友会的視点でいうと、共感で
きる部分と違和感を覚える部分があった。いずれにし
ても、自分の中で、共感できたところから、明日への
道標にできればと思う。
寄稿：竹村 義則さん（コープえひめ／松山支部第３地区会）

参加者は91名でした

●参加人数／15名

東温支部12月例会は、忘年会も兼ね
秋川さんより報告して頂きました。
今回のレジュメには、
大義なき国会
の解散の背景「追い詰められた投出
し解散」
「アベノミクスへの厳しい現 報告者の秋川さん
実と国民の正しい審判を」
「税制の改
悪。外形標準課税に何故反対するのか」
「人間が生き
て行くために必要なものは何か」など、稲盛和夫氏の
言葉を交えてお話して頂く予定でしたが、会場の雰囲
気、参加者の希望を捉えグローバル経済の本質を掻い
摘んでお話頂きました。
日本経済だけでなく地球経済は、各会社の経済活動
や消費活動によって一見回っているように思われる
が、そう簡単なものではない、お金の流れの大半はフ
ランス革命より以前のユダヤ民族の子孫たちが回し
ているという事実のお話を頂きました。
大手企業はもとより政府や日銀ではなく、特定の人
が世界の大きな経済の流れを操作していると考えれ
ば、このグローバル経済から見ればほんの小さな一角
（ちょっとくらい）を自らの手で引き込むのくらいな
らなんとかなるのではないかと私は思えた。
今後も同友会で共に学ぶことにより、良い経済の流
れ、良いお金の流れをもっと深く理解し、自らの良い
経済活動に大きく役立てられる貴重な報告でした。
中山間地域ということもあり屋外は氷点下の「ぼた
ん茶屋」囲炉裏を囲んでの忘年会例会でしたが、地球
経済は身近な経済だという事が少し解りかけたとこ
ろで中締めとなり、発展５本締で締めくくられまし
た。
寄稿：束村 温輝さん（はるき観光／東温支部）

真剣な眼差しの参加者のみなさん



四国中央支部12月例会
同友会の仲間と経営を語り2015年を、
さらに希望の１年に！

伊予・松前支部12月例会
2014伊予・松前支部 望年例会
～各社１年間の振り返りと新年の抱負を語ろう！～

●と き／12月18日㈭
●参加人数／19名
●ところ／ホテルグランフォーレ

●と き／12月19日㈮
●ところ／勘介

2014年最後の例会と言う事で、菰田支部長の司
会でスタート致しました。
佐藤副支部長からは
１，まず参加して頂いている方に経営指針を必ず
作って欲しい
目標（経営指針）を作成しなければ、例えば
船を全力で漕いでもどこに行くのかわからない
２，例会に参加して必ず専用ノートに書き留めて
ほしい。
気付いたこと、感動した事を言葉にして残し
てほしい。
同友会の魅力を再度皆様に確認して頂き、そ
して来年はこの輪をもっと大きくしていって、
この地域の発展に貢献して行きましょう
と熱い眼で語っていただきました。
その後の懇親会では
急激な円高、株 高 相 場
等、この環境変化にどう
適応していくか。ただ人
材は、人財。いつの時代
も何より大切である。
報告者の菰田さん(左)と
服部代表理事の挨拶、 座長の佐藤慎輔さん(右)
そして伊藤理事の乾杯の発声で始まり合田幹事の
名司会も相まって、世代を越えたたいへん和やか
な宴になりました。
小さな会社の経営者でもこの会の中では平等だ
と、学生時代を思い出す様な懐かしい感覚になり
ました。経営者の学校の同級生なんですね私達は。
来年はもっと大勢の同級生達とともに学び地域
の発展に貢献したい！と感じました。
寄稿：熊野 輝彦さん（ダスキンあたッく／四国中央支部）

平成26年12月19日 勘介にて伊予・松前支部の
望年例会を開催しました。
今村支部長の希望に溢れる年となる様にとの思
いで今年以上に来年が良い年であるとの意味で忘
れる年では無く希望の望年例会としました。
中小企業家同友会らしい挨拶から始まりまし
た。各人和気藹々と個人の悩みや会社の話題や問
題に談議の花が咲き良い会となりました。
まさに来年が希望となる会で大変盛り上がりま
した。
普段のグループ討論よりも討論にも事欠く事が
無く、グループ討論も活発に話しが出来ました。
また、杉本さん、中さん、川本さんも出席して
頂き、来年の２月の経営フォーラムの出席人数の
確保も出来ました。
寄稿：西原 義定さん（西原資源㈱／伊予・松前支部）

