
広  告

以下の制度をご用意しております。是非ご利用ください!!

（営業時間 9:00～17:15　※土日祝除く）

保証一課
保証二課
経営支援課

TEL 097-532-8246
TEL 097-532-8247
TEL 097-532-8296

ⓒ光プロダクション

こんな方におすすめ！
☆白色申告の方
☆不動産を所有していない方

資金の
出入れ

が

スピー
ディー 小口先カードローン【スモール300】

　　メリット
◆カードローンのため自由に資金の出入れができます
◆更新により最長6年まで延長が可能であり、資金繰りが安定します
◆一般の保証制度に比べて保証料が割安です
◆金融機関からの借り入れ実績がなくても利用できます

詳しくは保証部までお問い合わせください

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
URL: http://www.chuokai-oita.or.jp
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■特集
マイナンバー制度が始まります

■がんばる組合探訪記
企業組合戸次ごんぼの会

■ニュースフラッシュ
ものづくり・商業・サービス革新補助金（第１次公募）の採択結果が公表されました
平成26年度消費税転嫁対策窓口相談等事業
省エネアドバイスで経営効率を高めましょう！（無料省エネ診断のご案内）
経営革新計画の承認を受けました
大分県学校給食パン米飯協同組合が活路開拓調査・実現化事業に採択されました
大分県遊技業協同組合が業界初となる大規模な災害総合訓練を実施しました
大分県理容生活衛生同業組合が第66回理容競技大会を開催しました
大分県異業種団体協議会の通常総会が開催されました
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」
第13回大分県ビジネスプラングランプリ募集中です
スマホや携帯でも見やすい「ミラサポメールマガジン」配信中
高齢者雇用安定助成金のご案内
中小企業会館１階ディスプレイへの商品展示企業を募集します
［税制］商業・サービス業・農林水産業活性化税制が延長されました
本誌で紹介する組合を募集しています
代表理事の辞任届等に関する登記手続きの改正について
スマート国税調査！

■情報連絡員レポート
■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



特
　
集 マイナンバー制度が始まります
社会保障・税番号制度　平成28年１月スタート

　　マイナンバーとは？
　平成27年10月から日本国内の全住民に通知される、12桁の個人番号をマイナンバーと言います。マイナンバー制度
は社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であると
いうことの確認を行うために活用されるものであり、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実
現する社会基盤です。

　平成28年１月以降、マイナンバーはこんな場面で必要となります。

　平成28年１月から利用が開始されるマイナンバー制度。制度導入後は小規模な事業者や中小企業組合にお
いても従業員を有する場合や、講師への謝金支払いなどの場合に、マイナンバーを取り扱い、特定個人情報
の保護措置を講じる必要があります。制度概要を知り、導入に向けあらかじめ準備を進めましょう。

都道府県・市町村に
提出する申告書、

給与支払報告書などに記載

年金の資格取得や確認、給付

など など

税務署に提出する
確定申告書、

届出書、法定調書などに記載

など

防災･災害対策に関する事務

被災者生活再建支援金の給付

被災者台帳の作成事務

社会保障関係の
手続

税務関係の手続 災害対策

ハローワークの事務

医療保険の給付の請求

福祉分野の給付、生活保護

雇用保険の資格取得や
確認、給付

平成 28年1月以降、マイナンバーは、こんな場面で必要になります。

●利用目的をきちんと明示する必要があります。
法律の範囲内で利用目的を特定して
明示しておく必要があります。

●マイナンバー取得時の本人確認は厳格に行います。
取得の際は他人のなりすまし等を防止するため、
厳格な本人確認を行います。
従業員が扶養親族のマイナンバーを記載した書類を提出する場合、
従業員が扶養親族の本人確認をすることになります。

マイナンバーの取得は、法令で定められた場合だけ！マイナンバーの取得は、法令で定められた場合だけ！

●利用目的以外の利用・提供はできません。

●必要がある場合に限り、保管し続けることができます。
翌年度以降も継続的に雇用契約がある場合
所管法令によって一定期間保存が義務付けられている場合　など

●不必要になったら、できるだけ速やかに
  廃棄・削除しなければなりません。
マイナンバーを事務で利用しなくなった場合
保存期間を経過した場合　など

マイナンバーが記載された書類の保管は必要がある場合だけ！マイナンバーが記載された書類の保管は必要がある場合だけ！

年度ごとにファイリングするなど、
廃棄や削除を前提に
「保管体制」を確認してみよう。

「源泉徴収票に記載して
提出します」など、
きちんと明示を。

税関係
雇用保険関係
健康保険・厚生年金関係

源泉徴収票、給与支払報告書、支払調書  など　

雇用保険被保険者資格取得（喪失）届  など　

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得（喪失）届  など　

マイナンバーの利用・提供例

事業者は税や社会保障に関する手続書類に従業員等の事業者は税や社会保障に関する手続書類に従業員等の
マイナンバーなどを記載して、役所に提出！マイナンバーなどを記載して、役所に提出！

利 用 ･ 提 供

保 管 ･ 廃 棄

取 得 

マイナンバーは
社員番号や
顧客管理番号としては
使えません。

本人確認には「身元確認」と「番号確認」が必要です

身元確認
運転免許証orパスポートなど

個人番号カード

個人番号カードを
持っている場合

番号確認
通知カードor
住民票（マイナンバー付き）など

身元確認と番号確認が、
カード1枚で可能です。

以下のもので、身元確認と番号確認をしてください。

個人番号カードを持っていない場合

運
転
免
許
証

番号　花子氏名

住所 ○○県■■市△△町◇丁目○番地▽▽号

優良

交付

番 号 第

　種

類

型
中平 成　　　年　　　  月　　　  日

平 成　　　年　　　  月　　　  日
平 成　　　年　　　  月　　　  日

号

東京都
公安委員会

東京都
公安委
員会印二 種

他

二・小・原

免許の
条件等

中型車は中型車（８t ）に限る

123456789000
00
00
00

00
00
00

00
00
00

平 成　　　年　　　 月　　  日生5 3 31

平成 39 年 3 月 31 日まで有効

　　マイナンバー利用に当たっての注意点を確認しましょう
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法律の範囲内で利用目的を特定して
明示しておく必要があります。

●マイナンバー取得時の本人確認は厳格に行います。
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マイナンバー制度が始まります
社会保障・税番号制度　平成28年１月スタート

マイナンバー（個人番号）を使って、従業員や顧客の情報を管理することはできますか？ 
��法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提
供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることはできません。�
�法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、個人番号カードを身分証明書として顧客の本人確認を行うことがで
きますが、その場合は、個人番号カードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりするこ
とはできません。

 源泉徴収のために取得した従業員のマイナンバーを社会保険の手続で利用するなど、ある個人番号関係事務のために
取得した特定個人情報を別の個人番号関係事務に利用することはできますか？ 
�マイナンバーを含む特定個人情報については、本人の同意の有無にかかわらず、利用目的の達成に必要な範囲を超え
て利用することはできません。このため、源泉徴収のために取得したマイナンバーは源泉徴収に関する事務に必要な
限度でのみ利用が可能です。なお、従業員からマイナンバーを取得する際に、源泉徴収や健康保険の手続きなど、マ
イナンバーを利用する事務・利用目的を包括的に明示して取得し、利用することは差し支えありません。

他人のマイナンバー（個人番号）を収集してはいけないのですか？ 
�社会保障、税、災害対策の手続きに必要な場合など、番号法第19条で定められている場合を除き、他人（自己と同一
の世帯に属さない者）のマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む特定個人情報を収集し、保管したりす
ることは、本人の同意があっても、禁止されています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[参考資料] 内閣府政府広報「いよいよマイナンバー制度が始まります。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内閣府官房マイナンバー HP「よくある質問（FAQ）」

組織的・人的安全管理措置 物理的・技術的安全管理措置

マイナンバーの安全管理を徹底させ ましょう。

●カギ付き棚を
用意

●取扱担当者を決め、
他の人は情報に
アクセスできない
仕組みづくり

●ウィルス対策ソフトウェア導入
アクセスパスワードを設定

●パーテーションの設置や
座席の工夫

●覗き見されない座席配置
など

●担当者の明確化
担当者以外がマイナンバー
を取扱うことがないように、
取扱責任者や事務取扱
担当者など担当者を明確に
しましょう。

●適切な教育
従業員に対するマイ
ナンバー制度概要の
周知など、従業員へ
の教育も大切です。

安 全 管 理 措 置

※事業者の規模に応じて対応してください。

取扱責任者

事務取扱担当者

管理担当者

●シュレッダーなど
プライバシーに
配慮して書類を
廃棄できるよう
準備

事業者向け

組織的・人的安全管理措置 物理的・技術的安全管理措置

マイナンバーの安全管理を徹底させ ましょう。

●カギ付き棚を
用意

●取扱担当者を決め、
他の人は情報に
アクセスできない
仕組みづくり

●ウィルス対策ソフトウェア導入
アクセスパスワードを設定

●パーテーションの設置や
座席の工夫

●覗き見されない座席配置
など

●担当者の明確化
担当者以外がマイナンバー
を取扱うことがないように、
取扱責任者や事務取扱
担当者など担当者を明確に
しましょう。

●適切な教育
従業員に対するマイ
ナンバー制度概要の
周知など、従業員へ
の教育も大切です。

安 全 管 理 措 置

※事業者の規模に応じて対応してください。

取扱責任者

事務取扱担当者

管理担当者

●シュレッダーなど
プライバシーに
配慮して書類を
廃棄できるよう
準備

事業者向け

　　マイナンバーについての詳しい情報は

マイナンバー 検索
●マイナンバーコールセンター●	0570-20-0

マイナンバー

178（全国共通ナビダイヤル）
	 平日９:30～17:30（土日祝・年末年始は除く）

●マイナンバー公式	twitter　●	https://twitter.com/MyNumber_PR

Q
A

Q
A

Q
A

　　マイナンバーの安全管理を徹底させましょう
　マイナンバーをその内容に含む個人情報は特定個人情報となり、取扱いについては個人情報保護法よりも厳しい保護
措置が設けられています。利用にあたっての注意点を確認し、安全管理を徹底させましょう。

「マイナンバー制度」については、P12「点と線」でも掲載されています。併せてご覧ください。
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［理 事 長］
［設　　立］
［組合員数］
［出 資 金］
［主な事業内容］
［住　　所］
［ＴＥＬ］

藤田　泰子
平成27年６月
13名
65万円
食品の製造・販売
〒879－7763　大分市下戸次1703－１
090－8355－0046

企
業
組
合
戸
次
ご
ん
ぼ
の
会

組合概要

藤田　泰子 理事長

がんばる組
合探訪記

へ

　
　つ
ぎ

大分市戸次はごぼうの名産地です。香りがよく、やわらかい「戸次ごぼう」
を使ったオリジナルの名物料理で地域おこしに取り組む「企業組合戸次ごん
ぼの会」、藤田理事長にお話を伺いました。

■組合設立の経緯
　「戸次ごんぼの会」自体は、結成されて丸10年になります。もともとは戸
次地区の婦人会で、イベントなどのときに「吉野の鶏めし」を売ったりしてい
て、なんで私たち戸次の婦人会なのに吉野の名物売ってるの？という思いが
あって。戸次のごぼうは特産品なのに、それを使った名物料理が無いのはさ
みしいじゃないの、じゃあ開発してみよう、というところから始めています。
だから地域への思いがまず一番にあって、ボランティアだけじゃ嫌だけど、と
きどき旅行行ったり、おいしいもの食べに行ったりすればいいかなという感じ
で、有志で会を発足して、製造販売を始めました。戸次地区ではゴボウのこ
とをごんぼと呼ぶんですよ。地域に支えられ、おかげさまで主力商品の「ご
ぼまん」の人気が出て、徐々に売上も伸びています。今は13人でやってい
るんですが、年齢構成は60代、70代が半分ずつぐらいです。せっかくここま
で育てた活動を、自分たちの代で終わらせず、若い人に引き継いでもらえる
ように、10年を迎え新たな作業施設の建設や、事業展開を考えるようになり
ました。そのためには権利関係や登記など、任意団体のままではいろいろと
不都合が出てきます。信用性を高め、本格的な事業活動に取り組むために、
今回企業組合としての法人化を決意しました。

