COMPASS
大 分県の中小企業と 組 合 の た め の 情 報 誌
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小企業者組織化特別講習会の開催団体を募集しています
専門家派遣の費用を一部補助します

おおいた子育て応援団
「しごと子育てサポート企業」
認証を取得してみませんか
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）
を受付中です
職場や工場の節電行動をサポートするため無料診断が受けられます
外国人雇用はルールを守って適正に
下請代金支払遅延等防止法
（下請法）
の違反行為に注意しましょう
大分県中央会青年部会 新会長に林昌治氏が就任
ＪＲ大分駅の新駅ビル建設について地元企業参入を要望しました
機関誌で紹介する組合を募集しています
当会館ビルは耐震補強工事中です
当会の新入職員です

■スケジュール インフォメーション
■情報組合員レポート

景況感は好転の兆し／業界情報／要望事項

■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 理事長
社会保険労務士

工藤 和義 氏

■月間ベストセラー
■読者プレゼント

誌面リニューアルしました！
「中央会だより」
改め
「COMPASS」
となりました。
新誌名
「COMPASS」
には、中小企業や組合の方々と共に前進する、
一つの道しるべでありたいという意味を込めています。

大分県中小企業団体中央会
〒870-0026 大分市金池町3丁目1番64号
（大分県中小企業会館4階）
TEL.097-536-6331 FAX.097-537-2644
http://www.chuokai-oita.or.jp
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大分県中小企業団体中央会

第57回通常総会 開催

去る5月23日
（水）
、大分第一ホテルにおいて、第57
回通常総会が開催されました。会員組合の代表など約

審議された議案、本年度の重点目標は以下のと
おりです。

300人
（委任状含む）
が出席、全8議案が原案通り承認
されました。

第１号議案

決算関係書類承認の件

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、平成23年度の中小

第２号議案

平成24年度事業計画
（案）
及び
収支予算
（案）
決定の件

企業組合検定試験合格者への合格証書伝達式が行わ
れました。

平成23年度事業報告、

第３号議案

平成24年度会費の賦課及び
その徴収方法決定の件

川野副会長の開会宣言に続いて、髙山泰四郎会長が
挨拶し、
「組合同士の絆を強めて機動力、柔軟性を発揮

第４号議案

役員報酬決定の件

し、新たな事業展開を図ることが重要だ」
と述べました。

第５号議案

借入金残高の最高限度額決定の件

また、来賓を代表して、広瀬勝貞大分県知事、岩崎淳日

第６号議案

役員改選の件

本銀行大分支店支店長、姫野淸高大分県商工会議所連

第７号議案

定款一部変更の件

合会会長からご祝辞をいただきました。

第８号議案

字句の一部修正委任の件

議長には、戸髙副会長が選出され、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
の事業として、中小企業支援のネットワーク強化に取り

平成24年度重点目標

組み、現場密着型支援の充実・強化、地域経済の活性化
と国際競争力強化に向けた
「ものづくり中小企業」
への
支援、中小企業の海外展開など新事業への支援等を決
定いたしました。
また、任期満了に伴う役員改選により、髙山泰四郎会

１．
環境変化に即した組合支援
（現場密着型支援の充実・強化）
２．
組合員企業等への支援強化
３．
新規組合の設立促進

長が再選され、副会長には横山久雄氏、戸髙有基氏、小

４．
中小企業の海外展開等新事業展開への支援

野泰男氏が選任され、新執行部が決定しました。

５．
地域資源・農商工連携への支援
６．
専門委員会の充実・強化
７．
中小商業・サービス業等の活性化支援
８．
ものづくり中小企業への支援
９．
政策提言活動の充実・強化
１０．
中央会の各種支援団体に対する支援の強化
１１．
中小企業会館耐震補強工事
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会長表彰

