
広  告

以下の制度を創設しました。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

新事業応援当座貸越
こんな方におすすめ！
☆新規事業のスタートに必要な資金は自己資金や借入金により
　確保できたが、事業開始後の資金繰りに不安がある方
☆新規事業の開始から事業安定までに一定の期間が見込まれ、
　その間の資金調達を柔軟に行いたい方
☆事業開始後に生じた不足資金について、資金調達を考えている方

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

　　メリット
◆当座貸越のため、資金が必要なタイミングで資金調達ができます
◆更新により最長２年まで期限が延ばせるため、期限まで安心して新事業に
　取り組むことができます
◆一般の保証制度に比べて保証料が割安です
　カテゴリー５の場合、普通保証では1.15％ですが、本制度は0.88％となります

新規事
業に

取り組
む方へ

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
大分県中小企業団体中央会第６０回通常総会・創立６０周年記念式典 開催

■がんばる組合探訪記
大分県自家用自動車事業協同組合

■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」１次公募分で大分県では75件が採択
「企業組合戸次ごんぼの会」が設立しました
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」
大分県ビジネスプラングランプリが募集中です
経営面と労働面の相談を専門家がワンストップで無料相談に応じます
消費税転嫁対策窓口相談等事業
所管行政庁の変更について
本誌で紹介する組合を募集しています

■速報！
「ものづくり・商業・サービス革新補助金」２次公募スタート！

■情報組合員レポート
■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
■スケジュールインフォメーション



特
　
集 大分県中小企業団体中央会
第６０回通常総会・創立６０周年記念式典開催

　去る５月２８日（木）、トキハ会館において、本会の第
６０回通常総会並びに創立６０周年記念式典が開催され
ました。
　総会には会員組合の代表など３４１人（委任状含む）
が出席、戸髙有基副会長が議長に選出され、第１号議
案から第５号議案まで慎重に審議され、全議案とも原
案通り承認されました。続いて、第６号議案では役員
の補充選挙が行われ、河野潔氏、小手川強二氏、西
髙治氏の３名が新たに理事に選任され、河野潔氏が専
務理事に就任しました。
　総会に引き続き、創立60周年記念式典が開催さ
れ、髙山泰四郎会長が「昭和31年2月に創設されてか
ら本年で60年を迎えることができ、長きにわたりご支
援を頂いた会員及び関係者の皆様に心からお礼を申し
上げます。60年は人間なら還暦となる節目の年。初心
に帰って中央会の役割を果たし、会員組合、その傘下
の組合員、業界の発展のため力いっぱい取り組んで参
ります」と挨拶。その後表彰式が執り行われ、組合運
営に功労があり優れた活動に取り組んだ21人、14組
合が表彰されました。受賞者を代表して小野泰男副会
長（大分市管工事協同組合理事長）が「栄えある賞を
賜り深く感謝申し上げます。今回の栄誉を励みとし、
中小企業が地域経済活性化の原動力であることを肝に
銘じ、尚一層の研鑚を重ね組合活動に引き続き精進し
て参りたい」と謝辞を述べました。
　続いて広瀬知事による「これからの大分県」と題し
た記念講演が開催され、人を大事にし人を育てる、仕
事をつくり仕事を呼ぶ、地域を守り地域を活性化する、
との理念に基づく大分県の発展プランとこれからの取
組についてお話いただきました。
　講演終了後には懇親会が開催され、麻生栄作大分

県議会副議長のご発声で乾杯が行われ、出席者それ
ぞれが交流と懇親を深め、終始和やかのうちに終了し
ました。

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２６年度事業報告、決算関係書
類承認の件

第２号議案　　�平成２７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２７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　　役員補充選挙の件
第７号議案　　字句の一部修正委任の件

平成２７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．�中小・小規模事業者の連携促進と新規組合の設
立促進

４．組合等の情報発信力強化への支援
５．外国人技能実習制度適正化事業の推進
６．ものづくり・商業・サービス革新事業の推進
７．専門委員会の充実による政策提言活動の強化
８．中央会の各種支援団体に対する支援の強化

髙山会長挨拶

総会全景

広瀬県知事による記念講演

記念講演全景
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大分県中小企業団体中央会
第６０回通常総会・創立６０周年記念式典開催

