2019年度活動方針

中小企業家同友会 3 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靭（じん）な経営体質を
つくることをめざします。
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。
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、経済・社会・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。

北海道中小企業家同友会 基本方針
〈企業づくり〉
1．経営者と社員が共に学びを深め、激変する経営環境に対応できる企業体質を築こう
2．経営指針の成文化と実践に取り組み、人間尊重経営の実践に取り組もう
〈経営環境の改善と地域づくり〉
1．中小企業憲章の精神を広め、全ての自治体に中小企業振興基本条例を制定しよう
2．会内外の連携を強め、地域経済を活性化し、持続可能な地域をつくろう
〈同友会づくり〉
1．同友会運動の実践を深め、次世代への円滑な継承をめざそう
2．会員組織率 10％をめざし、組織強化と財政基盤の充実に取り組もう
3．同友会の原点に立ち戻り、活動をみつめ直そう

2019 年度 活動の力点
スローガン

「つなぐ〜原点から未来へ〜」

1．6,000 名会員の達成〜北海道同友会創立 50 周年を全道 6,000 名会員で迎えましょう
2．例会の充実〜例会こそ原点。会員の経験を交流し、自らを高め、深く学びあいましょう
3．人を生かす経営の推進〜経営指針の作成・実践、就業規則の作成・見直しを進め、共同求人と社
員共育活動の活性化をはかり、人を生かす企業づくりを進めましょう
4．事業承継のために〜円滑な事業承継を進めていくための学び合いを進めましょう
5．金融・税制の学習を〜消費税増税の影響など、金融・税制の学習を進めましょう
6．中小企業振興基本条例の制定促進〜他団体との連携を強め、条例の制定と活用を進めましょう
7．中同協札幌総会の準備〜 2020 年 7 月に行われる中同協札幌総会の準備を進めましょう
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はじめに