（敬称略、順不同、役職等は総会時の役職）

優良組合（5組合）
大分リサイクル事業協同組合

代表理事

岸

博文

大分シティ・ガス協同組合

代表理事

土森

武志

豊後大野市管工事協同組合

代表理事

難波

千博

大分県警備業協同組合

代表理事

工藤

健次

大分県旅行業協同組合

代表理事

髙橋

光昭
大分シティ・ガス協同組合
代表理事 土森 武志 様

組合功労者（5名）
金

在哲

大分県遊技業協同組合

理事長

小出

英治

別府市観光旅館協同組合

池邉

正廣

企業組合大分電気サービス

理事長

松木

年廣

大分県電気工事業工業組合

理事長

友永

義雄

社団法人大分県医薬品登録販売者協会

理事長

会長
企業組合大分電気サービス
理事長 池邉 正廣 様

組合事務局優良職員（4名）
友永

和代

大分県LPガス商工組合

又江原美穂子 別府個人タクシー協同組合
早瀬

大雄

大分県菓子工業組合

志賀

良子

中津青果商業協同組合
大分県LPガス商工組合
友永 和代 様

平成23年度中小企業組合検定試験合格者証授与者（4名）
田邉

幸子

大分県飲食業生活衛生同業組合

藤枝

清人

大分県信用組合

外山

恵美子 大分県中小企業団体中央会

杉田

周子

大分県中小企業団体中央会
大分県飲食業生活衛生同業組合
田邉 幸子 様

COMPASS
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訪
合探

大分県砕石協同組合

組
る
頑張

設立からの歩み
当組合は昭和３7年２月に設立され、当初の名称は
「大分県石材協同組合」
でした。
当時、大分県では大分鶴崎臨海工業地帯の造成及び
工場建設が急ピッチで行われていて、それに伴い道路
整備や日豊線の複線化、
また、都市の近代化が進み建
設も盛んな時期で、
これに合わせて設立されました。
組合事業の１番に、砕石、栗石その他の石材の共同
販売、受注斡旋が謳われていて、当時の資料では、建設
省、運輸省、九州石油、富士製鉄工事施行者に対して、
砕石、栗石等の共同販売、受注斡旋の交渉を行ってい
ました。また、
この事業のために共同のストックヤードを
設け、ブルドーザーショベル、ダンプ、桟橋等の車両機
器を組合で購入しています。
もう一つの大きな事業は、組合員の資金繰りを円滑
にするための金融機関からの借入の保証でした。その
他にも事業はありますが、大きな事業はこの二つです。
発起人として大分市内の２業者、北海部郡１業者、豊後
高田市１業者、速見郡１業者、大分郡湯布院町１業者の
企業名が記載されていますが、残念ながら廃業された
のか全ての企業が現在はありません。
昭和５９年に名称を変更しています。変更の理由は、
石材組合という名称は一般的には墓石、建築用石材等
を行う組合の概念があり、墓石、その他石材に関する照
会が組合に多数寄せられ、業務に支障がでてきたから

管

博久 理事長

会社概要
［代表理事］

管

［設

昭和３7年２月

立］

博久

［組合員］

８社

［出資金］

７5万円

［主な事業内容］

教育・情報提供事業
骨材の共同検査事業

［住

所］

［ＴＥＬ］
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大分市宮崎スカワ４１６番地
097-569-8974

です。主要業務は、路盤材、生コン用砕石を提供すること

る地味な業界です。多くの砕石場は山奥にあり、一般の

で、
「大分県砕石協同組合」
と、業務に合わせた名称にし

人々の目に触れることはありません。また、砕石場は陽

ました。余談ながら、それでも６カ月に約１回程度、墓石、

射しを遮るものがない高い場所にあることが多く、夏は

庭石、建築用の大きな切石等の照会が未だにあります。

暑く、冬は寒いという厳しい環境の中で、土木建築業者

現在は組合員の情報交換の場、次に述べる骨材
（砕

さんの工事進行に合わせて、朝早くから夜遅くまで仕

石）
の試験を主な業務としています。
組合員数も少ないので、
まとまりは良く、和気あいあい
の組合ですが、
組合員は売上減少に悩んでいます。

骨材（砕石）
の共同試験所
昭和６０年２月、大分県土木建築部の骨材試験室が、

事をしています。
砕石は山から原石を取り出し、それをプラントに入
れ、必要な大きさに粉砕して使用します。設備として原
石を砕くプラント、
タイヤが背丈以上ある大型ダンプ、
ショベルカ―等々、各砕石場はかなりの設備投資をして
います。
砕石のピークは、約１０年前にサッカーのワールドカッ

