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平成２５年度補正
「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」
１次公募一次締切分で大分県下２７件が採択
平成２６年度消費税転嫁対策窓口相談等事業
未来の企業★応援サイト
「ミラサポ」
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
「業務改善助成金」

「ビジネスプラングランプリ」
がパワーアップ！
まちづくり補助金
（商店街まちづくり事業）
/にぎわい補助金
（地域商店街活性化事業）
高校生の就職活動ルール
ジェネリック医薬品を利用しましょう

■速報！
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平成25年度補正
「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」

まもなく２次公募スタート

■情報組合員レポート

「揺り戻しによる後退感」

平成２６年４月分

■点と線

おおいたビジネスプラットフォーム事業協同組合
代表理事

工藤

和義 氏 （社会保険労務士）

■月間ベストセラー
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〒870-0026 大分市金池町3丁目1番64号
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大分県中小企業団体中央会

第59回通常総会 開催

去る５月２２日（木）
、レンブラントホテル大分におい
て、第５９回通常総会が開催されました。 会員組合の
代表など約３００人（委任状含む）が出席、全７議案が
原案通り承認されました。
総会に先立ち、優良組合、組合功労者、組合優良
職員に対し、中央会会長表彰が行われました。
戸髙有基副会長の開会宣言に続いて、髙山泰四郎
会長が挨拶し、
「地域経済の担い手である中小企業は
依然として厳しい経営環境にあるが、共同の力で持ち
前の機動力と柔軟さを発揮して新たな事業展開を図る
ことが重要」と述べました。また、来賓を代表して、
広瀬勝貞大分県知事、岩崎淳日本銀行大分支店支店
長、姫野淸高大分県商工会議所連合会会長からご祝
辞をいただきました。
議長には、小野泰男副会長が選出され、議案審議
に入り、上程された全議案が原案通り承認されました。
本年度の基本方針として、組合への巡回訪問をさら
に高め、会員ニーズを的確に把握し、関係機関と連携
を図りながら組合の課題解決に努め、迅速かつ的確に
きめ細やかな組合支援に取り組むこととしました。
特に、組合及び組合員企業の競争力・経営基盤の
強化を推進するため、柔軟な発想と旺盛な創造力の発
揮と革新的な経営への対応など、経営革新、新連携、
地域資源活用及び農商工連携等、新事業展開に積極
的に取り組むこととし、さらに創業支援やものづくり支
援等の中小企業の支援施策の周知と活用に努め、支
援活動の充実・強化を図ることとします。
また、中央会は、
「自助・共助・公助」の精神の下、
常に組合と共に歩む中央会を目指すこととし、中小企
業連携組織の専門支援機関としての中小企業と組合の
ニーズを的確かつ真摯に受け止め、迅速かつ積極的に
支援活動を展開するとともに、国及び地方公共団体に
対し、政策提言活動を継続して推進して、中小企業対
策の拡充・強化を求めることとしました。
役員改選では、髙山会長が再選され４期目の任期を
務めることとなりました。
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審議された議案、本年度の重点目標は以下のとおり
です。
第１号議案

平 成２５年度事業報告、決算関係書
類承認の件

第２号議案

平 成２６年度事業計画（案）及び収
支予算（案）決定の件

第３号議案

平 成２６年度経費の賦課及びその徴
収方法決定の件

第４号議案

役員報酬決定の件

第５号議案

借入金残高の最高限度額決定の件

第６号議案

役員改選の件

第７号議案

字句の一部修正委任の件

平成２６年度重点目標
１．現場密着型組合支援の推進
２．組合員企業等への支援強化
３．新規組合の設立促進
４．組 合・組合員企業等の地域ブランド化、海外展
開等新事業展開支援
５．専門委員会の充実・強化
６．ものづくり・商業・サービス革新事業の推進
７．中小商業・サービス業等の活性化支援
８．政策提言活動の充実・強化
９．中小企業組合関係団体に対する支援の強化

会長表彰

（敬称略、順不同、役職等は総会時の役職）

優良組合（８組合）
大東プレカット協同組合

代表理事

柴田

勝

県南建設業協同組合

代表理事

渡辺

隆次

宇佐酒販協同組合

代表理事

内田

武彦

企業組合村ネットワーク

代表理事

小原

秀樹

企業組合ＡＤＶＥＮＴ

代表理事

的石

雄一

電気管理大分協同組合

代表理事

薬師寺良充

大分国際人材育成協同組合

代表理事

衛藤

隆機

前津江森林産業事業協同組合

代表理事

綾垣

新市

県南建設業協同組合
代表理事 渡辺 隆次

様

組合功労者（３名）
森

孝幸

大分砂利販売企業組合

理事

安部

宗武

大分県学校給食パン米飯協同組合

髙橋

光昭

大分県旅行業協同組合

副理事長

組合優良職員（４名）
清田恵美子

臼杵市中央通り商店街振興組合

安藤

恵子

大分県タクシーチケット事業協同組合

秋吉

正和

日田資源開発事業協同組合

津久間敏則

理事長

大分砂利販売企業組合
理事 森 孝幸 様

大分県火災共済協同組合

中小企業組合検定試験合格者（５名）
豊久

照恵

大分県ｚｋ
ｉ
ｌ
ｔ
ｇｕ
ｉ
ｌ
ｄ企業組合

岩猿

豊児

商工組合中央金庫大分支店

宇戸

裕生

商工組合中央金庫大分支店

水島

祥浩

商工組合中央金庫大分支店

渡辺

亮

大分県中小企業団体中央会

臼杵市中央通り商店街振興組合
清田 恵美子 様

大分県ｚ
ｋ
ｉ
ｌ
ｔ
ｇｕ
ｉ
ｌ
ｄ企業組合
豊久 照恵 様
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ば
がん
大分もやし協業組合
板井