活動のまと め

談会や学内説明会、若手社員と学生との懇談、インターン
シップやキャリア教育のサポートなど、学校に出向いて、
中小企業の役割や魅力を伝えてまいります。

北海道同友会は今年11月22日に創立50 周年を迎えます。
同友会運動の原点は、中小企業経営者が抱える悩みを

共育委員会では、入社内定者、新入社員に向けた研修
から、幹部講座、同友会大学、経営者大学などの経営幹

率直に交流しあう中で経営意欲を高め、自社や地域の課

部向けまで、階層別・分野別の社員教育活動を実施し、

題を乗り越えてきた「学びあい」にあります。

後継者育成、事業承継のための学習や学びあいに力を入
れます。その上で、社員教育活動がハウツー研修に流さ
れないよう、
「人が育つとはどういうことか」など、同友

づくり・地域づくり・同友会づくりを進めて参ります。

会の共育理念に学び、日頃から委員会や例会で人育ての

〈企業づくり〉

情勢

今年度は、
「つなぐ〜原点から未来へ〜」をスローガンに、
同友会理念と道内外の優れた実践から謙虚に学び、企業

根幹にかかわる議論を深めていきましょう。
障害者問題委員会では、障害者の雇用機会を広げるよ
う経験交流を進めてまいります。

る」状態をめざしましょう
今年も経営指針の成文化と実践を一層進めてまいりま

3．BCP 策定で災害に負けない企業づくりの準備を
進めましょう

す。各支部においては、経営指針研究会の活動を推進す

昨年の胆振東部地震で私たちは、全国初のブラックア

ると共に、経営指針の根幹である「労使見解」
（
「中小企

ウト（全域停電）も経験しました。中小企業は地域のイン

業における労使関係の見解」
）について学べる機会を設け、

フラです。自然災害や緊急事態は起こることを前提として

『人を生かす経営』
、
『経営指針成文化と実践の手引き』
、
『企

社内で論議を進め、BCP（事業継続計画）の策定を進め
ましょう。そのための学習機会を各支部でもつくります。

また「働き方改革法」への対応など、就業規則の整備・

また、大学や公設試験研究機関等との連携を通じた新

見直しも最重要課題です。
『働く環境づくりの手引き』や、

しい仕事づくりや、全国の同友会ネットワークを活かした

中同協で監修した『手間なく簡単にできる就業規則のつく

ビジネス連携についても推進していきます。

り方』
（日本法令）も活用し、就業規則の作成と見直しを
全道的に広めます。
「人を生かす経営」の視点から働く環
境の見直しを図っていきましょう。

決算書

業変革支援プログラム』Ⅰ、Ⅱの活用と普及を推進します。

活動方針

1．同友会会員企業は「経営指針と就業規則が必ずあ

〈経営環境の改善と地域づくり〉

2．人材の採用・育成・定着で、持続的な発展ができ
る企業をめざしましょう
中小企業の採用難と定着率向上は喫緊の経営課題です。

制定を促進しましょう
道内では既に 36 の市町村で中小企業振興基本条例が制
定され、条例を活用した地域づくりが進められています。

同友会会員として法規の改正に対応しコンプライアンスを徹

行政や他団体、教育機関などの関係者と連携し、施策づ

底していくと共に、社員が安心してやりがいをもって働ける社

くりを共に進め、地域経済の持続的発展と国民や地域の幸

内体制づくりを構築し、計画的な人材確保を目指しましょう。

せが実現できる社会をめざします。
毎年開催している中小企業憲章セミナ－を今年も実施し

資料編

共同求人委員会では、教育機関との連携を強化し、懇

予算

1．他団体との連携を強化し、中小企業振興基本条例

諸規程

合同入社式

恒例のワールドカフェ

経営指針発表・新会員ガイダンス・DOYU 交流会合同企画
「同友会ってどうゆう会？」
（道北あさひかわ支部）
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ます。今年度は、他団体との連携を強化し、中小企業憲

〈同友会づくり〉

章への理解を広げていくと共に、中小企業振興基本条例
の制定活用を促進します。
同友会のめざす経営環境づくり、地域づくりの考え方は

1．北 海道同友会創立 50 周年を、6,000 名会員で
迎えましょう

国連の「SDGs」
（持続可能な開発目標）の理念や各項目

「経営者は孤独。一人で悩まず、同じ悩みをみんなの知

と方向性が重なります。地域の課題を俯瞰してとらえてい

恵と力で解決していこう」と、1969 年に北海道同友会が

くためにも、
「SDGs」への理解を広げ、
解決への道筋を探っ

誕生してから半世紀。今では全道一円に会員の輪が広が

てまいります。

り、各分野からあてにされる会へ発展してきました。
道内の企業数は 7 万 7 千社あまり。同友会会員はその

2．金融・税制問題の学習に取り組み、金融機関との
連携を強めましょう
消費税は本年 10 月に、10％への税率アップと軽減税率
の導入やポイント還元が計画されています。軽減税率が

7.5％に過ぎません。経営者同士が学びと連携を深め、社
員との信頼の絆を強めながら、経営課題解決をはかる同
友会会員を増やしていくことは、地域の活力を高めること
にもつながります。

導入されれば、その事務負担は膨大なものとなり、あわせ

これまで積み重ねてきた同友会運動の成果と理念を次

て複雑なポイント還元措置もあり、さらに負担増となりま

代につなげていくのは、私たちの使命です。11 月 22 日の

す。今後予定されているインボイス制度も、免税事業者の

創立 50 周年までに 6,000 名会員を必ず達成し、新たな半

市場からの排斥、簡易課税制度の廃止にもつながりかね

世紀に向けてスタートを切りましょう。

ないものです。
中同協では、消費税率 10％への引き上げは凍結し、軽
減税率ならびにインボイス導入についても再検討するよう
呼びかけています。私たちも中小企業の立場から、日本経

2．例会こそ原点。会員の経験を交流し、自らを高め、
深く学びあいましょう
同友会は、経営者相互の経営体験を交流し、経営者と

済を活性化する望ましい税制について検討してまいります。

しての資質を高め合うことを目的とする会です。学びの場

「経営者保証に関するガイドライン」を活用し、経営者

は、支部や地区会の月例会が中心で、会員の経営体験報

個人保証を外してもらったという事例が増えてきました。

告と、それを受けてのグループ討論が基本です。学びを

「ガイドライン」に関する学びを会内でも広げていきます。
金融庁は地域金融機関に「金融仲介機能のベンチマー
ク」の策定を求め、公表する金融機関が増えています。ま

実践し、その成果と課題を率直に報告し合うことで、同友
会運動と企業経営が不離一体の関係であることを実感で
きるよう、例会の充実を目指します。

た、財務情報と経営理念などの非財務情報の視点から構
成される「ローカルベンチマーク」を活用するなど、金融
機関との相互理解と連携を進めていきましょう。

3．新会員やごぶさた会員も参加しやすい親しみある
活動をめざしましょう
新会員は会に新しい風を送り込んでくれます。しかし最
初から積極的に活動に関わるにはきっかけが必要です。
「同
友会は活動が多岐にわたり、何に参加してよいかわからな
い」
という戸惑いの声も聞かれます。
新会員オリエンテーショ
ンを開き、例会では新会員を紹介する機会をつくりましょう。