【中小企業庁長官表彰】	
　○�優良組合� 　
� 別府市管工事協同組合（理事長　河野　章）
　○�組合功労者�　
� 小　野　泰　男（大分市管工事協同組合　理事長）
� 松　木　年　廣（大分県電気工事業工業組合　理事長）

【九州経済産業局長表彰】	
　○�優良組合�
� 大分運輸事業協同組合（理事長　疋田　智昭）
� 大分県水処理事業協同組合（理事長　森口　孝行）
　○�組合功労者�
� 松野　　洋（日田地区生コンクリート協同組合　理事長）
� 伊藤　良文（協業組合大分管工事センター　専務理事）
�
【全国中小企業団体中央会長表彰】	
　○�優良組合�
� 宇佐市管工事協同組合（理事長　真辺　勝己）
� 大分コンクリートポンプ協同組合（理事長　吉良　五男）
� 豊肥地区ガス保安センター協同組合（理事長　江上　友章）
　○�優良組合青年部�
� 大分市管工事協同組合青年部会（会長　大仲　晴光）
　○�組合功労者�
� 湯浅　隆雄　（大分県ＥＬＶ商業組合　理事長）
� 山本　正明　（佐伯市管工事協同組合　理事長）
� 小松　紀男　（大分県南地区生コンクリート協同組合　専務理事）

【大分県中小企業団体中央会長表彰】�
　○�優良組合�
� 企業組合百笑一喜　（理事長　中山　講一）
� 宇佐エルピーガス協同組合（理事長　西尾　英治）
� 大分県自家用自動車事業協同組合（理事長　山名　義弘）
� 日田梨協同組合（理事長　梶原　智俊）
� 大分温室協同組合（理事長　植木　南雄）
� 竹田町商店街振興組合（理事長　都築　員守）
� 大分港湾運送事業協同組合（理事長　疋田　智昭）
　○�組合功労者�
� 佐藤　博義（大分個人タクシー協同組合　理事長）
� 一丸　精二郎（大分市竹町通商店街振興組合　副理事長）
� 萩原　孝一（大分繊維工業協同組合　理事長）
� 金㟢　秀男（故人）（企業組合大分電気サービス　理事）
　○�組合優良職員�
� 財津　亮介（大分県火災共済協同組合　営業課長補佐）
� 吉良　晴美（竹田地区自動車整備事業協同組合　事務局職員）
� 神山　智子（日田青果仲買商業協同組合　事務局職員）
� 永野　正人（ソーシャルマーケティング協同組合　事務局職員）
� 三宮　英祥（協同組合大分エルピーガス保安管理所　事務局長）
� 伊津野　進（大分コンクリートポンプ協同組合　参事）
� 香川　正樹（大分県木材協同組合連合会　課長）
� 後藤　　勲（協同組合日田家具工業会　事務局長）
� 川上　正則（大分酒販協同組合　主事）
� 髙瀬　修哉（日田木材協同組合　原木市場課長補佐）

表　　彰

大分県ＥＬＶ商業組合
理事長　湯浅隆雄　様

大分市管工事協同組合
理事長　小野泰男　様

企業組合百笑一喜
理事長　中山講一　様

大分県水処理事業協同組合
理事長　森口孝行　様

（敬称略、順不同、役職等は総会時の役職）
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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］
［ＦＡＸ］

山名　義弘
平成３年２月
２５４名
２９５万円
高速・一般有料道路通行料金
割引制度の運用
交通安全に関する活動及び情報の提供
〒８７０－０９０７ 大分市大津町三丁目４番１３号
０９７－５５２－０７３６
０９７－５５２－０７３７

大
分
県
自
家
用
自
動
車
事
業
協
同
組
合

組合概要

山名　義弘 理事長

がんばる組
合探訪記

■設立の目的
　当組合は、物流における高速道路の役割が大きく、特に時間的経済効果の
成果が多大であることに着目し、大分県内で、自家用自動車を使用し活動し
ている企業を対象として、事業者が一致団結して共同事業を行い、経営の効
率化及び経済的地位の向上に寄与することを目的として、大分県自家用自動
車協会を母体として、中小企業等協同組合法に基づき設立した経済団体です。
当組合が取り扱っている通行料金の後払いシステムは、通行料金を割引し
て、安い料金で利用することができ、資金運用面でもメリットが図れる制度で
す。

