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【人を生かす経営】
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発行：愛媛県中小企業家同友会

編集：広報情報化委員会

No.277 2016年５月号
発行／2016年５月１日

第5期合同入社式＆新入社員研修を開催！
2016年度
スローガン
今こそ、経営者の
責任を果たし、
「人を生かす経営」を実践し、
地域からあてにされる
企業をめざそう！

◇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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今、連帯の精神を発揮する時！
〜仲間がいれば、人は強くなれる〜

目

今年も「新入社員をひとりぼっちにし
ない」を合言葉に、第５期合同入社式＆
新入社員研修を開催しました。
今年は初めて四国中央会場でも開催
し、合計で参加企業20社、新入社員49
名が参加したました。
松山会場での合同入社式では愛媛同
友会の会員でもあります、山本万喜雄
さん（愛媛大学 名誉教授、聖カタリナ
大学 教授）に講演していただき、四国
中央会場では宮崎修氏（愛媛大学紙産業
イノベーションセンター）に講演してい
ただきました。新入社員研修では松山・ 14社・38名が参加、企業の枠を超えた同期社員
四国中央会場共に会員の堀田真奈さん
（NPO法人ワークライフ・コラボ 代表理事）に講師を務めていただきました。
合同入社式＆新入社員研修は会社の枠を超えた横のつながりのできる場、同期意識が芽
生える場となっています。９月にはフォローアップ研修も予定しています。
松山・四国中央会場共に本誌に全体の内容を掲載しています。是非ご覧ください。
四月十四日の夜に起きた、熊本県を震源とする
震度七の地震とその前後に震度一以上の地震が
六百八十三回（四月二十日午前十一現在）起きていること
に心が痛みます▼熊本を中心に頻発している大地震の被
害は、北部九州を巻き込む広範なものとなり、大きな余震
や大雨による土砂災害なども重なり、震える心身を毛布
で包み込み、眠れぬ夜を野外で過ごした人も多数います
▼中同協では「熊本地震対策本部」を設置して、①義援金
の呼びかけ、収集と必要な資金・物資の投入。②復興へ向
けて被災地が必要とするものを明確にし、全国に依頼す
る。③現地訪問、励まし、支援。④復興のための公的施策を
現 地 同 友 会 と 協 議 す る。⑤ 被 災 地 の 同 友 会 の 復 興 組 織 と
連携し、復興への方向性、情報を共有する等々を全国の同
友会と連帯して、熊本同友会地震対策本部を中心に支援・
激励に全力を挙げています▼“同友会は常に、皆さんと共
にある！”この連帯の精神を今、熊本、大分で地震からの
復 興 に 挑 む 仲 間 に 届 け て い ま す。長 引 く 避 難 生 活 に、た
まった心身の疲労は、いかばかりか▼四月は無情の雨が
九州の地をたたきました。思えば、震度七を記録した「阪
神・淡路大震災」「新潟県中越地震」の時も、数日後、悪天候
に見舞われました。また「東日本大震災」の発災当日は、月
明 か り の な い 雪 の 暗 夜 で し た。被 災 さ れ た 皆 さ ん は 過 酷
な 試 練 に 負 け ま せ ん で し た ▼ 自 然 の 猛 威 を 前 に し た 時、
一 人 の 人 間 の 力 は 限 り な く 小 さ く 感 じ ま す。し か し 人 間
には、危機の時に寄り添う心、逆境にも耐えて立ち上がる
回復力があります。そのことを今、思い出しています▼被
災された皆さんの安心・安全・希望のため、熊本と九州の
一日も早い復旧のために、連帯の絆を力強く広げたい。仲
間がいれば、人は強くなれます（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。

～松山と四国中央の２会場で開催～

TEL（089）968−3112 FAX（089）968−3107

会報誌をよりよくするためにご意見やご感想をください。
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松山支部３月例会

四国中央支部３月例会

大好きな社員さんを守るための事業戦略とは
～強くなくてもいい、賢くなくてもいい、
生き残るのは変化に適応できる企業である～

■報告者 三好 大助 氏
株式会社フェローシステム 代表取締役
（愛媛県中小企業家同友会 理事・松山支部長）
●日
●会

程／2016年３月15日㈫
場／えひめ共済会館

●参加人数／56名

松山支部第１地区会担当
の松山支部３月例会は松山
支部長の三好大助さんに報
告していただきました。
三 好 さ ん は、1997年 ２ 月
「フェローシステム」を創業
し、2009年 ９ 月 障 が い 者 就
労移行支援事業所「フェロー
ICT」を開設し、2010年「NPO
報告者の三好大助さん
法人フェロージョブステー
ションを設立し、障がい者や子育て中のお母さん、高齢者、
外国人など“働きにくい環境にある人”がいきいきと働けるよ
うに、経営指針に基づく経営、ダイバーシティ経営を実践し、
事業形態を変化させながらアドマイヤード・カンパニー（称
賛される企業）を目指しています。
先ず、社内のコミュニケーションの一環で使用されてい
る「ありがとうカード」についてですが、社員同士が些細な
事でも感謝に至ることがあれば、その都度「ありがとうカー
ド」を手渡すことによって、最初は照れや恥ずかしさもある
ようですが、だんだん慣れてくると「ありがとうカード」を
より一層、相手に渡したくなる気持ちが生まれ、必然と活発
になってくるようです。
さらに「ありがとうカード」の良き点は複写になっている
ところです。いつ、どこで、誰が、どうしたのか、お互いに
複写のカードをしようすることで後々にお互いに再確認す
ることができます。そして互いに、いつまでも感謝の気持ち
を持ち続けることができ、この「ありがとうカード」は人と
人との絆を結ぶすばらしいものだと思います。
次に、株式会社フェローシステムの社員さんに共通してい
るところは、自主的に会社によって有益なことを常に考えて
いることです。それは株式会社フェローシステムの三好大助
社長を社員全員が大好きであるという表れだと思います。
今回の三好大助さんの報告を受けて、報告のテーマにある
「大好きな社員さんを守るための事業戦略とは」社員さん一
同が、大好きな社長を守るために働いていることだと強く強
く感じました。
 寄稿：奥江 英記さん（麺屋十銭／松山支部第１地区会）