■事業内容、商品の特徴について
　まずは「ごぼまん」の製造販売が主な事業です。店頭では毎月第２・第４
日曜の月２回販売しています。ほかには予約注文、農産物直売所への卸売、
百貨店の催事や、合戦まつりなど地域のイベント等々にも出店しています。
　「ごぼまん」は結成当初からの商品です。ふっくらしたおまんじゅうの中に
ゴボウ・ニンジン・鶏肉を甘辛く煮詰めた餡が入っています。中華まんのよ
うな、ゴボウのキンピラのような、味の良さとめずらしさで、店頭販売では
ほぼ毎回完売します。ごぼまんにパン粉をつけて揚げた「あげごぼまん」
も月に１度だけ販売しますが、人気商品ですね。「ごんぼ茶」は、一時期の
ブームは終わってしまいましたが、健康志向の方が多いんでしょうか、今も

4    COMPASS



［理 事 長］
［設　　立］
［組合員数］
［出 資 金］
［主な事業内容］
［住　　所］
［ＴＥＬ］

藤田　泰子
平成27年６月
13名
65万円
食品の製造・販売
〒879－7763　大分市下戸次1703－１
090－8355－0046

企
業
組
合
戸
次
ご
ん
ぼ
の
会

組合概要

藤田　泰子 理事長

がんばる組
合探訪記

へ

　
　つ
ぎ

結構売れています。よく炒ってありますので、生臭さが
無く、香ばしいのが特徴です。戸次ごぼうの特徴は、
香りとやわらかさなので、相性の良い商品です。私た
ちは冷やして麦茶代わりに飲んでいます。それから今
開発中なのは「スティックごぼ天」です。お祭りの出店
などその場で食べるような場面では以前から販売して
いたのですが、時間が経つとしなっとしてしまうので、
通常販売はしていませんでした。改良を重ね、食感を
保つコツをつかんだので、本格的に売り出そうと今パッ
ケージの検討中です。唐辛子がピリッと効いて、ビー
ルに合いますよ。
　材料のゴボウは、地元の知り合いから直接仕入れてい
ます。１年中使える様に計画して育てて下さっているの
だけど、雨が続いたり、逆に日照りだったりして、生産量
をコントロールできないこともあります。そんな時は組
合員の人脈を使って、どこからか必ず仕入れることがで
きます。13人もいると、何かしら情報が集まります。地
元のネットワークがあるのが私たちの強みですね。

■ごんぼの会の活動を楽しむ
みんなで楽しく働ける、というのが一番の魅力です。
働き方に融通が利く体制作りのために、レシピを細かく
決めていて、全員がすべての工程をできるようにしてい
ます。誰が作っても同じ味にならなければいけないし、
誰かが急用で抜けても、みんなでフォローできるように
しています。全員が流れをわかっているので、状況に応
じてそれぞれがぱぱぱっと動きます。みんな主婦歴が長
いですから、段取り力は抜群です。
ごんぼの会の活動は月に半分くらいです。メンバーは
みんな元気で個性があって、楽しいです。おばあちゃん
業や趣味は勿論のこと、民生委員や、ダンスの先生も
いるし、地域の班や区やサロンの世話役、ボランティア
や、ほかの仕事を掛け持ちでしている人もいます。いろ
いろなことを大切にしながら、ここも大事にする。やっ
ぱり休養だけじゃ元気になりませんものね。疲れるんで
すけども、こころよい疲労ですね。そしてささやかだけ
どお金を自分で稼げるのが嬉しいですね。これが職業と
なって毎日やらなきゃならないとなったら、この年齢で
はたぶんきついと思うんですけど。私たちにはちょうど
良い働き方ができていると思います。

■今後の事業展開、抱負
地域への思いから始めた事です。10年や20年で目的

が達成されるとは思っていません。若い人に引き継いで
もらいたいですが、今のままでは十分な収入が得られる
とはとても言い難いので、事業を拡大していくつもりで
す。調理場が手狭なので作業効率を上げるためにも、年
度内に新たに工場兼店舗を建設する計画をしています。
また、冷凍での地方発送を視野に入れています。そのた
めに、フラストチラーなどの設備の充実を図ります。
「ごぼまん」を全国に知られるような商品にして、若

い人たちに一緒に活動したいと思ってもらえるように頑
張っていきたいです。

「ごぼまん」販売のご案内
・�販売日　毎月第 2・第 4日曜日　12時～ 16時（売
り切れ次第閉店）
・�100個以上のご注文は販売日以外でもご相談ください。
（大分市内ならば配達サービスあり、店頭引取りの場
合は1個あたり10円値引き）
・地域行事等の都合により変更になることがあります。
・�8月の第2日曜日と12月の第4日曜日は定期販売を
お休みさせていただきます。

※企業組合とは？
　企業組合は、個人等が4人以上集まって、互いに資
本と労働力を持ち寄り、自らの働く場所を創造する組
合です。他の中小企業組合と異なり、事業者ではなく
サラリーマンや主婦、学生などが加入でき、事業内容
が限定されず、利益追求が可能です。近年では子育
て支援や介護・福祉、街づくり、高齢者の社会参加等
の分野での活躍が増えています。
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ニュース フラッシュNews
flash

■�ものづくり・商業・サービス革新補助金（第１次公募）
の採択結果が公表されました

　平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補
助金」について、平成27年２月13日から平成27年５月
８日までの期間で１次公募を行ったところ、全国から多数
の応募があり、地域採択審査委員会および全国採択審査委
員会を経て厳正な審査の結果、大分県においては以下のと
おり75件が採択されました。
No 事業所名 事業計画名