試験の依頼件数の増加により、試験の能力を超えたた

プが開催された時期です。この時、サッカー会場や高速

め、
民間試験室に骨材試験を一部肩代わりして欲しいと

道路等、大型の建物やインフラ整備の工事が活発に行

の依頼がありました。この依頼を受けて、組合では豊後

われ、各砕石所の出荷も好調でした。

高田市の西日本土木㈱の敷地内に組合の骨材試験所

以降、国、県の財政悪化の影響を受けて、公共工事は

を作り、昭和６０年４月より組合員の骨材試験を行うよう

減少して、
これに伴い砕石業界の経営も圧迫を受けて

になりました。公共工事の使用される骨材は年に一回

います。現在はピーク時の３割弱の生産量ですが、それ

の試験が義務付けられていて、組合員はここで骨材試

でも生産過剰気味です。

験を行い、
品質の安定を図っています。組合員は、
こうし

山の多い大分県では、道路等の社会資本の整備が遅

た試験を通して、常に品質の良い砕石の安定供給に努

れている上に、高度成長期に建設された道路や橋も老

力しています。

朽化が進み、修築が必要な状態になっています。少子

２年前のことですが、高田中学校が大分県から職場

高齢化等で地域経済が落ち込む中で、経済を活性化す

体験指定学校になりましたが、豊後高田市内に中学生

るた め に も 公 共

を受け入れる企業が少なく、先生は困っていました。当

工事の増加が切

時ＰＴＡの副会長をしていた担当者がこれを聞いて、先

に望まれます。

生に
「当組合の試験所でよければ受入をします。」
という
申し出をして、中学生５人を５日間受入れをしました。日
頃、見聞きしない砕石の意義や試験方法を学び、生徒
さんに好評を得ました。
また、大分県高田土木事務所や北部振興局の若手職
員も毎年試験所に来て、骨材試験を通して砕石の知識
を深めています。

今後の組合活動の展望について
砕石業界は公共工事や民間工事の底辺を支えてい
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News
flash

ニュース フラッシュ

■小企業者組織化特別講習会の開催団体を募集しています
当会では、
小企業者組合等の抱える情報化、
マーケティング、
品
質管理、
労働など多岐にわたる課題解決のため、
小企業者組
織化特別講習会を開催しています。実施の際には一部経費の
自己負担が必要となります。
詳しくは当会へご相談ください。
■専門家派遣の費用を一部補助します
本会では、法律、税務、技術、経営、
マーケティング等に関する
専門的な問題について、専門家（弁護士、公認会計士、税理
士、中小診断士等）
を活用し適切な指導を行う
「個別専門指導
事業」を実施しています。対象は県内の中小企業組合で組合
運営等に関わる問題の解決に積極的な組合です。経営の合
理化や経営体質の改善を図りたいとき、
また法律や税務に関
する問題の解決を図りたいときにご活用ください。相談経費
の1／3（7,000円程度）のご負担が必要になります。具体的
な流れは、①組合から本会へ相談・個別専門指導の申込②本
会が相談案件ごとに各分野の専門家を選定③組合への専門
家派遣の実施となります。ご相談、
お申し込みは随時行ってい
ます。詳しくは当会へお問合せください。
■おおいた子育て応援団「しごと子育てサポート企業」認証を
取得してみませんか
おおいた子育て応援団「しごと子育てサポート企業」とは、自
社の従業員の仕事と子育ての両立を支援していただく企業・
事業所です。大分県が、子育てをサポートする企業として認証
することにより、認証企業のイメージアップや社会的評価の向
上を図り、多くの企業に認証を受けて頂くことで、子育て応援
社会の実現を目指す制度です。認証・登録されると、大分県の
ホームページなどで広く県民に紹介され、認証マークを名刺
等で使用することで企業イメージの
向上が図れます。また、企業の社会的
評価が向上し、優秀な人材が確保し
やすくなる、連携した金融機関の融
資金利の優遇を受けることができま
す。詳しくは当会へご相談ください。
■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）を受付中です
事業場内の最も低い時間給を賃金改善計画に沿って800円
以上に引上げ、
かつ、
業務改善計画に沿って、
一定額の経費を
支出した中小企業事業主に助成金が支給されます。賃金改善
に伴う業務改善を目的とした就業規則の作成・改正、
賃金制度
の整備、
労働能率の増進に資する設備・器具の導入、
研修等を
実施した場合に、
その経費の２分の１を助成するものです。支
給要件などの詳細についてのお問い合わせは、
大分労働局労
働基準部 賃金室
（TEL.097-536-3215）
まで。
■職場や工場の節電行動をサポートするため無料診断が受け
られます
原則として、
契約電力50kW以上の高圧電力または特別高圧
電力契約者の工場・ビル等が対象です。
（エネルギー管理指定
工場は除きます）
。但し、
中小企業に関しては、
エネルギー管理
指定工場であっても対象となります。
また、
電力だけではなく、
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燃料や熱などのエネルギーを含めた総合的な診断をご希望の
場合は、
省エネ診断をお勧めします。
お問合せ、
ご相談は、
一般
財団法人省エネルギーセンター節電診断・省エネ診断事務
（TEL.03-5543-3016 http://www.eccj.or.jp/）
まで。
■外国人雇用はルールを守って適正に
事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容など
を盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事
業主が適切に対処するための指針」を定めています
（雇用対
策法に基づき平成１９年１０月１日施行）
。
これに沿って職場環
境の改善や再就職の支援に取り組んでください。また、外国
人の雇入れおよび離職の際には、その氏名、在留資格などを
ハローワークに届け出てください。ハローワークでは、
これに
基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主への助言・指導や、
離職した外国人への再就職支援を行います。また、
この届出
にあたり、事業主が雇入れる外国人の在留資格などを確認す
る必要があるため、
不法就労の防止につながります。
■下請代金支払遅延等防止法（下請法）の違反行為に注意しま
しょう
下請法は「下請代金の支払遅延」、
「下請代金の減額」、
「買い
たたき」等の行為を禁止するものです。例えば、問題となるの
は、次のようなケースです。
例）
親事業者は、
毎月末日締、
翌月末日払の支払制度を採って
いるところ、
下請事業者から当月分の下請代金を翌月分と
まとめて請求する旨の要望があったため、
当月分の下請代
金を翌月分の下請手代金の支払時にまとめて支払った。
→問題となります。下請代金の支払いは、物品を受領した日
から起算して６０日以内に定めた支払期日までに支払わな
ければならないことから、仮に下請事業者からの要望が
あったとしても、当月分の下請代金を支払い期日までに下
請事業者に支払わなければ、
「下請代金の支払い遅延の禁
止」
（第４条第１項第２号）
に違反することになります。
下請法のご相談は、
公正取引委員会事務総局 九州事務所 下
請課
（TEL.０９２-４３１-６０３２ http://www.jftc.go.jp/）
まで。
■大分県中央会青年部会 新会長に 林 昌治氏が就任
去る４月２５日、
大分県中小企業団体中央会青年部会の第３５
回通常総会が大分アリストンホテルにおいて開催されまし
た。総会では、会長挨拶、来賓挨拶に引き続き、議事に入り、全
議案が原案通り無事承認されました。また、
矢野 久 前会長を
含む役員の任期満了に伴う改選が行われ、新会長には、林昌
治 氏
（別府駅前通商店街振興組合）
、
相談役に矢野 久 氏が
就任しました。引き続き開催された懇親会においても、各会員
間での活発な意見交換が行われました。

