第7回

人を生かす経営 2022
全国交流会 inとくしま

企業変革がつくる、新しい世界へ

〜challenge the basic〜
●とき

10月20日（木）〜21日（金）

徳島

■20日／13:00〜18：30 ■21日／9:00〜12：00

●ところ

JRホテルクレメント徳島 JR徳島駅直結
徳島県徳島市寺島本町西1丁目61番地 Tel:088-656-3111

●会費

14,000円

※消費税法基本通達5-5-7に該当する共同行事のため
課税仕入れにはしないようにお願いします。

◉申込締切＝10月5日（水）※10月6日以降のキャンセルは

開催意義・目的

全額ご負担いただきます。

中小企業家同友会は経営指針を全社で実践し、
労働環境を整備して採
用と教育を一体として取り組み、多様な働き方や価値観にも柔軟に対応で
きる
「人を生かす経営の総合実践」
を推進してきました。
今、社会は急激な変化を迎え、今までの採用活動や教育、人々の生き方
や働き方などのあり方を変え、
中小企業経営にも大きな影響を与えていま
す。
どのような社会情勢の変化の中でも、
人を大切にし、
企業を成長・発展さ
せるのが経営者の責任です。
だからこそ、
地域や日本経済の担い手として、
同友会がめざす企業づくり
の基礎となる 労使見解 の実践を通して、企業を変革する必要がありま
す。
そのためには、
われわれがめざす企業づくりも時代の変化にあわせて、
変えなければいけないものは変え、
変えてはいけないものは大切にする、
企
業づくりへの問い直しと挑戦が一人ひとりの中小企業家に迫られています。
そうした経営者・企業を地域に増やし、
一人ひとりが自分らしさを発揮しな
がら活躍できる新しい世界を築くため、参加者の経験と知識を活かして本
交流会を作り上げ、
新しい未来に向かって歩み始める契機とします。

実行委員長あいさつ

● 小田

大輔氏

大きな時代の変化の中でも変わることのない、
一人ひとりを
大切にする人間尊重の経営。
「中小企業における労使関
係の見解」を中同協が発表して、47年が経ちました。人を
生かす経営の総合実践を行う中小企業家が作り上げて
来た、
「労使見解」の本質を見定めて基本に挑戦し、新し
い時代に向けて変えるべきこと、
変えずに前進すること、
発
見や気づきのある「人を生かす経営全国交流会」にしま
す。是非徳島へお越しください。
徳島同友会 副代表理事 （有）
小田商店 代表取締役

タイムスケジュール
1日目 10月20日（木）
12：00

受付開始

13：00

全体会開会

13：25

問題提起

14：15

実践報告

18：30

1日目終了

○新型コロナウイルス感染防止の観点から懇親会は行いません。

2日目

10月21日（金）

9：00

全体会開始

9：05

パネルディスカッション

12：00

閉会

アクセス

●鉄道・高速バスご利用の場合
JR徳島駅
（ホテル直結） 大阪・三宮・京都・関西空港・東京・名古屋・
広島・岡山・高松・松山・高知方面からの高速バスが利用できます。
●飛行機ご利用の場合
徳島阿波おどり空港より、JR徳島駅までリムジンバスが運行
（30分）

・交流会では感染症対策としてマスクの着用、アルコールでの手指消毒
にご協力をお願い致します。新型コロナウイルス感染拡大の状況によっ
ては、完全オンラインに変更する場合がございます。

●主

催

中小企業家同友会全国協議会
〒102-0074 東京都千代田区九段南4-7-16 市ヶ谷KTビル３F

Tel:03-5215-0877

Fax:03-5215-0878

https://www.doyu.jp/

●設

営

徳島県中小企業家同友会
〒770-8056 徳島県徳島市問屋町43番地

Tel:088-657-7363

Fax:088-657-7364

https://tokushima.doyu.jp/

1日目

問題提起

企業経営を通して、
よりよい社会を実現するために
● 加藤

明彦氏

中同協 人を生かす経営推進協議会代表
（中同協 副会長）
愛知同友会 相談役理事
エイベックス
（株）代表取締役会長

実践報告
● 能登

同友会のおかげで我が社は変わった

伸一氏

〜GCHの追求で、社員が自ら考え行動する企業に〜

広島同友会 前副代表理事
日鐵鋼業
（株）代表取締役
●設 立 日：1971年
●資 本 金：3,000万円
●年 商：20億5,000万円

●島

「社員とのコミュニケーション」
を粘り強く続け、
「社内の見える化」
と
「誇
●社 員 数：49名（内パートアルバイト9名）
●H
P：https://nittetu.jp/
●事業内容 ：鉄鋼一次加工、鋼材卸、溶接、
機械加工
（厚板ガス溶断・
レーザー切断・特殊鋼材販売）