1 由布合成化学株式会社 ガラス製部品のプラスチック化による生産性の向上と他社と
の差別化

2 有限会社アサヒ産業 荷役機構の改善における物流システムの効率化について

3 株式会社クニナリ 最新鋭のフレキシブルバリ取り機の導入による生産性向上・
作業者負担低減の実現

4 株式会社スミテック 次世代ＣＮＣパイプ曲げ機の導入による原価コスト低減と納
期短縮の実現

5 宇佐パン粉有限会社 フルオート色彩選別機の導入による生産効率アップで新商品
の販路拡大を実現

6 佐伯印刷株式会社 全自動４クランプ無線綴機の導入による生産性向上・コスト
低減の実現

7 株式会社環境整備産業 パーフェクトな機密文書溶解システム事業の構築

8 株式会社ホックス 電子部品手挿入作業の自動化（ロボット化）による生産効率
ＵＰ

9 有限会社亀の甲 転倒殺菌装置および連結する急冷設備導入による進化した甘
酒製造ラインの構築

10 株式会社インタフェース 製品の耐環境性対策のためのコーティング装置導入

11 二豊味噌協業組合 希少原料を使用可能にする新たなだし入りみそ加熱殺菌装置
の導入

12 二豊醤油協業組合 小ロット多品種製造に対応した迅速分析システムの確立によ
る生産性向上

13 株式会社トライテック 出銑口面削り装置の開発

14 大成木材株式会社 効率的な素材生産のための高性能林業機械（多機能フェラー
バンチャ）の導入

15 株式会社中川機器製作所 ＨＩＮＧＥ－ＲＥＩＮＦ ＡＳＳＹ＿ＬＨの量産化に向けた
溶接ロボットシステムの構築

16 株式会社みらい蔵 各種監視装置による農産物栽培リアルタイムサポートシステ
ムの開発

17 株式会社三浦造船所 300ｔフレームベンダーの設備投資によるコスト削減と生
産性向上

18 株式会社トライ・ウッド ＮＣルーター木材加工機による新規商品開発

19 株式会社岩田鐵工所 我が国の社会インフラ整備に貢献する６ｍ超長尺ロール加工
技術開発事業

20 豊洋精工株式会社 高測定精度を有した測定機導入による品質保証体制の確立と
作業者負担低減の実現

21 フンドーキン醤油
株式会社 微酸性電解水での製造器具類の殺菌による製造環境の改善

22 ウッドプラス中津事業
協同組合

集成材製造工程の革新とデザイン・インによる高付加価値木
質材料の開発

23 木本機器工業株式会社 マシニング加工機及びＣＡＤ／ＣＡＭ導入による製品コスト
低減と短納期化

24 シェルエレクトロニクス
株式会社

脊髄損傷者等患者向け自己導尿支援及び局部観察装置の製品
版の開発

25 株式会社ブライテック ３次元ワイヤリングＣＡＤを活用した見える化による制御盤
の品質・生産性向上

26 エム・シー通商株式会社 品質の「見える化」を伴ったフォークリフトバッテリー再生
サービスの他地域展開

27 有限会社光電 横型の船舶用ベンチレーター製造事業に進出する為の試作開
発

28 三信産業株式会社 安全で安心できる“仮設資材の再生整備技術”および“整備請
負事業”の開発

29 ヘルメット潜水株式会社 ウェットスーツ用特殊素材を使用した防水バッグの試作開発

30 株式会社村ネットワーク 地域特産物を利用した高付加価値型乾燥粉末製造事業

31 株式会社太田旗店 デジタル印刷の製品カテゴリー拡大と印刷品質の安定強化と
製造環境改善

32 本野はきもの工業 日田下駄製造にＮＣルータ機を導入し、前工程内製化と、多
品種少量生産対応を図る

33 エスティケイテクノロジー
株式会社

車載半導体製品信頼性評価（ＡＥＣ－Ｑ100：車載用信頼性
の世界基準の規格）ライン構築

34 サクラグラフィック 天候・環境不問の屋外ペイント「貼る３Ｄアート」制作販売
事業

35 株式会社高嶋産業 ３次元ルーター導入による店舗用商品開発及び量産性の向上
計画

36 有限会社中野酒造 火入れをしていないフルーティーな「生原酒」の通年製造販
売の取組

37 株式会社フロントエンド 職場の耐震化を推進する「耐震ＥＸマット工法」事業の技術
基盤の確立

38 株式会社日本ピット 労働コスト削減を目標とした排水用側溝内の自動清掃ロボッ
トの開発

39 株式会社佐々木精工 最新鋭横型マシニングセンタ導入による生産性向上と新分野
への販路拡大

40 神崎鉄工株式会社 建築物の強度を高めるノンスカラップ工法のための設備導入

41 草屋本舗株式会社 圧縮膨潤化技術を使用した膨潤発酵飼料の試作開発

42 加藤工業株式会社 小規模建設事業者向け経営情報提供システム「Ｃ－ＢＳＰＬ
会計」の開発、事業化

43 株式会社デンケン デジタル加工技術導入による航空機・ＪＲ産業他への新規参
入

44 二豊液化ガス協同組合 配送システム導入及び容器共有化による効率化

45 株式会社大阪クリップ 自動立体印刷機・ハイサイクル専用射出成形機導入による『定
規』生産の国内回帰及び立体印刷を用いた新商品開発

46 株式会社生島煙火 完全自社製品による花火ショーの実現と自社ブランド力の強
化

47 企業組合オフィスケイ おんせん県大分における多言語対応観光サービスの事業化

48 株式会社
池永セメント工業所 地盤改良した土地の強さを「見える化」する。

49 株式会社フジヤマ時計店 設備導入による効率的・高品質な時計修理販売事業「修理マ
イスター」の展開

50 弥生石材株式会社 簡易移動式破砕設備導入によるコンパクト型生産プロセスへ
の刷新

51 大分電子工業株式会社 画像寸法自動測定器導入による生産性向上・短納期・品質向
上の実現

52 大分プラント工業
株式会社

全天候型塗装場設備（移動屋根・門型クレーン）の導入によ
る生産性及び品質の向上

53 浜嶋酒造合資会社 大分県産の酒米新品種「吟のさと」を使用した最高級酒の開
発販売

54 株式会社東洋メカテック 新規設備導入及び検査体制の充実による受注体制の構築と成
長戦略

55 株式会社はなはな 歩行障害者のためのオーダーメイドの筋力トレーニングの事
業化

56 株式会社戸高製作所 高速主軸マシニングセンターの導入による半導体検査装置部
品等の短納期、低コスト化と受注力の強化

57 スターコックス株式会社 小型射出成形機導入による少量多品種製品受注とその対応及
び省エネによるコスト削減

58 株式会社髙瀬文夫商店 蒲鉾板検査工程への画像検査装置の導入による生産プロセス
の革新

59 有限会社髙畠装業 自動縁貼り加工機導入による生産スピード・製品品質の向上

60 株式会社井上酒造 「角の井」ブランドの向上にむけた設備投資

61 株式会社
キューメイ研究所 血栓症診断薬の効率的製造方法の開発

62 平和商事株式会社 カレンダー印刷用自動めくり機新規開発事業

63 有限会社古山乳業 牛乳製造の品質向上に向けた設備投資

64 株式会社平田製作所 ワイヤー放電加工機導入により、精度が高く複雑な加工を行
い、顧客からの信認を勝ち得る

65 株式会社ヤマジン 最新冷風乾燥設備の増設による生産性向上と雇用促進

66 株式会社小畑商店 最新設備の導入による塩干品製造の効率化と販路拡大による
雇用促進

67 アーカイブ技術研究所
株式会社

情報発信者が安心で使いやすいクラウド活用の情報回覧サー
ビスの提供

68 有限会社野村 新鋭刺繍機の導入による革新的デザイン開発と新ブランド立ち
上げ

69 有限会社
ジェットコーポレーション

店舗の人気メニューを全国へ！県産材使用レトルト商品の開
発と提供

70 有限会社二反田醤油店
中津工場

「三年熟成・醤油もろみ」の為の「ＦＲＰ製・半地下諸味発酵槽」
設置

71 中央発条工業株式会社 フラットリング成形機導入による高精度加工と生産性向上の
実現

72 株式会社三洋産業 コーヒーフィルターの製造から出荷までの生産管理システム
及び設備導入による売上２倍計画の実現

73 ベストリビング株式会社 職人中心の生産手法の変革を目的とした、全自動ランニング
ソー導入による木取作業の効率化

74 株式会社
ケイ・エス・ケイ

半導体やＬＥＤ等を製作する金型部品加工用機械（成形研削
盤）の改良

75 お菓子の家えいらく 玖珠産の米粉を100％使用した米の風味豊かな洋菓子の開
発及び販売

………………………………………
■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。
　「特別相談窓口事業」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・相談に応じる特別
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。
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■�省エネアドバイスで経営効率を高めましょう！（無料省
エネ診断のご案内）
　大分県地球温暖化対策協会では、大分県内の事業所の
省エネアドバイスを無料で行っています。 無料省エネ
アドバイスは、中立公正な第三者の立場で、エネルギー
の使用状況や設備の運用方法を確認し、それぞれの事業
所に適した改善策を、その削減効果とともに提案するも
のです。技術専門員(省エネアドバイザー )が事務所や工
場に直接お伺いして、電気やガスなどのエネルギーの使
用状況や設備の運用方法を確認し、事業所に適した改善
策を提案いたします。エネルギー使用のむだをなくし、
「経営に優しいコスト削減」と「環境に優しいCO2削減」
の両立を目指しましょう。
　申し込みは大分県地球温暖化対策協会HPから
　http://www1a.biglobe.ne.jp/occca/index.html

………………………………………
■経営革新計画の承認を受けました

　本年４月以降、中央会でご支援させていただいた以下
の３件が経営革新の承認を受けました。

経営革新計画(中小企業新事業活動促進法)[大分県]

事業所名 地区 事業計画名 認定・承認日

タイコー青果
株式会社 大分市 県産紅はるかを使った冷凍焼きいもの

海外販売展開 平成27年４月23日

Alegriasdog 大分市 バイオレゾナンス機器導入による新た
なトリミングの導入 平成27年４月23日

株式会社お菓
子のウメダ 佐伯市 オーダーメイドに対応したカタログ販

売方式導入による販路拡大 平成27年６月25日

　「経営革新計画」とは、新たな事業活動を行うことに
より経営を相当程度向上させるための３～５年間の経営
計画のことで、計画が県の承認を受けると低利融資や販
路開拓の各種支援が利用できます。本会では経営革新等
認定支援機関として引き続き中小企業のチャレンジをご
支援していきます。担当の指導員までご相談ください。

………………………………………
■�大分県学校給食パン米飯協同組合が活路開拓調査・実現
化事業に採択されました
　大分県学校給食パン米飯協同組合が平成27年７月６
日に中小企業活路開拓調査・実現化事業補助金［全国中
小企業団体中央会］の交付決定を受けました。
　「安心・安全のための学校給食主食供給事業統合管理
システムの開発」をテーマに組合員及び組合のために、
学校給食用パン・米飯の委託加工業務に関する「安心・
安全のための学校給食主食供給事業統合管理システム」
を開発し、学校給食関連の業務省力化、コスト削減を図
りつつ、同システムにHACCP手法導入、食物アレルギー
対応、大震災時供給体制確立等の機能統合を図ります。

………………………………………
■�大分県遊技業協同組合が業界初となる大規模な災害総合
訓練を実施しました
　大分県遊技業協同組合は、本年３月４日、臼杵市の「ワ
ンダーランド臼杵店」において災害総合訓練を実施しま
した。
　当組合では平成13年12月に、大分市内の組合員ホー
ルが放火され、最後まで避難誘導にあたっていた店長が
焼死するという痛ましい事件を経験。この事件を風化さ
せまいと毎年県内を巡回しながら組合員ホールを利用し
た防災訓練を実施しており、今年が14回目の取り組み
となります。
　特に今回は、地元臼杵市の消防本部はもとより、津久
見市、佐伯市の消防本部に、大分ＤＭＡＴ（災害派遣医
療チーム）の医師・看護師、それに県内の遊技業関係者

を含めた総勢約250名に、ドクターヘリや大分県防災
航空隊のヘリコプターも加わる全国的にも例がない大規
模実践型の防災訓練となりました。
　訓練は、詳しい想定内容を参加者に一切明らかにしな
いブラインド型により実施。
13：00　 火災報知器のサイレンが鳴り響くところから

訓練がスタート。
　店内の漏電火災により多数の負傷者が発生したため、
店長以下ホール従業員が軽傷の来店客から順次店外へと
避難誘導。
　その後、駆けつけた消防隊員による消火活動から救助
活動、負傷の状況確認、ＤＭＡＴも加わった応急処置、
重篤者の手当、搬出先の確保、搬出手段の検討、搬出ま
でが緊迫した状況の中で繰り広げられました。
　その間、防災航空隊のヘリが屋上に取り残された負傷
者を吊り上げ救助する場面もあるなど、まさに実践さな
がらの訓練となりました。
　当組合は、７月7日にも中津市で幼児の車内置き去り
事故防止大会を開き、子供事故防止対策を徹底するな
ど、安全で安心できるホール作りのための活動や社会貢
献のための活動を積極的に実施しています。

………………………………………
■�大分県理容生活衛生同業組合が第66回理容競技大会を
開催しました
　県内の理容師らがヘアカットの技術やセットの美しさ
などの腕を競う「大分県
理容競技大会」が去る6月
22日、大分銀行ドームに
て開催されました。
　この大会は、大分県理容
生活衛生同業組合(戸次榮
一理事長、組合員670名)
が、昭和23年から毎年開催しているもので、今年で66
回目を数える大変歴史のある大会でもあります。
　数ある種目の中で特に全国大会の予選を兼ねた３つの
種目では、カットやブローの技術はもちろんのこと、洋
服とのバランスなど全体的なファッション性も問われる
厳しい審査が控えているため、参加した選手は、日頃の
成果を発揮しようと20 ～ 40分の制限時間の中で、み
な真剣な表情で手を動かしていました。
　なおこの大会の優勝者は10月に埼玉県で行われる全
国大会へと出場する予定です。

………………………………………
■大分県食品産業協議会　通常総会が開催されました

　平成27年７月３日（金）アリストンホテル大分において
大分県食品産業協議会の平成27年度通常総会が開催され
ました。来賓として本会の髙山会長が臨席し、総会後には
「株式会社大分まちなか倶楽部」タウンマネージャー兼事
業統括部長の牧　昭市氏をお招きし、「今後のまちづくり
と街の経営スキーム構築～駅ビルと市街地、商店街の関係
性～」をテーマに研修会を開催しました。
　大分県食品産業協議会は大分県内の食品業界の団体、
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企業を基に結成され各種情報提供、研修会、視察研修会
等を開催しております。お問い合わせは組織支援１課平
田までご連絡下さい。

………………………………………
■大分県異業種団体協議会の通常総会が開催されました

　平成27年６月18日（木）、第28回大分県異業種団体協
議会通常総会が当会会長室にて開催されました。傘下４団
体から役員を中心に集まり、河野亨会長の挨拶の後、総会
がスタートしました。
　総会では、平成26年度事業報告、収支決算承認に引き
続き、平成27年度の事業計画案、収支予算案等が提示さ
れ、全議案とも原案どおり可決決定されました。
　また、傘下４団体の活動状況の報告もあわせて行われ、
一般社団法人大分県工業連合会の活動状況、一般社団法人
全国異業種連携協議会の状況もそれぞれ報告されました。

………………………………………
■�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」
　最低賃金の引き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円以上引き上げ（※１）
た際に、賃金引上げに資する業務改善（※２）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100万円を支給するものです。
　（※１） 引き上げ対象となる労働者は雇用期間６カ月以上

の労働者であること
　（※２） 労働能率の増進に資する設備・機器の導入（特種

用途自動車以外の自動車、パソコンは除く）、店舗
改装、機械装置据付費などハード面はもちろん、
社員の研修、システム開発会社等への委託費用な
どソフト面まで幅広く活用できます

　（※３） 就業規則の作成費用、自動車（特殊用途自動車を
除く）購入費用、パソコン購入費用、飲食店におけ
る冷蔵庫の購入費用、美容業における美容機器の
購入費用等、事業活動を行うに当たり社会通念上
当然に必要な経費は対象外となります。

　詳しくは、大分労働局または厚生労働省のホームページ
をご確認ください。

………………………………………
■第13回大分県ビジネスプラングランプリ募集中です

　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。補助金総額は2000万円、
当会でもプラン作成を強力にサポートしています。
　応募期限は平成27年８月26日（水）17時必着です。
　詳しくは下記ホームページをご確認ください。
　http://www.yukichi.jp/

………………………………………
■�スマホや携帯でも見やすい「ミラサポメールマガジン」
配信中
　中小企業・小規模事業者向け支援
ポータルサイト『ミラサポ』では、「補

助金などの最新支援策や活用のポイント」「ビジネスに直
結するイベント情報」などをいち早くお知らせするメルマ
ガを配信しています。
　1． 最新の中小企業庁の補助金情報が届く！　
　2． ミラサポ掲載情報でいま旬なネタがわかる！
　3． 要点だけのショートメール形式で煩わしくない！ 
　毎日配信するメルマガは、１日１テーマ、短く要点だけ
をまとめたシンプルなショートメール形式、簡単な設定
で、関心のあるテーマの情報だけを選んで受け取れます。
　登録は無料です。ぜひご登録ください。
　メルマガのご登録はこちらから
　https://mirasapo.secure.force.com/mail_
members_pre_signup01