活発なグループ討論となっていました

信頼する会社経営
～ 10 年後、20 年後海外子会社をどのように経営していくのか～

■報告者 森實 隆生 氏
みすまる産業株式会社 代表取締役
（愛媛県中小企業家同友会 会員）
●日
●会

程／2016年３月17日㈭ ●参加人数／29名
場／ホテルグランフォーレ

30年前に入会されました
大先輩の森實隆生さんの現
在、そして将来のビジョンを
語って下さいました。包装資
材の製造販売をしていた一
企業が、今から20年前に中国
に工場を建設し会社を設立
して、現在海外に３工場と６
つの会社を運営するに至っ
てます。

報告者の森實隆生さん

森實さんは海外進出の時にすでに決めていました。それは
海外に設立する会社は、社長以下全ての従業員は現地の人の
みで運営してもらう、日本人０名の会社にする！と。
日本人社長を一人置いて後は現地の人で、と考えるのが普
通だと思うのだが、同友会で学んだからなのか”人を生かす経
営”を国境を越えて実践しようとしたんです。
報告の間森實さんの人間性を感じる場面が多々ありまし
た。「自分は運が良かった」
「たまたま良い出会いがありまし
た」というフレーズが何度も出てきます。運も実力のうちと
よく耳にしますが、社長は運を引き寄せる努力をしていたと
気づかされます。
毎朝、新聞を何紙も読む。１年の３分の２は中国で暮らす。
大きなアンテナを張り情報を集め調査、分析し、そして正面
から判断をしている。人の話を素直に聞く、そして一度決め
れば即行動に移す。簡単なようだが、それをもう習慣にして
います。
明るく前向きな言葉を発する。人を信用することから始め
る。まず自分が裸になる。全て成功者に共通する部分ではな
いでしょうか。年齢を感じさせない少年のような目の輝きで
夢を語っている時のたくましい言葉に魅了された時間でし
た。
５年後にまた進化したみすまる産業の報告を約束して頂
き報告を締めくくって頂きました。どうもありがとうござい
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）

森實さんは会歴30年になります
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東温支部３月例会

伊予・松前支部３月例会

時代に変化に対応できる企業づくりを目指して

ピンチは新しい可能性だった

～自主的社員と共に新しいステージへの挑戦～

～お客様目線の商品作りを社員とともに～

■報告者 越智 堅太郎 氏
オチ工業株式会社 代表取締役
（愛媛県中小企業家同友会 理事・今治支部長）

■報告者 好永 隆之 氏
株式会社昆布森 常務取締役 工場長
（愛媛県中小企業家同友会 伊予・松前支部会員）

●日
●会

●日
●会

程／2016年３月22日㈫
場／東温市商工会館

●参加人数／16名

程／2016年３月25日㈮ ●参加人数／19名
場／松前総合文化センター

東温支部３月例会では「時
代の変化に対応できる企業
づくりを目指して ～自主
的社員と共に新しいステー
ジへの挑戦～」のテーマで、
今治支部長 越智 堅太郎
さんから、同友会入会の経緯
やその後の経営への取り組
み・過去、現在の経営課題な
報告者の越智堅太郎さん
ど、年表やグラフ等を使用し
た、とても分かりやすいご報告をいただきました。
売り上げを、一社にほぼ依存している経営状況からの脱
却を目指し、同友会での経営指針成文化活動の取り組みや、
社員教育活動により、新しい取引先の確保や時代の変化に
も対応可能な企業形態の変化までの道のりを知ることがで
きました。
中でも、建設業界の中で、職人さんの給与を日給から月
給に変える取り組みというのは、同業者である私には目か
ら鱗で、このような手法もあるのだと非常に感銘を受けま
した。
社員さんの待遇を良くすること・・それが、必ずしも社
員さんの定着には繋がらないという現実をふまえ、自ら考
え行動できる自主的社員さんを増やしていく企業風土を形
成するために、越智さんがとられた行動が非常に参考にな
りました。
１ 全員による掃除
職場環境の整備
前向きな心への変化
２ 権限移譲
組織作り・中堅社員の育成
責任感、やりがいの醸成
３ 経営指針の作成
目標の共有
この経営者の行動により会社が変化するであろうこと
は、業種、業態を問わず普遍的なことだろうと想像できま
した。越智さんの経営姿勢を見習って、私も「社員さんと
共に学ぶ経営」で時代の変化に対応できる企業づくりを目
指そうと思える例会でした。
越智さんありがとうございました。

寄稿：藤岡 貞雄さん（藤岡萬建設㈲／東温支部）

伊予・松前支部の３月例会
は株式会社昆布森の好永隆
之さんの報告でした。松前町
で昆布・わかめを中心にした
珍味製造を行ってらっしゃ
います。
登壇された好永さんは
ハッピ姿。各テーブルには昆
報告者の好永隆之さん
布森さんの商品がズラリ。そ
してなんと試食が!!まるでデパ地下の催事で売り込みを受け
ているかの如く、みんなポリポリと食べながら好永さんの
報告に耳を傾けていました。
県外企業で働いていた時に、会社の窮地を救うべく呼び
戻された好永さん。その窮地も「日本人全員退社」という
衝撃的なものでした。社内は“ニイハオ”（中国）“シンチャ
オ”（ベトナム）といった言葉が飛び交う外国人だらけの国
際色豊かな職場だったそうです。さらに「売上DOWN」
「社
内風紀のみだれ」
「社内ルールがない」といった様々な問題
が山積していたようです。その中で社長であるお父様と二
人三脚で立て直しを図られました。
今まで業務用卸で大袋にドカッと詰め出荷していたもの
を、自社製品として個包装を行いデザインを施したパッ
ケージに詰め、直接ユーザーや販売店さんと取引をする形
態に変えていかれました。その際に「他社のまねをしない」
「安売りをしない」といった自社のルールを決め取り組んだ
そうです。新商品開発もお客様の声を聞き取り組み、催事
や展示会にも積極的に参加されていらっしゃいます。その
成果あって、只今Ｖ字回復中とのこと！
今後の好永さんと昆布森さんの成長が楽しみな、笑いあ
り、笑い涙ありととても素晴らしい報告でした。ありがと
うございました。
 寄稿：山崎 剛さん（協和パックス㈱／伊予・松前支部）

