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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、
障がいのあるなしに関わらず、
求人を行う経営】
【人を生かす経営の総合実践】
＝
【人を生かす経営を、
産学官報金労連携の枠組みで、
条例
制定運動を通して、
地域と企業で実践する】

2016年度

スローガン

同友会
理念

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！
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
つくろうの同友会３つ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。

発行：愛媛県中小企業家同友会

編集：広報情報化委員会
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愛媛大学と連携協定を結びました！
2017年₁月11日、
「愛媛県中小企業家同友会と国立大学愛媛大学との連携に関する協定書調印式・合同記者発表会」が
愛媛大学にて行われました。愛媛同友会からは平野啓三・田中正志・杉本太一代表理事、米田順哉副専務理事が出席。大
学からは大橋裕一学長、仁科弘重副学長、西村勝志社会共創学部長らが出席されました。
式では、大橋学長より地方創生の時代に中核を担うのは中小企業だと挨拶され、これまで連携してきた諸団体との「ス
テークホルダー・ファースト精神」を大事にし、リーダーシップの発揮できる人材の育成や全愛媛の活性化が訴えられま
した。愛媛同友会からは平野代表理事より産学連携のインターンシップなど愛媛同友会のキャリア教育の歴史が紹介さ
れ、新たな課題として国際連携や地域防災の課題ではBCP（事業継続計画）の確立も進めていくと挨拶されました。
大学によれば、愛媛大学の経済団体との連携協定締結は愛媛同友会で₃例目。地域のステークホルダーとして大学との
連携をさらに深めていきたいと考えています。

※大好評をいただいております、コラム「陶冶」はお休みとさせていただきます。

愛媛県中小企業家同友会
〒791ｰ8057 松山市大可賀2ｰ1ｰ28 アイテムえひめ TEL（089）968ｰ3112 FAX（089）968ｰ3107 http://ehime.doyu.jp/

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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今治支部新春例会
経営者として生きる
～私の使命は、医者としてだけではなかった～
■報告者：土井 章弘 氏
一般財団法人操風会岡山旭東病院
■日

時：₁月18日㈬

■会

院長／岡山県中小企業家同友会

場：今治地域地場産業振興センター

常任相談役
■参加者：51名

土井章弘先生は、岡山の高校を卒業され、医者の道に進まれる。卒業後岡山県、高知県の病院、
その後米国留学を経て1975年₃月より1987年まで香川県立中央病院脳神経外科主任部長として勤
務。この時期に同友会に出会い入会を申し入れるが、勤務医という理由で認められず、1988年一
般財団法人操風会岡山旭東病院院長に就任後同友会に入会。1990年11月10日には第₁回経営指針
の発表を行う。
経営指針は何故必要か？という問いに「社長と社員の間には暗くて深い溝がある」この溝を少
しでも埋めるのが経営指針書であると言います。同友会理念をお手本にし、良い院長になろう、
良い病院にしよう、良い経営環境にしよう、人間尊重の経営を目指し病院経営を行っていく決
報告者の土井章弘さん
心をして、経営指針書の作成に情熱を傾ける。
全員参加型の病院を目指して～共に育つ学習型病院
経営理念（岡山旭東病院）
₁．安心して、生命をゆだねられる病院
₂．快適な、人間味のある温かい医療と療養環境を備えた病院
₃．ほかの医療機関・福祉施設と共に良い医療を支える病院
₄．職員ひとりひとりが幸せで、やりがいのある病院
社員さんに現状をありのままに伝えるということで経理を公開。2010年には人材育成センター
を発展させ「医療の質」と「病院経営の質」の向上を目指し、計画性のある人材育成を進めてい
ます。また、
「医療とアートの融合」にも力を注がれ病院内にアートスペースを取り入れることが
職員の癒しであり、同様に患者様にも癒しの作用があるものと考えています。心と心の触れ合い
が一番ですが、音楽、絵画、料理、アロマ、庭園、緑の木々、生け花、美しい景色。全てのアー
トとの出会いも大切であると考え、癒しの空間を創造していこうと考えています。
例会の様子
同友会で学んだことでよいと思ったことを素直に実践、
「学ぶ＝真似る」で常に変わり続けるこ
と。二度経営危機があったようですが、社内一丸体制で克服。これから目指す病院経営₅つの目標の₁つに「共に育つ人材育成」が
あります。
「いつも力を合わせていこう」
「かげでこそこそしないで行こう」
「働くことが一番好きになろう」
「なんでも何故？と考えろ」
「いつでも、もっといい方法はないか探せ」
（佐藤藤三郎氏）
今、経営者としての課題として①後継者の育成②組織改革③一人ひとりが関わる経営指針書の作成をあげています。土井先生は経
営者として同友会が提唱していることを素直に実践され、
2015年には「おもてなし経営企業」
（全国28社）に選ばれています。同友会
が目指している企業経営の方向性の正しさを証明してくれています。我々も土井先生に学び今年も頑張ってまいりましょう。土井先
生、誠に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）