………………………………………
■高齢者雇用安定助成金のご案内

　高年齢者が意欲と能力がある限り年齢に関わりなく生き
生きと働ける社会を構築していくために、高年齢者の活用
促進のための雇用環境整備の措置を実施した事業主に対し
て、助成金を支給します。
　支給条件：（１） 「雇用環境整備計画」の認定を受け、計

画に基づき実施期間内に
　　　　　  （２）高年齢者活用促進の措置を実施すること
　支 給 額： 環境整備計画の期間内にかかった支給対象経

費の３分の２。ただし、支給申請日の前日に
おいて当該事業主に１年以上雇用される60
歳以上の雇用保険被保険者のうち、支給対象
となる高年齢者活用促進の措置の対象となる
者の数に20万円（注）を乗じて得た額を上
限とする。

（注） 建設、製造、医療、保育又は介護の分野に係る事業
を営む事業主の場合は、30万円

　お問い合わせ先
　独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
　　大分支部 TEL097-522-7255

………………………………………
■�中小企業会館１階ディスプレイへの商品展示企業を募集
します

　 　当会が入居する中小企
業会館には１階エントラ
ンスにディスプレイコー
ナーを設置しておりま
す。会員組合や組合員企
業の皆様のユニークな商
品の展示にご活用いただ
けます。ご希望の方は当
会へご相談ください。

………………………………………
■�［税制］商業・サービス業・農林水産業活性化税制が延
長されました（平成28年度末まで適用）

　 　商業・サービス業を営む中小企業等が経営改善設備を
取得した場合に、取得価額の30％特別償却又は７％税額
控除ができるものです。

　 　経営改善設備とは経営革新等支援機関による経営改善に
関する指導に伴って取得する下記の設備を言います。
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　 　１台30万円以上の器具・備品（ショーケース、看板、
レジスター等）

　 　１台60万円以上の建物付属設備（空調施設、店内内装）
　 　本税制の活用をご検討の際は本会の担当指導員までご

相談ください。

■�本誌で紹介する組合を募集しています
　 　本誌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。

代表理事の辞任届等に関する登記手続きの改正について

　平成27年２月27日より商業登記規則の一部が改正され、代表理事の辞任に伴う登記申請を行う場合、添付書類で
ある「辞任届」に押印する印鑑が明確になりました。

【代表理事（印鑑提出者）の辞任】
　　　　　　　改正前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改正後（平成27年２月27日以降）

【改正の対象となる登記申請】
　代表理事の辞任の登記申請
　　①代表理事は辞任するが理事として残るケース
　　②理事を辞任することにより代表理事も辞任となるケース

【改正の内容】
　登記申請書に添付する代表理事又は理事の辞任届は次のいずれかに該当する必要があります。
　　1．法務局に登記している代表理事の印鑑を押印
　　2．辞任した代表理事の個人の印鑑（実印）を押印　＋　印鑑証明書（市町村長の作成したもの）の添付

又
は

印鑑証明書
（個人）
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「悪天候が影響、やや停滞ぎみ」
【６月の概況】
　当月の景気動向を景況感ＤＩ値で見ると、ＤＩ値はマイ
ナス２４となり、前月のマイナス２２に対し、２ポイント
の低下となっており、景況感DI値は前月に引き続き悪
化してきた。
【主な調査項目での動向】
　主要な調査項目を見ていくと、売上高ＤＩ値はマイナ
ス１３となり、前月より２ポイントの上昇。収益状況ＤＩ
値はマイナス１３で前月より２ポイントの上昇。資金繰
りＤＩ値はマイナス２２で前月より１１ポイントの低下。雇
用人員ＤＩ値はマイナス４で前月より８ポイントの低下と
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

景況感DI値

平成27年６月分

➡食料品
●例年より気温が上がらない日が多かったせいか、売上は現状維持の感あ
り。天候が売上や品質に大きく影響する業種なので近年の安定しない天
気に対応するのは容易ではなくなっている。［菓子］

➡繊維工業
●仕事量、売上高は微増ではあるが、依然として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
●増税の影響がいまだ続いて、住宅着工数が伸びない。大手メーカーとの
価格競争が厳しい。［製材］

●例年の繁忙期に比べ、少し受注が減っている。［竹製品］
➡窯業・土石製品
●梅雨に入って雨の日が多く、仕事が出来ない状況が続いている。各社物
件は抱えているようだが、毎年のことであるが、この時期は低調であ
る。［屋根工事］

●7月の生コン積算単価は、県・国及び両調査会とも前月から変動なし。6
月の出荷量は、全県で73,089㎥、前月比97.1％、前年同月比は
81.3％となっている。4月から6月の累計出荷量は227,394㎥で前年同
月の74.5％となっており、減少傾向は続いている。なかでも、大分
(61.5％）、豊肥(51.9％)地区の落ち込みが目立っている。［生コンクリー
ト(全県)］
●6月の総出荷量は、前年対比約130.3％の増加となった。増加要因は5
月と同様、昨年受注の公共工事が引き続いている事より増加している。
今後については津久見地区の大型公共工事が続いており出荷量はある
ものの、この工事終了後は減少傾向になると思料する。臼杵地区につい
ては今後公共工事が減少する見込みである。公共工事に関しては景気
対策で物件がある程度出たと考えられるので、今後の民間工事等の対応
を適切に行い出荷量の改善に取り組む必要があると考える。［生コンク
リート(臼津)］

●公共事業の発注が低迷しており、業界全体が落ち込んでいる。［コンク
リート製品］

➡鉄鋼・金属
●一時的に工事が少なかったが、見積りも増加し、年末に向けて工事量は
増加の見込み。［鋼構造物］

●造船関係業況の仕事量は、現況においての受注は確保。一般産業機械
の仕事量は、長期的には見えず、短納期分をつないで受注量を確保して
いる。一方、昨年動きの悪かった業界に多少プラス要因が見られる。［鉄
工業］

➡輸送用機器
●3年先までの船舶受注は確保しているが、人員不足は継続している。［造
船］

➡卸売業
●長雨のため作柄の予想が悪く、にわかに価格上昇の傾向がでてきている
ため、各業者とも物量の確保を急いでいる。そのため、実際の需要とは
別に動いているため、バランスがおかしくなっている。［農産物仲卸］

●卸よりの仲卸買付け額は前年比109%。［水産物仲卸］
➡小売業
●天候に左右される。業務用又個人消費も好材料なく、不振で推移。スー
パー、量販店、ホームセンター、その他店約70％が安売価格常態化の

ため、遅き感だが、メーカー、卸、小売の三者協議で適正価格を求む。
［酒］

●悪天候のために野菜価格が高どまりし、この先も当分の間続きそう。例年
に比べて仕入価格上昇のため利益率が低下し、経営を圧迫している。［青
果］

●天気にも恵まれず、平均して低迷。前年対比90%。［土産品］
➡商店街
●天候不順は商店街にとっては大きなマイナス要因であり、まさに最悪の6
月であった。衣替えして、しまいこんだ長袖を出して着るなどの挨拶が交
わされるほどの気候で、野菜の高騰の影響で財布の紐も固くなり、夏物
は全く売れない状態であった。20%のプレミアム商品券は、行列のでき
るほどの関心の高さであったが、中元や初盆などの高額商品の購入を意
識しているようで、小口の購買には今ひとつ利用されていないようであ
る。［由布市湯布院］

●駅ビルオープン景気に一段落感あり。ただ人通りはやや多く感じる。夏
のバーゲンに向けて街中が準備している最中となる。［大分市］

●豪雨の影響というのはあるが、豪華客船の入港や、高速道路効果などで
もっと入込数や売り上げが上がってもおかしくなかったが、そうはならな
かった。デスティネーションキャンペーンに期待をよせるも、実はそれほ
どの効果は無いのではないかと観測が広がっている。［別府市］

➡サービス業
●各地区組合で若干の誤差はあるがほぼ前年並みの入庫となっている。一
部組合では特需により前年比プラス80台増(前年比127.3％ )となってい
る。板金については以前厳しい状況が続いており、前年の85～ 90％
の入庫・売上となっている。［自動車整備］

●対前年比と同等であった。［クリーニング］
●組合赤字解消目前のため色々と企画している。［広告］
●従業員を増やした組合員や、新規加入の組合員増加などの要因で今後
業況は好転の気配。［旅行業］

➡建設業
●県内でも地域間格差があるようで、サンプル数の多寡にもよるが、大分
市以外の地域では、売上高や収益状況は月によって変動が大きい。［電
気工事］

●管内の公共工事については、受注状況は前年度に比べ増加となってい
る。資材価格の高騰や労働者の不足による工事経費の増加が問題となっ
ている。ダンピング受注の排除・歩切りの根絶、公共工事の発注・施工
時期の平準化、将来にわたる公共工事の品質確保や若年入職者の減少
が問題となっている。地域の建設業者の減少により地震や豪雨などの緊
急な自然災害の対応などが危惧されている。［建設工事］

●先月に引き続き仕事量の激減により全体的に売上も大幅に落ち込んでお
り、コンクリートポンプ車の稼働率も50%を割り込んでいる状態である。
特に大分市内の工事については前年同期から40％減となっており、今後
の新規物件もそれほど出てきていないことから、当面きつい状態が続く
と思われる。県北地区については前年同期比で30％程度の落ち込みで
あるが、大型工事が始まりつつあるので今後仕事量が増えていくと思わ
れる。県西地区については公共工事の遅れから前年度比40％減となっ
ている。県南地区については佐伯市内において大型工事が始まってお
り、現状は前年度比10%程度の減であるが、今後仕事量も増えていく
ことが期待される。［コンクリートポンプ］

➡運輸業
●売上げ、収益とも前年同月比プラス2％余りであった。［タクシー］

業界情報

➡木材・木製品
●ローン減税の拡大等、住宅取得のための更なる手当をお願いしたい。［製
材］

➡窯業・土石製品
●公共事業関係の早期執行をお願いしたい。［コンクリート製品］
➡鉄鋼・金属
●情報の伝達の状況は申し分ないが、大手企業の発注体制は変わらず、残

業・休日出勤が多すぎると思われ、行政に対し指導をお願いしたい。［鉄
工業］

➡一般機器
●実習制度の改定情報、新法案等ありましたらご案内願う。
　　・実習期間5年の条件等に関するもの。
　　・JITCOや入管の体制変更に関するもの…等。［カメラ部品］

要望事項
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「悪天候が影響、やや停滞ぎみ」
【６月の概況】
　当月の景気動向を景況感ＤＩ値で見ると、ＤＩ値はマイ
ナス２４となり、前月のマイナス２２に対し、２ポイント
の低下となっており、景況感DI値は前月に引き続き悪
化してきた。
【主な調査項目での動向】
　主要な調査項目を見ていくと、売上高ＤＩ値はマイナ
ス１３となり、前月より２ポイントの上昇。収益状況ＤＩ
値はマイナス１３で前月より２ポイントの上昇。資金繰
りＤＩ値はマイナス２２で前月より１１ポイントの低下。雇
用人員ＤＩ値はマイナス４で前月より８ポイントの低下と
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

景況感DI値

平成27年６月分

➡食料品
●例年より気温が上がらない日が多かったせいか、売上は現状維持の感あ
り。天候が売上や品質に大きく影響する業種なので近年の安定しない天
気に対応するのは容易ではなくなっている。［菓子］

➡繊維工業
●仕事量、売上高は微増ではあるが、依然として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
●増税の影響がいまだ続いて、住宅着工数が伸びない。大手メーカーとの
価格競争が厳しい。［製材］