支部外からも多く参加されていました

テーブルには昆布森の自慢の商品が並らべられていました
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今治支部３月例会
後継者の自覚と責任
～事業承継は理念や想いの承継～

■報告者 松田 泰幸 氏
株式会社平野 専務取締役
（愛媛県中小企業家同友会 今治支部
●日
●会

会員）

程／2016年３月28日㈪ ●参加人数／15名
場／今治地域地場産業振興センター

早いもので、平成27年度
も最終例会を迎えることと
なりました。今回の今治支
部例会は、支部幹事でもあ
る、㈱平野 専務取締役の
松田泰幸さんに、
「後継者の
自覚と責任～事業承継は理
念や想いの承継～」と題し
報告者の松田泰幸さん
て報告をいただきました。
長野県出身で東京の大手製薬会社に勤務していた松田さ
んは、何の知識もないまま奥様の実家がある今治へとＩ
ターンし、平野に入社しました。薬剤師として、日々の業
務をこなしながらも、後継者という位置づけに不安と戸惑
いを隠せずにいたそうです。そんな中、社長の平野啓三さ
んに入会を薦められた同友会で、経営者としての覚悟と責
任を学んでいきます。経営指針を一緒につくり、発表会や
総括会など、社内に浸透させていく役割や、グループ活動
を通じ社員との信頼関係を築いていきます。
同友会の学びで、本当に受け継がなければならないもの
は「経営理念」という結論に達し、２年後の事業承継に向
けて現在、経験を重ねています。これからの新しい薬局の
ありかたを見つめつつ、第二創業、経営の革新を目指して
います。
全体を通して、松田さんの真面目な性格が全面に出たい
い報告でした。また、出席していた平野現社長からもいろ
いろな意見を聞くことができ、二人の目指す方向、価値観
が一致していることを確信しました。
グループ討論では、
「事業の啓造発展のためにあなたは何
をしますか」というテーマで討論をおこないましたが、継
ぐ側と継がせる側、双方の意見が出され、有意義な討論に
なりました。「経営指針を浸透させる最良の方法は、社長が
行動で示すこと」との原幹事長の意見が印象的でした。

寄稿：阿部 国弘さん（愛和印刷㈱／今治支部）

参加者は15名でした

愛媛信用金庫と
「中小企業等支援に関する覚書」
の調印
３月30日㈬、愛媛信用金庫と「中小企業等支援に関す
る覚書」の調印を行いました。
調印の場では、弓山慎也・愛媛信用金庫理事長が今治
支店に勤務されていた際に平野啓三・代表理事の株式会
社平野を担当されていたという縁もあり、終始和やかな
雰囲気で交流することもできました。
昨年12月に日本政策金融公庫とも調印しましたが、こ
の度地元金融機関としてご活躍されている愛媛信用金
庫とも調印をし、産・学・官・報に続く「金」との連携
強化を行うことができました。
産・学・官・報・金・労との連携を今後も進め、同友
会として皆様のお役に立ち、同友会の３つの目的にむけ
て運動を進めてまいります。

覚書にサインする弓山理事長

金融機関との連携強化となりました

終始和やかな雰囲気でした
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服部豊正さん代表理事退任のコメント
1986年に愛媛同友会に入会。2016年に会歴30年となりました。1999年から17年間もの
間、代表理事を務めていただきましたがこの度理事を退任となりましたのでご本人と縁の
ある３名の方からコメントを頂いていますので紹介致します。

＜服部豊正さん・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。
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。
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”を不離一体として実践し
ています。

同友会代表理事退任にあたって



服部

豊正

同友会と出会う前、服部製紙の現状は３Ｋの場であり、更に３交代の職場があるという会社でした。縁あって同じ
職場で働くのであれば、人間としてお互いに信頼し合って、困難を乗り切っていくとか、技術を高めていける会社に
していきたいというのが私の望みでした。そんな時ある人からこんな講演会があるのだが聞いてみませんか、という
誘いを受けました。その時の講師が香川同友会の三宅昭二社長（当時）でした。三宅さんの会社はまさに社員が生き
生きと働いている姿が目に浮かぶようでした。一瞬これだと感じました。早速同友会に入会させて頂きました。それ
から一年間かけて支部創りをやり翌年には川之江三島支部を立ちあげました。その後５年間位はあらゆる会合に参加
させて頂きました。そしてカセットテープも松山の往復に良く聞きました。まさに今まで体験した事のない話しを聞
かせて頂きました。又松山の往復には宇高昭造専務（当時）といろんな話しをしました。家庭紙はその頃から安売り
の競争をしながく利益のあがらない業界でした。私は支部長を９年間させてもらい副代表理事を４年程させてもらい
その後代表理事に押されました。業界が悪いからといって会社をつぶすわけにはいかず資金繰に大変苦労いたしまし
た。そんな中でなんとしても社員を伸ばさねばならないと思い、これぞと思う社員には次々と任せていくようにしま
した。同じ頃組合いの方々とアイネット株式会社をつくろうという気運が出て来て1990年に設立いたしました。いろ
んなものを社員に任せていかねば出来ない状況になり次々と任せていきましたが、その時一番気を付けたのが任せた
時は任しきる事が大切であるとつくづく思いました。現在服部製紙では６名の取締役がおります。又アイネットでも
昨年一人役員が誕生致しました。まだまだこれからですが一応形は出来て来た様に思います。
同友会の中では仕組みづくりや支部の拡大、又会員増強といった基本的にまだまだ出来ていない所があり反省する
ばかりです。しかしながら皆様や事務局の皆様に助けられながら自分の役割をなんとかこなす事が出来ました。本当
にありがとうございます。
これからは平野啓三代表理事をはじめ優秀な正副代表理事の方々がおられますので私は安心して代表を引いていく
事が出来ます。今後とも愛媛同友会を宜しくお願いいたします。

同友会一筋の友人として
服部さんとは愛媛同友会の代
表理事として、七年間共に歩んで
まいりました。共に他団体には入
らず、同友会一筋で経営の道を歩
んできた大切な仲間であります。
企業経営の方向性においては、冒
険的な創造を基本として考える
私と、堅実な実績を基本とされる
服部さんと違いもありましたが、
その違いがあればこそ良きライ
バルとして切磋琢磨できたと感
謝しています。本当にお疲れさま
でした。
井浦
忠さん
（㈱いうら／愛媛同友会 相談役）