広 告

（当該事業に従事する配偶者可）

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

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！
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■ＪＲ大分駅の新駅ビル建設について地元企業参入を要望しま
した
２０１５年春に完成予定のＪＲ大分駅の新駅ビルについて、当

今年度の当会は、新入職員１名を迎え、総勢２０名体制で運営
しております。なお、当会が入居しております大分県中小企業

会を含む地元経済３団体は、5月１６日、地元の建設業者を下

会館が現在、耐震補強工事中のため、駐車場等のご利用に際

請けに参入させることなどを求める要望書をＪＲ九州大分支
社に提出しました。要望では、他に、①共同企業体（ＪＶ）方式
などでの県内企業の参画・②県産木材の使用・③維持管理業
務での県内企業の活用を求めています。

し、
ご不便をおかけしております。ご迷惑をお掛けしますが、
ご
協力の程、
よろしくお願いします。

■機関誌で紹介する組合を募集しています
本紙の誌面に登場していただける組合を募集しています。組
合の活躍状況や業務ＰＲなど、他組合の参考事例とさせてい
ただきます。組合の情報発信、組合員間相互の連携に向けた
一助として、
ぜひご協力ください。

SCHEDULE INFORMATION
［スケジュール インフォメーション］
６月22日（金）
中小企業組合士フォーラム2012
（平成24年度中小企業組合士全国交流研修会）
[ホテルインターコンチネンタル東京ベイ（東京都）]
６月22日（金）
全国中小企業青年中央会 平成24年度通常総会 及び
創立20周年記念式典
[明治記念館（東京都）]
６月23日（土）
九州ブロック中小企業青年中央会通常総会
[銀座キャピタルホテルローズ（東京都）]
６月26日（火）
大分県中小企業組合士協会 役員会
[大分県中小企業団体中央会（大分県）]
９月１日〜 10月15日
中小企業組合検定試験 受験願書受付
９月21日（金）
組合青年部全国講習会
[ホテルニューオータニ博多（福岡県）]
10月25日（木）
第64回中小企業団体全国大会 及び 青年部の集い
[フェニックス・シーガイア・リゾート（宮崎県）]
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■当会館ビルは耐震補強工事中です

■当会の新入職員です
今年４月に入職しました渡辺亮と申します。組織支援２課に在
籍しております。
今回、
自己紹介する場を頂きましたので、
名前だけでも覚えて
頂ければ幸いです。
まだまだ未熟者ではありますが、
早く一人前になれるよう、
日々
精進していきますので、
今後ともよろしくお願いします。