●例年の繁忙期に比べ、少し受注が減っている。［竹製品］
➡窯業・土石製品
●梅雨に入って雨の日が多く、仕事が出来ない状況が続いている。各社物
件は抱えているようだが、毎年のことであるが、この時期は低調であ
る。［屋根工事］

●7月の生コン積算単価は、県・国及び両調査会とも前月から変動なし。6
月の出荷量は、全県で73,089㎥、前月比97.1％、前年同月比は
81.3％となっている。4月から6月の累計出荷量は227,394㎥で前年同
月の74.5％となっており、減少傾向は続いている。なかでも、大分
(61.5％）、豊肥(51.9％)地区の落ち込みが目立っている。［生コンクリー
ト(全県)］
●6月の総出荷量は、前年対比約130.3％の増加となった。増加要因は5
月と同様、昨年受注の公共工事が引き続いている事より増加している。
今後については津久見地区の大型公共工事が続いており出荷量はある
ものの、この工事終了後は減少傾向になると思料する。臼杵地区につい
ては今後公共工事が減少する見込みである。公共工事に関しては景気
対策で物件がある程度出たと考えられるので、今後の民間工事等の対応
を適切に行い出荷量の改善に取り組む必要があると考える。［生コンク
リート(臼津)］

●公共事業の発注が低迷しており、業界全体が落ち込んでいる。［コンク
リート製品］

➡鉄鋼・金属
●一時的に工事が少なかったが、見積りも増加し、年末に向けて工事量は
増加の見込み。［鋼構造物］

●造船関係業況の仕事量は、現況においての受注は確保。一般産業機械
の仕事量は、長期的には見えず、短納期分をつないで受注量を確保して
いる。一方、昨年動きの悪かった業界に多少プラス要因が見られる。［鉄
工業］

➡輸送用機器
●3年先までの船舶受注は確保しているが、人員不足は継続している。［造
船］

➡卸売業
●長雨のため作柄の予想が悪く、にわかに価格上昇の傾向がでてきている
ため、各業者とも物量の確保を急いでいる。そのため、実際の需要とは
別に動いているため、バランスがおかしくなっている。［農産物仲卸］

●卸よりの仲卸買付け額は前年比109%。［水産物仲卸］
➡小売業
●天候に左右される。業務用又個人消費も好材料なく、不振で推移。スー
パー、量販店、ホームセンター、その他店約70％が安売価格常態化の

ため、遅き感だが、メーカー、卸、小売の三者協議で適正価格を求む。
［酒］

●悪天候のために野菜価格が高どまりし、この先も当分の間続きそう。例年
に比べて仕入価格上昇のため利益率が低下し、経営を圧迫している。［青
果］

●天気にも恵まれず、平均して低迷。前年対比90%。［土産品］
➡商店街
●天候不順は商店街にとっては大きなマイナス要因であり、まさに最悪の6
月であった。衣替えして、しまいこんだ長袖を出して着るなどの挨拶が交
わされるほどの気候で、野菜の高騰の影響で財布の紐も固くなり、夏物
は全く売れない状態であった。20%のプレミアム商品券は、行列のでき
るほどの関心の高さであったが、中元や初盆などの高額商品の購入を意
識しているようで、小口の購買には今ひとつ利用されていないようであ
る。［由布市湯布院］

●駅ビルオープン景気に一段落感あり。ただ人通りはやや多く感じる。夏
のバーゲンに向けて街中が準備している最中となる。［大分市］

●豪雨の影響というのはあるが、豪華客船の入港や、高速道路効果などで
もっと入込数や売り上げが上がってもおかしくなかったが、そうはならな
かった。デスティネーションキャンペーンに期待をよせるも、実はそれほ
どの効果は無いのではないかと観測が広がっている。［別府市］

➡サービス業
●各地区組合で若干の誤差はあるがほぼ前年並みの入庫となっている。一
部組合では特需により前年比プラス80台増(前年比127.3％ )となってい
る。板金については以前厳しい状況が続いており、前年の85～ 90％
の入庫・売上となっている。［自動車整備］

●対前年比と同等であった。［クリーニング］
●組合赤字解消目前のため色々と企画している。［広告］
●従業員を増やした組合員や、新規加入の組合員増加などの要因で今後
業況は好転の気配。［旅行業］

➡建設業
●県内でも地域間格差があるようで、サンプル数の多寡にもよるが、大分
市以外の地域では、売上高や収益状況は月によって変動が大きい。［電
気工事］

●管内の公共工事については、受注状況は前年度に比べ増加となってい
る。資材価格の高騰や労働者の不足による工事経費の増加が問題となっ
ている。ダンピング受注の排除・歩切りの根絶、公共工事の発注・施工
時期の平準化、将来にわたる公共工事の品質確保や若年入職者の減少
が問題となっている。地域の建設業者の減少により地震や豪雨などの緊
急な自然災害の対応などが危惧されている。［建設工事］

●先月に引き続き仕事量の激減により全体的に売上も大幅に落ち込んでお
り、コンクリートポンプ車の稼働率も50%を割り込んでいる状態である。
特に大分市内の工事については前年同期から40％減となっており、今後
の新規物件もそれほど出てきていないことから、当面きつい状態が続く
と思われる。県北地区については前年同期比で30％程度の落ち込みで
あるが、大型工事が始まりつつあるので今後仕事量が増えていくと思わ
れる。県西地区については公共工事の遅れから前年度比40％減となっ
ている。県南地区については佐伯市内において大型工事が始まってお
り、現状は前年度比10%程度の減であるが、今後仕事量も増えていく
ことが期待される。［コンクリートポンプ］

➡運輸業
●売上げ、収益とも前年同月比プラス2％余りであった。［タクシー］

業界情報

➡木材・木製品
●ローン減税の拡大等、住宅取得のための更なる手当をお願いしたい。［製
材］

➡窯業・土石製品
●公共事業関係の早期執行をお願いしたい。［コンクリート製品］
➡鉄鋼・金属
●情報の伝達の状況は申し分ないが、大手企業の発注体制は変わらず、残

業・休日出勤が多すぎると思われ、行政に対し指導をお願いしたい。［鉄
工業］

➡一般機器
●実習制度の改定情報、新法案等ありましたらご案内願う。
　　・実習期間5年の条件等に関するもの。
　　・JITCOや入管の体制変更に関するもの…等。［カメラ部品］

要望事項
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日
（曜日） 行　　　程

19日
㈭

20日
㈮

21日
㈯

ご集合　福岡空港　8：50

月 間 ベ ス ト セ ラ ー

1 火花
（又吉　直樹・文藝春秋）

一〇三歳になって
わかったこと
（篠田 桃紅・幻冬舎）

歴史の十字路に
立って
（石原 慎太郎・PHP研究所）

水死人の帰還
（小野 正嗣・文藝春秋）

絶歌
（元少年A・太田出版）

1,296円

1,080円

1,728円

1,728円

1,620円

大分市（晃星堂書店）調べ

2015 年６月

　いよいよ10月より、マイナンバーの通知が開始さ
れます。
　企業としては、マイナンバーへの対応で半ばパニッ
クになっていることもあるかもしれません。このマイ
ナンバー制度の導入については、以前から「国民総背
番号制」として導入しようということが議論されてい
ました。しかし、現代社会の中で個人情報の重要性が
高まるとともに「情報漏洩」が危険視され、番号一つ
ですべてがまるわかりとなることは逆に危険であると
いう流れの中で、次第に影が薄くなっていきました。
　そして、2007年に「消えた年金記録問題」が、
2011年に東日本大震災での被災者記録喪失などを契
機に議論が再燃してきました。日本では、基礎年金番
号、雇用保険番号、住民票コードなど個人に分野ごと
に異なる番号で管理をしているため、一つの番号がわ
かっても他の分野の個人が特定できないケースなどが
生じ、行政手続きがスムーズにできないことが問題点
としてクローズアップされました。
　2016年１月より、税・社会保障・災害対策分野に
おいて、マイナンバーを運用し、行政手続きの円滑で
“的確な”実施を行う運びとなりました。
　このことは、国民の利便性が向上し、「行政の効率
化」をさらにアップさせることだと思います。
　諸外国に倣い、申請などの更なる拡大・促進ととも
に行政手続きの簡素化が図れ、省庁再編成なども含め
て、労働力人口減少時代に先駆け、公務員数減少に
よって行政サービスの低下を引き起こさない対応とし
ても期待できるものであると思えます。
　では、マイナンバーの概要と大まかな流れと留意点
をおさらい的（既にいろいろと検討されていると思う
ので）にお話を致します。
　マイナンバーは個人と法人に対して、番号を交付
し、その番号をもとに行政単位で処理していた手続を
串刺し的に行うことで効率と利便性の向上を図るもの
です。
　個人の番号は非公開とされますが、法人の番号は公
開されます。そのため、法人番号によってその企業に
ついての情報が端末より確認することができます。（名
称・本店所在地・法人番号）さらに、行政は手続の必
要性上、さらに法人の状況も把握できるようになりま
す。（税金等）
　個人の番号については、非公開であるため、厳格な
情報管理が求められるようになります。この個人の番
号は、日本人だけでなく、外国人も対象に番号が通知
され、「住民票所在地」へ送付されます。
　まずは、従業員の方へ「マイナンバー通知書が届く
ので、なくさないようにして、会社にもってきてくだ
さい。扶養家族の分も一緒に」とアナウンスをしっか
りと行うことが必要となります。
　大まかな流れとしては、
①2015年10月より、番号通知が開始されるので、そ
れに先立ち従業員への連絡
　そして、取扱担当者の研修や社内での手続きフロー
での現行チェックが必要です。
②10月番号通知開始とともに、従業員等のマイナン
バー収集の業務

③年内に保管管理（安全管理措置）の構築により業務
手順等の適正化を行う
④取扱規定の整備によって社内周知の徹底を行う
　そして、2016年１月よりマイナンバー利用がス
タートとなります。
　次に注意ポイントとして、①取得②利用・提供③保
管・廃棄④安全管理措置で考えていくことが必要で
す。
　この場合に、一番大前提となるのは、「情報は洩れ
るもの」ということです。
　システムを環状にし、管理を厳格に行ったとして
も、イレギュラーや人の手によるエラーは起こるもの
であるということを常に意識して行くことが必要で
す。
　また、情報を勝手に利用されることや「なりすまし」
による詐欺などの被害なども懸念されることから、目
的以外のことには利用しないことと面倒であっても確
実な確認作業を行うことなどが重要視されます。
　①取得の際には、利用目的を明確にし、信頼の下で適
正な番号収集を行うこととなります。

　　確認には、番号そのものの確認とその本人であるか
どうかの確認を合わせて行います。

　②利用・提供は、法律で定められた利用目的以外には
利用できないため、その予定がないのに番号を求め
ることは、できません。（本人の同意があったとして
もできません）

　③保管・廃棄については、必要である間は、厳重に保
管し、その補完体制が問われることになります。そ
して退職など必要がなくなった場合には速やかに廃
棄が必要です。

　　廃棄の場合にもシュレッダーの種類によってNGと
なることがありますので、自社の廃棄方法について
も見直すことが必要となります。（必要以外に保管
をしていくことは、漏れるリスクのみが高く、企業
にとっても意味があることにはなりません）

　④安全管理措置については、担当者を明確にし、取扱
の範囲を制限管理することが必要となります。ま
た、そのようなことを担当者や従業員に対しても教
育をしていくことも必要です。

　いろいろなセミナーが実施され、個人情報の適正管
理の重大さと合わせて罰則等を強調されていることも
ありますが、大事なことは、だからこそ、自社の現状
を再度チェックし、どこが一番問題であるかを洗い出
して、専門家とともに対処法を考えていくことだと思
います。
　情報管理規程のひな形を取り入れることよりは、今
後の情報社会の中で、このマイナンバー制度を皮切り
に、どのようにしていかなければいけないかを明確に
していくこと（基本方針の明確化）が必要であるとい
えます。