服部さん、これからもご指導、
ご支援をよろしく
愛媛同友会の歴史と共に歩ま
れた服部さん、そのご功績はとて
も語りつくせません。入会と同時
に川之江に支部設立に着手（現在
の四国中央支部）愛媛同友会に新
しい風を巻き起こしました。企業
づくりでも理念型経営の典型を
示され、青全交、労使問題、共同
求人、社員教育、障がい者問題と
全国交流会を率先して開催いた
だきました。温和な語り口がとて
も魅力的でした。これからも、ご
指導、ご支援をよろしくお願いし
ます。
 国吉 昌晴さん（中同協 顧問）

憧れの人
今から30年前、愛媛同友会が設
立されて直後同友会の存続があ
やぶまれていた当時、地元の名士
たる服部さんが入会。私にとって
はとても勇気づけられると同時
に同友会運動に確信を持つこと
ができました。
そして愛媛同友会のリーダー
として代表理事を17年間続けて
きた歩みは真に経営と同友会運
動を不離一体としての歩みその
ものであり、私にとっての憧れの
存在です。
服部さんの人間としての真摯
な姿勢は、愛媛同友会の文化その
ものとして根付かせて参りたい
と思います。
鎌田 哲雄さん
（愛媛同友会 専務理事）
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第５期合同入社式＆新入社員研修

松山会場

「新入社員をひとりぼっちにしない」を合言葉に、
第５期合同入社式＆新入社員研修を開催！
＜合同入社式＞
「新入社員をひとりぼっちにしない！」を合い言葉
に、愛媛同友会の第５期合同入社式＆新入社員研修を
３月29日㈮、ピュアフル松山で開催しました。参加し
た新入社員は、14社・38名。新入社員の入社を愛媛同
友会全体で祝い、企業の枠を超えた同期社員として
迎え入れました。当日は、愛媛新聞社とテレビ愛媛、
南海放送の報道各社が取材に訪れました。

代表理事）に務めていただきました。
ビジネスマナーを学ぶだけでなく、働くうえで、生
きる上で大切なコミュニケーションについて、グルー
プワークを通して学びました。最初は、初めて顔を合
わせる者同士のぎこちなさもありましたが、徐々に打
ち解け、研修の中で一つのチームとして動いている姿
が印象的でした。

第１部の式典では、平野啓三・代表理事の挨拶で開
会。関口訓央・愛媛県経済労働部産業支援局長から
来賓祝辞を賜りました。続いて、新入社員を代表して
佐伯麻衣さん（岡田印刷株式会社）と難波賢太さん
（愛媛同友会事務局）が決意表明。それを受けて、昨
年度の合同入社式に参加した福本梓さん（生活協同組
合コープえひめ）から、激励の言葉が送られました。
なお、新入社員には今年も、記念品として今治タ
オル（提供は、会員企業の渡邊パイル織物株式会社）
が、平野啓三・代表理事と松本等・共同求人委員長か
ら手渡されました。
新入社員研修講師の堀田真奈さん

第２部は、山本万喜雄氏（愛媛大学名誉教授、聖カ
タリナ大学教授、愛媛同友会会員）の記念講演。「と
もに働くよろこび」とのテーマで、信頼関係の大切さ
について、そこから生まれる働き甲斐や生きがいにつ
いて、新入社員を励ます講演をしていただきました。

愛媛同友会の合同入社式＆新入社員研修も今回で
第５期。参加した新入社員同士の自主的な交流も生ま
れてきています。
半年後の９月15日㈭には、フォローアップ研修を開
催します。
実際に働く中で成長し、さらに強い絆で結ばれた皆
さんにお会いするのを、楽しみにしています！

山本万喜雄さんによる記念講演

＜新入社員研修＞
午後からは、新入社員研修。講師は、愛媛同友会会
員の堀田真奈さん（NPO法人ワークライフ・コラボ



文責：大北

雅浩（愛媛同友会

事務局員）
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第５期合同入社式＆新入社員研修

四国中央会場

四国中央会場で初の合同入社式＆
新入社員研修を開催！
＜合同入社式＞
愛媛同友会では2012年度から、「新入社員をひとり
ぼっちにしない！」を合い言葉に合同入社式＆新入社
員研修を開催しており、３月29日㈮に松山会場で行い
ましたが、４月２日㈯に、初となる四国中央会場（ホ
テルグランフォーレ）での合同入社式＆新入社員研
修を開催しました。６社から11名の新入社員が参加。
愛媛新聞社が取材に訪れました。

宮﨑修氏による記念講演

第２部は、宮崎修氏（愛媛大学紙産業イノベーショ
ンセンター）を講師にお招きして記念講演。「日本一
の紙の町 四国中央市で働く！」と題して、四国中央
市の経済的・文化的背景のみならず、地域を担う社会
人として生きていこうとの講演をしていただきまし
た。
６社から11名の新入社員が参加

第１部の式典は、服部豊正・代表理事の挨拶で開会。
続いて、新入社員を代表して中泉大河さん（サトー産
業株式会社）が決意表明。菰田晃伸・四国中央支部長
から、激励の言葉が送られました。新入社員の皆さん
に、記念品として今治タオル（提供は、会員企業の渡
邊パイル織物株式会社）が、服部豊正・代表理事と桑
波田健・共同求人副委員長から手渡されました。

昼食交流会をはさんで、午後から新入社員研修。講
師は、松山会場と同じく愛媛同友会会員の堀田真奈さ
ん（NPO法人ワークライフ・コラボ 代表理事）で
す。
働く上で、生きる上で大切なコミュニケーションに
ついて学ぶ研修は、引率で参加している経営者や上司
からも好評で、
「新入社員の自信に繋がりそう」「社内
に持って帰りたい」といった声があがりました。
四国中央会場初の合同入社式＆新入社員研修に参
加した新入社員は11名と、松山会場と比べると少な
かったのですが、自社では同期のいない新入社員の皆
さんが、こうして集まって交流のきっかけをつかめた
のは、価値のあることだと感じました。今後も、新入
社員の皆さんが、企業の枠を超えた仲間がいることを
胸に、励まし合いながら成長していっていただきたい
と感じています。


