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講演内容は裏面

13：20～

14：40

◇基調講演

宮崎 由至 氏 ㈱宮崎本店社長

県民の暮らしと
　　雇用・地域経済発展の
　　　　原動力となろう！

強じんな企業づくりと
　　同友会運動を推進し、
県民の暮らしと
　　雇用・地域経済発展の
　　　　原動力となろう！

強じんな企業づくりと
　　同友会運動を推進し、

県民の暮らしと
　　雇用・地域経済発展の
　　　　原動力となろう！

強じんな企業づくりと
　　同友会運動を推進し、

会　　　員：５,０００円
社員・会員外：３,０００円

◇第3分科会
「打つ手は無限！既存業種で成長し続けるヒント」

～経営者・幹部・社員の今果たすべき役割～
㈲一コンサルティング・オブ・ビジネス社長丸山 博 氏

◇第2分科会
「“いちご”で地域を明るく元気にする！」

 ㈱スカイファーム社長
～地域に未来の種をまく～

川西 裕幸 氏

「時代を生き抜く強じんな企業づくり」

15：00～ ◇第 1分科会
「時代を生き抜く戦略とは」
～企業成長のカギは採用と社員教育そして、差別化された戦略の構築～

㈱テクシード社長 奥河内 博夫 氏

～正統派異端系の経営から学ぶ～

同友会の３つの目的

自主・民主・連帯
の精神

国民や地域と
共に歩む中小企業
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  中小企業家同友会の理念
◇同友会運動の歴史の中で培われてきた同友会理念は、同友
会のみならず人間集団が大きな目的を実現していくための判
断基準ともなる普遍性を備えていると考えられます。私たち
は、同友会理念を企業実践に応用し生かすことで、本質的な
中小企業発展のモデルを提供できる可能性があります。

  １. 三つの目的
①同友会はひろく会員の経験と知識を交流して企業の自主的
近代化と強じんな経営体質をつくることをめざします。（良
い会社をつくろう）
◇経営理念が明確であり、顧客や取引先からの信頼も厚く、
社員が生きがいをもって働き、どのような環境変化に直面
しても利益を出し続ける企業体質をつくることです。

②同友会は、中小企業家が自主的な努力によって、相互に資質
を高め、知識を吸収し、これからの経営者に要求される総
合的な能力を身につけることをめざします。（良い経営者に
なろう）
◇同友会で自己革新していくことにより、謙虚に学ぶ姿勢を
身につけ、学んだことを自社でどう実践していくかが分か
るようになることです。

③同友会は、他の中小企業団体とも提携して、中小企業をとり
まく、社会・経済・政治的な環境を改善し、中小企業の経営
を守り安定させ、日本経済の自主的・平和的な繁栄をめざし
ます。（良い経営環境をつくろう）
◇経営環境を変え創造する環境創造型企業づくりの課題
です。また、経営環境の大きな流れを読み、ネガティブな
情報をいち早く察知し、内外の経営環境に働きかけてマ
イナスの要素をプラスに転化する「時代を味方につける」
姿勢が、これからの時代に求められています。

  ２. 自主・民主・連帯の精神
◇「自主」とは、自立型企業をめざすこと。価格決定や技術力
などで主導権を発揮でき、そのための独自性、先進性を持
つ企業のことです。企業内では、社員の自主性、自発性を尊
重し、自由な発言を保障して、個人の人間的で豊かな能力を
「引き出す経営」が求められます。

◇「民主」とは、経営指針にもとづく全員参加型経営や自由闊
達な意思疎通のできる社風をめざすことです。そのために
は、民主的なルールを尊重し、平等な人間観のもとで、創
造力を発揮する民主的な社内環境を整備する必要があり
ます。

◇「連帯」とは、企業間や産学官のネットワークに参加、組織、
運営する連携能力をもつ企業づくりの課題です。また、企業
内での連帯とは、労使が共に学びあい、育ちあい、高次元で
の団結、あてにしあてにされる関係を創り出す「労使見解」
の精神の発揮です。

以上のように自主・民主・連帯の考え方に基づく企業づくりは、
人間らしく生き育つ「人間尊重」の経営をめざすことと言え
ます。

  ３. 国民や地域と共に歩む中小企業
　　　 ～私たちがめざす中小企業
◇「国民や地域と共に歩む中小企業」とは、企業活動が反社
会的、反国民的であってはならないことはもちろん、人々の
暮らしの向上、地域経済の繁栄に貢献し、社会的使命を果
たすことが基本です。ここに中小企業憲章制定の根源があ
ります。中小企業経営の向上・繁栄が国民生活と一体となっ
て安定・発展する全国民的な課題として体系化されたもの
が中小企業憲章であり、その具現化が中小企業振興基本条
例等なのです。

