
平成 28年 5月 19日 

 

【概 要】 中小企業家同友会全国協議会 第 48回定時総会 

【日 時】 平成 28年 7月 14日（木）～15日（金） 

【会 場】 シェラトン都ホテル大阪 

【ゲスト】 山中伸弥氏（京都大学 iPS 細胞研究所所長） 

【日 程】 ＜7/14＞ 

      07：58（三島駅）～11：00（新大阪駅） 

      13：00（定時総会初日および分科会） 

      19：00（懇親会） 

      ＜7/15＞ 

      09：00（定時総会 2日目） 

      17：40（新大阪駅）～19：56（三島駅） 

【費 用】 総会参加費  25000円（うち 10000 円を御殿場支部にて補助） 

      宿泊・交通費 32000～34000円程度（ホテル＋新幹線料金） 

      懇親会費   別途 

      注 ： 6/30以降のキャンセルは参加費負担となります 

【詳細問い合わせ】 総務委員会 担当：広川 （090-5868-7362） 

 

≪ 参 加 申 込 書 ≫ 

 

 氏名            会社名             

所属部会 （ 理 念 ・ 対 策 ・ 共 育 ・ 強 化 ） 

 

希望分科会：第一希望       第二希望         

 【別紙】より選択して下さい 

FAX返信先 0550-87-8511 

締切日 5月 30日（月） 



 中小企業家同友会全国協議会第４８回定時総会 IN大阪   【別紙】 
 

同友会理念の実践で、人が輝く持続可能な社会へ 
 

日 時 ： 2016年７月１４日（木）1２：00 受付 １３：00 開会 ／ 翌１５日（金）９：00開会 １２：00閉会 

全体会場・分科会・懇親会： シェラトン都ホテル大阪 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町 6-1-55 TEL 06-6773-1111  

参加費 ： 25,000円（宿泊費別）   主催：中同協  設営：大阪同友会 

 

 

２日目 パネルディスカッション 
 

持続可能な社会をつくり、地域と日本の新しい未来を切り拓く 

～エネルギーシフトの学習と実践を～ 
 

鋤柄修氏（中同協会長）／平沼辰雄氏（中同協地球環境委員長）／畑野吉雄氏(中同協企業連携推進連絡会

代表)／石渡裕氏（中同協政策委員長）／中山英敬氏（中同協経営労働委員長） 
 

分科会 テーマ 報告者（会社役職／会内役職） 分科会 テーマ 報告者（会社役職／会内役職） 

第１ 
(中同協) 

【世界経済・日本経済・地域経済】 

情勢をどうみるか 
～中小企業の元気が 

日本の未来を拓く～ 

黒瀬 直宏氏  
（嘉悦大学ビジネス創造学部 教授） 

 第 9 
(中同協) 

【税制・財政】 

政府の大借金をどうする 
～公正・公平な税財政とは何だろうか～ 

安藤 実氏（静岡大学 名誉教授） 

第２ 
(中同協) 

【同友会運動の歴史と理念】 

同友会運動の歴史と 

理念の形成 
～その先見性と普遍性を考える～ 

田山 謙堂氏 
(中同協顧問、㈱千代田エネルギー 相談役） 

第１０ 
(大阪) 

【学校との連携】 

将来の地域の担い手を育てる 

大阪府立布施北高校と 

150社のデュアル教育 
～生徒・教員・学校・企業・地域は 

どう変わったか～ 

高田 克己氏（大阪中河内ﾌﾞﾛｯｸ憲章・政策委

員 、㈱大阪工作所 代表取締役会長）／湯淺 

健一氏（大阪府立布施北高等学校 主席教諭)／

菊地 栄治氏（早稲田大学教育・総合科学学術院 

教授） 

第３ 
(中同協) 

【平和問題】 

戦争と中小企業 
～いまこそ平和を考える 

学習運動を～ 

植田 浩史氏(中同協企業環境研究ｾﾝﾀｰ副座

長、慶応義塾大学経済学部 教授） 

浅海 正義氏（愛知同友会名誉会員、みらい経
営研究所 代表) 

第１１ 
(中同協) 