■高速道路通行料金の現状
　我が国の高速道路は、昭和２７年に制定された道路整備特別措置法に基づ
く有料道路として整備が行われてきました。償還主義及びプール制に支えら
れた通行料金制度が高速道路網を充実させる上で果たしてきた役割は大き
いものがあります。
　しかし、経済・社会的背景が変化し、道路関係四公団の改革を経て、通
行料金に係る新たな施策が行われている現在、公共料金としての位置づけや
あり方を再考すべき局面を迎えています。
　その際、利用者にとってわかりやすい仕組みであることが求められます
が、現在実施されている割引制度は、時間帯、対象車両、利用区間等によっ
て極めて多様で複雑であり、その点では利用者本位であるとはいい難い状
況にあります。
　料金水準に関しては、無料開放原則と償還主義のあり方、高速道路の社
会資本としての性格、受益と負担の関係、環境問題、諸外国の制度との比
較等に関する議論を深めていくことが重要だと思います。
　今後は人口減少や少子高齢化の進行、国・地方の厳しい財政状況、経済
情勢の不透明さ等に加え、老朽化が進む道路や橋梁の維持管理・更新の重
要性が高まることが予測され、交通政策全般との連関を保ちながら、国民
の意向を反映した施策が行われることが期待されます。

　　　  ■大分県の高速道路の歩み
インター開通の区間、時期 備　　　　　考日田～蒲江 日出～中津

H 1. 7　湯布院～別府
H 2. 3　朝倉　～日田
H 4.12　別府　～大分 H 5. 3 速見～院内

H 6.12 院内～宇佐
H 7. 3　日田　～玖珠
H 8. 3　玖珠　～湯布院
H 8.11　大分　～米良
H11.11　米良　～宮河内
H13.12　宮河内～津久見 H14. 3 日出バイパス
H20. 6　津久見～佐伯 H21.3　1,000円走り放題

H22.6　無料化実験 開始
H23.6　　　〃    　  終了

H27. 4　佐伯　～蒲江 H27. 3 宇佐～中津
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山名　義弘
平成３年２月
２５４名
２９５万円
高速・一般有料道路通行料金
割引制度の運用
交通安全に関する活動及び情報の提供
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組合概要

山名　義弘 理事長

がんばる組
合探訪記

■組合の主な事業
①　高速・一般有料道路通行料金割引制度の運用
　〇業務内容
　　�　高速道路を利用する場合に、現金を支払うこ
となく、当組合が貸与した「ETCコーポレート
カード」「ETCスルーカード」を車両に着装す
ることで、料金所において停止することなく通
行でき、その料金については、当組合の定め
た割引率等に基づいて「割引」を受け、翌月
に当組合に支払う「後払いシステム」です。

　　※�「ETCスルーカード」は、車両１台の月平
均利用額が３万円未満の小口利用者に有利な
カードです。

　〇活用方策
　　・車両の運行管理、従業員の勤務管理に活用
　　　�　当組合の請求書で、毎月の車両ごとの利

用時間帯、走行距離、走行経路などが確認
できますので、各種の業務管理に活用が可
能です。

　　・効率的な使用で経費節減が可能
　　　�　マイレージポイントが還元されるととも

に、ご利用の時間帯でのサービス（早朝、
通勤）、曜日による還元（休日割引）等が受

けられますので、きめ細かな管理で、経費の
節減が可能です。

　　・環境問題、渋滞緩和に協力
　　　�　ETCカード導入の目的である交通渋滞の

緩和、渋滞による環境問題（CO2の削減）
にも寄与できます。

②　交通安全に関する活動及び情報の提供
　�　会報や各種媒体を利用し、交通安全に必要な
情報を提供しています。

③　自動車共済・火災共済の斡旋
　�　母体である大分県自家用自動車協会が取り扱っ
ている、西日本自動車共済協同組合の自動車保
険の団体割引について、組合員の事業用車両や
従業員（家族を含む）の車両の加入の斡旋や、
大分県火災協同組合の火災共済への加入の斡旋
をしています。

高速・一般有料道路通行料金の割引制度の活用を
ご検討されている方は、当組合までお問い合わせ下さ
い。
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ニュース フラッシュNews
flash