滋賀県中小企業家同友会とは

第24回第24回
滋賀県経営研究集会滋賀県経営研究集会

1979年1月に57名の有志で設立され、中小企業経営者を中心に600名の会員が学び続けています。
自主・自立を保ち、あらゆる業種の経営者が参画する非営利の団体として、中小企業をめぐるあらゆる課題の解決
をめざし活動してきました。「企業は経営者の器以上に成長しない」と謙虚な姿勢で経営者の自己研鑽の場として
支部・専門委員会・部会を設置し、社員と一体となって企業経営に生かしています。

＜開催目的＞
県下の会員が一堂に会する機会を設けることにより、同友会の理念と運動へ
の確信を深め、支部活動では交流の機会のない会員が出会うことで、より学
びの輪が広がり、仲間意識や連帯感を高める行事とし、基本的なねらいは、
憲章・振興条例の推進を担う強靭な企業づくり運動を推進し広げるために、
三位一体（経営指針・社員共育・共同求人）経営の意義と、その実践的取り
組みを学ぶ機会と位置付ける。

＜開催目的＞
県下の会員が一堂に会する機会を設けることにより、同友会の理念と運動へ
の確信を深め、支部活動では交流の機会のない会員が出会うことで、より学
びの輪が広がり、仲間意識や連帯感を高める行事とし、基本的なねらいは、
憲章・振興条例の推進を担う強靭な企業づくり運動を推進し広げるために、
三位一体（経営指針・社員共育・共同求人）経営の意義と、その実践的取り
組みを学ぶ機会と位置付ける。
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第2分科会

川西 裕幸 氏
 ㈱スカイファーム
代表取締役

（香川同友会・理事）

「“いちご”で地域を明るく元気にする！」
～地域に未来の種をまく～

　好きで始めた農業も初めは失敗の連続でした。経営安定のた
めにと思って行った規模拡大も思うようにいかず、悩んでいた時に
誘われたのが同友会です。初めての異業種交流（異なる思いと実
践の交流）で気付きと発見の連続でした。とりわけ経営指針の大
切さを知り、『何のために経営しているのか』と自問自答する中
から湧き出てきた農業にかける夢（理念）と道（方針）。
　“農業『いちご』で地域を明るく元気にしたい”その熱き思いと実
践報告です。

「時代を生き抜く強じんな企業づくり」
～正統派異端系の経営から学ぶ～
　創業160年を誇る清酒メーカーの６代目。23年前、三重同友
会の創立と共に代表理事に就任以来、「学んで実践」をモッ
トーに経営革新を続け、宮崎本店を国内有数の優良酒蔵に育
て上げました。宮崎氏の企業家としての歩みは、同友会と共に
21世紀型企業づくりをすすめてきた典型といえます。とりわ
け、経営指針を社員と共有、「労使見解」の精神を生かした人
間力重視の経営は、『共に育つ、Ⅰ・Ⅱ』（中同協発行）に詳しく紹介されています。
　同社は、世界的な食品コンクール、モンドセレクションの金賞を22年連続受賞。また、指針経営の
実践を客観的に評価するため、業界他社に先駆けて、ISO19001（1999年）、ISO14001（2000年）の
認証取得。2001年度三重県経営品質賞「奨励賞」、2002年度「優秀賞」と2年連続受賞。2005年に
はIT高度活用企業として経済産業省「IT経営百選」最優秀賞受賞等の実績を上げています。
　今回は、中小企業における経営戦略を時代認識とともに学び、強じんな経営体質の企業づくりを模
索します。

プロフィール

会 社 名：株式会社スカイファーム
創　　業：2004年11月25日
資 本 金：1,000万円
業務内容：農産物の生産販売・加工、
　　　　　農業に関する
　　　　　コンサルタント業務
http://skyfarm.jp/