会員情報：株式会社宏栄建材店・近藤久仁年さん
今治支部新会員の近藤久仁年さん（株式会社宏栄建材店 取締役）を、支部長の越智堅太郎さ
んと事務局の大北で訪問しました。
近藤さんは香川県の同業他社で経験を積み、2007年に父親が経営する同社に入社。現在は後継
者として、リフォーム部門「ライファ今治」と不動産売買部門「ユイムニ」を担当しています。
大切にしていることは、顧客一人ひとり、仕事一つひとつに丁寧な対応をすること。その姿勢
が、リピーターや紹介に繋がります。なかには「商談時には成立に至らなかったお客様なのに、
後日、
『丁寧な接客で安心できるから』と、別のお客様を紹介してくださったこともあります」と
にっこり。
同友会に入会して、初めて経営理念について考えたという近
藤さん。
「お客様の幸せはもちろん、
社員さんが幸せになれる会
社にしていきたい」と、経営指針の成文化に意欲を見せていま
す。
また、近藤さんは「愛犬家住宅コーディネーター」の資格も
保有。
「飼い主と愛犬の双方にとって住みやすい家の提案をさせ
ていただきます」とのこと。獣医学部の設置が決まった今治市
において、これから大活躍になるかもしれません。
文責：大北 雅浩（愛媛同友会 事務局員）
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四国中央支部新春例会
社員さんをパートナーに
～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・四国中央支部副支部長

■日

■参加者：26名

時：₁月19日㈭

■会

場：ホテルグランフォーレ

私と、株式会社こもだ寝装代表取締役の菰田晃伸さんとは、幼い頃からの親友で社会人になってから
も交流がある数少ない友人の₁人です。その上、私を同友会に引きずり込んだ張本人でもあります。今
回の報告はこれまでの菰田さんの幼い頃からの歩みを今まで外から見てきた私にとって知らない菰田さ
んの一面を垣間見ることが出来ました。私にとっては他のメンバーより非常に意味のある内容の濃い報
告となりました。
₂代目という生い立ちから社会人へのデビューは家業に関係する都会のアパレル企業への就職。そこ
では商品知識や流通の仕組みを習得し、万全の体制で後継者として家業を引き継ぐ準備を整え意気揚々
と帰郷するわけです。家業を手伝い始めた頃は、今の菰田さんからは想像も出来ない位に空回りの毎日
報告者の菰田晃伸さん
だと聞きました。全ての責任は自分、全ての仕事は自分。自分₁人が頑張ればと、がむしゃらに頑張る
毎日だったのだと思います。しかし、菰田さん₁人の努力ではどうにもならない、その努力が空回りで
あることを会計への理解力が乏しかった菰田さんでも、会計の数値から容易に理解出来たようです。
この辺りから、現在の菰田さんの成功へ向けての模索生活が始まり、各種セミナーへ参加します。セ
ミナーに参加しているビックな人間に囲まれると、本来何も変わらない自分のはずが、同じように自分
もビックになった気分になってしまった時期もあるようです。そのようなセミナーへの参加から₁つの
希望に気がついたようです。
「人は教育により変われる」
。ただ、その時の菰田さんにとって、その言葉
を実践するには時期尚早だったようです。
数多くの中小企業も同じように人材不足、早期の離職は悩みの種だと思います。菰田さんの会社も同
じで、数多くの社員が求人広告を見て出入りしていたそうです。そんな中、菰田さんの心を揺り動かす
座長の真鍋豪さん
「覚悟の言葉」を面接に来たパートさんから頂いたそうです。
今思えば可笑しい質問ですが、その頃人の出入りが激しいことが悩みの菰田さんにとっては切実な質問だったのだと思います。菰
田さんが「どのくらいの期間自社に勤めることが出来ますか？」と質問したところ「勤めることが出来る最後までこの会社に勤めた
い」
。この一言が後の行動に繋がる、
菰田さんを揺り動かした心に響く一言になります。この社員さんが辞めてしまうような会社では
ダメ。どんなに環境が厳しくとも社員さんを守っていこう。菰田さんが経営者の責任に気づいた
エピソードを聞かせていただきました。
すでに各種セミナーに参加して理念の大切さを学んでいた菰田さんは、早い時期から理念の成
文化を行い、経営理念を日頃から社員さんに伝える努力をしていたようです。理想を掲げる菰田
さんに協力してくれる社員さんが居ることで、社員さんに積極的に接客を任せることにより現在
ではイキイキと接客する社員さん達の姿が店内にはあります。
これらの成功へのカギは、早い段階で経営理念の成文化と、経営姿勢の確立ができ、社員さん
を信頼した結果が成功へ繋がったのだと思われます。
グループ討論の様子
寄稿：石川 義和さん（㈲石川工作所／四国中央支部）

会員情報：パレット・大村英幸さん
個人住宅の外構（エクステリア・ガーデン）工事を手掛ける㈱パレットの大村英幸さんはお客様からの要望を隅々まで聞き取りプ
ロ目線のお客様にとって最適な設計、提案、施工を行っております。
お家の顔でもある玄関アプローチやお庭を癒しの空間になるようにプロデュースし施工後のお客様の感想は仕事から帰って来ても
直ぐに家に入るのではなく、しばらく庭を眺めてから癒しを吸収してから家に入ると言ったお声を頂いているようです。
そう言ったお客様目線の提案がＬＩＸＩＬ（リクシル）のメーカーからも評価されエクステリア販売コンテストで四国₁位の結果にも表
れております。
完成したお庭はお客様の癒しと笑顔を生み、それに関わる人全てが笑顔になれる事をモットーに仕事に取組んでおられます。
寄稿：真鍋 豪さん（㈱シンアイ／四国中央支部）
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中予三支部合同新春例会
2017年の情勢を読み解く
～中小企業の経営戦略を考える～
■講 師：植田 浩史 氏
慶応義塾大学経済学部 教授／中小企業家同友会全国協議会企業環境研究センター
■日