広 告
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情報組合員レポート

「景況感は好転の兆し」
４月の景気動向を景況感ＤＩ値で見ると、
ＤＩ値はマイ
ナス28となり、前月のマイナス39に対し、11ポイン
トの上昇となっており、景況感ＤＩ値は好転している。
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11で前月と変わらず、収益状況ＤＩ値はマイ
ナス27で前月比５ポイントの上昇、資金繰りＤＩ値は
マイナス18で前月と変わらず、雇用人員ＤＩ値は前月
と変わらずマイナス11となった。
※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24年4月分

景況感DI値
20.0
0.0
−20.0
−40.0
−60.0
−80.0

大分県
−100.0
H21.1

H22.1

H23.1

全国
H24.1

大分県中央会情報連絡員報告
売上高

食

料

繊

維

品
工

製
造
業
非
製
造
業
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業

木 材・木 製 品
印

好

在庫数量 販売価格 取引条件 収益状況 資金繰り 設備操業度 雇用人数 業界の景況

刷

窒 素・土 石 製 品
鉄

鋼・金

属

一

般

機

器

輸

送

機

器

そ

の

他

卸

売

業

小

売

業

商

店

街

サ ー ビ ス 業
建

設

業

運

輸

業

転

やや好転

変わらず

やや悪化

悪

化

業界情報
➡食料品
●組合員は、学校給食の委託パン加工、米飯などを行い県内の小
中学校に供給しているが、新年度の24年度には、児童・生徒数
が約２,５００人減少したことから、業界の景況は今後、やや悪化
するものと見られる。（平成23年度107,928人、平成24年度
105,406人）［パン］
➡繊維工業
［繊
●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。
維］
➡木材・木製品
●４月に入り、原木出荷量は増加し、価格は低迷している。製品
動向は良くない。［製材］
●震災の影響直後の落ち込みに比べれば上向いているといえる
が、まだまだ本格回復とは言えない。［竹製品］
➡窯業・土石製品
●組合費を支払う余裕がないとの理由で、また一社、退会の申し
出があった。県下の景気はまだまだ良くない様子。［屋根材］
●4月の出荷量は、対前月比 の41％と落ち込んだ。要因として
は、公共工事の物件の出荷が先月でピークを終えたことが挙げら
れる。しかしながら、この時期としては出荷量自体が低迷してお
り、相変わらず建設業界全体が不景気の煽りを受けていることが
伺える。一般的に寿命が50年程度と言われているコンクリート構
造物は、高度成長期の時期に集中的に作られており、そろそろ
補修、補強、あるいは更新をしなければ構造物自体が崩壊、破
損し事故になる恐れがあるとの専門家の指摘がある。このことを
国、地方公共団体が認識しそこにも予算を割き、コンクリート構
造物はメンテナンスフリーではなく、メンテナンスが必要なインフ
ラであることを認識する必要がある。また、適切な時期にメンテ
ナンスを施すことで、更新するよりもコストを半減することができ
ることも理解する必要がある。いずれにしても国や地方公共団体
がアクションを起こすことが社会的にも強く望まれるのではないか
と考える。［生コン］
●新年度に入り一段と景況感が悪化している。地元建設業者の倒
産が目につく。［コンクリート製品］
➡鉄鋼・金属
●昨年度１年間で、組合員が４社減となった。リーマンショック後３
年が経つが、まだ仕事量も回復せず、単価も厳しい状態。この
ままでは組合自体の存続も危ぶまれる。［鋼構造物］
●造船業界はマーケットが悪化傾向で、引き合いはあるものの
2013年後半からの契約がなかなか決まらない状況。大型機械加
工も量産品及び納期のないものは海外へ出ており、国内での受
注状況は厳しい。［鉄工業］
➡卸売業
●米の相場が異常に上がっており、契約金額との差が出ており、
生産者よりクレームが発生している。相場の安定を希望している
状況。［農産物仲卸］
➡小売業
●ガスの仕入れ価格が少し値下り。［ガス］
●相変わらず来客が少なく販売不振。［酒］
●連休を前にして、相変わらず野菜類は高値を安定している。果
実はイチゴをはじめとして下落傾向にある。今後は連休明けと共

要望事項
➡商店街
●厳しい経済状況の中で、由布市長が本庁舎を庄内に建設すると
発表し、市政に対する不満と不信感が、あきらめムードに転換さ
れるのが心配される。
●消費拡大策を打ち出してほしい。今、消費税の増税は消費にマ
イナスである。対応できない零細商店も多く出てくる。

