


全体会
1 3:00 - 1 5: 1 5※受付開始 12:00

会場：アイプラザ豊橋講堂
開会 ・歓迎あいさつ•………… • • 愛知県実行委員長

主催者あいさつ………………・・・ 全国実行委員長

基調講演・ …………… …… • …… 鳥畑与一 （静岡大学教授）

基調報告

バネルディスカッション 1 6:00 - 1 8:30 

「Aー地域振興の実践に学ぶー小規模企業振興条例・地方版総

合戦略を生かして一 釦易：アイプラザ豊橋講堂
Bー置小規模事業者支援と最賃引き上げの可能性

会場愛知大学内

コーディネーター ：永山利和 （元日本大学教授） コーディネーター ：岡田知弘 （京都大学教授）
内容 ：アベノミクス・成長戦略、消費税増税により格差と貧困が拡

大し、地方の疲弊と人口減少がすすんでいます。安倍政権が
すすめる「地方創生」は、さらに選択と集中の手法で地方自
治そのものの破壊も懸念されます。一方、各自治体では地域
の産業 ・資源を生かした独自の努力も広がっています。住民 ・
中小商工業の立場から真の地域再生の道を各地の実践の教訓
も明らかにしながら考えます。

内容：最低賃金引き上げは中小業者にとって大きな負担を伴います。
政府は「働き方改革」や「取引ルールの改善」、「イノベーショ
ン」や 「減税」で解決しようとしています。賃上げを求める
市民運動からは「中小業者に税金を使え」といった声が上がっ
ています。賃上げが実現し、労働者と中小業者がともに幸せ
になれるための施策を考えます。

バネリスト：小林世治 （日本大学教授）、山本篤民 （日本大学准教授）、
中小業者パネリスト ：研究者、自治体関係者、中小業者など

ものづくりと
産業集積再生の課題
グローバル化のもとで

地域再生と集積の課題
.................................... 

新たなものづくりへの挑戦、地場産業の変

化 • 発展方向、地方版総合戦略への位置づ

けとその実践などを交え、ものづくりと産

業集積の再生の課題を探ります。

小林世治 （日本大学教授）
永田 瞬 （高崎経済大学准教授）

産学連携で切り拓く
新製品・新分野

産学連携で国民ニーズに応える新

製品・新分野の開発

（再生エネヘの展開も）
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

消費者ニーズから求められる新分野•新製品、
再生可能エネルギーヘの展開など、国民の

ニーズに応えようと努力する中小業者と産学

連携の実践を交流します。

9:00-12:30 
会場：愛知大学豊橋キャンパス

地域建設業の課題と
仕事おこし
建設業の

持続可能な発展方向
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

リフオーム• リニューアル助成の経済効果、仕

事おこしにつなげる実践を交流します。また、

災害時における地域建設業者の役割発揮、担い

手の育成と技術継承の課題、社保加入 • 公契約

条例など直面する課題についても深めます。

異業種交流とネットワーク

ネットワークでつくる商売繁盛

同業者や異業種での交流、ネットワークが

経営発展のヒントをつかむ場になっていま

す。経営交流とネットワークづくりの経験

や実践を交流します。

地域で輝く商業の発展方向を探る

商店街を中心にした世代間交流、産学公連

携で地域商業に活気を生み出している取り

組み、震災後の商店街 • 商店とまちづくり、
フランチャイズ問題など、商店街と地域商

業の発展方向を交流します。

小企業の活躍を促す
自治体施策

小規模企業振興基本法を

地域でどう具体化しているか
.......................................... 

中小業者を軸とした循環型経済や地域振興

施策を求めて自治体への政策提案が前進し

ています。実現してきた新たな施策、条例、

仕事確保 ・予算獲得運動を交流します。

閉会全体会i¥13:00-15:30 
会場：愛知大学

特別輻告「リニア新幹線は、：

分科会報告

閉会あいさつを兼ねたまとめ講評 小林世



基礎講座 16:00--
会場案内

-「事業計画の作り方と実践方法」 会場：アイプラザ豊橋小ホール

講師 ： 上品忍•中小企業診断士
内容 ：経営の維持•発展、融資や補助金獲得などに欠かせない事

業計画。その作り方を塞礎から学びます。また、計画を実
践するためのポイントをわかりやすく解説し、あなたの疑
問に答えます。

一膚法と経済民主主義」—安倍政権への対抗軸を考える —
会場愛知大学内

講師 ：石川康弘 （神戸女学院大学教授）
内容 ：立憲主義、民主主義、平和主義を無視して暴走する安倍政

権。多国籍大企業と投資家を優遇する一方で、社会保障を
切り捨て、格差と貧困を拡大しています。こうした政治へ
の対抗軸を、 憲法と経済民主主義の立場から考えます。

19:00-
研究者のみなさんと直接交流できるチャンスです。

参加費（別途） 5,000円

会場：愛知大学大学生協カフエテリア
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愛知大学豊橋キャンパス
JR・ 名鉄「豊橋」駅を下車し徒歩4分、
豊鉄渥美線 「新豊橋」駅から
三河田原方面行きに乗り
「愛知大学前」駅を下車し徒歩 1分。
（所要時間約 11分）

サービス業の革新と
ニュービジネス
変化に対応し、

ビジネスチャンスを切り拓く
........................................................... 
変化するニーズに対応するサーピス業、若

手の起業参入が進むニュービジネスなど、

変化に対応し、 ピジネスチャンスを生かし

広げる実践を交流します。

甜舅藍一

近藤義晴 （兵庫県中小商工業研究所）

10事業承継と
経営革新を考える

いいもの引き継ぎ、チャレンジへ

11税と社会保障の
一体改革を考える
増税が中小業者・住民の

いのちとくらしを脅かす
........................................................... 
社会保障切り捨て、強権的徴収がいのちと

