愛媛経済同友会「新連携プラットフォーム」の構築について
～ コロナ禍を乗り切る新連携 ～
愛媛経済同友会は、県内の経営者が個人の資格で参加し、会員交流や調査・提言活
動を行っていますが、コロナ禍を乗り切り、
「With コロナ／After コロナ」の全く新し
い時代の潮流に的確に対応するため、この活動を発展させて、約 600 名の会員同士が
知恵と工夫を発揮しながら、気軽に相談・連携できる仕組みとして、
「新連携プラット
フォーム」を構築することとしました。
■プラットフォームの概要（別紙のフロー図を参照）
同友会のホームページ（会員専用ページ）を活用して、会員の企業活動における様々
な情報を提供・共有して、会員相互の新しい連携や支援につながる場とするものです。
（１）会員企業が有する経営資源（工場、機械、物流、従業員、デジタル等）について、
「売りたい、買いたい、使いたい、シェアしたい、協業したい」といった情報提供
や企業ニーズを基に、企業同士のマッチングの機会を提供する仕組みづくり
（２）いわゆる新常態（ニューノーマル）に対応したビジネスの推進（新しいサービス
の提供や商品開発等）に繋がっていくような仕組みづくり
■プラットフォームの活用事例（イメージ）
１ 情報提供（同友会ＨＰに一覧表で掲載）
① Ａ㈱ですが、工場の機械やラインが８月中、稼働できないことになりました。
このラインを使って〇〇を製造することができますが、使用しませんか。
② Ｂ㈱では製造コストを削減するため、食品の原料となる〇〇を共同でまとめ
て購入して、共同で生産できる会社を探していますが、どこかありませんか。
③ 加工食品を製造しているＣ㈱ですが、販売激減で廃棄せざるを得ない在庫が
〇〇ケースあります。購入していただけるところがあれば、ご連絡ください。
④ タオル製造のＤ㈲ですが、旅館用タオルの需要減のため、タオル生地が在庫
として残っています。マスク等の材料として購入していただけませんか。
⑤ ホテル業を営んでいるＦ㈱ですが、〇月までの１か月間、５人の余剰人員が
生じます。英会話や簿記が可能ですが、雇用していただけませんか。
２

連携・支援（ＨＰを見た会員企業から、情報提供した企業に連絡）
① ㈱甲ですが、８月〇日から〇日までの間、〇〇工場の製造ラインを使わせて
ください。
② 類似の商品を製造している㈱乙ですが、〇〇市にある工場で製造している商
品の原料として、１トンまでは購入することができます。
③ 宿泊業を営んでいる㈱丙ですが、宿泊者用の食事として使用したいので、〇
〇ケースを購入したい。
④ 縫製業の㈱丁ですが、夏場を迎えて冷感用マスクの製造を行っています。そ
の材料として使用したいと思います。
⑤ 不動産業を営んでいる㈱戊ですが、短期間勤務可能な事務職員を探している
ところです。勤務時間や報酬額等の就業条件についてお聞かせください。
【会員の皆様へのお知らせ】
画面左上の「会員専用」にログインすると、
「会員専用お知らせ」から、新連携プ
ラットフォームへの情報提供の仕方や取りまとめた一覧用を確認することができ
ます。
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【新連携プラットフォームの仕組み】
① 同友会のホームページ（会員専用ページ）を活用
② 会員企業が有する経営資源（
「物流」
「工場」
「デジタル」
「従業員」等）ごとに、提供したい情報や
連携・支援のニーズ（例：共同配送したい、在庫品を有効活用したい、類似商品を共同生産したい、
人材を派遣してほしい）を調査
③ この調査結果を経営資源ごとに一覧表として整理して、ＨＰに掲載し全会員に提示して、会員企業
同士のマッチング機会を提供
・一覧表には、企業名、提供情報やニーズの具体的な内容、企業ＵＲＬ、連絡先などを記載
④ 一覧表を基に対応可能な会員企業からニーズ企業に連絡、協議
・必要に応じて、関係する会員企業同士の新連携等に向けた協議の場を同友会事務局が設定
⑤ マッチングの状況については、同友会事務局に報告
・正副代表幹事会や幹事会に報告
⑥ 新常態（ニューノーマル）に対応した「新ビジネス」の推進については、新たなサービスの提供や
商品開発、業務のデジタル化やＡＩ・ＩoＴ等の活用などの意欲的な取組を紹介、他の会員企業の
取組みを促進