時：₁月24日㈫

■会

場：ピュアフル松山

副座長

■参加者：81名

新春は松山・伊予松前・東温の₃支部合同例会となりました。
今年最初の学びとして、
「2017年」の情勢を読み解き中小企業としての経営戦略を立てるため
に慶應義塾大学植田浩史教授にご報告をいただきました。
「情勢」とは「変化していく物事の成り行き」
。経済情勢は21世紀に入ったころを起点に少し
違った動きになり2010年代後半には違った動きも出始めたので、この両面をしっかり見極める
ことが大切になる。21世紀初頭新興国は世界の工場として成長し世界経済を大きく支えてきた
が、ここにきて英国のEU離脱、移民問題、アメリカも格差問題がクローズアップされる中トラ
ンプ大統領の就任が決まったりと新たな流れがでてきた。それは「ポピュリズム」の台頭によ
る「グローバリズム」から「反グローバリズム」への変化。しかしそれがこれからの主流にな
講師の植田浩史さん
るかどうかは未知数で、多様化が進むと考えた方がいい。
技術をキーワードにすると、
「AI」
「IoT」
「Industrie4.0（第₄次産業革命）
」が世の中で強く意識され、新たな主導権争いに発展し産業
構造の変化に繋がっていく。
国内の情勢はというと。構造的な問題で人手不足はしばらく続くとみるべきで、アベノミク
ス効果も本当に効果があったのかはこれから評価される段階。国内消費マインドはまだまだ弱
く、設備投資も強いとまではいかない。また産業の枠の変化で競争相手も想定外の企業が現れ
る可能性も出てきている。
中小企業を経営する立場として、とりまく情勢分析の想定範囲の振れ幅がこれまでより大き
くなっていることを痛感させられるご報告をいただきました。
私たちが業績や生産性をあげるために、誤差を極力少なくした情勢を見極める力を養い、経
例会の様子
営をもう一度見直し、改善・改革にも勇猛果敢に立ち向かうべきではないでしょうか？
2017年、皆様にとって良い年になりますように。
寄稿：中道 昇さん（㈲モンド／松山支部第₁地区会）

会員情報：ラウンジ美々・大萩一成さん
「ラウンジ美々」
は大萩一成さんが前オーナーの伯父さんから2011年₈月から
引き継いだお店で現在営業中です。
大萩さんの前職は長距離運転手。当時お店をやりたかった大萩さんは伯父さ
んのラウンジを引き継ぎオープンしましたが、一年もたたないうちに当時のマ
マが辞めてしまい、女の子達も辞めていってしまいます。一年間ママが不在の
状態で当時素人だった大萩さんは悩みながらも残った従業員の女の子達と共に
お店を切り盛りしていきます。悩んだ大萩さんはお店を閉めることも考えたそ
うです。しかし現在のママ「ともか」さんが入店すると女の子達も増えていき
売上も上昇。経験豊富なともかさんに教えてもらいながら日々努力を重ねた結
果、徐々に売る上げも安定してくるようになったそうです。
その頃たまたま聞いた同友会の例会での報告がきっかけで勉強したいという
気持ちになり₂年前に同友会に入会していただきました。現在は第₂地区会で
幹事をして頂いています。
「日々勉強です」
と爽やかな笑顔で語る大萩さんと美
しいママのともかさんが接客する、堅苦しくなく落ち着いた雰囲気のラウンジ
に是非お越しください
寄稿：内藤 成博さん（㈲福助珍味／松山支部第₂地区会）
ラウンジ 美々
松山市二番町₂丁目₇-18コア二番町ビル₄Ｆ
089-932-6312
オーナー 大萩一成
ママ
ともか
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会員情報：愛媛故繊維再生株式会社・川﨑一輝さん

機密文書処理を愛媛パルプ協同組合で行っています
タイムカードやカルテ、お客様や社員の個人情報の記載された資料は企業では
たくさん存在し、処理にも気をつかわなくてはいけないことと思います。
機密文書処理を行える会社は松山ではあまり多くありませんが、会員の川﨑一
輝さんが専務取締役と務める愛媛故繊維再生株式会社では個人情報等の記載され
た機密文書を、箱代のみで回収しています。紙ごみ等の回収は基本的にお金を頂
かないそうですが、機密文書処理に関しては、箱ごと処理・再生のために専用の
白色ダンボールを使用するため箱代をいただいているそうです。回収した機密文
書は、そのまま愛媛パルプ協同組合（AIPA）で処理を行っています。
愛媛故繊維再生とAIPAは数十年にも及ぶお付き合いで、現在のAIPAの理事長
は会員の伊藤俊一郎さんが務められています。AIPAは愛媛県下中小製紙業者₈
社の組合員からなり、
「オフィスミックス再生回収・再選循環型リサイクルシステ
ム」の構築を推進し、環境に配慮した排水処理を行いながら、古紙100%再生パル
プを生産しています。
文責：伊井 達哉（愛媛同友会 事務局員）