達男 理事長

組合概要
［代表理事］

板井

［設立］

平成２年１０月

達男

［組合員］

４名

［出資金］

５,５００万円

［主な事業内容］ もやし製造及び販売
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［住所］

大分市大字戸次１５３４−１

［TEL］

０９７−５９７−７８７８

［FAX］

０９７−５９７−７８９５

［HP］

http://www.omk.or.jp/index.shtml
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■組合のあゆみ
平成 ２年１０月 大分もやし協業組合
平成 ５年 ６月 本社・工場

設立

本稼働開始

もやし・加工野菜・サラダを製造・販売

平成 ２５年 ８月 平成２４年度補正
「ものづくり中小企業・

小規模事業者試作開発等支援補助金」
採択

平成 ２５年１１月 「もやし屑の発酵による家畜への飼料化
事業」
スタート

■「もやし」は安くておいしい実力派
当組合は、
「もやし」
をはじめとする、
カット野菜等の
関連商品の製造・販売を行っています。
近年までの景気低迷の影響からか、
「もやし」
は家計
にやさしい食材としてクローズアップされています。さ
らに、季節を問わずいつでも食べることができ、味も良
く栄養価も高いこと、
さらに、農薬や肥料をほとんど使
わない清浄野菜であることなどから、新たな脚光も浴
びています。
特に、もやしを栄養価から見ると、
ビタミンＣやカル
シウムの含有量が多いという特徴があります。栄養価
は高いが消化が悪いといわれる豆を、発芽させておい
しく食するというのはすぐれた発想で、
さらに豆の状態
では含まれていなかったビタミンＣが生成され、
アミノ
酸の含有量も増すという、一挙両得の食品といえます。
さらに、
もやしのもう一つの特徴は、食物繊維が多い
ことです。これが便秘の症状を改善し、悪玉のガン物質
を一掃するのです。
食物繊維が少ないと便通が悪くなり、腸の中でガス

が溜まり、
カスが異常発酵して発ガン物質を含む有害
物をたくさん作ってしまいます。繊維はスポンジたわし
のように腸壁の有害物をこすりとり、腸内細菌の善玉菌
を増やし、
ガンを作る物質を減らすのです。
また、
もやしは植物性たんぱく質食品で、脂肪の代謝
を促すビタミンＢ2も含まれているので、肥満防止やダ
イエットにうってつけ。このように身体をつくるだけでな
く、
ガンや成人病の元となる肥満からも身体を守る素晴
らしいパワーを秘めているのです。

ことができるようになりました。
１千万円の補助金を受
けて、もやし屑を分離・圧搾減量化を実施し、飼料化の
ために調整剤と混合し、乳酸発酵技術により家畜用飼
料を造る計画です。もやしの成育環境は、菌やカビの繁
殖環境に近いので、排他的にもやしを育成させ、菌カビ
の増殖を抑える環境を実現することに注意して取り組
んでいきました。
現在では、
この飼料化の技術はほぼ確立できた段階
まで来ており、年間を通じて安定的に良質な飼料を供
給することが可能となる予定です。今後は、具体的な販
路の確保から収益獲得を推進することで、その結果を
お客様に還元できるよう努力しています。

■安くておいしい
「もやし」
を届け続ける

■ものづくり補助金の活用
このように、水だけで育てる安心安全な工場野菜とし
て脚光を浴びているもやしは、近年１０年間の国内生産
量を見てみると、
３８１千トン
（平成１４年）
から４５１トン
（平成２３年）
と約２０％増加しています
（農林水産省
「食
糧需給表」
より）
。さらに、
この２０年の間の推移をみる
と、もやしは重量ベースでほうれん草より多く生産・消
費されるようになっています
（工業組合もやし生産者協
会ホームページより）
。
もやしの消費拡大が続く中、今後も安定して安価な
もやしを消費者に届け続けていくためには、当組合とし
ても更なるコストダウンへの取り組みが必要です。
そこで、当組合で着目したのが
「もやし屑のリサイク
ル利用」
です。一部研究によると、もやし屑を肥料化す
る技術が確立されつつあるとの報告がありました。当
組合では、
これまで産業廃棄物処理を外部に委託して
いましたが、
このもやし屑を家畜用飼料としてリサイク
ル利用することで、処理費用のコストダウンを図ること
ができる点に着目しました。
「もやし屑の発酵による家畜への飼料化事業」
として、
平成２４年度補正
「ものづくり中小企業・小規模事業者
試作開発等支援補助金」
（以下、ものづくり補助金）
２次
公募に応募したところ、採択され、補助金交付を受ける

消費者のみなさまに、安くておいしい
「もやし」
をお届
けするため、当組合では作業改善や効率化などに取り
組んできました。
しかし、一方では大豆等の原材料の高
騰や、
スーパーや取引先からの値下げ要請など、今まで
にない価格競争下にさらされています。
加えて、毎日発生する約２トンものもやし及び野菜く
ずの処理を、産業廃棄物として外部委託している今、
こ
の処理費用が燃料費の高騰や処理基準の厳格化等に
より、年々コストアップしているという状況でした。
今回のものづくり補助金を活用して導入した技術と
設備を活かし、
「 人々の生活と身体をつくり、守る食材
『もやし』」
を安定的に消費者に届け続けていくために、
これからも当組合では技術向上、製品開発に取り組ん
でいきます。
また、組合としては昨年に設立２０周年を迎え、
ひとつ
の大きな節目を迎えています。ものづくり補助金の採
択による
「もやし屑の発酵による家畜への飼料化事業」
という新たな取り組みと時期を同じくして、当組合では
昨年、初めて新卒職員の採用にも踏み切りました。
「人
を育て、次の世代へ」
とつながる社内風土づくりを通じ
て、安くておいしい
「もやし」
を届け続けることができる
組合となりたいと願っています。
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News
flash