暮らしを脅かしている現状を明らかにし、

税と社会保障のあるべき姿を考えます。ま

た、新しい猶予制度なども学びながら、納

税者の権利を守るための知恵を交流します。

12まちと中l」渫者を元気にする
地域金融の役割
金融行政の変化と

地域金融のあるべき方向
........................................................... 
信用保証制度の部分保証化が強められる

中、金融行政や地域金融機関の変化とある

べき方向を探ります。カジノ ・IRが地域

にどんな影響を及ぽすのかを学びます。

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

焦眉の課題となっている中小商工業の後継

者問題。ものづくり技術や事業の継承をど

う引き継ぐのか、世代交代と事業革新への

チャレンジなどの取り組みを学び合います。

現皿
三井逸友 （嘉悦大学教授）

賎経済に何をもたらすか」（仮）

日本大学教授）



第 20回中小商工業全国交流・研究集会 開催要，

日程 2017年9月2日（土）13時 -3日（日） 15時 30分

会湯 第 1日〈全体会、パネル、基礎講座〉アイプラザ豊橋
〒441-8141愛知県豊橋市草間町字東山 143-6
TEL: 0532-46-71 81 

〈全体会〉アイプラザ豊橋講堂

〈パネル〉 A:アイプラザ 豊 橋 講 堂

B: 愛知大学

〈基礎講座〉0アイプラザ 豊 橋 小 ホ ール

◎愛知大学

第2日〈分科会〉愛知大学豊橋キャンパス
〒441-8522愛知県豊橋市町畑町 1-1

目 的 中小商工業の果たしている役割と実態を検証し、地域経

済と日本経済の担い手としての中小商工業の発展方向を

明らかにする。政府・自治体、大企業の政策への検討を

加える。国民諸階層と連帯し、中小商工業運動の多様な

発展方向について交流・研究を行う。

メーンテーマ 「中小商工業と地域の力で幸せと公正な社会を」

規模 1,200人

参加費 10,000円（学生・院生は 3,000円）

2日目は昼食付。移動分科会は別途実費が必要。

※参加者交流会 5,000円（要申し込み）

申し込み・問い合わせ先

全国商工団体連合会

〒171-8575 東京都豊島区目白 2-36-13全商連会館

TEL: 03-3987-4391 FAX: 03-3988-0820 

Eメール： seisaku@zenshoren.or.jp 

申し込み締め切り 8月 21日（月）

協賛団体日本科学者会議、全国労働組合総連合

第 20回中小商工業全国交流・研究集会実行委員会

●全国実行委員会

実行委員長藤川隆広（全国商工団体連合会副会長）

吉田敬一 （駒澤大学）、 八幡一秀（中央大学教授／自治体問題研究所）、

三井逸友 （嘉悦大学教授）、吉田喜一 （東京都立産業技術高等専門学校

名誉教授）、 金澤誠一 （佛教大学教授）、岡田知弘 （京都大学教授）、 井

内尚樹 （名城大学教授）、鳥畑与ー （静岡大学教授）、番場博之 （駒澤大学）、

小林世治 （日本大学教授）、足立基浩 （和歌山大学教授）、関根範明 （東

京自治労連都庁職経済支部）` 飯塚徹 （全経済産業省労働組合）、岡崎民

人 （全国商工団体連合会事務局長）、服部守延 （愛知県商エ団体連合会

副会長）、 河村光哉 （愛知県商工団体連合会事務局長）、 中山異 （全国商

エ団体連合会常任理事）、永田瞬 （高崎経済大学准教授）、山本篤民 （日

本大学准教授）、 日本国家公務員労働組合連合会、全労連・全国一般労

働組合、全日本建設交運一般労働組合、新建築家技術者集団、久保貴裕

（日本自治体労働組合総連合）、豊田太一 （全日本家内労働者組合総連合）、

商業サーピス関連労働組合連絡会、自由法曹団、市村昌利 （建設政策研

究所）、西野武 （全国生活と健康を守る会連合会）、全国保険医団体連合会、

全日本民主医療機関連合会、全国金融労働組合連合会

●愛知県実行委員会

実行委員長 森田茂 （愛知県商工団体連合会）

事務局 愛知県商工団体連合会

第 20回中小商工業全国交流・研究集会参加申込書
2017年月 日

年齢 歳 T 

氏

名 住
男 ・女

所

職 ・ヽ 所
業 属 電話 （ ） 

参加日について (0印をお付けください） パネル、分科会について (0印をお付けください）

9月 2日 (l日目） 9月 3日 (2日目）
A 「地域振興の実践 に学ぶ

パネル 一小規模企業振興条例・

ディスカッション 地方版 総合戦 略を生かして 一」

参加費 B 「小規模事業者支援 と最賃引き上げの可能性］

1 

1・2日閻 10,000円 ※移動分科会は実費を現地 日 1 「事業計画の作り方と実践方法」
でお支払いください。 目 基礎講座 2 「憲法と経済民主主義

学生・院生 3,000円 ※1日目の参加者交流会を 表倍政権へ の対抗軸を考える一」
申し込まれる方は、参加

合計 円
費として別途 5,000円
が必要になります。

参加者交流会
参加費 （別途）5,000円

研究者のみなさんと直接交流できるチャンスです

送 金方法 I銀行振込郵便振込現金書留 (0印を） 第 分科会

◆お申し込みについて
報告をしたいテーマ

個人の方はこちらの参加申込書に必妻事項を記入し、FAXでお送りください。 2 

日 分科会

FAX 03-3988-0820 (全商連） 目

締め切りは 8月21日（月）です。

※宿泊のこ予約は、（株）冨士ツーリスト(ft052-261-4621)へ直接お申し込みください。