会員情報：はじめ科学株式会社・塩崎智生さん
伊予松前支部、今月号のご紹介は、昨年₈月に、はじ
め科学㈱三代目社長に就任されました、塩崎さんです。
社長就任（事業承継）をキーワードに突撃インタビュー
をしてきました。
Ｑ₁ 社長就任のきっかけ
Ａ₁ 前社長が70歳の節目を迎えたことを期に
Ｑ₂ 事業承継の話はいつ頃
Ａ₂ 専務に昇格した際に感じていましたが、打診が
あったのは就任２か月前
Ｑ₃ 社長になって一番の課題
Ａ₃ 社員教育とコミュニケーション
Ｑ₄ 社長になって幸せを感じるとき
Ａ₄ 社員との朝の挨拶
Ｑ₅ 社長になって取り組んだこと
Ａ₅ 次期経営者を創るための……婚活（笑）
Ｑ₆ 塩崎社長にとって同友会とは
Ａ₆ 経営の手引書。尊敬できる経営者に出逢えたこ
とに感謝。
Ｑ₇ これからの抱負を一言
Ａ₇ 社員、お客様に喜ばれる企業を目指す
インタビューを終えて印象的だったのは、婚活では
なく、社員との朝の挨拶に幸せを感じるということ。詳
しく聞くと、「社員は家族のようなもの。今日も元気に
出社してきてくれた。ただこれだけで幸せなんですよ。
」
社員愛の強い塩崎さんの人柄を感じました。
寄稿：大政 裕志さん
（月心グループ／伊予・松前支部）

塩崎社長突撃インタビュー
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共に学ぶ仲間をご紹介ください
愛媛同友会は現在、仲間づくり運動を推進しています。
共に学ぶ仲間を増やすには、会員皆さんのご紹介が欠かせません。
愛媛同友会では、会員の経営実践報告を中心とした毎月の各支部例会に
加え、合同入社式＆新入社員研修、中堅社員研修、同友会大学（経営者・
幹部研修）
、経営指針成文化セミナー・・・など、社員と共に学べる各種
セミナーや、合同企業説明会、報道関係者との懇談会、キャリア教育や条
例推進運動なども実施しています。
お知り合いに、同友会で共に学びたい方（経営指針でお悩みの方、採
用でお悩みの方、社員教育でお悩みの方、事業承継でお悩みの方・・・）
は、いらっしゃいませんか？
ぜひ、愛媛同友会事務局まで、ご紹介ください

まだまだ参加者

募集中

新卒・既卒は問いません

【第₆期】合同入社式・新入社員研修
＆新入社員フォローアップ研修のご案内
日 時：２０１７年₃月29日㈬ 10時～17時
会 場：ピュアフル松山 （松山市宮田町132）
※午前中に合同入社式、午後に新入社員研修を開催します。

参加費：お₁人様 ₃万円
※食事代・資料代・記念品代・フォローアップ研修含む
◆申し込み締め切り：₃月１７日㈮

企業の枠を超えた“同期社員”と出会えます
※詳細・お申し込みは同封の案内チラシをご覧ください

会員情報：NPO法人四国青年NGO HOPE・森貞由美さん
HOPEはワカモノに自己成長のための主体的な行動を促すことで自律的なワカモノを増やす
NPOです。
これまで地元中小企業の企業説明会を学生自身がワカモノ視点で開催するという「企業視点体
験事業REVIEW」に取り組んできました。今回そのREVIEWが「近所で企業留学REVIEW+」に
リニューアルします。REVIEW+では地元中小企業の学生向けの情報発信に一役買えればと考え
ています。活動としては学生自ら企業のホームページや商品の改良を提案、さらにその提案から
自社のPR動画、パンフレット等のコンテンツ作成、採用ページの新たな増設
などを企画しています。
今の学生には「勝手なイメージで就職する業界、
職種を決めてしまう」
「内
定が学生生活や就職活動のゴールになってしまう」という課題があります。
一方、地元中小企業も「自社の良さを学生にアピールできていない」
「学生や
若者の気持ちがわからない」
「目先の採用活動、
人員補充にのみ目が向いてし
まう」といった課題を抱えて悩んでしまい、なかなか行動を起こせないのは
学生と似ているのではないでしょうか。
HOPEを活用していただき、双方にとって価値あるものをつくっていきた
いと思っています。実際に協力いただける企業、および賛助会員企業を大募
集中です今後とも応援よろしくお願い致します。
寄稿：森貞 由美さん（NPO法人四国青年NGO HOPE／松山支部第₁地区会）
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第55回