女性部会オープン例会（苫小牧支部）
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全道役員研修会

第 51 回 定 時 総会 議案

企業訪問を行い、会員の状況や要望を役員会にフィード

営者として自己変革を遂げていくことをめざしています。

活動のまと め

また、足が遠のいている会員もいます。折に触れ会員同
士で声掛けし合うよう、役員や事務局員は積極的に会員

役員は中同協の全国行事に率先して参加し、学びの先
頭に立ちましょう。

バックし、活動に反映させていきましょう。親しみある温
かい会風こそ、同友会の伝統です。

6．事務局員の育成強化につとめましょう
事務局員は会員と共に同友会運動を担うパートナーであ

4．2020 年に札幌で開催される中同協総会の準備を

第 52 回中同協定時総会が札幌で開催されます。

情勢

開始しましょう
2020 年 7 月 14 日（火）
、15 日（水）の 2 日間にわたり、

り、役員と事務局は運動を推進する両輪の関係です。事
務局員の研修を充実させるとともに、事務局指針・行動指
針をもとに使命感と情熱をもって行動する事務局集団を、
会員と共につくってまいります。

全国の同友会と会員の経営実践から学び、同友会運動
の到達点と解決すべき課題を確認し、歴史に残る総会と
なるよう準備を進めてまいります。

活動方針

5．役員研修の充実をはかりましょう
新たに役員になる方が増えています。今年度も全道役
員研修会の他、各支部での研修会を実施します。
同友会のリーダーは、①同友会理念を経営に取り入れ、
同友会と共に発展する企業づくりをめざす。②「自主・民
主・連帯の精神」を生かした会運営に習熟し、既存の権

決算書

威や習慣にとらわれず、会員一人ひとりの声や要望を大切
にし、会の団結を重視する。③会内では自由闊達な論議を
保障し、相手の意見を尊重し、謙虚に学びあい、絶えず経

道東3支部青年部が集まりカーリングと焼肉で交流

予算
資料編
諸規程
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2019年度支部活動方針

■ 道北あさひかわ支部
〈スローガン〉 ・
 経営者としてより一層学びを深めていくためのステージ作りに貢献しよう！
・デザインの持つ力を存分に駆使して地域社会の皆様と共に前進できるスキームを創ろう！
・社会的に模範となる持続可能な会社づくりを事務局員と共に目指そう！
■支部方針
・新たな人材を世話人や委員に積極的に登用し、次
世代の役員候補の育成を行う。
・会員企業が自社の経営体験を語り、同友会の辞書
の 1 ページとなる機会を多く創出する。

■副支部長
・2020 年度の新体制に向けた重要年度と位置づけま
す。
・率先して話題提供を行い、同友会運動の目的と支
部方針を支部全体に浸透させます。
・全国、全道行事に積極的に参加して、新たな学び・
気づきを支部へフィードバックします。
・支部活動が発展するように会員の声に耳を傾けま
す。
・支部長をしっかりフォローしていきます。

■学びゾーン（委員会）
・支部例会で問題提起を行い、専門委員会で問題解
決を図ります。
・委員会同士の連携を強化して横断的な学びを深め
ます。

■学びゾーン（部会）
・女性部野花の会 40 周年、青年部あらぐさ会 30 周
年の記念行事を、将来へ向けた新たな活動のスター
トと位置付け、成功させます。

■組織ゾーン（市内）
・会員の居場所づくりと新たな仲間づくりの為に、
例会等に参加されていない会員のフォローを行い
ます。
・会員訪問を行い、退会防止に努めます。
・持続可能な地区会を目指す為に組織づくりを強化
します。
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■組織ゾーン（各地）
・各地地区会の連携を強化します。
・未組織地域を解消します。
・運営をサポートする体制を構築します。