例会の様子

●参加人数／25名

参加者は25名でした

望年例会は大変盛り上がりました



女性委員会報告

今治支部12月例会
仲間と共に、夢を追いかける
～ワンピースのように～

■報告者 宇佐 裕次 氏
有限会社キャンパス 代表取締役
（愛媛県中小企業家同友会 今治支部幹事）
●と き／12月24日㈬
●参加人数／16名
●ところ／今治地域地場産業振興センター

12月の今治支部例会は介護福祉
事業所を営む㈲キャンパスの宇佐
裕次さんの報告でした。
「まず初めに、たっぷりと自己紹
介させていただきます！」との宣言 報告者の宇佐さん
通り、自身のことや会社の経緯について、しっかり
と説明がありました。宇佐さんは「あなたをもっと
知り、ともに輝ける時間と場所を創っていきます」
という理念に基づき、スタッフと夢を語り合い、
お互いの個性を伝えて強みを認め合う社風づくり
に取り組んでいます。この理念のとおり、宇佐さ
んはスタッフと対話をとても大切しており、自己
紹介はとても重要だといいます。
「相手のことを話
してもらうためには、まず自分のことをよく知っ
てもらわなければ本気で語り合うことはできませ
ん。そして、その夢に向かって体現しているか、ま
ずは経営者自身が示さなければなりません。」と力
強く語る宇佐さん。
自分の夢を語り、社員の夢を聴き、それを実践
して、夢中になっている（させている）宇佐さん
の様子がとてもよく伝わってくる報告でした。
今回の例会を通して私が最も感じたのは宇佐さ
んの発する「熱意」です。私も自分の熱意を表に
出して、少しずつでも周囲にうつして巻き込んで
いけるよう、明日から実践します。
寄稿：松田 泰幸さん（㈱平野／今治支部）

グループ討論の様子

●日 程：12月４日㈭ 19時～21時30分
●場 所：NPO法人こころ塾
●参加者：秋川裕恵、市川麗子、小田美恵、河野
聡子、砂田眞希、本田美紀、村松彩、
村松つね、吉見和子、頼谷裕子（10名）

一品持ちよりの忘年会を兼ねた女性委員会でし
た。楽しい雰囲気ながら、女性委員会が今後目指
すべき方向についての熱い議論もあり、来年につ
ながるいい時間でした。
女性委員会への参加を促す取り組みとして、皆
で分担して例会前の声がけをすることにしました
が、改めて名簿を見直してみると、もうすでに退
会している人や誰も存じ上げない人もいます。女
性委員会としての組織の脆弱さを改めて感じ、少
しずつでも基礎固めをしていきたいと思った次第
です。
今女性委員会がやるべきことは、身の丈以上の
背伸びをすることではなく、愛媛の女性経営者と
１人でも多く、そして堅くつながることです。
１月は、今年のテーマ 「スーパープレゼンテー
ション」の具体的学び
２月は、四国中央市の一柳こんにゃく店を訪問
し、商品の新しい魅力発信について学びます。
今年度も残り1/4。今年度の目標に少しでも近づ
けるように、頑張ります。
文責：村松 つねさん（NPO法人こころ塾／松山支部第２地区会）