EDOR報告

“県内中小企業の景況感、足下は悪くないものの先行き不透明”
～第55回（2016年10-12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55回EDORの調査結果を₁月12日に判定会議を行い、₁月19日に記者発表を行いまし
た。今回の回答企業は126社でした。₁月21日付の愛媛新聞と24日付の日本経済新聞に掲
載されました。
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。
＜調査要旨＞
今回の調査では、前期比でDI値が好転する一方、前年同期比では悪化する項目が多く
見られる結果となりました。前期比の好転については季節的な要因が影響していると考え
られますが、季節的な影響を除いた前年同期比では業界業況判断DI以外悪化しています。
前年同期比でDI値が悪化したのは₂期ぶりであり、その時のDI値も今回と同様、大きく
悪化する結果でした。
しかしながら、判定会議においては、DI値は悪化しているものの、数値に見られるほど
深刻な意見はなく、景況感は好転しているわけではないが、そこまで悪化しているとも思
えないという意見が多く聞かれました。また、次期の見通しについてDI値は好転すると予
測しており、県内経済の景況感は横ばいであると総合的に判断しました。
＜経営上の問題点・力点＞
今回の調査では、経営上の問題点・力点とも前回調査と大幅な変化は見られませんで
した。前回調査と同様に「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、次
いで「同業者相互の価格競争の激化」
「民間需要の停滞」を挙げる企業が多い結果でした。
しかし「人件費の増加」を挙げる企業の割合が23.7%と前回同様の結果となり、従業員の
不足と合わせて労働力の確保が問題となっている企業が多いことが分かります。
経営上の力点については、「新規受注の確保」、「人材確保」、「社員教育」、「付加価値の
増大」を挙げる割合が高く、前回調査から「人材確保」を挙げる企業の割合が31.3%から
44.4%に増加しました。経営上の問題点として挙げられていた「従業員の不足」の対処方
法として「社員教育」に並んで「人材確保」にも力を入れる企業が増えた結果となりまし
た。

記者発表で話す
曽我亘由さん

記者発表で話す
桑波田健さん

【特別調査】
記者発表で話す
米岡一嘉さん
今回は特別調査として雇用・採用に関する調査を実施しました。前回₁年前にも同様の
調査を実施しています。従業員数、労働時間、労働の過不足感について聞き、正規従業員
を増やした企業の割合も減らした企業の割合も前回からやや減少し、パート・アルバイト数については増加させ
た企業の割合は増え、減少させた企業の割合は減るという結果となりました。労働の過不足感については、労働
力が過剰、やや過剰と回答した企業の割合は減少。これ
に対し、不足、やや不足と回答した企業の割合は増加と
ないり、DI 値は-43.9 となりまた。この値は前回調査の
-57.6やや改善されたが、依然として人手不足の状態に
あることが明らかとなっています。
ホームページに報告書をアップしていますので是非
ご覧ください。また、景況感を多くの会員さんにご協力
いただきたいのと同時に、判定会議等EDOR委員会のご
協力募集しています。よろしくお願い致します。

文責：伊井 達哉（愛媛同友会 事務局員）
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2017年 景況調査座談会
■日

時：2017年₂月₆日㈪

■会

場：愛媛大学城北キャンパス・総合研究棟₂

■登壇者（敬称略）

中平 智之
曽我 亘由
桑波田 健
米田 順哉

中小企業家同友会全国協議会
愛媛大学社会共創学部

企業環境研究センター担当主任事務局員

教授／景況調査（EDOR）キャップ

愛媛県中小企業家同友会

EDOR委員会 委員長

愛媛県中小企業家同友会

副専務理事

■司会進行・インタビュアー

安丸

雄介

愛媛県中小企業家同友会

事務局

※詳細は愛媛県中小企業家同友会のホームページの報告書をご覧ください。
DOR（Doyu Research／同友会景況調査）が1990年に
開始し、全国の同友会でも広がりEDOR（Ehime Doyu
Research）は2003年に開始して15年目です。今回は長
く愛媛同友会でも報告者を務められた中平智之さんが
栄転による退任もあり、景況調査座談会を行いました。
曽我先生、桑波田委員長からもお話いただき、また米田
さんよりEDORへの問題提起にも踏み込むなど、今後の
課題も深めることができました。
＜景況調査₃つの意義と課題＞
冒頭、中平さんより景況調査の₃つの意義―①会員の

景況調査の意義と課題を深めました

回答が各期の経営活動の自己点検の契機となること、②同友会と会員が景気動向の鋭敏な感覚を磨くこと、③経
営者団体として情報発信の責務を果たすこと、が説明されました。これらは経営者が自社の経営を総括して社員
と共有できるレベルへと高め、同友会調査が対外的に示せるまで高めるプロセスでもあります。また、経営指針
成文化に関わるオプション調査を紹介され、経営指針づくりで49.7％の経営者が「人材育成につながった」と回
答。次いで「顧客ニーズに対応した企画力・営業力が育った」、「取引先や関係者からの評価が高まった」ことが
30％近くにのぼります。「根本は人が育っているからこそ」実績が上がっていると中平さんは強調しました。
曽我先生からはEDOR調査の課題として、経営者が売上や経常利益などの計数を理解しながら帳簿を見合わせ
ての検討が必要ですがその検証がされていないこと、また分かりやすく活用しやすい報告書へ仕上げていく工夫
が挙げられました。
桑波田さんはEDORについて「統計データは専門家の曽我先生が整備しますが、その調査資料が提供できるの
は中小企業家であり、経営実践そのものだということに意義を感じています。EDORを企業づくりへつなげ、よ
い経営者になる、これはすべて地域貢献だと思う」と語ります。今後の課題には調査母数（現在120～130件程
度）を増やして業種別など様々な角度から分析できるように実態をより正確に映す情報へ精度を上げていくこ