■組織ゾーン（交流）
・どうゆう名店街やソフトボール大会や親睦ゴルフ
コンペ等、会員同士が交流できる場づくりに積極
的に取り組みます。

■総務ゾーン
・企画毎の予算を明確にし、安定した支部運営を行
います。
・MYDOYU の普及率を向上させます。
・例会に積極的に参加して頂けるよう、広報活動を
工夫します。
・支部活動のあり方を議論して、持続可能な支部づ
くりを行います。

■中小企業問題ゾーン
・専門委員会では対応しにくい経営課題の解決に取
り組みます。

■全体
・純増 13 社の会勢 800 社を達成します。
・「同友会の学びと実践のサイクル」の実践
「経営者が変わる、企業が変わる、こうした経営者
を増やす会員増強を通して地域が変わる」を実行
して次世代にしっかり「タスキ」をつなげるよう、
役員と事務局員と共に職責を全うして参ります。

第 51 回 定 時 総会 議案

活動のまと め

■ しりべし・小樽支部
〈スローガン〉「人を生かす経営」の実践！

〜共に学び、共に育ち、持続可能な企業・地域づくりを進めます〜
〈企業づくり〉
①経営指針を基にした人を生かす企業づくりに取り組み

①中小企業振興基本条例の制定・活用を進め、中小企業

ます

が安心して経営できる環境づくりに取り組みます

〜「労使見解」ならびに経営指針について学び、経営

〜地域の経営指針である中小企業振興基本条例の必要

指針の成文化と実践に取り組み、10 年後を見据えた

性を再確認するとともに、条例を活かした中小企業の

企業づくりを進めます

活性化、地域振興を進めます

活動方針

②経営者の責任〜資質向上に取り組みます

情勢

〈地域づくり・経営環境づくり〉

②他団体や産学官金連携を進め持続可能な企業・地域づ

〜中小企業を取り巻く様々な経営課題の解決に向けた学
びを進めることで経営者のレベルアップを図り、会員

くりを進めます
〜会員同士や他団体ならびに行政、教育機関、金融機

各社の維持発展につなげます

関との連携を進め地域の課題解決、地域活性化につ
なげます

③経営者と社員が共に学び、育ち合える企業づくりを進
〜経営者のパートナーである社員が成長できる職場環境
づくりならびに労働環境整備に取り組み、
「共育」を

〈同友会づくり〉

決算書

めます

①次世代に同友会運動を継承します
〜北海道同友会 50 年の歴史と理念に学び、同友会運動

実践する企業づくりを進めます

を次世代に継承します
②共に学ぶ仲間を増やし、支部の発展につなげます
〜支部 370 名会員で北海道同友会創立 50 周年を迎え

予算

ます

■ 苫小牧支部
10 年ビジョン

資料編

1．強靭な経営体質の向上につながる「共学・共育・共生」の企業づくりを実践
1．持続可能な地域の創造に寄与する産 学 官 金 との連携
1．時代に必要な知識と意識の醸成に結びつく委員会・部会の創設
1．力強い同友会運動の推進につながる新たな「仲間づくり」の実践
（40 周年記念式典にて発表 2018.1.23）

〈スローガン〉 話・和・輪 〜学びを経営に活かし、情熱を持って企業を元気に〜

諸規程

1．企業づくり
①人材の採用と育成は企業の基本です。社員と共に学び
合い、共に成長し、次世代へ事業を継承する企業づく
りを目指します。
②経営指針は経営の中枢です。経営指針の成文化と実践

③同友会で学んだことは会員一人一人が自社の経営に活
かし、強い企業づくりを進めます。
④「求人委員会」を新たに設置し、学校、他組織との連
携を含め人材確保をめざします。

を推進します。
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2．地域づくり・経営環境づくり

3．同友会づくり

①中小企業憲章の精神を活かし、地域と中小企業が発展、

① 10 年先の苫小牧支部を見据え、全会員が「自主・民主・

成長していく経営環境づくりに取り組みます。
②持続可能な地域づくりを目指し、産学官金連携を深め、
課題を明確にするための学びと交流を推進します。

連帯」の精神で活動に参加し、経営者ならびに幹部社
員同士の研鑽の場とします。
②各委員会や部会が担当する月例会や事業の充実を図
り、会員の満足度と参加率のアップを目指します。
③同友会の良さを知ってもらい、多くの出会いの場を作
り、新たな仲間づくりを進めます。