グループワークを中心とした研修でした

文責：大北

雅浩（愛媛同友会

事務局員）
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“県内中小企業、深刻な従業員不足が続く、景気は底堅く推移”
～第52回（2016年１-３月期）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52回EDORの調査結果を４月12日㈫に判定会議を行い、
４月14日㈭に県庁の番町記者クラブにて記者発表を行いまし
た。当日の報道関係者は愛媛新聞社、日本経済新聞社、あい
テレビ、愛媛朝日テレビの４社５名が参加しました。今回の
回答企業は120社でした。
調査結果の詳細につきましては愛媛同友会のホームページ
に報告書を掲載しています。是非ご覧ください。
＜前回（第51回）の調査要旨＞
前回の調査結果（2015年10-12月期）では「県内中小企業、
堅調に推移するもますます従業員不足が深刻」をタイトルと
していました。業界業況判断を除くすべての項目でDI値が好
転し採算水準DIについては調査開始以来２番目の高水準とな
ったことから、県内景気は底堅く推移している判断していま
した。
経営上の問題点に「従業員の不足」を挙げる企業が44.7％と
なり過去最大の結果でした。県内中小企業の人手不足が深刻
となっていることがうかがえました。経営上の力点において
も
「人材確保」
を挙げる企業の割合が44.3％と２番目に多く、
「従
業員の不足」と整合的な結果となっていました。
＜今回（第52回）の調査要旨＞
今回の調査結果は、前回調査とは対照的に、自社業況判断
DIの前年同期比を除くすべての項目において、DI値が悪化す
る結果となりました。各項目について、前期比でDI値が大き
く悪化したのは、季節的な要因が主な理由と考えられます。
しかしながら、今回の調査においては、前年同期比において
も自社業況判断DIを除くすべての項目でDI値が悪化してお
り、県内景気は踊り場的状況にあると捉えることができる。
ただし、判定会議において、各業種の業況を聞いたところ、
県内景気については悪化しているという声が少なく、むしろ、
比較的堅調に推移している意見が多かった。前回調査からDI
値は悪化しているが、業界業況判断DIを除く各種DIの前年同
期比はプラスを保っていることから、県内中小企業の景気は
引き続き底堅く推移していると考えられる。ただし、次期見
通しについて、厳しい判断をしているため、次回の調査を注
視する必要がある。
≪経営上の問題点・力点≫
前回調査では「従業員の不足」を経営上の問題点に挙げる
企業が最も多く、その割合は44.7％であったが、今回の調査で
はその割合はさらに増加し46.1％という結果となりました。前
回、前々回と従業員の不足を経営上の問題点として挙げる企
業の割合は、調査開始以来高い水準であったが、今回の調査
でもその傾向は依然として高く、県内中小企業の人手不足が
依然として深刻な状態であることがわかりました。「同業者相
互の価格競争の激化」を挙げた企業の割合は、増加し、「民間
需要の停滞」を経営上の問題点として挙げる企業の割合はわ
ずかに減少しているが注視が必要だという判断となりました。
一方、「仕入単価の上昇」を経営上の問題点として挙げる企業

の割合は、原油価格が安定的
に 下 げ 止 ま っ て い る こ と や、
ここ最近の円高を背景に、そ
の割合は下げ止まっています。
経 営 上 の 力 点 に つ い て は、
「新規受注の確保」、を挙げる
企業の割合が最も高く47.4％
となっており、次いで「社員
教育」を挙げる企業の割合が
多い45.7％となりました。「人
左から、桑波田健さん、
材確保」を挙げる企業の割合 曽我亘由先生、米岡一嘉さん
も37.9％と依然として高い結
果となりました。「人材確保」については、前回までは増加傾
向であったが、今回調査でも、「社員教育」に力を入れる企業
の割合の方が高く、経営上の問題点として挙げられていた「従
業員の不足」を「社員教育」に力を入れることで、その問題
を補う姿勢がうかがえました。
以上の結果から、今回の調査では、自社業況判断DI（前年
同期比）を除くすべての項目で、DI値は悪化しましたが、前
年同期比において、業界業況判断DIを除く項目でプラスの値
で推移している点、判定会議での意見、また、雇用に関する
項目が経営上の問題点や力点の上位となっていることから、
県内中小企業の景況感については、引き続き堅調に推移して
いるが、今後の動きについては注視する必要があります。
＜特別調査：経営指針書の作成状況（第８回）＞
今回の特別調査は経営指針にかんする調査を実施しました。
この経営指針に関する調査は第48回（2014年１-３月期）調査
以来、第８回目の調査です。
経営指針書の作成状況と売上、採算等の業況判断DIの関係
を見たところ、以下の表のとおり、経営指針書を何らかの形
で明文化している企業のDI値は、作成していない企業と比較
して業況がよい結果となりました。
経営指針書の作成状況と各DI（前年同期比）
回答数
売上
採算
自社業況 業界業況
指針書あり

61

26.2

18.0

23.0

-10.0

指針書なし

56

3.6

-5.4

0.0

-30.4

この傾向は過去の調査でも同様に見られますが、経営指針
の作成状況と業況判断DIの因果関係については、明確ではあ
りません。経営指針の作成によって業況が改善した企業の可
能性もあれば、業況がよい企業は経営に好循環が生まれ、指
針を作成する余裕もある可能性があります。しかし、観察不
可能な要因（経営者のリーダーシップや個性など）が業績と
指針書の作成にも影響を与えており、結果的に両者が関係し
ている可能性もあり、どの要因が経営指針書の作成と業況に
影響を与えているかまでは明らかではない点には注意する必
要があります。

文責：伊井 達哉（愛媛同友会 事務局員）

豆のことなら
何でも
ご相談下さい

株式
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愛媛県西条市今在家 921 番地
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広報情報化委員

TEL：089−911−0329 ㈹
TEL：089−947−2050 ㈹
TEL：089−998−2555 ㈹
TEL：0120−366−329
TEL：0120−006−329

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
松山国道 11 号店／愛媛県松山市中村 2 丁目 39−2
愛大・松大前店／愛媛県松山市平和通 2 丁目 5−81F