豆のことなら
何でも
ご相談下さい

3

株式
会社

志賀商店

愛媛県西条市今在家 921 番地
TEL: 0898-64-1333
HP: h ttp: //s h i ga -ma me. co . jp
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と、そして情報の鮮度を重視して集計・検討・公表にスピードを
もって利用価値を高めることが述べられました。また、桑波田さ
んは例会報告のために、過去の一連のEDOR資料を使って、自社
と取り巻く環境の変化を見返したそうです。「EDORは“資料”に
なる。EDORによる振り返りは自社の歴史の歩みの振り返りその
ものだった」と語り、ご自身の活用方法を紹介しました。
＜中小企業の経営環境は？＞
続けて中平さん、曽我先生から直近の10～12月期の景況調査の
特徴を紹介（詳しくはP₇を参照）。現場経営者の立場から桑波田

EDOR委員長・桑波田健さん

さんは印刷業界が全国的に景気回復に貢献できていない現状に
触れ、「肌感覚として印刷業界の景況は自社ではそれほど悪くな
い。ピーク時には印刷会社が相当淘汰されたが、これからは発展
に取り組む時期だ」
「調査結果を見て『価格競争激化』
『民間需要
停滞』『従業員不足』など、全国の経営者が同じく回答して悩ん
でいらっしゃるのが実感できた」と振り返りました。
最後に2017年の景況をどう見るかフリーディスカッションし
ました。曽我先生は米国をはじめEUの保護主義的な動きに対す
る懸念を表明。日本国内はオリンピック景況までは堅調に推移す

中同協・中平智之さん

る見通しが感触としてありながらも、長期的に人口の自然減少が重大な問題であり採用課題を抱える中小企業の
経営環境としては、付加価値増加や社員教育、AI（人工知能）による対応の課題が浮上してくることを指摘し
ました。
中平さんからは2017年の世界経済について中同協企業環境セ
ンターの分析内容を報告。社会民主主義の政治が強かったEUに
おいて新自由主義が並存して経済格差問題を起こし、移民問題等
が重なりナショナリズムが刺激された問題が起きていること、中
国のゆくえは米国からの敵視政策・TPP放棄により代替する東ア
ジア構想があるのかが問題になっていると指摘されました。
米田さんからはEDORの問題意識について多数の意見が述べ
られ、新たに資金繰りDIと仕入単価DIを調査項目に盛り込むこ

愛媛大学社会共創学部教授・曽我亘由さん

となど改善点の意見交換がされました。中平さんからも、以前の
DORの特徴でもあった自由記述は各業種の中小企業家の生の声
として日銀に「対抗」しうる迫力があったと意見され、経営者の
間で愛読されていたことから今後の参考にして調査票を工夫し
てみてはどうかとの意見が出されました。
EDORの意義・特徴だけでなく今後の課題についても深められ
た良い座談会となりました。
文責：安丸

雄介（愛媛同友会

事務局員）

愛媛同友会副専務理事・米田順哉さん
有限会社イープレスプロモーション
TEL 089-957-0036 FAX 089-957-0021

全てのお部屋、引越費用０円システム好評中 !!

▶情報通信機器、OA 機器、ネットワークシステム商品の
販売・施行・保守
▶コスト削減のご提案
通信コスト診断及び削減提案
電力使用料コスト削減提案
配管設備復旧コストの削減提案

株式会社イープロ

TEL 089-957-0088 FAX 089-957-0021

▶各種キャンペーン・イベントの企画・運営
▶各種研修の開催
▶法人向け及びコンシューマー向けの携帯電話の販売

株式会社ディースピリット
TEL 089-948-4100 FAX 089-948-4101
▶セキュリティーシステムの構築
▶ネットワークインフラ環境の構築
▶WEB デザイン・WEB 制作・リニューアル
▶各種システム開発・構築・運営

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

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

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
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同友会で俳友会

今月の兼題は「ぶらんこ」「鞦韆」です。ぶらんこは一年中ある遊具ですが春の季語に分類されます。暖かくなって、元気よくぶら

三好

大助さん（株式会社フェローシステム）

んこを漕ぐ子どもたちの躍動感は、まさに春を感じさせます。

最優秀賞
経営はぶらんこのよう前後ろ

ぶらんこは振り子の動きをする遊具で、強く漕ぐほど振幅は大きくなりますが、決して前へ進めるものではありません。良いとき

もあれば悪いときもあるのが「経営」ですが、未来へ向かい前進して行くのもまた「経営」です。作者は経営の好不調をぶらんこの

振幅に例えています。これだけですと、経営の厳しさのみを詠んだ俳句のように思えますが、ポイントは季語としてのぶらんこです。

米岡

一嘉さん（有限会社オーガスト）

ぶらんこの春の季感が、これからどんどん良くなって行く未来への希望を表しています。中小企業家同友会の経営者ならではの俳句
です。

優秀賞
ブランコや海へ空へ二人こぎ

ぶらんこを漕いだ経験は誰にでもあると思います。その時の景色は、近づいてくる空を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。