■ オホーツク支部
〈スローガン〉 同友会の輪を広げ、オホーツクの未来を創ろう
〈企業づくり〉
・
「経営指針」成文化と全社的実践で、社員の成長と
共に発展する企業を目指します
・
「社員教育活動」を強化して、社員と共に学び合う
機会を創出します
・様々な視点から学び「企業連携」を生み出し、強靱
な経営体質をつくります

〈地域づくり〉
・
「オホーツクビジョン」を具現化し、地域と中小企業
の活性化に貢献します

・会内外の連携を強め、地域経済を活性化し、オホー
ツクを元気にします
・新たな地域資源の発掘と付加価値を高め、
「魅力あ
るオホーツク」を発信します

〈同友会づくり〉
・会員相互の輪を広げ、共学・共育・共生の仲間づく
りを目指します
・同友会運動の原点に立ち返り、
「よい会社、よい経営
者、よい経営環境」を目指した活動を展開します
・会員企業の実践報告やグループ討論を通して、充実
した「学び合い活動」を展開します

■ くしろ支部
〈スローガン〉 原点回帰！『人を生かす経営』を実践し、魅力ある企業づくりを目指そう！
会員 700 社の知恵と経験を交流し、企業づくり・
地域づくり・同友会づくりを進めてまいりましょう！

〈企業づくり〉
・10 年後も元気な企業であるために、
「労使見解」に
基づく経営指針の成文化と実践を推進する
・経営者も社員も企業活動を通じて自己成長、自己実
現ができるよう、全社一丸となって共育力向上に取
り組む
・採用難の時代に「選ばれる会社」になるために、経
営指針の実践、共育力向上の取組みと、その発信力
強化で、誰しもが自主的に活躍する会社づくりを行う

〈地域づくり〉
・地域の “ 経営指針 ” である中小企業振興基本条例の
制定と活用を進めるために、行政や教育機関、地域
内各団体などとの連帯を深め、中小企業が輝く持続
可能な地域をつくる。

〈同友会づくり〉
・北海道同友会創立 50 周年にあたり、異業種の会員
が率直に経営体験を交流し、民主的に学び合う同友
会の原点に立ち返る。
・元気な企業、豊かな地域を共に未来へとつなぐ仲間
を増やし、735 社会員を目指す。
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活動のまと め

■ 南空知支部
〈同友会理念〉 第
 一には、
「同友会三つの目的」です。

第二には、
「自主・民主・連帯の精神」です。

第三には、
「国民や地域と共に歩む中小企業」をめざす。
・例会の開催日程をスケジュール化する事により、参
加しやすい環境をつくります。

・南空知地域、北海道、全国の情勢を見据え、求めら
れる知識・視点を学び、自社の経営の糧となるよう
な活動に注力します。

情勢

③会員同士が互いに知り合い、理解をし合います。

1．会員の要望に応える支部活動をしよう

3．持続可能な地域づくり、同友会づくり

・会員同士の交流が一層深まり、ざっくばらんに語り

・南空知地域の 10 年後を展望し、
会内外の連携を強め、

合える関係づくりを目指します。

活動方針

中小企業振興基本条例制定運動や、持続可能な地域
づくりを課題として捉えます。

2．学びの場としての「支部例会」を充実させよう

・例会やセミナーを広く地域にも発信し、会員以外の
経営者にも参加いただけるよう心がけ、同友会の認

・他社の実践事例等から、自社の経営課題に気づき、

知拡大に努めます。

課題解決に役立てます。

・新たな会員や会員間同士の理解を深め、同友会づく

・例会での学びを自社で実践し、強い企業づくりをす

りをすすめます。

すめます。

決算書

・北海道同友会 50 周年を迎えるにあたり、南空知支

・グループ討論を通して、

部 90 名会員を目指します。

①違う視点からの気づきや学びを得ます。
②発言することで学びを深めます。

■ 西胆振支部
①企業づくり

〜経営者としての資質を高め、企業発展を進める〜

予算

〈スローガン〉 共に学び合い新たな時代の波に乗ろう！！
携や教育機関との連携を積極的に進め、地域づくり
の現状や課題について学ぶとともに、会員各社の発
展を通じて地域経済の活性化を実現させる取り組み
・会員経営者同士が経営課題を本音で語り合い、互い