同友会で俳友会

つ入れることを「季重なり」と言い、あまり好まれません。こ

の 句 は な ん と、 一 句 の 中 に 三 っ つ の 季 語 を 入 れ る 離 れ 業 で す。

今月の兼題は「風薫る」です。木々の緑の香りを運ぶ心地の
良い風のことで、初夏の季語です。立夏を過ぎれば暦の上では

その中でも一番強い季語は「風薫る」で、花粉症で涙や鼻水が

大輔

皆さんの投句
お待ちしています

講評：髙橋

七月号
兼題 「雨蛙 （あまがえる）
」「青蛙 （あおがえる）
」
締め切り 五月三十一日
八月号
兼題 「熱帯夜」
締め切り 六月三十日
九月号
兼題 「秋刀魚 （さんま）
」「初秋刀魚」
締め切り 七月三十一日

せて頂きました。

の風の対比が効いています。面白い句なので、ユニーク賞とさ

止まらない作者自身の憂いと、外界のあまりにも爽やかな五月

初夏になります。五月の爽やかな風は誠に香しいものです。

義和さん（有限会社石川工作所／四国中央支部）

最優秀賞
風薫る闘志みなぎる決算期
石川

高浜虚子の句に「春風や闘志いだきて丘に立つ」があります。
「風」の季語と「闘志」の取り合わせで、似た作りに感じますが、
「決算期」と詠むことで決定的に違う句になっています。作者の
会社の決算期は五月末でしょうか。「決算期」に「闘志」をみな
ぎらせる様は、順調な時期も厳しい時期もあったこの一年を回
顧して、会社の成長を心から実感している様子を上手く表現し
ています。季語の「風薫る」が、来期のさらなる成長を予感さ
せます。

大助さん（株式会社フェローシステム

ユニーク賞
風薫る涙鼻水花粉症
三好

／松山支部第１地区会）

 

「鼻水」は冬の季語で、「花粉症」を春の季語に取り上げてい



る歳時記もあります。一句に季語を一つ入れるのが基本で、二

全てのお部屋、引越費用０円システム好評中 !!

松山国道 11 号店／愛媛県松山市中村 2 丁目 39−2
ＴＥＬ：0120−366−329
ＦＡＸ：089−948−8700

10

新入会員ご紹介・会員消息 （５名）
林

敬人（はやし

渡部

のりひと）

（３月23日～４月20日）

潤（わたなべ

じゅん）

1968年10月26日生まれ 松山支部第３地区会
スマイルコネクト 代表社員
売上アップのためのお手伝い
〒798-0034 宇和島市錦町4-23
TEL(090)1852-0171
紹介者／スマイルフード㈱ 良野 良治

1981年４月23日生まれ 松山支部第３地区会
㈱三福管理センター 取締役
賃貸管理業
〒790-0811 松山市本町5-5-6
TEL(089)925-6773 FAX(089)917-7270
紹介者／愛媛同友会 大北 雅浩

光井

安部

佑記（みつい

ゆうき）

1989年12月４日生まれ 松山支部第１地区会
あしたのチーム
〒760-0056 高松市中新町11-1
アクア高松中新町ビル４F
TEL(087)863-7980 FAX(087)861-3778
紹介者／愛媛同友会 大北 雅浩

山本

耕造（やまもと

真（あべ

まこと）

1977年３月１日生まれ 伊予松前支部
税理士法人asitao 代表社員
税理士業
〒790-0066 松山市宮田町186-4
松山駅前ビル４Ｆ
TEL(089)948-8294 FAX(089)948-8296
紹介者／㈱世起 今村 暢秀

こうぞう）

1975年３月19日生まれ 松山支部第３地区会
愛媛サポート 代表
ポスティング、印刷代行、フリーペーパー制作
〒790-0065 松山市宮西2丁目6-25
TEL(089)904-6661 FAX(089)904-3422
紹介者／㈲キホク 上田 剛士

会員掲示板
○役職変更
会

員／森川

信彦（四国中央支部）

企 業 名／森川㈱
代表取締役副社長から代表取締役社長に就任されました。
○企業名変更
会

員／河上

剛徳（松山支部第１地区会）

旧企業名／㈲河上
新企業名／㈲オメガネ不動産研究所

代表取締役 篠 原 治 行
〒791-1102 愛媛県松山市来住町1433番地
Tel：
（089）958-0150 FAX：
（089）958-0152
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201５年度_愛媛同友会

第12回理事会

議事録

【日時】2016年３月24日㈭18時30分～20時50分 【会場】アイテムえひめ会議室 【出席者】理事：20名、事務局員２名
【委任状提出】21通
【議長】杉本 太一
【議事録作成者】伊井 達哉
開会に先立ち、大北雅浩・事務局員から出欠状況と委任状提出状況の報告がありました。

開会挨拶：服部豊正
第32回定時総会を１ヶ月後に控えています。2015年度もあと少
し。会員数も伸び、あと一息で目標達成です。皆さんで力を合わ
せればできるのではないでしょうか。支部や委員会でも声掛けし
ていきましょう。年度末であり理事会で進めなければいけないこ
とが多くなっていますが、しっかりと進めていきましょう。

報告事項

⑵各支部例会の参加者並びに入退会の推移を確認。
２．その他

協議事項
１．会員増強の進捗状況報告と対策の協議を行いました。
増強目標は2015年度内に500名としています。
2016年度の目標数値について協議しました。
「求められるのは地味な取り組みですが、入って辞めない
同友会をつくっていくことが重要。今季現状で入会が60名、
退会50名で合計460名となっていることから、2016年度で500
名が妥当ではないだろうか。入会は増えているから辞めない
ための取り組み、新入会員オリエンテーション等に必ず参加
することが大切だと思う」
「会員を増やすことも重要だが退会者を減らすことが重要
だと感じる。人数よりも黒字化。退会数への対策こそがまず
取り組むべきこと。例会の質の向上が優先だと考える」
「500名の会員は2016年度の早い段階で達成したい。良い会
社を増やし、退会を減らすことは当然として、数をおうこと
も必要ではないだろうか」
等の意見が述べられ、杉本太一・同友会づくり本部長から「毎
年５％純増にしていきたい。まずは現在目標としている500
名という目標を早く達成できるよう努力していきたい」と話
されました。
２．第32回定時総会についての協議を行いました。
第１部の分科会を企業づくり、地域づくり、同友会づくり
の３本部で行います。第２部の総会議事では会員拡大表彰と
同時に新入会員にも出番をつくる予定です。第３部の懇親
パーティーでは今まで以上に来賓等との交流の場を企画して
います。全体の会員参加目標は150名となりました。
３．第６次中期ビジョンについての協議を行いました。
第11回理事会での協議の通り、第32回定時総会の議案書に
は第６次中期ビジョン（案）として掲載し、第33回定時総会
議案書には正式に掲載できるよう協議していくこととなりま
した。４月７日㈭まで意見等受け付けています。
４．2016年度方針・スローガンについての協議を行いました。
基本方針は案を理事の皆さんにお送りしている案に就業規
則について追記しています。４月７日㈭まで意見等受け付け
ています。第６次中期ビジョンが案としての掲載となり、基
本方針・スローガンとつながらりません。そのため当初予定
していたビジョンから考えたスローガンではなくなり、現状
を踏まえ、スローガンは2015年度から据え置きとなりました。
第６次中期ビジョン同様に４月７日㈭まで意見等受け付けて
います。