ニュース フラッシュ

■平成25年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・
商業・サービス革新事業」１次公募一次締切分で大分県
下27件が採択
平成26年２月17日（月）から１次公募を行い、平成
26年３月14日（金）までの期間を一次締切としたとこ
ろ、全国から多数の応募がありました。
この期間に応募申請のあった7,396件について、地域
採択審査委員会および全国採択審査委員会において厳正
な審査を行った結果、大分県においては27件が採択さ
れました。
※４ 月28日に公表となった採択一覧は、下記ホーム
ページをご覧ください。
http://h24-monodzukuri-oita.jimdo.com/

………………………………………
■平成26年度消費税転嫁対策窓口相談等事業
当会では、消費税率の引上げやそれに伴う制度変更の円
滑な実施に向けて、
「消費税転嫁対策窓口相談等事業」
を行います。
「個別相談窓口事業」では、個別の課題及び価格転嫁に
つながる経営力強化等に関する相談に応じるため、税理
士、中小企業診断士等の専門家が質問・相談に応じる個
別相談窓口を設置します。
「専門家派遣事業」では、原則として日時を定め、一定
の場所に専門家を派遣し、相談指導等の形態で行うほ
か、必要に応じて個別指導等も実施します。
お申込みをご検討されたい方は、当会へご相談ください。

………………………………………
■未来の企業★応援サイト「ミラサポ」
ミラサポは、中小企業庁委託事業として、中小企業・小
規模事業者の未来（ビジネス）をサポートするサイトで
す。全国420万社の中小企業・小規模事業者のみなさ
まと、その支援を行う支援機関や専門家のみなさまのた
めのインターネットサービスです。
ミラサポ会員になると、ビジネスの成功をサポートする
便利で実用的なツールが無料で使える、専門家の派遣が
無料で受けられる、などのメリットがあります。
https://www.mirasapo.jp/index.html

………………………………………
■中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金「業務改善助
成金」
最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者の取
組を支援する「業務改善助成金」の申請受付が行われて
います。
事業場内で最も低い時間給を40円以上引上げ（就業規
則等に規定）した際に、賃金引上げに資する業務改善に
要した経費の２分の１（企業規模30人以下の事業場は
４分の３）
、上限100万円を支給するというものです。
詳しくは、大分労働局または下記ホームページをご確認
ください。
http://oita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_
seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/hourei_seido/
gyoumukaizen.html
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■「ビジネスプラングランプリ」がパワーアップ！
大分県と（公財）大分県産業創造機構では、県内産業の
活性化とベンチャー企業の創出を図るために、新しいア
イデアや成長性のあるプランを応援する「ビジネスプラ
ングランプリ」を開催しています。
平成26年度（第12回）からさらにパワーアップし、補
助金総額が2000万円となりました。当会でもプラン作
成を強力にサポートしています。
http://www.pref.oita.jp/soshiki/14030/
bussinesplangrndprix121.html

………………………………………
■まちづくり補助金（商店街まちづくり事業）/にぎわい
補助金（地域商店街活性化事業）
「まちづくり事業」では、地域住民の安心・安全な生活
環境を守るための事業（防犯カメラの設置などに加え、
子育て・高齢者支援施設の整備や高齢者向け宅配サービ
スの提供、公衆無線LAN（Wi-Fi等）アクセスポイント
の整備などを追加）に要する費用の２/３を補助します。
「にぎわい補助金」では、消費を喚起するイベントや商
店街のセールの実施に要する費用（チラシの作成、配布
などを含む）を全額400万円（※参加商店街数に応じ
て上限額を引上げ）補助（100％）します。
当会または商店街振興組合連合会へどうぞご相談くださ
い。

………………………………………
■高校生の就職活動ルール
高校生の職業紹介は、安定所と学校との連携により実施
しており、国（厚労省・文科省）、高校（全国高等学校
長会）、主要経済団体（日本経団連、日本商工会議所、
全国中小企業団体中央会）の申し合わせにより、求人の
手続きや応募のスケジュール等が厳格に定められていま
す。
平成27年３月新規高等学校卒業者の就職に係る推薦及
び選考開始期日等については、下記をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000040630.
html

………………………………………
■ジェネリック医薬品を利用しましょう
病院で処方されるお薬には新薬とジェネリック医薬品の
２種類があります。新薬と比べると、ジェネリック医薬
品は約半額とリーズナブルなうえ、効き目も安全性も新
薬と変わらない安全性が確保されたお薬です。自己負担
が安くなります。
大分県は、全国的にみると、このジェネリック医薬品の
利用率が大変低くなっています。薬局の窓口で「ジェネ
リックをお願いします」と言ってみましょう。

速報!!

平成25年度補正
「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」
まもなく２次公募スタート。再応募も可能です。

平成25年度補正中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業

２次公募がスタート!!

ものづくり補助金
事業の目的
ものづくり・商業・サービスの分野で環境等の成長分野へ参入するなど、革新
的な取組にチャレンジする中小企業・小規模事業者に対し、地方産業競争力協議
会とも連携しつつ、試作品・新サービス開発、設備拡充等を支援します。