に全般的に下落傾向になり、販売価格、収益状況ともに悪化す
ると予想される。［青果］
●ゴールデンウィーク前半（4/28〜4/30）の売上が悪かった。
［土
産］
➡商店街
●月の中旬までは冬に近い寒さと雨模様の天候で、三月の不順景
気の延長のようであった。地元では農作業の遅れが心配され、ガ
ソリンが経営の圧迫要因にもなる程に値上げされ、これが入り込
み客にも影響しているようで、ゴールデンウィーク前半には車の
渋滞がほとんど見られないほど少なかった。［由布市湯布院］
●大分駅の完成により、駅周辺は客数が多いと言われているが、
当商店街は相変わらず客数が減少している。消費冷え込みも続
き、各店苦戦が続いている。個店の力だけではやっていけなく
なった。［大分市］
●景気がやや回復傾向にあるという実感は到底感じられないが、
春休み〜ゴールデンウィークの中で観光客の増加は感じられる。
ただしこれは行政によるハード面整備や国による政策の変化では
なく民間のソフト面による頑張りだと思う。［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月は対前年比４％アップ。［クリーニング］
●年度末や企業の決算月が終わり、新年度に入り忙しいとの声から
ぴたりと仕事が減少し、電話の本数も少なくなったとの声が多く
聞かれる。連休モードにもなり、作っていくらの業界なので、実
働日数が少なく厳しいとの声もある。組合員もまた１社退会があ
り、組合の財政状況も苦しい。［広告］
●大震災より1年が過ぎ、４月に入ってから国内旅行、海外旅行と
も増加している。お客様の旅行経験や、インターネットで情報収
集をする事により、カウンタースタッフより詳しいケースが多い。
就業時間中に、スタッフのスキルアップのための時間を取る余裕
がない。［旅行］
➡建設業
●売上高の増加につながる程ではないが、新築戸建住宅の施工が
わずかに増えている。全体としては依然厳しい経営環境に変わり
はない。［電気工事］
●前月同様で変化なし。安値受注により利潤は低下しているが仕
事量は確保されている。企業努力により平行線を維持しながら推
移している状況にある。業界内には、景気好転のためにはデフ
レ脱却こそが効果的施策であるとの意識が浸透している。［管工
事］
●景気の低迷、公共工事の減少、低価格受注競争により、地域の
建設業者は疲弊し、経営基盤の弱い地域の中小建設業者にとっ
ては今後も厳しい状況が続くと思われる。［建設］
●４月度については、年度初めと言うこともあり公共工事は全体的
に少ないものの民間工事を中心に仕事量は多く、前年同期と比
較して20%程度の増収となっている。ただ、打設数量だけを見
ると大分地区で10%、郡部で20%程度落ち込んでおり、大型
工事が少なくなっていることがわかる。大分県全体でコンクリート
ポンプ車の台数が減っており、それを起因として大分県の圧送
単価が上昇しているため、利益率は改善が見られる。［ポンプ圧
送］
➡運輸業
［タクシー］
●売上及び収益について微増（プラス1%台）であった。
●国へは民間の生き残りをかけた努力を無にするような政策は慎ん
でほしい。
➡サービス業
●研修会や支援制度の案内を、文書だけでなくメール配信でもお願
いします。
➡建設業
●行政に対して、全国的一様に流通できるよう行政指導を要請する
と共に、生産量を増加できる対策を要望する。
●公共工事量の確保