　当組合においても、弁護士、税理士、中小企業診断
士、司法書士、社会保険労務士と各専門家がそろって
いますので、どうしてよいかわからないという状態に
なった場合にはお気軽にお声かけください。

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。

点と線
マイナンバー制度と企業対応

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
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4

5

福岡空港　=======　那覇空港　　　　　　ホテルグランビューガーデン　　　　　　沖縄美ら海水族館 [国営沖縄記念公園 ]
9:20 発　　　　 　  　　10:55/11:25　　　 　　　　　　　11:35/12:35　　　　　　　　　　　　　　14:10/15:10

ナゴパイナップルパーク　　　　　　海中展望塔 [ブセナ海中公園 ] 　　　　　カラハーイ　　　　　　ホテルロイヤルオリオン
　　16:05/16:45　　　　　　　　　　　　　　17:15/17:45　　　　　　　　　　18:30/20:30　　　　　　　　　　　21:00 着

ホテル　　　　　　　　　おきなわワールド 文化王国・玉泉洞　　　　　　　　琉球ガラス村　　　　　　
8:30 発　　　　　　　　　　　　　　　9:10/10:30　　　　　　　　  　　　　　　　10:50/11:20

ザ・サザンリンクスリゾートホテル　　　　　　　　那覇空港　=======　福岡空港　　　　◇ お 疲 れ 様 で し た ◇
　　　　    11:35/12:35　　　　　　　　　　　　  　13:00/14:55      　 　　   16:35 着

ホテル　　　　　　首里城公園　　　　　　玉陵　　　　　　市内レストラン　　　　　　　第67回中小企業団体全国大会
8:40 発　　　　　　8:50/10:20　　　　　10:30/11:00　　　　　11:10/12:10　　　　　　　　　                

 12:30/16:30
那覇市内レストラン　　　　　　　　　ホテルロイヤルオリオン
　18:40/20:40            　　　　　　　　　　　　20:45 着

            第67回中小企業団体全国大会と沖縄ツアーのご案内
 
　中小企業団体全国大会は、全国の中小企業団体の代表が一堂に会し、国等に対して中小企業振興施策の
強化充実を訴え、組合等連携組織を通じた中小企業の発展、豊かな地域社会の実現を図ることを目的に毎
年開かれており、今年は沖縄県で開催されます。全国大会に合わせ大分県中央会のツアーを下記のとおり
企画しましたので、是非ご参加いただきますようご案内いたします。

■大会日時　平成27年11月20日（金）13：00 ～ 16：30（ツアーは11/19 ～ 21の２泊３日）
■場　　所　沖縄コンベンションセンター（沖縄県宜野湾市真志喜４－３－１）
■ツアー参加料　1人/78,100円（大会参加料6,000円含む）

沖縄開催
!

夕食

夕食（懇親会）

昼食

昼食

昼食

沖縄コンベンションセンター
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日
（曜日） 行　　　程

19日
㈭

20日
㈮

21日
㈯

ご集合　福岡空港　8：50

月 間 ベ ス ト セ ラ ー

1 火花
（又吉　直樹・文藝春秋）

一〇三歳になって
わかったこと
（篠田 桃紅・幻冬舎）

歴史の十字路に
立って
（石原 慎太郎・PHP研究所）

水死人の帰還
（小野 正嗣・文藝春秋）

絶歌
（元少年A・太田出版）

1,296円

1,080円

1,728円

1,728円

1,620円

大分市（晃星堂書店）調べ

2015 年６月

　いよいよ10月より、マイナンバーの通知が開始さ
れます。
　企業としては、マイナンバーへの対応で半ばパニッ
クになっていることもあるかもしれません。このマイ
ナンバー制度の導入については、以前から「国民総背
番号制」として導入しようということが議論されてい
ました。しかし、現代社会の中で個人情報の重要性が
高まるとともに「情報漏洩」が危険視され、番号一つ
ですべてがまるわかりとなることは逆に危険であると
いう流れの中で、次第に影が薄くなっていきました。
　そして、2007年に「消えた年金記録問題」が、
2011年に東日本大震災での被災者記録喪失などを契
機に議論が再燃してきました。日本では、基礎年金番
号、雇用保険番号、住民票コードなど個人に分野ごと
に異なる番号で管理をしているため、一つの番号がわ
かっても他の分野の個人が特定できないケースなどが
生じ、行政手続きがスムーズにできないことが問題点
としてクローズアップされました。
　2016年１月より、税・社会保障・災害対策分野に
おいて、マイナンバーを運用し、行政手続きの円滑で
“的確な”実施を行う運びとなりました。
　このことは、国民の利便性が向上し、「行政の効率
化」をさらにアップさせることだと思います。
　諸外国に倣い、申請などの更なる拡大・促進ととも
に行政手続きの簡素化が図れ、省庁再編成なども含め
て、労働力人口減少時代に先駆け、公務員数減少に
よって行政サービスの低下を引き起こさない対応とし
ても期待できるものであると思えます。
　では、マイナンバーの概要と大まかな流れと留意点
をおさらい的（既にいろいろと検討されていると思う
ので）にお話を致します。
　マイナンバーは個人と法人に対して、番号を交付
し、その番号をもとに行政単位で処理していた手続を
串刺し的に行うことで効率と利便性の向上を図るもの
です。
　個人の番号は非公開とされますが、法人の番号は公
開されます。そのため、法人番号によってその企業に
ついての情報が端末より確認することができます。（名
称・本店所在地・法人番号）さらに、行政は手続の必
要性上、さらに法人の状況も把握できるようになりま
す。（税金等）
　個人の番号については、非公開であるため、厳格な
情報管理が求められるようになります。この個人の番
号は、日本人だけでなく、外国人も対象に番号が通知
され、「住民票所在地」へ送付されます。
　まずは、従業員の方へ「マイナンバー通知書が届く
ので、なくさないようにして、会社にもってきてくだ
さい。扶養家族の分も一緒に」とアナウンスをしっか
りと行うことが必要となります。
　大まかな流れとしては、
①2015年10月より、番号通知が開始されるので、そ
れに先立ち従業員への連絡
　そして、取扱担当者の研修や社内での手続きフロー
での現行チェックが必要です。
②10月番号通知開始とともに、従業員等のマイナン
バー収集の業務

③年内に保管管理（安全管理措置）の構築により業務
手順等の適正化を行う

④取扱規定の整備によって社内周知の徹底を行う
　そして、2016年１月よりマイナンバー利用がス
タートとなります。
　次に注意ポイントとして、①取得②利用・提供③保
管・廃棄④安全管理措置で考えていくことが必要で
す。
　この場合に、一番大前提となるのは、「情報は洩れ
るもの」ということです。
　システムを環状にし、管理を厳格に行ったとして
も、イレギュラーや人の手によるエラーは起こるもの
であるということを常に意識して行くことが必要で
す。
　また、情報を勝手に利用されることや「なりすまし」
による詐欺などの被害なども懸念されることから、目
的以外のことには利用しないことと面倒であっても確
実な確認作業を行うことなどが重要視されます。
　①取得の際には、利用目的を明確にし、信頼の下で適
正な番号収集を行うこととなります。

　　確認には、番号そのものの確認とその本人であるか
どうかの確認を合わせて行います。

　②利用・提供は、法律で定められた利用目的以外には
利用できないため、その予定がないのに番号を求め
ることは、できません。（本人の同意があったとして
もできません）

　③保管・廃棄については、必要である間は、厳重に保
管し、その補完体制が問われることになります。そ
して退職など必要がなくなった場合には速やかに廃
棄が必要です。

　　廃棄の場合にもシュレッダーの種類によってNGと
なることがありますので、自社の廃棄方法について
も見直すことが必要となります。（必要以外に保管
をしていくことは、漏れるリスクのみが高く、企業
にとっても意味があることにはなりません）

　④安全管理措置については、担当者を明確にし、取扱
の範囲を制限管理することが必要となります。ま
た、そのようなことを担当者や従業員に対しても教
育をしていくことも必要です。

　いろいろなセミナーが実施され、個人情報の適正管
理の重大さと合わせて罰則等を強調されていることも
ありますが、大事なことは、だからこそ、自社の現状
を再度チェックし、どこが一番問題であるかを洗い出
して、専門家とともに対処法を考えていくことだと思
います。
　情報管理規程のひな形を取り入れることよりは、今
後の情報社会の中で、このマイナンバー制度を皮切り
に、どのようにしていかなければいけないかを明確に
していくこと（基本方針の明確化）が必要であるとい
えます。

　当組合においても、弁護士、税理士、中小企業診断
士、司法書士、社会保険労務士と各専門家がそろって
いますので、どうしてよいかわからないという状態に
なった場合にはお気軽にお声かけください。

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。

点と線
マイナンバー制度と企業対応

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

2

3

4

5

福岡空港　=======　那覇空港　　　　　　ホテルグランビューガーデン　　　　　　沖縄美ら海水族館 [国営沖縄記念公園 ]
9:20 発　　　　 　  　　10:55/11:25　　　 　　　　　　　11:35/12:35　　　　　　　　　　　　　　14:10/15:10

ナゴパイナップルパーク　　　　　　海中展望塔 [ブセナ海中公園 ] 　　　　　カラハーイ　　　　　　ホテルロイヤルオリオン
　　16:05/16:45　　　　　　　　　　　　　　17:15/17:45　　　　　　　　　　18:30/20:30　　　　　　　　　　　21:00 着

ホテル　　　　　　　　　おきなわワールド 文化王国・玉泉洞　　　　　　　　琉球ガラス村　　　　　　
8:30 発　　　　　　　　　　　　　　　9:10/10:30　　　　　　　　  　　　　　　　10:50/11:20

ザ・サザンリンクスリゾートホテル　　　　　　　　那覇空港　=======　福岡空港　　　　◇ お 疲 れ 様 で し た ◇
　　　　    11:35/12:35　　　　　　　　　　　　  　13:00/14:55      　 　　   16:35 着

ホテル　　　　　　首里城公園　　　　　　玉陵　　　　　　市内レストラン　　　　　　　第67回中小企業団体全国大会
8:40 発　　　　　　8:50/10:20　　　　　10:30/11:00　　　　　11:10/12:10　　　　　　　　　                

 12:30/16:30
那覇市内レストラン　　　　　　　　　ホテルロイヤルオリオン
　18:40/20:40            　　　　　　　　　　　　20:45 着

            第67回中小企業団体全国大会と沖縄ツアーのご案内
 
　中小企業団体全国大会は、全国の中小企業団体の代表が一堂に会し、国等に対して中小企業振興施策の
強化充実を訴え、組合等連携組織を通じた中小企業の発展、豊かな地域社会の実現を図ることを目的に毎
年開かれており、今年は沖縄県で開催されます。全国大会に合わせ大分県中央会のツアーを下記のとおり
企画しましたので、是非ご参加いただきますようご案内いたします。

■大会日時　平成27年11月20日（金）13：00 ～ 16：30（ツアーは11/19 ～ 21の２泊３日）
■場　　所　沖縄コンベンションセンター（沖縄県宜野湾市真志喜４－３－１）
■ツアー参加料　1人/78,100円（大会参加料6,000円含む）

沖縄開催
!