対象要件
認定支援機関に事業計画の実効性等が確認された中小企業・小規模事業者であ
り、以下の要件のいずれかを満たす者。

１．「中小ものづくり高度化法」11分野の技術を活用した事業であること
◆情報処理
◆精密加工

◆製造環境 ◆立体造形 ◆機械制御 ◆材料製造プロセス
◆接合・実装 ◆表面処理 ◆複合・新機能材料 ◆バイオ

◆測量計測

２．革新的なサービスの提供等を行い、３～５年計画で「付加価値額」年率３％
及び「経常利益」年率１％の向上を達成する計画であること

補助対象事業
対象となる経費は、原材料費

１．成長分野型
＊補助上限額：1500万円
＊補助率：2/3
＊設備投資が必要

２．一般型

機械装置費、直接人件費、運搬費

「成長分野」とは
「環境・エネルギー」
「健康・医療」
「航空・宇宙」

技術導入費、外注加工費、委託費
知的財産権関連経費、専門家謝金
専門家旅費、雑役務費 です。

＊補助上限額：1000万円
＊補助率：2/3

【受付開始】 平成26年７月上旬

＊設備投資が必要

３．小規模事業者型
＊補助上限額：700万円
＊補助率：2/3
＊設備投資は不可

従業員数
製造業：20人以下
商業・サービス業：
５人以下

【締 切 日】 平成26年８月下旬
【採択公表】 平成26年９月末

大分県中小企業団体中央会（大分県地域事務局）

※２次公募に関する「公募要領」及び「申請書様式」は、
後日HPにてアップいたします。

お申込み・お問い合わせはコチラ

〒870-0026 大分市金池町３丁目１番64号
大分県中小企業団体中央会
TEL097-540-5363 FAX097-532-5737
公募要領ダウンロード URL http://h24-monodzukuri-oita.jimdo.com/

検索
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「揺り戻しによる後退感」
４月の景気動向を景況感ＤＩ値で見ると、ＤＩ値はマイ
ナス１５となり、前月のマイナス７に対し、
８ポイントの低
下となっており、景況感ＤＩ値は悪化している。
また、主要な調査項目を見ていくと、売上高ＤＩ値はマ
イナス１７で前月より４１ポイントの低下、収益状況ＤＩ値
はマイナス２４で前月より２０ポイントの低下、雇用人員
ＤＩ値はプラス、マイナス０で前月より２ポイントの低下
となり、消費税率アップ前の駆け込み需要の反動減が
如実に現れた。
※ＤＩ
（ディフュージョン・インデックス）値とは景気の動きを捉
えるための指標です。
計算方法 ［
（増加・好転組合数−減少・悪化組合数）／
調査対象組合］×100

平成26年４月分

景況感DI値
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業界情報
➡食料品
●消費税増税前の仮需の反動による売り上げが減少［醤油］
●・県内のパン小売業は、原材料の小麦粉や消費税が上がったものの価格を据え
置いたままで販売しているのが現状である。県外大手卸のパンは、小売価格を
値上がりしたものの売れ残りが多く、３月以前の小売価格で値引き販売されて
いる。現状では、消費者のニーズ・動向が読み切れない状況で推移している。
・県内の卸製造加工部門である学校給食用パン・米飯は、原材料の値上がり
等で学校売渡価格が平成２６年度から、パン(７０ｇ)１個・４５.８５円が４６.５７円と
０.７２円アップした。逆に昨年の豊作で米飯(１００ｇ)１食・６５.９８円が６３.７４円
と、２.２４円減少した。今後、この価格差がパンの注文に影響が出るものと見ら
れる。
［パン］
●消費税率が上がり原材料の便乗値上げ等で、自社商品の販売価格を上げざるを
得ない状況の企業があったり、我慢して税率１
０％に上がるまで様子を見ようとする
企業もあったり判断は様々。また、人材不足の企業もいくつかあり、育ちあがるま
でに辞める若者が多く、なかなかいい人材が定着しないことも問題の一つ。
［菓子］
➡繊維工業
●仕事量・売上高は微増加ではあるが依然厳しい状況は続いているように思われ
る。
［繊維］
➡木材・木製品
●前年同月に比べれば、販売価格の単価は１０％ほど上昇しているが、先月に比
べれば徐々に値下げ傾向になっている(製品・原木ともに)［製材］
➡窯業・土石製品
●５月の生コン積算単価(１８−８−４０Ｎ)は、国・県・両調査会単価とも前月から変
更なし。４月の出荷量は５月８日現在未集計。
［生コンクリート］
●4月の総出荷量はほぼ前年と同様となった。前年と比較して臼杵市内の道路補
修、河川改修等工事の出荷量が多かったが、その他の工事が減少し、結果的
にほぼ前年同月並みの出荷量を確保することができたものである。
今後の出荷予想は、消費税増税が実施されて消費意欲の減退が見られること
と、景気回復の遅れなどにより民間工事が減少しているために公共工事に頼ら
ざるを得ない状況である。
一方、組合の今後の運営についてであるが、生コンの販売価格の適正化を図
るべく今後も価格の見直しを行い、工場及び組合の経営安定化を画策していく
ことが急務であると考えている。
今後景気回復に伴い物価上昇及び原材料の値上げが実施されることが考えら
れるが、どのような状況下でも必要な収益を確保できる体質にする必要があ
る。また、同時に物価上昇率よりも国民の収入が上回って増加することが必須
であるので日本経済の立て直しが何より必要である。
［生コンクリート］
●公共事業での製品発注が減少。今後の業況が懸念される。
［コンクリート製品］
➡鉄鋼・金属
●１月〜３月まで停滞した感があったが、４月より仕事が出ている。今年中は仕事が
多いと思われる。
［鋼構造物］
●引合いは増加傾向にあるものの、原材料価格の上昇、単価の上昇難は依然とし
て続いており、まだまだ景気回復の実感は感じられない状況です。
［鉄工業］
➡一般機器
●カメラ部門について受注先（大分キヤノン）より正式生産計画が提示された（４
月末発表）ものによると 今後は大幅な減産となり、工場および人員削減を余儀
なくされる。中国人実習生を含む非正規社員や請負会社の削減及び先々では
正規社員の削減となり雇用安定化に対して大きな問題が発生することが予測さ
れる。今期６月で最低生産量となり以降計画も横ばいとの事。
自動車部門でも５月〜７月は生産量が落ち込み徐々に回復の見込みではあるも
のの直近で深刻な事態は避けられない。
［写真機付属品］
➡輸送機器
●業界の景況は受注が２０１６年まで決定し好転しているが、人員確保が難しい状
況である。
［造船］
➡卸売業
●前月の消費税増に伴い、末端は沈んでおり、思うように販売が出来ていない。
これは我々の業界だけでなく、スーパーや小売り全体のものと思われる。当組
合は、契約済みの品物がほとんどのため、引き取るタイミングのみの問題と思
われる。
［農産物仲卸］