１．正副代表理事会議、各本部、各支部、各委員会各担当者から
この間の活動報告がありました。
共同求人委員会から日程変更等あったが、３月23日㈬に第
４回合同企業説明会を行い参加企業31社、来場学生104人（前
回29社56人）となり過去最大。３月29日㈫には５回目とな
る合同入社式＆新入社員研修を開催予定との報告がありまし
た。
２．中小企業振興基本条例の活動について米田順哉・副専務理事
から報告がありました。
３月16日㈬に松山市中小企業振興円卓会議のシンポジウム
が開催され、北海道同友会から南しれとこ支部・別海地区会
長の山口寿さんと北海道同友会・副事務局長の米木稔さんが
事例報告をしてくださいました。また、３つの専門部会の活
動報告もあり、愛媛同友会キャリア教育委員会を中心に愛媛
同友会が主催する「人育ち専門部会では、３月16日付の日本
経済新聞でも掲載された「未来デザインゲーム」の報告を行
いました。既に高松市教育委員会から使用したいという依頼
が来ています。
３．全国・他団体行事について大北雅浩・事務局員から報告があ
りました。
３月９日㈬に中同協第４回幹事会が行われ、2016年度の議
案書第１次案が出されました。会員皆さんにお送りしていま
すのでご確認いただき、ご質問等あれば事務局までご連絡く
ださいと呼びかけがありました。
４．2016年度人事についての中間報告が平野啓三・代表理事から
ありました。
⑴新任・退任の状況報告
⑵立候補状況の報告
３月１日～10日にかけて立候補者を募集していましたがあ
りませんでした。
５．2016年度の各支部・地区会・委員会の年間計画についての報
告が各担当者からありました。
支部例会と他会合等との重なりがあったため、４月７日㈭
までに調整し事務局に連絡することとなりました。
６．各支部総会について各支部から報告がありました。
７．その他
今まで同友会入会時にお渡しし同友会のテキストとして使 閉会挨拶：平野啓三
用されてきました「同友会運動発展のために」が役員研修の
開会挨拶で服部さんも話されましたが年度末で総会の準備もあ
テキストとして新しくなりました。新しくなった「同友会運
り忙しいですが皆さんありがとうございます。目標をつくるだけ
動発展のために」については事務局にお問い合わせください。
でなく達成できるよう努力してまいりましょう。前を向いて継続
していくことが会社でもそうであるように重要です。同友会は全
承認事項
国にあり歴史もあります。しっかりと学び、指針もつくって良い
１．前回理事会から今回までの会員数の推移及び入会・退会の承 会社を目指しましょう。そして地域にとっての指針が条例である
のではないでしょうか。まずは役員から成長していきましょう。
認をしました。
⑴入会者・退会者の承認

絵本とおもちゃの専門店です。
年齢に合わせたご紹介もしております。
ぜひお気軽にお越しくださいね♪
銀天街ショッピングビル *(7！ 階
7(/  定休日：水曜日
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201５年度_愛媛同友会

第13回理事会

議事録

【日時】2016年４月13日㈬18時30分～20時50分 【会場】アイテムえひめ会議室 【出席者】理事：21名、事務局員３名
【委任状提出】19通
【議長】杉本 太一
【議事録作成者】伊井 達哉
開会に先立ち、大北雅浩・事務局員から出欠状況と委任状提出状況の報告がありました。

開会挨拶：平野啓三
こんばんは、年度始めのお忙しい中ありがとうございます。服部さんが代
表理事として最後の理事会となりますので今回は17年間もの間代表理事を務
めていただいた服部さんに閉会挨拶をしていただき、私が開会挨拶をさせて
いただきます。
新年度が始まり自社にも新入社員が入社してきました。同友会でも合同入
社式に参加し、自社でも入社式を行いました。新入社員を迎えて会社も変化
してきています。現在法改正によって動きのある業界ですが自社にとっては
良い方向に向かっているように感じています。
今回で最後の理事会となりますのでしっかり共有し議論していきましょう。

報告事項
１．正副代表理事会議、各本部、各支部、各委員会各担当者からこの間の活
動報告がありました。
広報情報化委員会から報道関係者との懇談会のお知らせと会報誌のカ
ラー化・誌面刷新についてのお知らせがありました。
共同求人委員会から、３月29日㈫に松山で合同入社式・新入社員研
修を行い、４月２日㈯にも四国中央会場で開催したことの報告があり
ました。
２．中小企業振興基本条例の活動について米田順哉・副専務理事から報告
がありました。
６月が中小企業憲章・条例推進月間であるため、中同協から届いて
いるポスター貼り付けの協力依頼がありました。また、松山市中小企
業振興基本条例の専門部会で作成された未来デザインゲームの説明が
あり、掲載する企業プロフィール記入のお願いがありました。
３．全国・他団体行事について大北雅浩・事務局員から報告がありました。
３月30日㈬、愛媛信用金庫と中小企業支援等に関する覚書の調印式
を行いました。
４．各支部総会についての報告が各支部からありました。
５月17日㈫：松山支部総会
報告者：服部豊正氏 服部製紙株式会社
代表取締役会長
５月18日㈬：今治支部総会
報告者：三好大助氏 株式会社フェローシステム
代表取締役
５月19日㈭：四国中央支部総会
報告者：長野禎毅氏 株式会社美寿寿
代表取締役
５月20日㈮：伊予・松前支部総会
報告者：西村雄一氏 滋賀同友会会員
５月23日㈪：東温支部総会
講 師：西村勝志氏 愛媛大学社会共創学部学部長
５．商工会青年部連合会研修会の講師の依頼について藤岡貞雄・中小企業憲
章条例委員長から報告がありました。
５月12日㈭愛媛県商工会青年部連合会の指導者研修会における米田
順哉・副専務理事、藤岡貞雄・中小企業憲章条例委員長への講師依頼
について報告しました。