夕食

夕食（懇親会）

昼食

昼食

昼食

沖縄コンベンションセンター
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津久見鉱業協同組合
代表理事　　　戸　髙　有　基

〒８７９-２４７１　津久見市合ノ元町６番７号
TEL（０９７２）８２-６１１１
FAX（０９７２）８２-８８１１

大分県水処理事業協同組合
理 事 長　森　口　孝　行
副理事長　中　園　　　清
副理事長　広　瀬　　　明
副理事長　桑　原　博　文
副理事長　長谷部　哲　二
副理事長　内　山　秀　樹

〒870-0906　大分市大州浜１丁目３番５号
TEL（097）558-8971　FAX（097）558-8961

大分市水処理事業協同組合
理 事 長　森　口　孝　行
副理事長　和　田　幸　男
副理事長　鶴　田　　　敬

〒870-0906　大分市大州浜１丁目３番５号
TEL（097）558-8970　FAX（097）558-8961

浄化槽、のこそうきれいな水を、未来の子供へ

大分県管工事協同組合連合会
会　長　小　野　泰　男

〒870-0906　大分市大州浜１丁目３番５号
TEL（097）551-1637　FAX（097）556-9681

大分市木材協同組合
理事長　安　部　省　祐

〒879-5515　大分県由布市挾間町三船 744－１
TEL（097）583－3032　FAX（097）583－3128

大分市製材協同組合
理事長　直　野　憲　生

〒879-5515　大分県由布市挾間町三船 744－１
TEL（097）583－3032　FAX（097）583－3128

電気の安全・安心をお届けいたします

企業組合大分電気サービス
理 事 長　池　邉　正　廣

外　組合員一同

〒８７０-０835　大分市上野丘１丁目６番11号
TEL（０９７）５78-8515　FAX（０９７）５78-8518

大分市管工事協同組合
理事長　小　野　泰　男　　外　役員一同
協業組合大分管工事センター
理事長　西　　　髙　治　　外　役員一同

〒８７０-０９０６　大分市大州浜１丁目３番５号
TEL（０９７）５５８-６９７６　FAX（０９７）５５６-１５１７

URL:http://www.kk-center.or.jp/　E-mail:kankouji@kk-center.or.jp
水は限りある資源　ムダをなくして節水を…

協同組合大分県塗装工業会
代表理事　佐　藤　佳　郁

協同組合大分県鋼橋塗装工業会
代表理事　小　谷　信　二

〒870-0108　大分市三佐２丁目10番５号
TEL（097）521-5228　FAX（097）521-5087

大分県遊技業協同組合
（パチンコ・パチスロ）  　　

理事長　金　　　在　哲
〒８７０-０９０６　大分市大州浜２丁目１番31号
TEL（０９７）５５３-３７２２　FAX（０９７）５５３-２９４４

荷主さんの心を運ぶ赤帽車

赤帽大分県軽自動車運送協同組合
理事長　髙森　民男

〒８７０-０854　大分市大字羽屋字花園798番地の１
TEL（０９７）５46-2030　FAX（０９７）５46-5030

広  告広  告 暑中お見舞い申し上げます 暑中お見舞い申し上げます

毎月勤労統計調査特別調査についてのお願い

　厚生労働省では、本年７月31日現在で、常用労働者１～４人を雇用している事業所を対象
に、毎月勤労統計調査特別調査を実施します。
　この調査は、１~４人の常用労働者を雇用する小規模事業所における賃金、労働時間及び雇
用の実態について全国及び都道府県別に明らかにする大切な調査です。調査対象となる事業所
には、８月から９月にかけて統計調査員が訪問して調査を行います。
　調査票に書かれた内容は「統計法」により厳しく秘密が守られます。
　お忙しいところ誠に恐れ入りますが、調査の重要性をご理解の上、ご協力くださいますよう
お願いいたします。

厚生労働省
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津久見鉱業協同組合
代 表 理 事 　　　戸　髙　有　基

〒８７９-２４７１　津久見市合ノ元町６番７号
TEL（０９７２）８２-６１１１
FAX（０９７２）８２-８８１１

大分県水処理事業協同組合
理 事 長　森　口　孝　行
副理事長　中　園　　　清
副理事長　広　瀬　　　明
副理事長　桑　原　博　文
副理事長　長谷部　哲　二
副理事長　内　山　秀　樹

〒870-0906　大分市大州浜１丁目３番５号
TEL（097）558-8971　FAX（097）558-8961

大分市水処理事業協同組合
理 事 長　森　口　孝　行
副理事長　和　田　幸　男
副理事長　鶴　田　　　敬

〒870-0906　大分市大州浜１丁目３番５号
TEL（097）558-8970　FAX（097）558-8961

浄化槽、のこそうきれいな水を、未来の子供へ

大分県管工事協同組合連合会
会　長　小　野　泰　男

〒870-0906　大分市大州浜１丁目３番５号
TEL（097）551-1637　FAX（097）556-9681

大分市木材協同組合
理事長　安　部　省　祐

〒879-5515　大分県由布市挾間町三船 744－１
TEL（097）583－3032　FAX（097）583－3128

大分市製材協同組合
理事長　直　野　憲　生

〒879-5515　大分県由布市挾間町三船 744－１
TEL（097）583－3032　FAX（097）583－3128

電気の安全・安心をお届けいたします

企業組合大分電気サービス
理 事 長　池　邉　正　廣

外　組合員一同

〒８７０-０835　大分市上野丘１丁目６番11号
TEL（０９７）５78-8515　FAX（０９７）５78-8518

大分市管工事協同組合
理事長　小　野　泰　男　　外　役員一同
協業組合大分管工事センター
理事長　西　　　髙　治　　外　役員一同

〒８７０-０９０６　大分市大州浜１丁目３番５号
TEL（０９７）５５８-６９７６　FAX（０９７）５５６-１５１７

URL:http://www.kk-center.or.jp/　E-mail:kankouji@kk-center.or.jp
水は限りある資源　ムダをなくして節水を…

協同組合大分県塗装工業会
代表理事　佐　藤　佳　郁

協同組合大分県鋼橋塗装工業会
代表理事　小　谷　信　二

〒870-0108　大分市三佐２丁目10番５号
TEL（097）521-5228　FAX（097）521-5087

大分県遊技業協同組合
（パチンコ・パチスロ）  　　

理事長　金　　　在　哲
〒８７０-０９０６　大分市大州浜２丁目１番31号
TEL（０９７）５５３-３７２２　FAX（０９７）５５３-２９４４

荷主さんの心を運ぶ赤帽車

赤帽大分県軽自動車運送協同組合
理事長　髙森　民男

〒８７０-０854　大分市大字羽屋字花園798番地の１
TEL（０９７）５46-2030　FAX（０９７）５46-5030

広  告広  告 暑中お見舞い申し上げます 暑中お見舞い申し上げます

毎月勤労統計調査特別調査についてのお願い

　厚生労働省では、本年７月31日現在で、常用労働者１～４人を雇用している事業所を対象
に、毎月勤労統計調査特別調査を実施します。
　この調査は、１~４人の常用労働者を雇用する小規模事業所における賃金、労働時間及び雇
用の実態について全国及び都道府県別に明らかにする大切な調査です。調査対象となる事業所
には、８月から９月にかけて統計調査員が訪問して調査を行います。
　調査票に書かれた内容は「統計法」により厳しく秘密が守られます。
　お忙しいところ誠に恐れ入りますが、調査の重要性をご理解の上、ご協力くださいますよう
お願いいたします。

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

飲み放題メニュー
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

ステーキ食べ放題（90分）
・枝豆・野菜サラダ
・イタリアンオムレツ
・チキンモツアレラチーズ焼き
・フライドチキン・ポークチーズロール
・シーフードジェノベーゼ
・パスタ・ピザ
　他、バイキング料理10種類

国産牛モモステーキ食べ放題付き

バイキング

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］

大人
（お一人様）

4,000円
（税込）

中高校生
（お一人様）

2,500円
（税込）

小学生
（お一人様）

2,000円
（税込）

メニューの一例

団体貸切可（50名様以上で承ります）

ビアホール 【期間:2015年６/１～9/30】

●パルマ産熟成生ハム
●シェフこだわりの西洋野菜サラダ
●自家製フォカッチャ
●3種類から選べるパスタorピザ
●鮮魚のグリル or ビーフステーキ
●ドルチェ●エスプレッソコーヒー

イタリアンコース
 3,000円（税込）　

プラス1,500円で飲み放題

同
時
開
催

国産牛モモステーキとバイキング料理食べ放題＋飲み放題

広  告広  告

2015.04～2015.10（但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます
詳しくは各ホテル欄をご確認ください　　　　　　　）

日 程 旅行日程 記号の見方

初日

中日

最終日

大分空港　　　　　羽田空港※→ホテル　　　　　各地（泊）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各地（泊）

　　　※→羽田空港　　　　　大分空港（注1）

■共通旅行日程表

■JALグループ／フライトスケジュール
大分空港→羽田空港

JAL662便（07：40発→09：10着）
JAL664便（10：25発→11：55着）
JAL668便（12：25発→13：55着）
JAL670便（14：30発→16：00着）
JAL672便（17：10発→18：45着）
JAL674便（19：05発→20：35着）

JAL661便（08：00発→09：35着）
JAL663便（10：15発→11：50着）
JAL665便（12：10発→13：45着）
JAL667便（14：50発→16：25着）
JAL669便（16：50発→18：25着）
JAL671便（19：55発→21：30着）

羽田空港→大分空港

プラムツアー 予約タイプ 組み立て型コース 大分発着１・２泊

①７日前までお申し込みOK！
②復路便は14日間まで延長OK！
③ホテルは何日目のご利用でもOK！

最大２泊までの
ご利用が可能です

●宿泊は１泊から２泊まで、旅行期間内のいつでもご利用いただけます。設定ホテル以外のご宿泊は、お客
さまご自身でご手配ください。

●２泊ご利用の場合、１泊ごとに異なるホテル（同一ホテルプラン内）の組み合わせが可能です。

■１泊/Aプラン/１朝食付/往復基本フライト利用（１名様）３名１室利用

観光庁長官登録旅行業第1549号（第１種）　日本旅行業協会正会員

大分営業所（大分駅前） ☎097-536-0101

県庁内営業所（大分県庁内１階）☎097-533-1900

株式
会社

●出発日／2015年４月１日～2015年 10月 31日発
　※ホテルによっては一部設定除外日がございます。詳しくは各ホテルページにてご確認ください。
●最少催行人員／１名　●食事／１泊につき１朝食付き　●設定出発地／大分

●旅行日程について／出発日より最長14日まで復路便の延長が可能です。（ただし、5/2～ 6、7/20、8/7 ～ 16、
9/19～ 23、10/12への延長はできません）

●宿泊施設について／宿泊は１泊～２泊まで、旅行期間内はいつでもご利用いただけます。設定ホテル以外の宿泊
は、お客さまご自身でご手配ください。２泊以上ご利用の場合、１泊ごとに異なるホテル（同
一グループ内）・異なる部屋タイプの組み合わせが可能です。お選びいただくホテル・部屋タイ
プによっては、ホテル差額が必要となります。

●基本代金に含まれるもの／①旅行日程表に明示した往復の航空運賃（個人包括旅行割引運賃適用）・料金（羽田空港利用の
場合の旅客施設使用料を含む）②宿泊費（おもてなしを含む・ホテル差額は含まれません）③食
事代④消費税等諸税

●利用航空便／希望便　※クラスJの設定はございません。
フライトスケジュール変更に伴い、便名・発着時間が変更となる場合がございます。最新の国
内線時刻表または旅行会社でご確認ください。

※JALグループ内の運航会社・乗務員にて運航となる場合があります。
※上記時刻は2015年４月現在の４月以降の運航予定ダイヤを記載しております。
※航空会社の都合により時刻の変更・便名の変更となる場合があります。詳しくは
お問い合わせください。