●①毎月第２土曜日開催の市場感謝デーは例月通り卸売イベントにマグロの解
体、販売を実施。入場者数は2,６００名だった。２月、３月、４月のいずれかの月
に市場感謝デー５周年祭の計画だったが、運営協議会の決定により５周年特別
企画無しの通常市場感謝デーだった。
②製氷事業で製氷機の修理、１２月に工事を始め、機器の重要部分、圧縮機の
取り換え工事を終えた。
［水産物仲卸］
➡小売業
●小売業界「酒類小売業適正化法案」(公正市場の構築・維持・また飲酒環境
の整備)法制化を求めて国会提出のため請願４２万人署名運動展開中［酒］
●消費税増税のために買い控えが起きている。売り上げが減少。売り上げの減少
が定着しそうな感じである。
［各種食料品］
●駅ビルにある既存店は前年実績を下回る。観光地にある店舗は大河ドラマの進
行とともに相変わらず好調で、観光客も多い。駅店舗より行楽地店舗が売り上
げが多くなった２店舗計で前年比２００％［土産品］
➡商店街
●聞き取り調査では、消費税増税の売り上げへの影響は、マイナスとなった１５
店、影響なし７店であった。理容・美容・飲食の店では消費税を価格転嫁せ
ず、据え置きのため影響なく、１０％に増税時に価格転嫁するとのことである。
物品販売の店では、全店で影響があったとの回答であった。
［由布市］
●消費税増税による反動で、売り上げ全体が下がっている。商店街として消費者
の財布の紐が固くなっていることを感じる。
［大分市］
●増税後の月であったため、売り上げは前月より減少したが、業種によってはあま
り影響はないようだった。
［日田市］
●売り上げの上がっている業種とそうでない業種がはっきり分かれてきた。景況判
断で不変となっているのは悪い状況が変わっていないということで、良い状況と
は言えない。
［別府市］
➡サービス業
●入庫台数減少、売上高減少。
［自動車整備］
●４月は対前年ほぼ横ばいでした。石油系溶剤、ガソリン、包装資材の値上げで
困っている。
［クリーニング］
●増税後物件の引き合いが幾分減少気味ではあるが、近いうちに持ち直す予兆
が感じられる。仕入価格の上昇・人手不足等で受注額の増加は期待できるが、
収益は望めそうもない。
［広告］
●貸切バスの新たな運賃・料金が７/１より実施されることにより、今まで以上に状
況が悪化するのではないかという声が上がっています。
［旅行］
●おひとり様の利用が減ったが、他の利用者が増えたので収益はあまり減少しな
かった。
［福祉］
➡建設業
●消費税増税前の駆け込み需要の影響と思われるが、売上高は前々年度並みま
で減少した。特に昨年度比較的好調であったエコ・省エネ関係の需要減が顕
著である。
［電気工事］
●管内の公共工事については受注状況は減少している。資材価格の上昇、労働
者の不足が問題点となっているが、新労務単価の適用や経済対策の効果によ
り改善が期待される。
［建設工事］
●平成２６年４月度については、新年度に入ったということもあり、例年なら大半の
公共工事が工期を終えて比較的仕事の少ない時期であるが、今年に限っては
工期延長などによる残工事も多く、政府方針の変更に起因するメガソーラー建
設の着工が一編に始まったために全体的に仕事量が多い月になった。また、そ
れに合わせて１０月に打ち出した新単価への移行も進んで組合員各社売り上げ
が大きく伸びている。地域的にみると大分地区で３０％程度の売り上げ増、県
北地域で２０％程度の売り上げ増、県西地区は仕事量が少なかったものの大分
地区への応援などで例年並み。豊肥地区では稼働率の落ち込みから６０％減、
県南地区については前年並みとなっている。
［コンクリートポンプ］
➡運輸業
●雇用人員は、ドライバー不足。業界の景況はやや好転(不変に近い)［運輸］
●売り上げ、収益とも前年同月比マイナス０.１％と微減の状況であり、依然として
業績低調である。
［タクシー］
●我々協同組合は、規制緩和以後新免が凍結され、組合員の高齢化が進み、組
合員数が減少している状況にあり、今後組合の運営が懸念されているところで
ある。また、消費税の転嫁でタクシー利用者が減少し、収入も減っている厳し
い状況にある。
［個人タクシー］

要望事項
➡窯業・土石製品
●４月に入り受注・出荷が減少しており、端境期の対応を。
［コンクリート製品］
➡一般機器
●今後の可能性として企業における最悪の事態(人員整理等)に発展する場合は、
従業員に対する雇用安定化への取扱いや、会社としての誠意を持った取り組み
を実施し、慎重に進めていかなければならないため、関係部門、労働局や行政
の協力を得て必要以上の問題が発生しないように進めたい。
［写真機付属品］
➡輸送機器
●外国人技能実習事業を建設業界と同じように５年間に延長するよう、製造業も
要望します。
［造船］
➡小売業
●自助努力が限界に達しつつあり、先行きの不透明感のために仕入れの縮小が組
合員の中であり、公共事業ではなく、根本的な少子化対策をお願いする。
［各
種食料品］

➡商店街
●中小企業や組合への一層の景気対策が必要と感じる。
［大分市］
➡サービス業
●九州運輸局(大分県観光地域振興課経由で)に新たな運賃制度の説明会を大分
市内で開催して下さるよう要望する。
［旅行］
➡建設業
●消費税増税に伴う景気の腰折れ状態が継続しないよう、状況を見て補助金等の
経済対策が望まれる。
［電気工事］
➡運輸業
●個人タクシーの生き残る道は、譲渡譲受のみですが、年２回制の試験制度を１
回に減らされました。福岡県は現状通り年２回行っているため、大分県でも年２
回の試験が行われるよう、行政への要望をお願いする。
［個人タクシー］
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経営者の期待と意識
おおいたビジネスプラットフォーム
事業協同組合 代表理事
社会保険労務士 工藤 和義 氏