三月三十一日
四月三十日

「ぶらんこ」と「空」は連想しやすく、オリジナリティーのある俳句にするには一工夫必要です。掲句は海へ空へとすることで、景色
の広がりを表現しました。六音なので五七五のリズムから外れますが、それが却って躍動感を伝えています。

五月号
六月号
七月号

五月三十一日

大輔さん（広報情報化委員会）

兼題 「母の日」
締め切り
締め切り
兼題 「父の日」
兼題 「夕立」（ゆうだち）（ゆだち）四音・三音どちらの読み方もできます。
締め切り
講評：髙橋

 

皆さんの投句お待ちしています

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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新入会員ご紹介 （₃名）
守屋

直紀（もりや

松浦

なおき）

1971年₂月12日生まれ 四国中央支部
㈲エムエム商事 取締役
産業廃棄物収集運搬業 解体工事業
〒799-0412 四国中央市上柏町603-₁
TEL（0896）
23-1503 FAX（0896）
23-1503
紹介者／㈲石川工作所 石川 義和

瀬尾

元太（せお

（₁月18日～₂月₂日）

健治（まつうら

けんじ）

1972年₃月₇日生まれ 今治支部
まつうらバンビクリニック 理事長
小児医療
〒794-0028 今治市北宝来町₃-₃-34
TEL（0898）
22-0573 FAX（0898）
22-0573
紹介者／㈲エムワイ 横田 真人

げんた）

1982年₃月₇日生まれ 松山支部第₂地区会
㈱アルティザン 代表
調剤薬局
〒790-0003 松山市三番町₄-₄-₉
TEL（089）948-4600 FAX（089）
948-4601
紹介者／㈲福助珍味 内藤 成博

会員掲示板
○住所変更
会 員／田村 俊夫（松山支部第₃地区会）
企業名／㈾ワークショップco．松山

新住所／〒790-0903
松山市東野₆丁目₅－23
電話 ・ＦＡＸ／089-948-4960

!
!
集
募
大
報
情
会員
広報情報化委員会では会員皆さんの情報をお待ちしています。
会報誌で自社情報を発信しませんか？
是非、愛媛同友会会報誌を発信のツールとしてご活用下さい！
お問い合わせは愛媛同友会事務局まで。

ＴＳ東野307
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201６年度

愛媛同友会

第10回理事会

【日時】2017年₁月26日㈭18時30分～20時45分
【会場】アイテムえひめ会議室
【出席者】理事：16名、事務局員₃名
【委任状提出】19通
【議長】今村暢秀

議事録

【議事録作成者】伊井達哉、安丸雄介

開会に先立ち、難波賢太・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
2017年最初の理事会となりますが、新年早々活発ですでに同友会関係の会合に
10回参加しています。アメリカ大統領にトランプ氏が就任し、株にも変化が現れ、
まさに激変の時代となっています。中小企業は地域に根ざして経営し実践してい
かなくてはいけません。情勢に振り回されないような経営指針を作る必要があり
ます。今日は議題も多いのでしっかり進めていきましょう。

報告事項
１．正副代表理事会議、各本部、各支部、各委員会から活動報告がありました。
○障がい者委員会から₂月13日に障がい者の就業体験実習に関する勉強会を
開催することの報告がありました。
○求人教育委員会から₃月29日に合同入社式・新入社員研修を開催し、現在
参加者募集中の報告がありました。
₂．中小企業振興基本条例の活動報告がありました。
○米田順哉・副専務理事から、松山市から依頼があり、高校生のインターン
シップを行う方向で進んでいると報告がありました。具体的に決まってく
れば理事会の承認事項として挙げることとなります。
₃．中小企業家同友会全国協議会・総会議案書について平野啓三・代表理事から
報告がありました。
中同協の議案書に対して意見集約の依頼があったため、各自で読んで頂き意
見があれば事務局まで連絡するようお願いがありました。
₄．全国・他団体行事について伊井達哉・事務局員から報告がありました。
₅．愛媛大学との連携協定について米田順哉・副専務理事から報告がありました。
連携協定の調印式を₁月11日に愛媛大学にて行い、₁月26日に伊藤俊一郎・
副代表理事と米田順哉・副専務理事が国際協力・連携に関して愛媛大学国際
連携推進機構との懇談を行いました。
₆．鎌田哲雄専務理事の退院について米田順哉・副専務理事から報告がありまし
た。
12/22に佐賀のクリニックを退院し、12/28より四国がんセンターに入院中。
佐賀の退院時は栄養失調ぎみで現在は食欲も復活していますが、声がなかな
か出ない状況です。