■�平成26年度補正ものづくり・商業・サービス革新補助
金」１次公募分で大分県では75件が採択
　平成27年２月13日から１次公募を開始し、平成27
年５月８日までの期間で公募したところ、全国から多数
の応募がありました。
　この公募期間に応募申請のあった17,128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を経
て厳正な審査の結果、大分県において75件が採択され
ました。
※６月19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/

………………………………………
■「企業組合戸次ごんぼの会」が設立しました

　大分市の戸次地区特産のゴボウを使った料理の開発、
製造販売に取り組んでいる「戸次ごんぼの会」が、「企
業組合戸次ごんぼの会」（代表理事：藤田泰子・組合員
13名）として法人化、去る６月２日に大分県知事より
設立認可されました。
　ゴボウを具材に使った「ご
ぼまん」は発売以来好評で、
月２回の店舗販売や予約注
文、地域のイベントへの出店
を行っています。さらに、市
内の百貨店やスーパーの物産
展などへの出店依頼も来るよ
うになり、着実にファンを増やしてきました。
　このような中、今後の事業拡大を図っていく上で、基
盤強化が必要となってきたため、今回法人化することと
なりました。

………………………………………
■�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が募集中です

　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。
　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。
　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/

■�経営面と労働面の相談を専門家がワンストップで無料相
談に応じます
　全国最低賃金総合電話相談センターでは、経営面と労
働面の相談について、専門家がワンストップで無料相談
に応じています。
　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。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、お気軽にお申し付けください。
　ご相談内容、企業、個人情報などはもちろん厳守いた
します。安心してご相談ください。
[相談窓口]フリーダイヤル：0120-311-615
ホームページ：http://www.toukiren.or.jp/join05html
本紙13ページの広告もあわせてご覧ください。

………………………………………
■�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。

………………………………………
■所管行政庁の変更について

　「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進
を図るための関係法律の整備に関する法律」（第４次一
括法）が成立し、中小企業等協同組合法、中小企業の団
体に関する法律が一部改正され、平成27年４月１日か
ら施行されました。これにより、これまで都道府県を超
えない地区の組合で国土交通大臣の所管に属する業種の
一部は、国土交通大臣(運輸局長等)の認可が必要でした
が、今回の改正で都道府県知事に移管されることになり
ます。定款変更等の申請や決算会計書類等の提出先が変
更となりますのでご注意ください。

従来の所管が九州運輸局の組合
（事業協同組合、商工組合）

　1.定款で定める地区が大分県に限る場合　
　　所管行政庁　九州運輸局　⇒　大分県　へ変更
　2.定款で定める地区が大分県を超える場合
　　所管行政庁　　九州運輸局（変更なし）

………………………………………
■�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。
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ニュース フラッシュNews
flash

補助対象事業

問合せ先
大分県中小企業団体中央会　ものづくり補助金大分県地域事務局

TEL 097-540-5363  FAX 097-532-5737

平成26年度補正

「ものづくり・商業・サービス革新補助金」２次公募スタート！
��再チャレンジも可能！

公募期間：平成27年６月25日（木）～８月５日(水)　当日消印有効

■中小企業が取り組む、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を支援します。
■補助対象経費：�機械装置費、原材料費、直接人件費、技術導入費、外注加工費、委託費、　　　　　　

知的財産権等関連経費、運搬費、専門家経費、雑役経費、クラウド利用料
　・詳細は当会HP上の「公募要領」をご覧ください。

「革新的サービス」 「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライ
ン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出等