第1分科会

奥河内 博夫 氏
 ㈱テクシード
代表取締役

（広島同友会 副代表理事）

「時代を生き抜く戦略とは」
～企業成長のカギは採用と社員教育そして、差別化された戦略の構築～

　厳しい不況の嵐が吹き荒れる建設業界の中、テクシードは①建物診断
②耐震補強・外壁改修③マンション大規模修繕を柱に発展を遂げていま
す。三年前から取り組んでいるリノベーション事業は全国コンクールで
数々の賞を受賞し、４本のコアコンピタンスで成長を目指しています。一
年で１億円を目標に創業１６年で１６億円の売り上げを実現しました。そ
の根底には「社員一人一人が自社を支えている！」と存在意義を自覚でき
る仕組み、社員を主人公にした学ぶ企業風土づくりの取組があります。
「新卒者は社風で育てる、中途採用者は社風で染める。全員参加の教育こそが中小企業の持ち味」と語る氏。創業
から14年、着実な成長を続ける同社の取組を通じて、厳しい時代を勝ち抜く強靭な企業づくりの秘訣を学びます。

プロフィール

会 社 名：株式会社テクシード
創　　業：1996年7月
資 本 金：5,000万円
業務内容：１. 建物診断・耐震診断
　２. 外壁改修工事・耐震補強工事
　３. マンション大規模修繕工事
　４. リノベーション
http://www.tech-seed.co.jp
http://www.re-factory.jp

第3分科会

丸山　博 氏
㈲第一コンサルティング・

オブ・ビジネス
代表取締役

東京中小企業家同友会
専門家グループ幹事（　　　　　　　　）

「打つ手は無限！既存業種で成長し続けるヒント」
～経営者・幹部・社員の今果たすべき役割～

　｢何とか会社やっていけてるから、今のままで、まあええか？｣と
いう考えで、以前と同じ事をしていませんか？地球の裏側の出来
事が私たちの経営を振り回すことも多々あります。情勢認識を一
致し、既存事業の強化、新規事業など様々なチャレンジをするに
あたって経営者、経営幹部とともに考え、全社一丸となって経営に
当たる必要があります。
　丸山氏からは、今後の事業展開の考え方、リスク回避、社員の
英知の集め方など、めまぐるしく変わる情勢に負けない企業の在
り方について経営幹部と学ぶ分科会とします。

プロフィール

会 社 名：有限会社
　　　　　第一コンサルティング・
　　　　　オブ・ビジネス
創　　業：1992年
資 本 金：3,000万円
業務内容：講演、経営診断、
　　　　　中期経営計画作成指導、
　　　　　各種社内研修等
http://www.daiichiconsulting.jp/

基 調 講 演

宮崎 由至 氏
㈱宮崎本店
代表取締役
中同協副会長

三重同友会相談役（　　　　　　　　）

　政権が交代し日本経済の回復を優
先的に推し進める政策がとられていま
す。その結果は円安や株価の上昇で大
企業を中心に景気が回復基調にあるよ
うですが、地域の経済を支える中小企
業の実態は厳しい状況であることは否
めません。中小企業憲章の基本理念に

「中小企業は経済を牽引する力であり、社会の主役であ
る」と謳われています。今回の経営研究集会では、社会の
主役になりうる強じんな中小企業づくりと、仲間との絆を
深め地域経済発展の原動力となることを確信できる学び
の機会にしてまいります。

　滋賀県中小企業家同友会では第24
回経営研究集会を開催いたします。私
たち同友会は人間尊重の経営理念の
もとに、社員とのつながりを大切にし、
常に学び実践を繰り返し、よい経営者、
よい会社、よい経営環境をつくることを
目的に日々切磋琢磨しております。今

年の経営研究集会では多くの角度から経営者の実践論な
どを学ぶことが出来ます。同友会では広く会員の経験と知
識を交流するのが目的です。経済環境が厳しいときこそ同
友会での学びと実践があなたの企業に大いに役立つこと
思います。是非ご参加下さい。

～ごあいさつ～

実行委員長（代表理事）　坂田  徳一 代表理事　蔭山  孝夫

プロフィール

会 社 名：株式会社宮崎本店
創　　業：1846年
資 本 金：6,750万円
従業員数：66名
業務内容：酒類並びに
　　　　　食品製造及び販売
http://www.miyanoyuki.co.jp/

滋賀県中小企業家同友会第24回経営研究集会　参加申込書

チケット販売する役員にお渡しいただくか、同友会FAX０７７（５６１）５３３４までお送り下さい。
参加お申し込みと共に、チケットを購入していただきます。チケットは連絡してお届けいたします。

※11月1日以降のキャンセルは受け付けられませんのでご容赦ください

参加者氏名 役　職　名
希望分科会No.
第1希望 第2希望

会　　社　　名

＜分科会＞＜全体会＞ ＜グループ討論＞