協議事項
₁．増強について協議を行いました。
杉本太一・代表理事：南予地方にも支部設立のため、準備会を立ち上げて地
域の人や地域の情報等を集めたい。県としてフォロー体制を整えるためにも
支部に協力をお願いし、各支部・幹事等より南予支部設立準備会のメンバー
選出をすることになる。何か情報等あれば共有をお願いします。
松本等・副代表理事：主要な取引先がありつながりもいくつかある。協力で
きることはしていく。
小田美惠・理事：南予出身の会員から紹介をしてもらうことが早い動きにつ
ながるのではないか。
三好大助・理事：現在南予の会員の多くは松山支部に所属となっており、福
岡同友会で支部立ち上げに関わっていた岩熊裕明さんがいる。そういった
方々と協力して動いていきたい。松山支部も全力で南予支部設立に向けて
バックアップする。
杉本太一・代表理事：ありがとうございます。皆さんの協力のもと、2018年
度の支部設立に向けて動いていきたい。よろしくお願いします。
₂．松山支部の体制についての協議を行いました。
三好大助・理事：松山支部の体制について大きく変化したことが₃点ありま
す。①地区会が現在地区会長と幹事長の二役になっているのを地区会長、副
地区会長、幹事長の三役体制にする。②支部三役（計₉名）は理事とする。
③₃ヶ月に₁回となっている例会の企画を支部で例会準備会を設置し、例会

準備会で例会の企画を行っていく。幹事会は理事会に提案していけるような
協議の場とする。
渡部伸哉・理事：松山支部の問題として顔の見えない会員同士の関係が挙がっ
ていたがそれで課題解決できるのか。
中周作・理事：例会の企画がなくなる分、幹事会で率先して会員訪問等を行
うようにしたいと考えている。
以上、松山支部の体制について理事会の承認とする。
₃．次期の組織・人事について
○次期人事の進捗について報告されました。また新に企業連携・環境問題・
研修オリエンテーション委員会は担当理事へ改組することが提案されまし
た。
松本等副代表理事：中同協の各課題別委員会組織に沿った現在の組織編制で
は、愛媛同友会にある資源を分散してしまうため担当理事も配置せず、愛媛
同友会ができる範囲での組織へ編成して本来的な基本部分のとりくみへ資源
集中することが重要ではないか。また人事候補者の確認のあり方として、理
事会での平場の論議ではなく例えば役員検討会等の場でおよその原案を提案
していくべきではないか。
伊藤俊一郎理事：組織編制に踏み込んだ改革が必要な時期に来ているのでは
ないか。いま重要なことは徹底して学べる良い例会づくりだと考えます。
４．愛媛同友会 県及び各支部・委員会総括と方針スローガンについて
各支部・委員会総括について
○愛媛同友会の県全体の方針・スローガンについて案が報告され、各支部で
の方針・スローガンの策定に参考にしてもらうように提案されました。
伊藤俊一郎・副代表理事：国際化の課題については全会員に向けた基本方針
にまで据えるのは疑問。
まずは会内で国際化に関わるニーズをつかむとりくみを行ってから再検討し
てもよいのではないか。
三好大助・理事：国際化の課題は情勢的には必須となることからみて、今回
の基本方針に盛り込むことで将来的に同友会の先駆性を示すことにもつなが
るのではないか。
₅．入会・退会時の事務局による手続き及び対応について協議されました。
弓立公司・理事：会員入会時には支部三役が同行訪問し、また例会で互いの
挨拶を入念に行うなどの新入会員への丁寧な対応の徹底が必要ではないか。
三好大助・理事：退会時は事務局から紹介者だけでなく支部三役までは連絡
が必要ではないか。
上記について、事務局で実施・具体化していくこととしました。

承認事項
₁．前回₉回理事会から第10回理事会までの会員数の推移及び入会・退会の承認
をしました。
₂．定時総会実行委員会からの報告と参加目標について
₃．第₆回経営フォーラムについて、会場決定を早期のうちに検討・提案するた
めに実行委員会を₂月には立ち上げることが渡部伸哉実行委員長より提起さ
れ、承認されました。

閉会挨拶：杉本太一
忌憚のない意見を頂き、活発な議論ができたと思います。今回の協議は愛媛同
友会を大きく変革できる良いチャンスだと思います。支部中心で活動するという
意見や、
「選択と集中」で身の丈にもあった組織へとリサイズ・スリム化して飛
躍していく意見が論議されました。組織を整理することには勇気が必要ですが、
みんなで力をあわせて邁進していきたいと考えております。

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

うまいもん

居酒屋
ぶらぶらある記

089-933-6716

cafe & DinigBar
haco 朝生田店

居酒屋ダイニング
おだいどこ

089-913-6050

089-935-8558

おとぎ話

うまいもんおとぎばなし

花咲か爺屋

089-968-6836

いっせいグループ

http://issei-g.jp

釜飯と串焼
とりでん三番町店

089-915-1194

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

居酒屋
銀の鶏

089-927-1778

釜飯と串焼
とりでんのうめん店

089-968-1753

「食」 を通じて笑顔の輪を広げます。
レストラン
愛彩館

089-955-2008

名物炭火炙り焼き
浪花屋 鳥造

089-993-6188

お酒の販売店
媛の蔵

089-947-6817

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

平野薬局グループ
〒794-0028 今治市北宝来町2丁目2-22
TEL （0898） 32 - 0255
FAX （0898） 32 - 0350

089 913 6050

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

家庭用からプロ仕様まで／消防・防災の専門商社

JXエネルギー株式会社特約店

本部/松山市朝生田町 3‐1‐12
℡（089）931-5201
http://www.coopehime.or.jp