11

点

線

と

退職給与規程の変更の注意点について
おおいたビジネスプラットフォーム
事業協同組合 理事長
社会保険労務士 工藤 和義 氏

Ｑ．
（１）経営者が従業員の了承を得ないまま退職

記のように考えられると思います。

金規定を減額変更した場合、法的に無効となりま
すか？
（２）
（１）のケースで、事後に従業員がやむなく
減額変更に同意した場合、変更時点において変更

おおいたビジネスプラットフォーム事業協同組

前の規程で本来得られるはずであった退職金は既

合（略称：ＯＢＰ） 概要

得権として法的に保護されますか？

設 立：
平成１４年１０月８日

Ａ． ご質問の件ですが、退職金は法的には賃金

所在地：

の範疇であり、労働条件の一部でもあります。その

大分市大石町五丁目３組メゾン荏隈１０１

ため、将来にわたっての労働債権としての性格を持

理事長：

つものと考えられます。雇用契約締結時に退職金

工藤 和義（社会保険労務士法人エストワン・

の規定が存在し、そのことを含めて、労働条件の

社会保険労務士）

合意がなされ、雇用契約が締結されているため、

組合員：

事業主の減額変更は、不利益変更に該当します。

中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、

不利益変更については、
「合理的理由が存在しない

司法書士計７名

限り無効」とされています。そのため、従業員の同

連絡先：

意がなく、合理的理由も経営不振等の事情がある

ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０９７−５４９−３００６

にせよ上記のような賃金としての性格で労働条件

ＵＲＬ：http://www.obp.or.jp/

の一部であるということを考えれば、変更そのもの
は受け入れられるものではなく、無効という判断に
なります。

法書士、中小企業診断士、税理士、この4つ

しかし、減額変更に同意した場合には、同意のも

の士業の専門家がグループ化というネットワー

とに規程変更がなされたということになるので原則

クをつくり専門知識の相乗効果を発揮し、専門

的には、変更は有効と考えられます。ただし、その

サービス業のワンストップ・サービス化をはか

減額変更につき詳細を説明せず、内容を従業員が

り、企業経営者への真たる支援者となり、かつ

理解しないままに署名等の合意策が取られた場合に

地域経済の活性化の一翼を担うことを期して

は、従業員から「錯誤の同意」
＝勘違いやそんなこと

つくられた協同組合です。

までを含んでの合意とは思わなかったなどの理解範

21世紀に入り複雑化・多様化する顧客ニー

囲の違いでの同意であると判断され、同意そのもの

ズ、溢れかえる情報、社会変革のスピードに対

が無効とされることがあります。そのため、同意の

応していくため、個人事業の形態では対応が

方法やその内容によっては、いくら同意したといって

出来にくい時代となりました。そこで、私達は

も無効を主張され、変更前の既得権としての退職金

各分野の専門家集団として、情報を的確に判

規程が適用されるようになると考えられます。

断し、迅速かつ総合的に皆様の事業を支援さ

経営者サイドでの退職金を変更するに至った理由
や、その分の代替措置（定年延長など）などによっ
て状況は異なるかもしれませんが、一般的には、上
12

当組合は、大分県内の社会保険労務士、司

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
2012 年５月

1

舟を編む

1,560 円

2

霖雨

1,785 円

（三浦 しをん・光文社）

（葉室 麟・PHP研究所）

3

大往生したけりゃ医療とかかわるな 798 円

4

「空腹」が人を健康にする

5

聞く力

読 者 プ レ ゼ ント
今 月 は、（有）川 津 食 品 様 の ご 協 力 に よ り、
YUZURICHと柚子グラッセのセットを、抽選で３名の方
にプレゼントいたします。
ご希望の方は、以下の事項をご記入の上、ファクシミリ
またはハガキでご応募ください。
氏名
組合名（または企業名）
郵便番号・住所・電話番号（当選品のお届け先）
本誌へのご意見、ご感想

（中村 仁一・幻冬舎 新書）

※ご応募締切2012年7月末日まで。
※当選の発表はプレゼントの発送をもって代えさせてい
ただきます。

1,470 円

（南雲 吉則・サンマーク出版）

心をひらく

35のヒント

840 円

（阿川 佐和子・文藝春秋 新書）

大分県書店商業組合（晃星堂書店）調べ
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宴会プラン

和食居酒屋プラン
居酒屋
コース

お一人様

3,500円

（税込）

（日〜木限定・金土は1,500円UP）

中華卓盛りプラン
お一人様

（税込）

コース

お一人様

（税込）

コース

約制
完全様予
ます
より承り
10名

和会石

お一人様

コース

6,000円

（税込）

前菜：５種盛り／造り：３種盛り
焼物：地魚幽奄焼き又は味噌焼き／蓋物：季節の焚き合わせ
蒸物：茶碗蒸し／強肴：牛ロースステーキ／揚物：季節の天麩羅
食事：焚き込み御飯・味噌汁・香の物／甘味：季節の甘味

（居酒屋コース）

2Ｆ・宴会場アリストンホール

前菜３種／牛肉のたたき 新加坡風
海老のチリソース グラタン風
揚げ物２種盛り合せ
鰻魚の辛子醤油炒め
牛肉とマコモ茸のオイスターソース
自家製黒豚叉焼炒飯
トマトと野菜のスープ／杏仁豆腐

お一人様

6,000 円

（税込）

コース

和洋中盛り合 せプラン
5,000 円

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

13Ｆ・和食ダイニング「花しょうぶ」

先付：逢豆腐／造り：３種盛り／サラダ：合鴨薫製サラダ
焼物：スルメ一夜干し／煮物：里芋揚出しアン掛け
篭蒸：豚と野菜の篭蒸し／揚げ物：鶏の唐揚げ
食事：蕎麦／甘味：リンゴとレーズンのケーキ

5,000 円

ノンアルコールビール

全て飲み放題付

前菜２種／お造り３種盛り
冬瓜と海老の塩炒め 大葉風
白身魚の蒸し煮 レモンバターソース
黒酢春巻と唐揚げ
黒豚肉と大根のスープ／枝豆炒飯
ビーフステーキ ガーリック醤油ソース
杏仁豆腐

前菜３種
イベリコ豚のニンニクソース
海老のチリソース グラタン風
薫製鴨肉の北京風／鰻魚の辛子醤油炒め
牛ヒレのサイコロステーキ
海鮮あんかけ炒飯
フカヒレスープ 杏仁豆腐