希望便

希望便

フリー

フリー フリー

希望便
※

フリー

＝日本航空利用
　※JALグループ内のほかの運航会社・乗務員にて運航となる
場合がございます。

＝フリータイム（ご利用便によっては、フリータイムがおとりできな
い場合がございます）

＝お客さま負担
＝お客さまのご希望の便をご利用いただけます。

航空券・パック旅行のお申し込みは

営業時間　平日／10:00～18:00　土･日･祝日／休み

ホームページ　http://www.oita-air-travel. jp

営業時間　平日／8:00～18:00　土･日･祝日／休み

    097-534-3215

大分駅

ココ 7月6日（月）より移転しました。
新住所
〒870-0026
大分市金池町2丁目1-3　レインボービル３F

フォーラス
ウィング
至別府

国道10号線
至明野詳しくは、最寄りのけんしん窓口または

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

お使いみち ご融資利率

連帯保証人

必要書類担  保ご融資額

お申込みいただける方

ご融資期間・ご返済方法

原則1名 個人事業者は専従者・配偶者も可
法人は代表者

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。

不要

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

500万円以内

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。

手形貸付

証書貸付

１年以内　期日一括返済

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

年4.00％
年4.50％
年5.00％
年6.00％

※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。

中小企業者様の経営の安定化・活性化をサポートします！

〒870-0034  大分市都町2-1-7
http://www.ariston.jp/

※写真はイメージです。
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■ご予約・お問い合わせは　アリストン・テラッツァ　TEl.097-534-8815

飲み放題メニュー
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

ステーキ食べ放題（90分）
・枝豆・野菜サラダ
・イタリアンオムレツ
・チキンモツアレラチーズ焼き
・フライドチキン・ポークチーズロール
・シーフードジェノベーゼ
・パスタ・ピザ
　他、バイキング料理10種類

国産牛モモステーキ食べ放題付き

バイキング

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］

大人
（お一人様）

4,000円
（税込）

中高校生
（お一人様）

2,500円
（税込）

小学生
（お一人様）

2,000円
（税込）

メニューの一例

団体貸切可（50名様以上で承ります）

ビアホール 【期間:2015年６/１～9/30】

●パルマ産熟成生ハム
●シェフこだわりの西洋野菜サラダ
●自家製フォカッチャ
●3種類から選べるパスタorピザ
●鮮魚のグリル or ビーフステーキ
●ドルチェ●エスプレッソコーヒー

イタリアンコース
 3,000円（税込）　

プラス1,500円で飲み放題

同
時
開
催

国産牛モモステーキとバイキング料理食べ放題＋飲み放題

広  告広  告

2015.04～2015.10（但し、ホテルによっては一部設定除外日がございます
詳しくは各ホテル欄をご確認ください　　　　　　　）

日 程 旅行日程 記号の見方

初日

中日

最終日

大分空港　　　　　羽田空港※→ホテル　　　　　各地（泊）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各地（泊）

　　　※→羽田空港　　　　　大分空港（注1）

■共通旅行日程表

■JALグループ／フライトスケジュール
大分空港→羽田空港

JAL662便（07：40発→09：10着）
JAL664便（10：25発→11：55着）
JAL668便（12：25発→13：55着）
JAL670便（14：30発→16：00着）
JAL672便（17：10発→18：45着）
JAL674便（19：05発→20：35着）

JAL661便（08：00発→09：35着）
JAL663便（10：15発→11：50着）
JAL665便（12：10発→13：45着）
JAL667便（14：50発→16：25着）
JAL669便（16：50発→18：25着）
JAL671便（19：55発→21：30着）

羽田空港→大分空港

プラムツアー 予約タイプ 組み立て型コース 大分発着１・２泊

①７日前までお申し込みOK！
②復路便は14日間まで延長OK！
③ホテルは何日目のご利用でもOK！

最大２泊までの
ご利用が可能です

●宿泊は１泊から２泊まで、旅行期間内のいつでもご利用いただけます。設定ホテル以外のご宿泊は、お客
さまご自身でご手配ください。

●２泊ご利用の場合、１泊ごとに異なるホテル（同一ホテルプラン内）の組み合わせが可能です。

■１泊/Aプラン/１朝食付/往復基本フライト利用（１名様）３名１室利用

観光庁長官登録旅行業第1549号（第１種）　日本旅行業協会正会員

大分営業所（大分駅前） ☎097-536-0101

県庁内営業所（大分県庁内１階）☎097-533-1900

株式
会社

●出発日／2015年４月１日～2015年 10月 31日発
　※ホテルによっては一部設定除外日がございます。詳しくは各ホテルページにてご確認ください。
●最少催行人員／１名　●食事／１泊につき１朝食付き　●設定出発地／大分

●旅行日程について／出発日より最長14日まで復路便の延長が可能です。（ただし、5/2～ 6、7/20、8/7 ～ 16、
9/19～ 23、10/12への延長はできません）

●宿泊施設について／宿泊は１泊～２泊まで、旅行期間内はいつでもご利用いただけます。設定ホテル以外の宿泊
は、お客さまご自身でご手配ください。２泊以上ご利用の場合、１泊ごとに異なるホテル（同
一グループ内）・異なる部屋タイプの組み合わせが可能です。お選びいただくホテル・部屋タイ
プによっては、ホテル差額が必要となります。

●基本代金に含まれるもの／①旅行日程表に明示した往復の航空運賃（個人包括旅行割引運賃適用）・料金（羽田空港利用の
場合の旅客施設使用料を含む）②宿泊費（おもてなしを含む・ホテル差額は含まれません）③食
事代④消費税等諸税

●利用航空便／希望便　※クラスJの設定はございません。
フライトスケジュール変更に伴い、便名・発着時間が変更となる場合がございます。最新の国
内線時刻表または旅行会社でご確認ください。

※JALグループ内の運航会社・乗務員にて運航となる場合があります。
※上記時刻は2015年４月現在の４月以降の運航予定ダイヤを記載しております。
※航空会社の都合により時刻の変更・便名の変更となる場合があります。詳しくは
お問い合わせください。

希望便

希望便

フリー

フリー フリー

希望便
※

フリー

＝日本航空利用
　※JALグループ内のほかの運航会社・乗務員にて運航となる
場合がございます。

＝フリータイム（ご利用便によっては、フリータイムがおとりできな
い場合がございます）

＝お客さま負担
＝お客さまのご希望の便をご利用いただけます。

航空券・パック旅行のお申し込みは

営業時間　平日／10:00～18:00　土･日･祝日／休み

ホームページ　http://www.oita-air-travel. jp

営業時間　平日／8:00～18:00　土･日･祝日／休み

    097-534-3215

大分駅

ココ 7月6日（月）より移転しました。
新住所
〒870-0026
大分市金池町2丁目1-3　レインボービル３F

フォーラス
ウィング
至別府

国道10号線
至明野詳しくは、最寄りのけんしん窓口または

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

お使いみち ご融資利率

連帯保証人

必要書類担  保ご融資額

お申込みいただける方

ご融資期間・ご返済方法

原則1名 個人事業者は専従者・配偶者も可
法人は代表者

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。

不要

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

500万円以内

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。

手形貸付

証書貸付

１年以内　期日一括返済

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

年4.00％
年4.50％
年5.00％
年6.00％

※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。

中小企業者様の経営の安定化・活性化をサポートします！

〒870-0034  大分市都町2-1-7
http://www.ariston.jp/

※写真はイメージです。
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厚生労働省委託事業

フリーダイヤル：0120-311-615
ホームページ：http://www.toukiren.or.jp/join05.html
・賃金制度、給与体系を見直したい
・販路拡大の方法について知りたい
・就業規則をしっかりとしたものに
・その他経営面、労働面に関する相談等

電話：097-536-6331　FAX：097-537-2644
受付：月・水・金曜日　　 8：30～ 17：15

開設時間／月～金　８：30～17：00（祝・祭日を除く）
お問い合わせ先　大分県中小企業再生支援協議会
〒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！

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。

○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

第一次
対　応
（再生支援窓口）

第二次
対　応
（個別支援チーム）

事前
予約制
です。

再生支援の流れ

抱える課題の抽出
各種アドバイス

〈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

紹　介

 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。
 フォローアップ
計画策定後のフォローアップ。

！！！
支援内容によっては負担が発生する場合があります。
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厚生労働省委託事業

フリーダイヤル：0120-311-615
ホームページ：http://www.toukiren.or.jp/join05.html
・賃金制度、給与体系を見直したい
・販路拡大の方法について知りたい
・就業規則をしっかりとしたものに
・その他経営面、労働面に関する相談等

電話：097-536-6331　FAX：097-537-2644
受付：月・水・金曜日　　 8：30～ 17：15

開設時間／月～金　８：30～17：00（祝・祭日を除く）
お問い合わせ先　大分県中小企業再生支援協議会
〒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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できるだけお早めに！
ご相談は無料です。
秘密は厳守！

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。

○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

第一次
対　応
（再生支援窓口）

第二次
対　応
（個別支援チーム）

事前
予約制
です。

再生支援の流れ

抱える課題の抽出
各種アドバイス

〈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

紹　介

 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。
 フォローアップ
計画策定後のフォローアップ。

！！！
支援内容によっては負担が発生する場合があります。
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以下の制度をご用意しております。是非ご利用ください!!

（営業時間 9:00～17:15　※土日祝除く）

保証一課
保証二課
経営支援課

TEL 097-532-8246
TEL 097-532-8247
TEL 097-532-8296

ⓒ光プロダクション

こんな方におすすめ！
☆白色申告の方
☆不動産を所有していない方

資金の
出入れ

が

スピー
ディー 小口先カードローン【スモール300】

　　メリット
◆カードローンのため自由に資金の出入れができます
◆更新により最長6年まで延長が可能であり、資金繰りが安定します
◆一般の保証制度に比べて保証料が割安です
◆金融機関からの借り入れ実績がなくても利用できます

詳しくは保証部までお問い合わせください

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
URL: http://www.chuokai-oita.or.jp
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■特集
マイナンバー制度が始まります

■がんばる組合探訪記
企業組合戸次ごんぼの会

■ニュースフラッシュ
ものづくり・商業・サービス革新補助金（第１次公募）の採択結果が公表されました
平成26年度消費税転嫁対策窓口相談等事業
省エネアドバイスで経営効率を高めましょう！（無料省エネ診断のご案内）
経営革新計画の承認を受けました
大分県学校給食パン米飯協同組合が活路開拓調査・実現化事業に採択されました
大分県遊技業協同組合が業界初となる大規模な災害総合訓練を実施しました
大分県理容生活衛生同業組合が第66回理容競技大会を開催しました
大分県異業種団体協議会の通常総会が開催されました
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」
第13回大分県ビジネスプラングランプリ募集中です
スマホや携帯でも見やすい「ミラサポメールマガジン」配信中
高齢者雇用安定助成金のご案内
中小企業会館１階ディスプレイへの商品展示企業を募集します
［税制］商業・サービス業・農林水産業活性化税制が延長されました
本誌で紹介する組合を募集しています
代表理事の辞任届等に関する登記手続きの改正について
スマート国税調査！

■情報連絡員レポート
■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

概　　要

資 格 要 件

（個人・法人共通）　次のいずれにも該当する方
○業歴が２年以上で、１期以上の税務申告を行っている
○与信取引または預金取引がある
○保証時点で保証債務残高が本制度を含めて12,500千円以内である
（法人）　次のいずれかを満たす法人
○直近の決算書において経常利益を計上している
○直近の決算書において債務超過でない
（個人）
○直近の申告において所得を計上している

保 証 限 度 １００万円～３００万円
保 証 期 間 １年または２年（更新により最長6年まで延長可能）
資 金 使 途 事業資金（運転・設備）
貸 付 利 率 各金融機関の定めた利率
保 証 料 率 年０．３９％～年１．６２％　（注）割引適用あり

（注）保証料の割引適用について　　　「中小企業の会計に関する基本要領」に関する割引 ・・・０．１％の割引