「愛媛経済同友会

新連携プラットフォーム」の活用事例のイメージ

■会員間の協業・支援の場
１ 「機械」「工場」
〇情報提供１
主に〇を製造しているＡ㈱ですが、伊予市にある工場の機械やラインが８月
中、稼働できないことになりました。このラインを使って〇〇を製造するこ
とができますが、どなたか使用しませんか。
⇒＜連携・支援＞
松山市にある〇〇を製造している㈱甲ですが、８月〇日から〇日までの
間、〇〇工場の製造ラインを使わせてください。
〇情報提供２
〇〇（食品）を製造しているＢ㈲ですが、当社では製造コストを削減する
ため、食品の原料となる〇〇を共同でまとめて購入して、共同で生産でき
る会社を探していますが、どこかありませんか。
⇒＜連携・支援＞
Ｂ㈲と類似の商品を製造している㈱乙ですが、東温市にある〇〇工場で
製造している商品の原料として〇トンまでは購入することができます。
２ 「物流」
〇情報提供１
卸売業で〇〇を取り扱っているＣ㈱ですが、現在、今治市にある当社所有
倉庫に〇〇㎡、高さ〇ｍほどの空きスペースがあります。２か月ほど使用
できますが、どなたか使用しませんか。
⇒＜連携・支援＞
〇〇を保管する倉庫業の㈱丙ですが、空きスペースに〇〇を 100 個、必
要な面積〇㎡ほど保管できればと思いますが、どうでしょうか。
〇情報提供２
加工食品（〇〇）を製造しているＤ㈱ですが、販売激減で廃棄せざるを得
ない在庫が〇〇ケースあります。賞味期限は本年末までとなっています。
購入していただけるところがあれば助かります。ご連絡ください。
⇒連携・支援
宇和島市で宿泊業を営んでいる㈱丁ですが、宿泊者用の食事として活用
したいので、〇〇ケースを購入したい。
〇情報提供３
今治市でタオルを製造しているＺ㈲ですが、旅館・ホテル向けのタオル用
の生地が需要減のため、在庫として残っています。在庫品を購入し、マス
ク等の製品として製造していただける事業者はいませんか。
⇒＜連携・支援＞
西条市で縫製業を営んでいる㈱Ｙですが、夏場を迎えて冷感用マスクの
製造を行っています。その材料として使用したいと思いますが、素材はど
のようなものでしょうか。
３ 「従業員」「顧客」
〇情報提供
松山市でホテル業を営んでいるＦ㈱ですが、〇月までの１か月間、規模縮
小により５人の余剰人員が生じます。英会話可能が２人、簿記２級が３人
いますが、雇用していただけるところはありませんか。
⇒＜連携・支援＞
松山市内で不動産業を営んでいる㈱戊ですが、短期勤務可能な事務職員
を２人探しているところです。勤務時間や報酬額等の就業条件についてお
聞かせください。

４

「デジタル」
〇情報提供
松山市内にある一般財団法人〇〇ですが、事務職員の業務のリモート化や
テレワークを進めていきたいと考えています。お薦めの機器や便利なソフ
トウエア―等について、教えていただきませんか。
⇒＜連携・支援＞
松前町で情報関連事業を営んでいる◇◇社です。当社には、貸出用として
業務のリモート化に必要な機器を取り揃えています。リモート化する業務内
容や機器の種類、台数等の詳細を教えてください。