承認事項
１．前回理事会から今回までの会員数の推移及び入会・退会の承認をしま
した。
２．2016年度理事（案）の承認をしました。
３．鎌田専務理事から2015年度決算（案）・2016年度予算（案）の提案があ
り原案通り承認しました。
４．第32回定時総会議案書の承認をしました。
５．第32回定時総会における表彰者（案）の承認をしました。
⑴在籍30年功労彰
⑵会員拡大表彰
６．生活協同組合コープえひめからの有識者理事の依頼の承認をしました。
武田正晴理事（2010年度～2015年度）から米田順哉副専務理事の就任

協議事項
１．第32回定時総会の役割分担（案）についての協議を行いました。

参加動員目標は会員155名。
２．2016年度の各支部・地区会・委員会の年間計画についての協議を行い
ました。
３．愛媛同友会役員研修会ついての協議を行いました。
全６回のうち、第１回・第２回を７月26日㈫に同日開催とし、第２
回を８月22日㈪、第３回を９月27日㈫と決定しました。
４．理事退任挨拶
○北野賢三・障がい者委員長
昨年は障害者問題全国交流会もあり、皆さんの協力があって成功と
なったと思っています。ありがとうございます。体調の問題もあり、
理事を退任させて頂きます。今年は新しい仕事も進むようなので体調
をコントロールしながら進めていく予定です。障害者問題全国交流会
でもそうでしたが、今まで発信する側でしたが、今後は原点である聞
く側となりたいと思います。理事として多くを学ばせていただきまし
た。今後はいち会員として臨みます。ありがとうございました。
○川本 創・松山支部第２地区会幹事長
６年間理事として関わらせていただきました。鎌田さんはじめ、皆
さんのご指導ご鞭撻頂きありがとうございました。学ぶ場・活躍の場
を与えて頂きました。業界の役員をすることになり、やるからにはしっ
かりと役を果たしたいと思いますので今回理事を退任させていただき、
学びに行きたいと思います。もしまたチャンスを頂けるのであれば頑
張りたいと思います。ありがとうございました。

退任並びに閉会挨拶：服部豊正
本日も理事会お疲れ様でした。私はこの理事会で皆さんのおかげで多くを
学ぶことができました。本理事会で役員研修会についての協議もありました
が是非皆さん参加して頂きたいと思います。昔は飲みながら真剣に経営の話
や同友会の話をしていました。本音で語り合うことが必要です。役員研修は
本音で語り合うためにも必要だと思います。
＜学び合う友人＞
私事ですが、自らを振り返って、服部製紙株式会社で56年、同友会で31年、
アイネットで26年になります。同友会運動と共に企業経営を行ってきました。
同友会でも企業でもあまりに長いと老害になり兼ねません。ある程度で交代
することも重要だと考えます。しかし、こういった機会を与えていただけた
ことは本当に感謝しています。30年前の香川の三宅昭二さんのお話を聞いて、
社員を大切にしている会社はここにある。自分の目指している会社はここに
あると頭を打たれたような感覚でした。それから全国大会にはほとんど参加
しました。良い話も実行しなければ意味がありません。四国中央市まで高速
道路ができるまでは片道３時間かけて亡くなった宇高昭造さんと松山までき
ていました。道中では大田堯先生の話を聞いていました。教育に対しての考
え方が変わりました。これも頭を打たれたような感覚でした。支部設立の際
に講演頂いたことを覚えています。教育の本質・人間の本質をついていると
思いました。亡くなられました赤石義博さんに同友会の神髄を教えていただ
いたことも大きな学びです。
＜危機を乗り越えて＞
アイネット株式会社をつくって２・３年して経営の危機に陥ったときいろ
いろと相談しましたが、自分の商売に全力でいると救いの手があると知りま
した。おかげで危機から脱却することができました。
同友会で学んで、自分のやり方がこうだと見つけることができました。何
が何でも会社をつぶさない、反骨心が原動力でした。最終的には会社は自分
だけではうまくいきません。利他の心、つまり他人や世の中の利益のために
何ができるのかが大切です。結局そういった考えや行いが自分に返ってきま
す。世の中はそうなっていると私は信じています。
＜同友会は手法ではなく人間力を身につける会＞
同友会で学び感じてきたことは手法ではありません。人間力です。大田堯
先生の人が生きる暮らしを守る。間違えず一つ一つきちんとしないといけな
いと学びました。稲森和夫氏も言われていましたが「動機善なりや、私心無
かりしか」と常に問うこと。良い恰好をするのではなく、自分を殺してこそ
浮かばれるということもあると感じています。
私も今年で76歳です。本当にお世話になりました。今までの歩みの先は今
日の自社です。
これで同友会をやめるわけではありません。会員として、幹事として残り
励みます。恩返しをしていけたらいいなと思います。ありがとうございました。

究極の挑戦者

麺 屋 十 銭

昔ながらの尾道中華そば

〒790 0004 愛媛県松山市大街道２丁目３ １５
携 帯 ０８０ ５６６９ ０８６５

有限会社矢野商事（矢野質店）
住所:松山市花園町2番地3

弁護士法人

電話:089ｰ941ｰ4044

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

松山事務所

☎ 089−907−5601

代表弁護士／吉村紀行
愛媛県

大洲事務所

☎ 0893−59−0353

別注・取付家具
リフォーム・インテリア家具

〒791ｰ1113 愛媛県松山市森松町135番地1
TEL(089)976ｰ2679 FAX(089)976ｰ 6493
E-mail：info@abe-mokkou.jp
URL：http://abe-mokkou.jp
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