景気が回復基調にあるということで賃金の引き上げな
ど労働条件改善が明るい話題として、取り上げられてい
ます。
しかし、会員企業の方々の中には、そのような実感が
あまりないということも多いのではないでしょうか。マス
コミから流れ出る情報は、実感的に二極化したうちの一
極を取り上げたもので、身近に感じにくい内容のものも
あると感じます。
都市部大企業のアンケートなどを基に資料情報が作ら
れると、中小企業への影響まではタイムラグや構造的な
課題によっては届かないことがあるのかもしれません。
大企業が利益を出しても内部留保せずに吐き出す仕
組みなどを構築しても、産業構造的に９８％を占める中
小企業等の取引条件改善に使わなければ、良質の経済
循環が行われないのだろうなと思います。
前回号でも取り上げました「ブラック企業」について
の労働監督行政の取り締まり強化や社会的な認識の高
まりの中で、先般、 過労死等防止基本法案 というも
のが衆議院を通過いたしました。
景気回復で明るい話題の一方で、過酷な労働を強い
られる状況が問題視されているというのは、先の二極化
の話に深く関連しているのかもしれません。
過労死等防止基本法案の概要については、
①過労死はあってはならないことと国が宣言する
②過労死をなくすために、国、自治体、事業主の責務
を明確にする
③国は、過労死に関する調査・研究を行うとともに総
合的な対策を行う
となっています。
そこで、組織の期待の在り方と過酷な労働との関連に
ついて考えてみます。
（上記②にあるように事業主の責
務も考えなければなりませんので）
組織の期待の在り方には、経営者の意識と組織的な
風土がありますが、組織的風土の改革の一番に上がる
のが経営者の意識変革であることを考えると経営者の
意識を取り上げて考えます。
経営者は企業利益を一番とし、その達成のために組
織に期待をかけていきます。これは、当然のことであり
この期待がないと組織は、単なる仲良し集団に陥ってし
まいます。
経営者は如何なる環境下でも強いリーダーシップと上
昇志向によって組織を運営していきます。つまりは、成
果あっての存在意義であり、組織は効率的な活動で明
確な効果を上げるという意識が強いということです。
目の前の仕事をがむしゃらに、かつ効率的にこなし、
有効な成果を出すことが、労働者として当然の責務であ
ると考えるのも企業経営から見れば、尤もということに
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なるのかもしれません。
しかし、優秀と言われる経営者は、その立場に立つま
でには、上昇志向が強いこともあると思いますが、仕事
だけでなく、直接仕事とは関連性の薄いことも「人間
性・多様な経験」などのために行ってきたのではないか
と思います。
つまりは、無駄をそぎ落とす。そして意味のあること
だけをする。ということだけでは、組織の求める人的資
質の形成には至らないのではないかということです。ま
た逆に優秀な経営者は、このような一見あまり意味のな
いことでも、長い目で見れば何かにプラスであるはずと
いう考えで、多様な自己投資をしてきたのではないで
しょうか。
近年の若者の思考や勤労観、生活観などを考えてみ
ても、自分の可能性やキャリアを大事に思い、仕事や会
社への献身的な自己犠牲によってまでことを成そうとい
う考えはあまりないようです。いろんなことを幅広くやる
ことは自分にとって大事なことであり、そのための時間
は有意義に使いたいという意識は強くあるようです。
経営者が自らの上昇志向によって、現在までのキャリ
アを形成し、組織をリーダーシップの発揮をもって運営
する際に、
「有給休暇は取らない」
「仕事優先で残業も
当然」など労働者への支配欲が強くなると過労死等へ
のリスクが組織にくすぶるようになってきます。
ともすれば、成果や貢献度以上にどれだけ会社の意
向に沿うか、或いは自己犠牲を強いたかが評価されるよ
うなこともしばしばケースとしてはあります。
企業の成果追求が、個々人の勤労観や生活観などを
曲げて、労働を強いる結果となる場合に双方が不幸に
なる可能性（過労死や傷病その他での離職なども含め
て）があるということではないでしょうか。
6月の骨太の方針でデフレ脱却、経済再生の次に労
働力減少への対応をどうするかということを取り上げて
います。
労働力が減少する時代に、組織の風土を経営者の
「変
革の眼」をもって、傷病等でのリタイアでさらに労働力
の不足が起こることのないように見直しをしつつ、経営
者的視点を持つ労働者または経営者候補の育成を仕事
オンリーの効率重視の組織風土から少し幅を持ったキャ
リアの形成が必要なのではないかと思います。
当組合は、中小企業診断士、社会保険労務士、税理
士、司法書士、弁護士等の士業で構成する専門家集団
です。
企業の法務リスクのチェックから組織風土、人事制度
等の改革まで幅広く対応いたしております。お役に立て
るようなことがありましたら、お気軽にご相談ください。

おおいたビジネスプラットフォーム事業協同組合
（略称：ＯＢＰ） 概要
設 立：平成１４年１０月８日
所在地：大分市大石町五丁目３組メゾン荏隈１０１
理事長：工藤 和義（社会保険労務士法人エストワ
ン・社会保険労務士）
組合員：中小企業診断士、税理士、
社会保険労務士、司法書士計７名
連絡先：ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０９７−５４９−３００６
ＵＲＬ：http://www.obp.or.jp/
当 組 合 は、大 分 県 内 の 社 会 保 険 労 務 士、司 法 書
士、中小企業診断士、税理士、この4つの士業の専
門家がグループ化というネットワークをつくり専門
知識の相乗効果を発揮し、専門サービス業のワン
ストップ・サービス化をはかり、企業経営者への真
たる支援者となり、かつ地域経済の活性化の一翼を
担うことを期してつくられた協同組合です。
21世紀に入り複 雑化・多様 化する顧客ニーズ、溢
れかえる情報、社会変革のスピードに対応していく
ため、個人事業の形態では対応が出来にくい時代と
なりました。そこで、私達は各分野の専門家集団と
して、情 報を的 確に判断し、迅 速かつ 総合的に皆
様の事 業を支援させていただきます。是非、当組
合の組合員をご活用下さい。