■新ビジネスの情報提供・共有の場
〇新常態（ニューノーマル）に対応した「新ビジネス」の推進については、新たなサ
ービスの提供や商品開発、業務のデジタル化やＡＩ・ＩoＴ等の活用などの意欲的な
取組を紹介して、他の会員企業の取組みを促進
・快適なテレワーク環境の整備（サテライトの整備や機器整備の助成等）
・テレワークを活用したＵＩＪターンの促進
・テレビ会議システムの積極的な活用
・リモートによる営業など非接触型ビジネスの推進 など
■情報提供・共有から連携・支援までの流れ
同友会事務局

会員企業

1

同友会ＨＰ（会員専用ページ）で会員企
業が提供したい情報や連携ニーズを調査

2

3

会員企業からの情報を取りまとめて一覧
表として、同友会ＨＰに掲載（随時更新）

4

※必要に応じて、協議の場を設定

7

連携・支援状況の報告を受理

同友会ＨＰ（会員専用ページ）により会
員企業等から調査票を回答（FAX・郵送可）

提供情報を共有して連携・支援したい会
員企業がＨＰ掲載の一覧表を基にして、
関連情報をチェック
↓
5 対応可能な会員企業が連絡して連携・支
援について協議
↓
6 連携・支援の協議が成立

「愛媛経済同友会 新連携プラットフォーム」における情報提供・共有のフォーマット（HP画面）
■会員間の連携・協業・支援
経営資源

企業・事業所名
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連携・協業・支援の内容

会社URL

担当者・連絡先

1 ■■工場の閑散期（月・曜日・時間帯の状況）
製造業（主に〇
２ 稼働していない工場の機械やラインの状況
〇を製作）
・製造可能な製品や使用可能なラインの概要

・稼働していない■■工場の〇〇機械やラインを活
用して、製品（〇〇）を製造

https://

・担当者の職氏名
・TEL番号
・メールアドレス

1 共同で製造可能な製品名（△△）
食品製造業（主
２ 製品（△△）の原材料の内容
に△△を製造）
３ 製品（△△）の製造過程の概要

・共同でまとめて原材料（〇〇）を仕入れ、製品（△
△）を生産、コスト削減を図る。

https://

・担当者の職氏名
・TEL番号
・メールアドレス

・自社内で保管できない製品がある場合、当社の倉
庫で受入れが可能、施設の有効活用

https://

・担当者の職氏名
・TEL番号
・メールアドレス

・在庫商品の購買を通じて、その経営を支援

https://

・担当者の職氏名
・TEL番号
・メールアドレス

卸売業

1 所有施設内に活用可能な空きスペースあり
・空き面積、高さ、空調等の状況

1 販売減少で廃棄せざるを得なくなっている在庫
製造業（主に〇
商品（食材・部品等）
〇を製作）
・商品の名称、個数、賞味（有効）期限など
運送業

１ 出荷時の輸送車両等の空きスペース情報（配送 ・物流の共同配送の実施による車両等の有効活用
可能な商品、分量、重量など）

https://

・担当者の職氏名
・TEL番号
・メールアドレス

サービス業（宿
泊）

１ 休業・規模縮小による余剰人員に係る情報
・人数、年齢、取得資格、得意分野等

・人員が不足している企業との従業員のワークシェ
アを支援

https://

・担当者の職氏名
・TEL番号
・メールアドレス

情報関連事業者

１ 派遣可能なＩＴ関連人材の情報
・派遣可能期間、年齢、対応分野、報酬等

・会社業務のデジタル化やテレワークを推進

https://

・担当者の職氏名
・TEL番号
・メールアドレス

小売業

１ 使用したいデジタル機器の情報
・機器の種類、台数、現在のWeb環境等

・デジタル機器の共有による業務の効率化

https://

・担当者の職氏名
・TEL番号
・メールアドレス

※１ 会員に対して、個別に情報提供や連携ニーズの調査を行い、その結果を取りまとめて、一覧表として整理したもの。
※２ この一覧表を同友会ＨＰ（会員専用ページ）に掲載して、提供情報やニーズに対応可能な会員企業との連携・協業等のマッチング機会を提供。

備考