“県内景気、売上は減少するも採算は上向き、
業況には不安感ものこる”
～第47回愛媛大学・愛媛県中小企業家同友会 景況調査
（EDOR：イードール）
報告～
第47回愛媛大学総合地域政策研究会・愛媛県中小企業家同
友会景況調査（EDOR：イードール）を昨年12月に行い、１
月９日㈮にはEDOR委員会で判定会議、１月16日㈮に第47回
EDORの記者発表を行いました。今回は通常行っている調査に
加えて、
「雇用、および採用」に関する特別調査を実施しました。
調査結果の詳細については愛媛同友会のホームページに報告書
がございますのでそちらをご確認下さい。
第47回（2014年度10-12月期）の調査要旨
第47回（2014年度10-12月期）の調査結界としては、“県
判定会議の様子
内景気、売上は減少するも採算は上向き、業況には不安感も残
る”という結果になりました。
今回の調査では売上高DI、自社業況判断DI、業界業況判断DIについて前期比、前年同期比とも前回調査
から悪化したが、採算および採算水準DIについては前回調査から改善、もしくはわずかな悪化にとどまり、
利益は確保する動きがみられました。今後の見通しについては、全ての項目でDIが悪化すると判断してお
り、県内中小企業の景況感は来期も悪化傾向にあるのか注意深く見ていく必要があると判断しました。
景況調査委員の金子司郎会員は、「売上や業況判断が悪化し、採算が好転したのは、仕事を選べるよう
になってきているからではないか。利率の高い仕事を選べるようになってきているように感じる。しかし、
今後の先行きの不安感は拭えない。」と話されていました。
特別調査：「雇用、および採用」～企業と学生の認識のギャップ露呈～
今回のEDOR調査では、上記の特別調査とは別に、特別調査として「雇用、および採用」に関する特別
調査を実施しました。
調査は、2015年４月にむけた採用状況、内定の決め手、企業が最近の学生に不足していると思う能力
要素、最近の学生がすでに備えていると思う能力要素等について調査し、さらには、中小企業の経営者が
どのような能力要素を備えた自在を求めているかについて、選択実験を用いて調査しました。
結果、企業が求める能力への評価を金銭的価値として算出し、最も高い価値となった能力要素は「考え
抜く力」で６万円。「前に踏み出す力」が４万７千円となりました。一方で「専門知識」に秀でた人材へ
の追加価値は１万５千円でした。
また、学生に不足する能力などについても企業にアンケートし、昨年４月に愛媛大学と松山大学の学生
計1771人から得た回答を比較すると、企業は粘り強さや主体性などが不足していると考えている一方、
学生は語学力やパソコン技術、専門知識などの不足を感じており、企業と学生の認識の差が明らかになり
ました。
記者発表を行った際には、この特別調査への質問が集中しました。企業の学生に求めている力とその価
値について、または学生と企業のミスマッチがあるのではという部分に関して、前回よりも多くの質問が
飛び交いました。
EDOR担当の愛媛大学法文学部の曽我亘由准教授（愛媛同友会会員）は、
「従業員が少ない中小企業では、
一人に任される仕事の領域が広く責任も重くなるため、チームワークよりも自分で考えて行動できる人材
を重視する傾向にある。」と分析し、企業と学生の認識の違いについては、「ギャップを埋めるために大学
では価値観や年代が異なる人との交流を深める必要があり、企業も認識の違いを理解した上で採用行動に
臨み、社員教育を実施してほしい。」としていました。
記者会見には愛媛新聞社、日本経済新聞社、毎日新聞社、NHKが参加しました。
現在、１月17日㈯の愛媛新聞、日本経済新聞、１月22日㈭の愛媛新聞に掲載されました。
文責：伊井 達哉（愛媛同友会