を進めます。

の経営実践から学び合える場づくりを進めます。
やその定着について学ぶとともに、
「人を生かす経営」

③同友会づくり

資料編

・労務問題や働き方改革、障がい者雇用等、人材確保

〜西胆振支部の発展を目指して〜

の実践を進めます。
・
「よい会社」
「よい経営者」につながる経営指針の成
文化と実践を進め、全社一丸の企業づくりを進めま
す。

・新たに経営指針委員会を立ち上げ、経営指針の成文
化と実践を進めて参ります。
・北海道同友会創立 50 周年を 6,000 名会員で迎えるた
めに、今年度も会員増強に取り組みます。

〜自社の発展を地域づくりにつなげる〜

諸規程

②地域づくり・経営環境づくり

・多くの会員が参加しやすい充実した学び合い活動を
推進します。
・全道・全国行事に積極的に参加し、各地の会員の経

・中小企業憲章の精神を再確認し、各自治体において
「中小企業振興基本条例を地域づくり・地域再生に

営実践から学び、自社の経営に活かすとともに支部
活動の発展につなげます。

活かしていく」という基本的理解を広めます。
・
「西いぶり連携協定」をはじめとした金融機関との連
37

■ 札幌支部
札幌支部活動【三つの指針】
一、札幌支部における全ての組織（地区会、委員会、部会、研究会等）は、同友会運動で最も重要な理念である「よい
会社をつくろう」
「よい経営者になろう」
「よい経営環境をつくろう」の三つの目的に沿って活動を行うものとします。
一、札幌支部における全ての組織は、同友会運動に沿った活動であるかを常に検証し、弛まぬ活動の改善を行うことと
します。
一、札幌支部における全ての組織は、それぞれの活動内容の充実を図るとともに、お互いに連携しあう関係を築き、相
乗効果を生み出す活動を推進していくこととします。

活動方針 北
 海道同友会創立 50 周年を支部 2,000 名会員で！〜魅力ある札幌支部づくりをすすめよう〜
（1）“ つたえる ”
同友会運動の歴史の中で生まれた労使見解に基づい
た、経営指針、共同求人、共育、そして労働環境の整備
を会員各社が実践し、同友会が目指す「人を生かす経営」
を積極的に伝えていこう！ また、その経験や学んだこ
と、同友会の楽しさを会内外の経営者にわかりやすく発
信していこう！

（2）“ そだてる ”
業種、業態、企業規模が違う会員の様々なニーズを汲

い経営者」が育つ環境をつくろう！ また会員経営者を
はじめ、社員やまだ入会してない経営者も新たな同友会
ファンをつくっていこう！

（3）“ つなげる ”
本音で悩みを語り合い、未来志向で共感、共有しあう
仲間が集う支部づくりを目指そう！ そのためにもいまま
での活動や組織体制の整理・改善をおこない、運動の両
輪である事務局体制もしっかりと意識した、持続可能な
札幌支部づくりの歩みをすすめよう！

み取り、
「よい会社」
「よい経営環境」づくりを目指す「よ

■ 函館支部
〈中期ビジョン〉 社長ニコニコ、社員ワクワク、地域元気に同友会
〈スローガン〉 参加しよう！続けよう！良くなろう！
〈重点方針〉
1．経営指針成文化運動の推進
2．例会の充実と参加率の向上
3．仲間づくりと会員満足度の向上
4．地域を元気にする活動の推進
5．全国・全道大会への積極的参加
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活動のまと め

■ とかち支部
〈スローガン〉 挑戦し、飛躍を目指そう
◎重点方針

会員自らが自主的、能動的に同友会活動の運営に取り
組み、そこから学んでいこう。委員会・地区会・部会な

企業も人も常に成長をめざし、学びの場での互いの切

ど支部内組織が連携した活動をしよう。そして、とかち

磋琢磨により、次の世代へ継承できる強靭で底力のある

支部がさらに成長していくために仲間を増やし、学び合

企業をめざそう。

いの輪を広げ魅力ある組織をつくろう。

2）地域の力を活かす

4）900 名会員を達成しよう
2019 年 11 月 22 日に、北海道同友会は設立 50 周年を

能性を再認識し、それを発掘しよう。また、地域貢献や

迎えます。そのときまでにとかち支部 900 名会員を達成

経営環境の改善の為に、他の経済団体や行政、金融機関

しよう。

活動方針

北海道で一番元気の良い地域を目指し、地域資源の可

情勢

1）企業の力をつける

3）人の力を結集する

と連携しながら、先駆的な取り組みにチャレンジしよう。
地域の人づくりの課題にも取り組もう。

決算書
予算
資料編
諸規程
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2019年度専門委員会活動方針