隆寛氏

姿勢も変化していきました。大事にしたのは人を生かす経営の総合実
践と、
『 労使見解』に基づく社員との信頼関係の構築です。日鐵鋼業に
おけるGCH
（企業内総幸福）
を追求することで、社員の自主性も引き出
されていきます。同友会から学び続けた、その企業実践を報告します。

人を生かす経営で会社に変化を！
！

徳島同友会 代表理事
（株）
シケン 代表取締役

〜忘れられない２年半の軌跡〜

●設 立 日：1979年
●資 本 金：4,975万円
●年 商：55億9,000万円

●社 員 数：688名（内パートアルバイト111名）
●H
P：https://www.shiken-jp.com
●事業内容：歯科技工物の製造・販売、
歯科材料の販売、
咀嚼機能材料の研究・開発

「コロナがなかったとして続くはずだった未来はもう来ない」
、
この言葉
を胸に刻みながらコロナ禍が始まって以来の２年半を過ごしてきまし
た。社員発案の様々な取り組みで会社の有り様は大きく変化しました
が、その中で変わらないものが見えてきました。
シケングループの挑戦の軌跡について報告します。

パネルデ ィスカッション

2日目

経営指針をもとに課題を捉え、
「人を生かす経営の総合実践」を！

〜地域と企業の未来を創造する企業変革とは〜

● 榎本

社会が激変期を迎え、中小企業も変化の波にさらされています。波を乗り越える
と」
を見極めながら企業を変革していくことが求められます。
「労使見解」
を企業
づくりのベースに、地域の雇用や生活を支える中小企業として未来を創造してい

●設 立 日：2006年
●社 員 数：25名(パート・アルバイト含)
●資 本 金：9,460万円 ●H
P：https://www.z-kyosai.com
●年 商：10億1,000万円 ●事業内容：障害のある方を対象とした
少額短期保険業

くためにどうしたらよいか。人を生かす経営推進協議会の4委員長が各運動の視
点から、今求められる
「人を生かす経営の総合実践」
とは何かを深めます。

パネリスト
●林

重秋氏

コーディネーター

中同協 障害者問題副委員長 神奈川同友会 副代表理事
ぜんち共済
（株）代表取締役社長

ために、社会変化を捉え、自社を振り返り、
「変えてはいけないこと、変えるべきこ

哲也氏

● 梶谷

俊介氏

中同協 経営労働委員長 香川同友会 代表理事
香川県ケアマネジメントセンター
（株）代表取締役

中同協 社員教育委員長 岡山同友会 常任相談役
岡山トヨタ自動車
（株）代表取締役社長

●社 員 数：６４名(パート・アルバイト含)
●設 立 日：1999年
●H
P：http://www.k-care.co.jp
●資 本 金：1,000万円
●年 商：3億5,000万円 ●事業内容：ケアプラン作成業務、介護保険に
関するコンサルタント業務他

●社 員 数：347名(パート・アルバイト含)
●設 立 日：1945年
P：https://okayamatoyota.com
●資 本 金：1,000万円 ●H
●年 商：164億円
●事業内容：新車販売、各種中古車販売・買取、
自動車整備・修理、保険代理店他

● 川中

● 髙橋

英章氏

中同協 共同求人委員長 広島同友会 理事
（株）
EVENTOS 代表取締役

正志氏

中同協 障害者問題委員長 岡山同友会 代表理事
（株）
マスカット薬局 代表取締役

●社 員 数：50名(パート・アルバイト含)
●設 立 日：1988年
●H
P：https://www.eventos.co.jp
●資 本 金：4,000万円
●年 商：3億8,300万円 ●事業内容：各種ケータリングサービス・催事の
企画運営・飲食店・産直市場

第7回

りが持てる会社作り」
（社員への還元）
にも取り組むことで次第に社員の

●社 員 数：103名(パート・アルバイト含)
●設 立 日：1998年
P：https://muscat-pharmacy.jp
●資 本 金：1,000万円 ●H
●年 商：36億円
●事業内容：薬局、保険調剤（各種保険取り扱い）、
一般用医薬品販売

お申し込みは所属の同友会事務局まで
人を生かす経営全国交流会 inとくしま 参加申込書（ お願い致します。
申込締切10月5日
（水））
＊所属されていない方は空白で構いません

名

前

企業名

所属委員会

役

職

＊本登録内容は行事設営のために中同協の管理のもとに参加者名簿等に活用し、それ以外に使用することはありません。
＊本行事の模様を撮影・録音し、記録されたものを印刷物や
インターネット上に公開させていただくことがあります。参加者のみなさまの写真が掲載されることがありますので、不都合がございましたら所属同友会事務局までご連絡ください。