【次代を担う青年部活動と企業づくり】 

われわれ青年経営者で 

世界に誇れる日本の未来を創ろう 

～次代を切り拓く青年経営者の志と実践

～ 

早間 雄大氏（広島同友会理事、㈱クニヨシ 代

表取締役社長） 

第４ 
(中同協) 

【経営指針の成文化と実践の運動】 

経営指針の成文化から 

実践運動へ 
～『経営指針成文化と実践の 

手引き』（改訂版）の活用を～ 

水戸 谷剛氏（岩手同友会副代表理事、東日本

機電開発㈱ 代表取締役）／吉武 恭介氏（徳島
同友会理事、ワコウクリーンサービス㈱ 代表取締

役）／髙橋 賢氏（富山同友会副代表理事、㈱高

橋 代表取締役）／渡辺 学氏（神奈川同友会理

事、ニイガタ㈱ 代表取締役）／田中 久喜氏（京

都同友会理事、税理法人ｲﾃﾞｱ 代表社員)／森 

茂博氏（福岡同友会副代表理事、和新工業㈱ 代

表取締役）／玄地 学氏（中同協経営労働副委員
長・宮城同友会副代表理事、東洋産業㈱ 代表取

締役) 

第１２ 
(中同協) 

【同友会事務局の課題と役員の理解】 

事務局の体制強化に 

役員の認識を高めよう 
～会員と事務局員は同友会運動を 

推進し未来を創造するパートナー～ 

広浜 泰久氏（中同協幹事長） 

萩原 靖氏（京都同友会専務理事） 

柴 克也氏（石川同友会事務局長） 

 

第５ 
(神奈川) 

【社員教育活動 ・経営指針の実践】 

社員教育と経営指針が 

会社を変える 
～同友会の学びと実践が 

全社一丸経営を実現させる～ 

本多 修氏（神奈川同友会経営労働委員長、㈱東
洋プラン 代表取締役) 

第１３ 
(大阪) 

見学分科会申込期限 5/31（火） 

【大阪版「エコノミックガーデニング」】 

自社ブランド商品開発で 

自立的企業をめざす 

～大阪版「ｴｺﾉﾐｯｸｶﾞー ﾃﾞﾆﾝｸﾞ」の 

取り組みと活用事例～ 

中西 啓文氏（大阪同友会東大阪東支部元支部

長、チトセ工業㈱ 代表取締役）／領家 誠氏 
（大阪府商工労働部 中小企業支援室 経営支援

課課長） 

 

第６ 
(徳島) 

【「人を生かす経営」の実践】 

人を生かす経営を 

自社と同友会で実践する 
～労使見解を自社で、同友会で、 

同友会事務局で、地域で～ 

山城 真一氏（徳島同友会代表理事、㈱サンフォ
ート 代表取締役） 

第１４ 
(大阪) 

見学分科会申込期限5/31（火） 

【大阪企業家ミュージアム見学／大阪市の

支援政策】 

大阪企業家ミユージアム見学と 

大阪市の中小企業支援施設=大阪

産業創造館 訪問 

本多 哲夫氏（大阪市立大学商工部大学院経営

学研究科 教授）／多賀谷 元氏（大阪産業創造
館 産創事業部 部長） 

 

第７ 
(中同協) 

【震災復興】 

宮城県南三陸町中小企業実態

調査と企業づくり・地域復興 
～持続可能な 

地域社会構築のために～ 

菊地 進氏（中同協企業環境ｾﾝﾀｰ副座長、立教
大学 名誉教授） 

吉田信吾氏（宮城同友会南三陸支部長、㈱カネ
キ吉田商店 代表取締役） 

 

第１５ 
(大阪) 

見学分科会申込期限5/31（火） 

【環境経営】 

全社員による環境経営の実践 
～経験・信頼・技術で 

循環型社会に貢献する～ 

原田 六次郎氏（大阪同友会 環境部会幹事、山

陽製紙㈱ 代表取締役)  

  

 

第８ 
(京都) 

【行政との連携】 

政令市行政区ごとの支部で 

地域活動を展開 
～“地域”を実感して振興条例 

制定の力をつけよう～ 

米田 明氏（京都同友会副代表理事、シスポート
㈱ 代表取締役) 

  

 