■ 組織企画委員会
①全道的にワンゲスト運動（毎回の支部・地区会例会等

③移動委員会で各支部組織委員会（札幌支部、とかち支

に会員外の方を誘う）を広げて全道会員組織率 10％運

部）を訪問します。会員増強の取り組み、意義を学び

動を推進し、2019 年北海道同友会創立 50 周年までに

全道各支部に広げましょう。

6,000 名会員を達成しましょう。
④支部は各地区会活動が充実するように、テレビ会議を
②新会員の居場所づくりや、ごぶさた会員も参加しやす

有効に活用して具体的な支援をしましょう。

い親しみのある活動を工夫しましょう。各支部の取り
組みを参考に全支部で新会員オリエンテーションを開
催しましょう。

■ 経営指針委員会
経営指針委員会の目的と役割
労使見解にうたわれている企業家精神を基本とした経

・各支部の経営指針委員がプログラムの活用を始めます
・経営指針講座（研究会）のカリキュラムに組み込み
系統的に学びます

営指針づくりは、経営者の責務であると同時に、全社一

③「経営指針成文化と実践の手引き」
、
「中小企業におけ

丸体制づくりの基本でもあります。新しい時代の要請に

る労使関係の見解」
、
「働く環境づくりの手引き」の学

応えるために、自社の存在意義をあらためて問い直し、
『21

び合いを継続的に行います

世紀型中小企業づくり』の大切さを全道会員企業に広め、
経営指針成文化と実践の取り組みを支援します。

〈活動計画〉
①ブロック会議を開催して経験と情報を交換します

①全道の会員に経営指針の大切さを広める活動を行いま

②全道会員の経営指針づくりの実態調査を行います

す。2018 年度まで経営指針研究会修了者は累計 830

③経営指針委員会の拡大一泊研修会を開催します

名です。

④他の委員会との連携をはかり経営指針成文化と実践運

②企業変革支援プログラムの活用と普及を推進します

動を推進します

■ 共同求人委員会
1
 ．共同求人活動を通じて「人を生かす経営」の実践を

2．地域を支えて生き生きと働いている経営者や先輩社

推進し、強い経営体質の企業づくりを目指しましょう

員の想いを伝えることで、地域の担い手育成を目指
しましょう

同友会の共同求人活動は「日本経済をけん引する中小
企業が、その役割を果たすために人材を確保し、育成す

若者に地域を支える企業で働くことの意味を経営者や

る」ことを目的としています。その為にはまず「若者が

働く先輩が広く、深く、具体的に伝え、企業と共に持続

魅力を感じる」企業となることが必要です。共同求人活

可能な地域を作っていくことへ共感してもらうことが大

動に参加する中で自社の在り方を確認し、若者が将来を

切です。大学への出前講義、保護者へのセミナー、教職

託せる企業づくりを目指します。

員との懇談会、高校生の就職セミナー、インターンシッ
プなどあらゆる機会を通じて、
「学ぶこと、働くこと、人
間らしく暮らすこと」の意義を伝えていきます。
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1．
「人を生かす経営」の根幹をなす「共育」について会
員経営者に理解を深めてもらいます。
2．共育ちの「共育」について、共育委員も理解を深めて

活動のまと め

■ 共育委員会
3．全道共育委員会が各支部の情報を共有できる場とし
ての「プラットホーム」の役割を果たします。
4．
「5 委員会合同学習会」を通して「共育」の考え方を
更に深めていきます。

いきます。

情勢

■ 経営厚生労働委員会
に専門家を招いて学習会を開催し、事業承継問題に取り
組むための考え方・ノウハウ等を学びます。全道各支部

業継続課題 ”・“ 厚生課題 ”・“ 労働課題 ” の学習及び問

に情報発信し、会員との共有を図ります。

活動方針

同友会がめざす 21 世紀型中小企業の原点となる中同
協「労使見解」を基本に、
全道の中小企業が直面する “ 事
題解決への企画及び立案を目的とします。また、上記の
目的を達成するために、他の専門委員会との連携強化を