事務局員）



ご案内

愛媛県中小企業家同友会第４回経営フォーラム
第４回経営フォーラム

概

要

■テーマ：地域で輝く中小企業が

実行委員長からのメッセージ

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
■参加費：10,000円
※参加費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。
いつもお世話になっております。第４回愛媛県経営フォーラムの実行委員長をさせて頂いております、
株式会社ナカフードサービスの中周作です。実行委員長の大任を拝しまして約４か月、あっという間に月
日が経ち、いよいよあと２週間となってまいりました。「地域で輝く中小企業が日本の未来を拓く」のテー
マのもと実行委員会で何度も会議を重ね、参加される方々にとって素晴らしい学びと交流の場となります
よう運営企画をしております。皆様にお会いできることを実行委員一同楽しみにしております。
さて、今回記念講演に株式会社タニタの代表取締役 谷田千里氏にお越しいただき、とても期待されて
いる方も多いのではないでしょうか。日本初！や世界初！の商品を生み出してこられたタニタの商品開発
や業態転換とそれを可能にした人財戦略を惜しみなくお話しいただけます。ぜひ楽しみにしてください！
また、第４回経営フォーラムは分科会にもとても力を入れております。
＜社員教育・求人・経営指針・障がい者・条例の魅力あふれる分科会＞
第１分科会では、時代の変化とともに求人の仕方や社員教育のやり方も変わっていく。採用と共育を自
社のビジョンの中で明確にしていくことを学びます。
第２分科会では、新卒雇用がなぜ業績や収益に結び付くのか。苦しい状況下の中でも新卒雇用を続けて
こられた理由をお話しいただきます。
第３分科会では、経営指針を作ってみたが社内の浸透や業績に反映されないことにお悩みの方はぜひ参
加して頂きたい分科会です。25年間指針を作り続けてこられた実績をお話し頂きます。
第４分科会では、労働力の減少により多様な働き方が求められる今、人の持つ個性をいかに引き出して
いくか。障がい者雇用が単なる社会貢献ではなく、社員共育の大きな柱になることを学べます。
第５分科会では、地域の中で大きな役割を持つ中小企業が自社をいかに輝かせるか、社会に必要とされ
る「憧れの存在」になっていくことの必要性が学べます。
報告者・座長の方々との打ち合わせも最終段階にきておりますが、分科会もこうご期待です！
最後になりますが、皆様には参加動員にご尽力頂きまして本当に有難うございます。各地域で励ましの
お言葉を頂き本当に有難く思っております。２月16日まで残りわずかですが、最後までご協力の程よろし
くお願い申し上げます。
 第４回経営フォーラム実行委員長 中 周作（株式会社ナカフードサービス／松山支部第３地区会）
「第４回経営フォーラム」の開催日がいよいよ迫ってまいりました！まだ登録がお済みでない方
はお早めの登録をお願い致します。また、是非ゲストの皆さまにもお声掛けください。
全てのお部屋、引越費用０円システム好評中 !!

各支部例会で時間を頂き、
実行委員の皆さんからアナウンスをしている様子

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 ㈹



会 員
掲示板

○企業名変更

○会員変更

会
員／新井 一成（松山支部第３地区会）
旧企業名／新井産業㈱
新企業名／㈱アライ

企業名／㈱グリップ
旧会員／藤野 祐一
新会員／川原
誠

代表取締役
事業部長

○お悔やみ
宇高光重氏・ウダカエンジニアリング㈱ 代表取締役のご母堂 宇高初子様（享年84歳）が、
2014年12月24日ご逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。

氏

資本主義の大原則に反する
保証人制度

秋 川 保 親

80

秋川会計事務所㈱取締役
愛媛同友会 経営相談室長

先進国では今から１００年前にアメリカでも 年前に個人保証

制度はなくなっています。その背景にはフランス革命・アメリカ

独立戦争を通じて「人権意識」が確立され世界に広がったからで

す。しかし日本の金融機関は最近まで経営者の個人保証に加え、

証人に迷惑をかけるから「自己破産」も夜逃げもならず自殺した

担保力が弱いと第三者の保証まで求めてきました。経営者は、保

経営者も少なくありません。

こうした金融制度に批判が高まり、2010年金融庁は「経営

者以外の第三者の個人保証を求めない」ことを原則にする融資慣

行の確立を決め、中小企業庁も「信用保証協会が行う保証制度に

した。

ついて平成 年以降第三者の保証を原則禁止する」ことを決めま

また日本商工会議所と銀行協会が事務局となり経営者保証に関

する研究会が開かれ、第三者保証に加えて、経営者自身の個人保

証に依存しない融資や中小企業家の負担軽減に関して「ガイドラ

イン」を設定しました。
「ガイドライン」に強制力はありませんが、

中小企業家がこれを武器の融資の新しい慣行を確立することが求

められています。もともと資本主義社会というのは有限責任を確

法人という制度が生まれたのは、事業に失敗しても経営者が失

立した社会です。

限責任を無限責任にすり替え保証人が払えないで死亡すると孫子

うのは「投資した資本金と経営権」だけです。個人保証とは、有

の代まで追求できると言う「奴隷の契約」です。日本が人権の尊

重された民主的な国になるためにはこうした制度は無くしてはな

りません。
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⑰
マスコミ（主に新聞・テレビなど）との付き合い方。
愛媛同友会環境問題委員長