（5,000コース）

2Ｆ・宴会場アリストンホール
お一人様

6,000 円

（税込）

コース

大分市都町2-1-7

前菜３種／お造り５種盛り
海老のチリソース
桜島鶏モモの黒胡椒焼き／北京ダック
牛バラと桜島大根の醤油煮
自家製黒豚叉焼炒飯
ビーフステーキ みぞれソース
フカヒレスープ／杏仁豆腐

☎097-534-8811

FAX. 097-534-8820

［宴会プラン ご予約・お問い合わせ］ ☎097-534-8808

（6,000コース）

http://www.ariston.jp/
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2012年4月 2012年9月 大分空港発着
▼

プラムツアー

きままに

フリープラン
大人お一人様の場合（2・3名様1室利用）

29,800円〜63,800円

3日間

※別途、現地空港税、燃油サーチャージ5,000円〔2012年4月1日現在〕が必要です。

◆［フリープラン］旅程表
行

程

食事

大韓航空792便にて空路、
韓国へ
仁川空港 14：40着 仁川空港着 入国手続き・税関検査の後、
混載車にてホテルへ
ソウル市内
ホテルチェックイン
【ソウル泊】
大分空港 13：05発

終日、
フリータイム

−

ご希望の方は各種オプショナルツアーをお楽しみください
【ソウル泊】

ソウル市内
仁川空港

出発までフリータイム
韓国食料品店立寄り後、
空港へ
大韓航空791便にて空路、
大分空港へ
大分空港

朝□
−
□
昼□
−
□
夕□
−
□
朝□
−
□
昼□
−
□
夕
−
□□

※上記スケジュールは、現地事情、航空事情により変更になる場合があります。

フリープラン旅行代金表（大人お一人様）
・出発日

スケジュール

食事

大韓航空792便にて空路、
韓国へ
仁川空港 14：40着 仁川空港着 入国手続き・税関検査の後、
混載車にてホテルへ
ソウル市内
ホテルチェックイン
【ソウル泊】

朝□
−
□
昼□
−
□
夕□
−
□

市内レストランにて朝食後、
【韓流ドラマ・ロケ地めぐり】

☆下記の２コースのいずれかご希望のコースとなります。
朝□
○
□
A:時代劇コース〈フリープラン料金プラス13,000円〉
昼□
○
□
（世界遺産、
韓国民俗村）
石焼き
ビビンバ
B:現代劇コース〈フリープラン料金プラス8,000円〉
夕−
（光化門広場、
北村韓屋村、
サンモトンイギャラリーカフェ、
南山公園・ソウルタワー） □□

ソウル近郊
終日

A・Bいずれのコースも免税店立寄り後、
15時頃解散となります。

ソウル市内
仁川空港
〃
15：20発
大分空港 16：55着

出発までフリータイム
韓国食料品店立寄り後、
空港へ
大韓航空791便にて空路、
大分空港へ
大分空港

【ソウル泊】

朝□
−
□
昼□
−
□
夕□
−
□

※上記スケジュールは、現地事情、航空事情により変更になる場合があります。

旅行代金
エコノミー

スタンダード

スーペリア

デラックス

7月6日

29,800

37,800

40,800

52,800

7月20日・27日・8月3日・17日・
24日・31日・9月7日・27日

32,800

39,800

42,800

54,800

7月13日・9月14日・21日

34,800

42,800

48,800

59,800

8月10日

38,800

48,800

54,800

63,800

韓流ドラマロケ地めぐりプランは、上記料金にA.時代劇コース13,000円プラス、B.現代劇コース8,000円プラスとなります。
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発着

大分空港 13：05発

ソウル市内

お問い合わせ・お申し込みは

出発日

日時 都市名

３日目︵日︶

〃
15：20発
大分空港 16：55着

朝□
−
□
昼□
−
□
夕□
−
□

２日目︵土︶

ソウル市内

2名様から出発

◆［韓流ドラマ・ロケ地めぐりプラン］旅程表

発着

１日目︵金︶

１日目㊎ ２日目㊏ ３日目㊐

日時 都市名

金曜日出発

毎週

■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

（総合旅行業務取扱管理者：佐藤春樹）

■県庁内営業所
（総合旅行業務取扱管理者：岩田祐司）

広 告
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経営課題解決をサポート！

専門家派遣事業
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。
費用は無料です。

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。
ⓒ光プロダクション

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。
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。

《お問い合わせ》

保証部 経営支援課

TEL 097‑532‑8295
（営業時間 9:00〜17:15 ※土日祝除く）
www.oita-cgc.or.jp

※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。