2．厚生課題に積極的に取り組む
中同協ならびに全道各支部での取り組みが進んでいな

推進していきます。

い厚生課題の課題整理や進め方等を検討します。厚生課
“ 事業継続課題 ”……次世代へ事業を継続・発展させるた
めの課題

題の現状把握と解決のヒントとなるような学習会を開催
して、各支部への情報提供を行います。

活を送るための課題
“ 労 働 課 題 ”……従業員の雇用および労働環境に関わ
る課題

〈活動計画〉
1．事業承継問題に継続的に関わる
事業承継問題は地域の課題になりつつあります。委員会

3．
「人を生かす経営」の視点から働く環境の見直しを図る
就業規則の作成・見直しを進めるにあたり、その根幹
となる「労使見解（人を生かす経営）
」の合同学習会を
全道各委員会に呼び掛けて、共に学び合う機会をつくり
ます。
また、就業規則を作成していない企業に対して、中同
協で監修された「10 人未満の会社の就業規則作り」など

予算

道内の後継者不足による休廃業が多い状況において、

決算書

“ 厚 生 課 題 ”……経 営者と従業員の健康で豊かな生

を活用し、就業規則の作成を全道的に広めます。

■ 政策委員会
①中小企業憲章の理念を広め、他団体とも連携し中小企

を検証・提起する学びの場を創出します。

資料編

業振興基本条例の制定の動きを加速します。

・金融や税制問題などの変化と中小企業経営への影響

・中小企業憲章制定 9 周年記念企画を開催します。
・他団体との連携を強め、中小企業振興基本条例制定
の取り組みを推進します。
・制定した条例の活用状況の経験交流や調査を行い、
条例運動の推進に活かします。

③持続可能な地域をめざし、学びと交流を通じて実践に
つなげます。
・7 月に開催される中同協第 51 回定時総会で提案予定
の「中小企業の見地から展望する日本経済ビジョン」
の学習に取り組みます。

業政策のあり方を検証します。
・中小企業政策を学び、中小企業経営者に必要な中小
企業政策を考えます。
・同友会景況調査（DOR）のサンプル数を増やし、中
小企業の実態と変化を捉え、
積極的に問題提起します。

諸規程

②中小企業を取り巻く時代・環境変化を踏まえた中小企

・
「人口減少問題」
「TPP 等による北海道経済への影響」
「SDGs（持続可能な開発目標）
」
「エネルギーシフト」
などの学習と検討に取り組み、各支部での実践につ
なげます。
・中小企業の視点で北海道経済活性化について議論し、
適切な情報提供等に努めます。
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■ 障害者問題委員会
1．委 員会で障害者問題と「人が生きる経営」について
学び合います。
2．委員会での学びを活かし、全道のすべての支部で障
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3．各支部が連携して障害者雇用の学習会開催等の情報
共有を図ります。
〈委員会の目的〉

害者に関わる問題について学び合い、交流できるよう

・
「人が生きる経営」と障害者雇用をさらに推し進めよう。

な組織づくりを進め、活動の具体化を支援します。

・そのための認識を深め、全道の支部に広げましょう。

活動のまと め

一般社団法人北海道中小企業家同友会 事務局指針
2017年6月24日

情勢

事務局指針
北海道同友会事務局は同友会運動の主体者として、会員と共に、中小企業の繁栄による北海道経
済の発展に寄与して来ました。
同友会運動は道なき道を切り拓く運動として生まれ、その先進的な取組みは中小企業や地域か

活動方針

ら大きな期待が寄せられています。
私たち同友会事務局は、これからも中小企業や地域経済を守り、繁栄させる集団としてまい進し
ていきます。
1．
同友会理念に基づき、中小企業の繁栄と地域の発展に取り組みます。

決算書

2．
会員と共に高い目標に挑戦することで成長する集団を目指します。
3．
謙虚に学びあい、連帯し、同友会運動を推進していきます。
4．
互いに信頼し、一人ひとりが豊かな人生をおくることが出来る事務局をつくります。

事務局行動指針
予算

1．
会員の声を聴き取り、信頼関係を構築し、活動へ反映させます。
2．
同友会運動を通じて、創造的に会員・地域の課題解決を推進します。
3．
同友会運動を広げる「会員増強」に取り組みます。
4．
会員のパートナーとして、多面的な要求に応えられる学習に努めます。
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5．
「入局して良かった」

「働き続けて良かった」「人生が豊かになった」という事務局を
役員とも連携しながら、自分たちの知恵と努力でつくります。

諸規程
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