月間ベストセラー
2014 年 5 月

1

村上海賊の娘（上）(下）

2

女のいない男たち

各 1,728 円

（和田 竜・新潮社）
1,700 円

（村上 春樹・文藝春秋）
3

伝え方が９割

1,512 円

（佐々木 圭一・ダイヤモンド社）
4

里山資本主義

820 円

（藻谷 浩介・NHK広島取材班・角川書店）
5

ロスジェネの逆襲

1,620 円

（池井戸 潤・ダイヤモンド社）

大分県書店商業組合（晃星堂書店）調べ

広 告

中小企業者様の経営の安定化・活性化をサポートします！
ご融資利率

お使いみち
①大分県中小企業団体中央会の会員組合並びに、
その組合員である中小企業者の方に必要な

運転資金 および 設備資金（当組合の旧債決済は不可）
②「経営革新」等の認定を受けた中央会の会員組合
並びに、
その組合員である中小企業者の方への
補助金交付までのつなぎ資金

お申込みいただける方
①大分県内で事業を営む方
②協同組合等の中央会の会員組合
③上記②の組合員で、業歴3年以上かつ組合加入歴
1年以上の中小企業者
④大分県信用組合の組合員もしくは新規加入の方

ご融資額

500万円以内

ご融資期間・ご返済方法
手形貸付 １年以内

期日一括返済

証書貸付 ７年以内

元金均等分割返済

融資期間 1 年未満
融資期間 1 年以上
融資期間 3 年以上
融資期間 5 年以上

4.00％
年 4.50％
年 5.00％
年 6.00％
年

※融資期間1年以上のご融資利率は、当組合が定める新長期
プライムレートを基準とした変動金利型を適用しますので、
市場金利の動向によっては、
お借入期間中にご融資利率が
変動する場合があります。

連帯保証人
原則1名

担 保

個人事業者は専従者・配偶者も可
法人は代表者

不要

必要書類
①決算書・確定申告書
②その他
※詳しくはお問い合わせください。

審査の結果、
ご希望にそえないこともありますのであらかじめご了承ください。

詳しくは、最寄りのけんしん窓口または

COMPASS
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専任の窓口専門家が常駐しています。
資料拝見の上、経営全般について
ヒヤリングを行います。

（再生支援窓口）

抱える課題の抽出
各種アドバイス

紹

○経営の改革・改善全般の助言
○事業再構築
○金融調整
○不採算事業等の早期処理

第二次
対 応

介

〈連携支援機関〉
○商工会議所・商工会等
○中小企業基盤整備機構
○政府系金融機関

再生計画策定支援
弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、金融機関等で構
成される個別支援チームにより再生計画策定を支援します。

（個別支援チーム）

フォローアップ
計画策定後のフォローアップ。

中 小 企 業のみなさまへ

第一次
対 応

事前
予約制
です。

﹁事業の再生
！﹂
応援します！！

再生支援の流れ

支援内容によっては負担が発生する場合があります。

お問い合わせ先

大分県中小企業再生支援協議会

開設時間／月〜金 ８：30〜17：00（祝・祭日を除く）

〒870-0023 大分市長浜町３丁目15-9大分商工会議所ビル３Ｆ TEL（097）540-6415
〒870-0026 大分市金池町３丁目1-64大分県中小企業会館ビル５Ｆ（大分県商工会連合会内） TEL（097）534-9507
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ご相談は
できるだけお早めに！
ご相談は無料です。
秘密は厳守！

広 告

2014年9月9日出発限定！

プラムツアー

大分空港発着

ANAで行く

◆ご旅行日とスケジュール
１泊２日プラン

２泊３日プラン
１日目：９月９日（火）※共通日程

東京宝塚劇場

ANA194便

星組公演観劇ツアー
9月9日出発限定

大分空港（10：45発）
羽田空港（12：20着）
●ご到着後、フリータイム。各自にて劇場へ
☆東京宝塚劇場 18：30開演予定
ミュージカル『The Lost Glory ―美しき幻影―』観劇
主演（専科・特別出演）轟悠、（星組）柚希礼音、夢咲ねね
S指定席にてご観劇
ご観劇後、都内ホテルにて宿泊（帝国ホテル又はレム日比谷）
２日目：９月10日（水）

2·3日間

★S指定席をご用意いたしました。

30席様限定

ホテルにて朝食後、チェックアウト
羽田空港後集合時間までフリータイム♪
羽田空港
大分空港
ANA199便
（18：55発）
（20：30着）

ホテルにて朝食後、終日フリータイム♪
都内ホテルにて宿泊
（帝国ホテル又はレム日比谷）

宿泊ホテルはいずれも劇場に至近でとって
も便利。はとバス観光や、東京スカイツリ
ー見学、銀座散策などフリータイムをお楽
しみください♪

３日目：９月11日（木）
ホテルにて朝食後、チェックアウト
羽田空港後集合時間までフリータイム♪
羽田空港
大分空港
ANA197便
（15：55発）
（17：30着）