守 谷 和 久

朝日新聞の世紀の大誤報なども含めて、環境関連問題でも、首をかしげるような報道がある。
この国の報道機関は果たして、正確な方向を向いているのかと疑ってしまう。結論から言うと、自
分自身が報道媒体を選択し、内容を鵜呑みにすることなく多角的な視野と英知で判断すべきと思わ
れる。
賢明な同友会関係者ならば、会社経営のための「情報源とその真偽」を吟味することは、とても大事なことであろう。
環境問題での大誤報は、
「2006年、NHKスペシャルで『ツバルが沈んでいる』という報道をしたことがある。大人の
膝まで海水が上がって浸かっている映像を流した。
当時、ツバル報道をしたのはNHKばかりではなく、多くの報道関係者、各種運動家がツバルにでむいた。
沈む原因は、その後の調査で、温暖化海面上昇では、年間で約＋1.5～1.8mm程度しか無いことが判明したようで、最
近はこれらの報道がほとんどなくなった。真実は、その後、同じNHKで、
「サンゴ環礁の中の陸地なので、地下のプレー
ト構造変動（沈下）の影響でもって島が少しずつ下がっている」と説明したようだ。
…そしたらあの一連の報道はいったいなんだったのか？ということになる。
アメリカの副大統領経験者の、ゴア氏の『不都合な真実』という書籍がベストセラーとなり、私は映画まで見に行った。
英国の高等法院で、ゴア氏の『不都合な真実』に対する告訴があり、裁判官が９つの誤りを確認し、教材として使う際に
は注意するようにという判決が下された。…これも、いったいなんだったのだろうか？
ダイオキシン発生が社会的問題となって、しばらく前に企業などからいっせいに「焼却炉」が消えた。すごいお金を出
して産廃業者に頼むこととなっている。私も全面的に信じた。しかし、焚き火なんかも農業関係者の麦わら等の焼却を除
いていまだに、厳しい法律がいきている。もっと緩和してもよさそうであるにもかかわらず、一度法整備されると緩和処
置は難しい。
このように、環境問題での立ち位置について考えると、ずいぶんと難しい。温暖化問題も、
「人類未経験」の分野である。
少しばかり正義ぶって大げさに言ったとしても、許されることだと私は考えている。いたずらに煽らない事も重要だとも
考えている。
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第10回拡大理事会・役員研修会

【日 時】 2015年１月16日㈭ 16時～20時50分
【出席者：理事27名 幹事10名 事務局員３名】
【理事会議長】 米田 順哉
【役員研修会司会】 杉本

開会挨拶：服部豊正

太一

議事録

【会 場】 アイテムえひめ
【委任状提出】 ８通
【議事録作成者】 大北 雅浩

３．松山市中小企業振興円卓会議への事業提案について米田
順哉地域づくり本部長から提案があり、承認しました。
アベノミクスの効果は中小企業までは届かず、厳しい状況 ４．2015年度 組織・人事（案）について代表理事・本部長
が続いています。その中で、自社をどのように変革していくか、
会議で協議した内容を踏まえて鎌田哲雄専務理事から提案
これまでやってきたことを変えていく努力が必要です。私も
があり、協議し承認しました。
今年は円安をチャンスと捉え、海外の市場づくりに挑戦しま
⑴ 2015年度理事立候補の受付期間について提案があり承
す。
認しました。
2015年２月２日㈪～11日㈬の10日間。１月29日付けで
理事会
全会員に向けて案内します。
⑵ 組織・人事（案）について提案があり承認しました。
＜報告事項＞
本日の承認後、候補として上がっている会員への打診
１．全国・他団体行事について、事務局から報告がありました。
を行い、また立候補を受け付けます。２月・３月の理事
⑴ 特に、鎌田哲雄専務理事が報告者を務めた香川同友会
会でも調整し、第31回定時総会で承認することを確認し
理事研修（12月20日）について、参加した米田順哉理事
ました。
から報告がありました。
⑵ 特に、中同協新春幹事会（１月９日・10日）について、 役員研修会
平野啓三代表理事から報告がありました。中同協第47回
定時総会議案（骨子）について報告がありました。
田中正志代表理事から、開会挨拶がありました。
２．代表理事・本部長会議・３本部・各支部・各委員会から
今日の理事会で承認したキャリア教育手引書は素晴らしい
の報告が、各担当者からありました。
ものでした。こういったことができるのが、愛媛同友会の30
⑴ 杉本太一同友会づくり本部長から、２月３日に開催す 年間の歴史です。鎌田哲雄専務理事が創業事務局長として命
るグループ討論研修について案内がありました。
を賭けて取り組んできた同友会運動について学び、良い研修
⑵ 米田順哉地域づくり本部長から、第４回経営フォーラ 会にしましょう。
ム第５分科会（中小企業振興基本条例）について、県内 １．役員研修会の目的について、杉本太一同友会づくり本部
各自治体への案内に対する協力依頼がありました。“つて”
長から説明がありました。
がある人は、事務局まで連絡をお願いします。
＜役員研修の目的＞
３．第４回経営フォーラムについて、中周作実行委員長から
①同友会と企業経営は車の両輪（不離一体）の意味と価
報告がありました。
値あるものにする実践
まず、実行委員が各支部12月例会に参加して告知を行っ
②例会・委員会・役員会の運営の実務
た際に寄せられた激励に対して、感謝を述べられました。
③役員間の団結を深めます
続いて、現在の参加登録状況について報告がありました（別 ２．「同友会運動をどのように学べば、企業経営に生かせるの
紙参照）。それを受けて、各支部・地区会で幹事が一斉に参
か？ ～同友会運動で学んだ意味を価値あるものにする鍵
加を呼びかける日を設定して実施してほしいとの依頼があ
は～ ～問題提起と実務と実践編～」とのテーマで、鎌田
りました。１月中に２回の集計日を設定し、１月22日に200
哲雄専務理事と米田順哉理事から問題提起がありました。
名、１月30日に340名を実現することを確認しました。
３．グループ討論（支部・地区会毎で編成しました）
４．その他
討論テーマ 「良い例会をつくるために、次年度の例会テ
⑴ 第45回中小企業問題全国研究集会in神奈川への参加登録
ーマをどのように組み立てますか？」
呼びかけが、大北雅浩事務局長からありました。
４．補足報告
Ａ登録状況（数字は分科会）
：越智堅太郎⑯、北野賢三②、
米田順哉理事から、同友会づくり本部で編纂した役員研
杉本太一⑨、服部豊正③、渡部伸哉④、大北雅浩⑰
修テキストの活用について提案がありました。
Ｂ締切が２月19日（見学分科会は1月29日）であり、早
鎌田哲雄専務理事から、特に、支部例会（事前打ち合わ
めの参加登録を呼び掛けました。
せ、事前報告、例会、懇親会）の４つのフレームワークを
平野啓三代表理事⑬から参加申込がありました。
各支部例会で実践すること。時間的・質的・量的な観点から、
典型（モデル）となる支部・役員を作っていくことの提案
＜承認事項＞
がありました。
１．入会・退会の推移について大北雅浩事務局長から報告が ５．平野啓三代表理事から、まとめがありました。
あり、承認しました。
今日の役員研修会の中でも分かったように、愛媛同友会
２．キャリア教育手引書（案）について武田正晴キャリア教
のテーマは既に整理されています。それらはすぐに実現す
育担当理事と鎌田哲雄専務理事から報告があり、協議を行
ることはできませんが、決めたことをコツコツと続けてい
い、承認しました。
くことが大切です。飽きてくるのも事実ですから、あきさ
愛媛同友会の20年間に亘る会員の実践と同友会運動の成
せない仕掛けを作ることも大切です。年明け最初の理事会
果、教訓をまとめたキャリア教育への取り組み、手引書作
と役員研修会で、これからの展望が見えたのではないでし
成の経緯について報告がありました。また、愛媛同友会に
ょうか。それぞれが良い方向へ向かうよう、社員と共に人
おいてキャリア教育を「生きる力を育む教育」と位置づけ
を生かす経営を実践していきましょう。
ることを確認しました。
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四国の躍進は地域企業と法律家の連携で
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