◆旅行代金
宿泊ホテル：帝国ホテル

1泊2日プラン

1・2名様
1室ご利用

2泊3日プラン

1・2名様
1室ご利用

52,500 63,000
72,000 92,000
円

〜

円

円

〜

円

※旅行代金には、
【往復航空券】
+
【宿泊】
+
【朝食】
+
【観劇チケット
（S席）
】
が含まれております。

この度は入手困難なS指定席をご用意いたしました。ご宿泊ホテルにほど近い東京宝塚劇場
はエントランスには、赤い絨毯が敷かれ、光り輝くシャンデリアがエレガントな空間を演出し
ています。この機会に人気の高い星組の華やかなステージと東京での皆様それぞれの楽し
い時間をお楽しみください！

２泊３日プラン

２名１室

62,000円

82,000円

52,500円

63,000円

１名１室

72,000円

92,000円

56,500円

72,000円

※食事回数：
１泊２日プラン／朝食１回・昼食０回・夕食０回 ２泊３日プラン／朝食２回・昼食０回・夕食０回
●お申込みの締め切りは9/2でございます。30席となり次第締め切らせていただきます。
●添乗員は同行いたしません。

◆取消料
取消日

7/24前まで

取消料
（お一人様）
お問い合わせ・お申し込みは

宝塚歌劇生誕100周年の記念すべき年に
東京宝塚劇場へ観劇の旅へ♪

宿泊ホテル：レム日比谷
１泊２日プラン
２泊３日プラン

１泊２日プラン

無料

7/25
〜8/19

8/20
〜9/1

9/2〜9/7

9/8

9/9

8,300円

旅行代金の
20％

30％

40％

50％

旅行開始後の解除
無連絡不参加
旅行代金の
100％

■旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第1549号 日本旅行業協会正会員

株式
会社
〒870-0027 大分市末広町1丁目1番18号

■大分営業所

■県庁内営業所

（総合旅行業務取扱管理者：佐藤春樹）

ẐܼᧉݦᢔῒႻᛩሁૅੲʙಅẑ

（総合旅行業務取扱管理者：岩田祐司）

厚生労働省委託事業

ίٻЎჄஇ˯ዮӳႻᛩૅੲἍὅἑὊὸ
ίٻЎჄஇ˯ዮӳႻᛩૅੲἍὅἑὊὸ ỉắకϋ
ỉắకϋ
᭱ప㈤㔠ࡢᘬୖࡆࡼࡾ᭱ࡶᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ࠸୰ᑠᴗᴗࡢⓙᵝࡢࡓࡵࠊ⤒Ⴀ㠃ປാ㠃ࡢ┦ㄯࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀ
ࡒࢀᑓ㛛ᐙࡀ࣭࣡ࣥࢫࢺࢵࣉ࡛↓ᩱ┦ㄯᛂࡌࡲࡍࠋᑓ㛛ᐙࢆ↓ᩱ࡛ὴ㐵࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

ٻЎჄஇ˯ዮӳႻᛩૅੲἍὅἑὊ

※１ ご相談内容、企業、個人情報などは厳守。安心して相談できます。
２ 相談のみではなく、さらに専門家を無料で各企業へ派遣し、個別にコンサルティングを受けることもできます。
３ 経営課題に関する相談にも対応することとしておりますので、お気軽に申し付けください。
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Trattoria Ariston Terrazza

８／３１
まで

ビーフステーキ食べ放題とイタリアンアンティパスト
営業時間17：00 〜 21：30（オーダーストップ 21:00）
［ディナータイム：火曜定休日］
メニューの一例

ステーキ食べ放題
（90分）

・魚介のスープ仕立て
・無農薬西洋野菜を使ったサラダ
・ミラノ風カツレツ
・自家製フォカッチャ
・スモークサーモン・生ハム
・手作りピザ・本日のパスタ
・パンナコッタ
など

飲み放題 !

生ビール／日本酒／焼酎／ウイスキー
ワイン
（赤・白）
／カクテル／梅酒
ソフトドリンク
※飲み放題は2時間まで

大人

（お一人様）

4,000 円 中高校生 2,500 円 小学生 2,000 円
（税込） （お一人様）

（税込） （お一人様）

（税込）

団体貸切可（50 名様以上で承ります）

■ご予約・お問い合わせは アリストン・テラッツァ TEl.097-534-8815
13F

花しょうぶ

和食ビアホール

【営業時間】17:30 〜 21:00( 料理オーダーストップ 20:30）

料理
食べ放題
＋

飲み放題
※2時間まで

料理内容
串揚げ各種／豚・鶏しゃぶ
バイキング15種など

大人

4,000 円

中高校生

2,500 円

小学生

2,000 円

（お一人様）

（お一人様）

飲み物
生ビール／焼酎／日本酒
チューハイ／ソフトドリンク
ワイン（赤・白）

（お一人様）

幼児

（お一人様）

※飲み放題は2時間まで

（税込）

（税込）

（税込）

500 円

（税込）

■ご予約・お問い合わせは 花しょうぶ 電話097-534-8808
〒870‑0034 大分市都町2‑1‑7
http://www.ariston.jp/
ご予約・お問い合わせ TEL097‑534‑8811
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専門家派遣事業のご案内
中小企業の皆さま！
専門家に相談してみませんか？
・接客力を向上したい
・生産を効率化したい
・営業力を強化したい
・ITを活用したい など
そんな皆さまを強力にサポート！
専門家がお伺いし、課題解決に一緒に取り組みます。
お気軽にご相談ください。
（当協会をご利用いただいている中小企業の方を対象とした事業です。）

保証部

保証・経営支援一課
保証・経営支援二課

TEL 097‑532‑8246
TEL 097‑532‑8247

（営業時間 9:00〜17:15

信用保証協会は、中小企業者の金融円滑化のために
設立された公的機関です。

※土日祝除く）

費用は無料です。

相談内容を業務目的以外で使用することは
ございませんので安心してご利用ください。

ⓒ光プロダクション

※保証対象外業種への専門家派遣は行っておりません。また、ご相談の内容によっては、お断りする場合もございます。