対象経費の３分の２以内
①一般型
　上限額　1,000万円
②コンパクト型
　上限額　  　700万円

「ものづくり技術」 「中小ものづくり高度化法」に基づく技術を活用した
画期的な試作品の開発や生産プロセスの革新

対象経費の３分の２以内

　上限額　1,000万円

「共同設備投資」
組合等が管理者となり複数の事業実施企業が共同し、
設備投資により革新的な試作品開発等やプロセス改善
に取り組む

対象経費の３分の２以内

　上限額　5,000万円
（500万円／１社あたり）

（専務理事）
河　野　　潔

（事務局長）
吉　岡　　徹

（組織支援部長）
後　藤　建　治

組織支援１課
（課長） 

　大　森　洋　一
（課長補佐） 

　安　井　栄　二
（主任） 

　杉　田　周　子
（主事） 

　平　田　邦　彦

施策推進課
（課長 ( 兼 )） 

　久　保　敦　嘉
（主任） 

　外　山　恵美子
（主任） 

　若　杉　幸　彦

ものづくり補助金
大分県地域事務局 (7名 )
TEL　097-540-5363
FAX  097-532-5737

最低賃金総合相談
支援センター

（コーディネーター）
工　藤　裕　生

【個別企業に対する施策推進】
【企業組合】
【ものづくり補助金】

総務企画課
（課長 ( 兼 )） 

　後　藤　一　久
（主査） 

　玉　井　明　子
（主任） 

　藤　野　喜代治
（嘱 託） 

　中　野　梨　香

組織支援2課
（課長） 

　木　戸　寛　之
（主査） 

　藤　田　里　美
（主査） 

　佐　藤　賢　弘
（主事） 

　渡　辺　　　亮
（嘱　託） 

　藤　本　公　之

（総務部長）
久　保　敦　嘉

（参　事）
後　藤　一　久

TEL 097-536-6331
FAX 097-537-2644

【工業担当】

【商業・サービス業担当】

【総務全般】
【補助事業・一般事業】

■平成27年度　中央会事務局組織のお知らせ
　平成27年度の中央会事務局体制は下記のとおりとなりました。
　新年度になり心機一転、職員一丸となって、会員組合をはじめとする県内中小企業の支援に一層邁進してまいりま
す。本年度も何卒よろしくお願いいたします。

速報
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「緩やかな持ち直し感」
　４月の景気動向を景況感DI値で見ると、DI値はマイ
ナス９となり、前月のマイナス22に対し、13ポイント
の上昇となっており、景況感DI値は引き続き好転して
いる。
　また、主要な調査項目を見ていくと、売上高DI値は
35となり、前月より36ポイントの上昇。収益状況DI値
は２で前月より９ポイントの上昇。資金繰りDI値はマイ
ナス２で前月より５ポイントの上昇。雇用人員DI値は９
で前月より９ポイントの上昇となった。

※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

売上高 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

食 料 品

繊 維 工 業

木 材・木 製 品

印 刷

窯業・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

製

　
　造

　
　業

非

　製

　造

　業

好　　転 やや好転 変わらず やや悪化 悪　　化

景況感DI値

平成27年４月分

➡食料品
●昨年４月は消費税増税による仮需の反動で出荷が落ち込んだが、今年は
例年通りに回復した。［醤油］

●業務用小麦粉価格改定　強力粉で45円値上げ　6月19日出荷分から実
施。製粉各社は、4月1日に実施された輸入小麦の政府売渡価格改定並
びに電力量等使用エネルギーコストの上昇などに伴い、平均で約3％引
上げの業務用小麦粉価格改定の実施を発表した。改定は、6月19日(金)
出荷分から実施の方針である。

　今回の価格改定により、製粉大手各社の１袋(25㎏)当たり改定額の平均
で、強力粉(パン用)＝45円値上げ、中力・薄力粉（麺用など）＝125円
値上げ、国内産麦100％使用粉＝65円値上げ等と、今後これらを主原
材料とするパンをはじめ、菓子、麺などの値上げに連動するものと見ら
れ注目される。［学校給食］

➡繊維工業
●仕事量は増加傾向にあるが、加工賃等の伸びが今ひとつであり、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
●住宅着工数は1割程度の減少であるが、それ以上に製品の動きが悪い。
［製材］

●少し好転の声が聴かれる。バラつきがあるが、売り上げが増えたのは消
費税増税後ダウンからの回復か？［竹製品］

➡窯業・土石製品
●5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。

　4月の出荷量は、前月比84.2％、前年同月比は74.6％と減少した。中
でも、前年同月比では、県内11地区のうち大分(60.8％ )、佐伯
(54.8％ )、豊肥(55.8％ )の3地区の減少幅が大きい状況である。［生コ
ンクリート(全県)］

●4月の総出荷量は、前年対比約90.04％の出荷であり減少となった。
　減少要因は前月同様、年末にかけて受注した公共工事が多く、工事があ
る程度終了したことにより数量が減ったものである。

　今後については津久見地区で大型の公共工事があるが、前年よりも１割
程度の増加の試算とみている、しかし臼杵地区については工事減少傾向
であるとみる。

　公共工事に関しては景気対策で物件がある程度出ると考えられるので対
応を適切に行い、出荷量の改善に取り組む必要があると思料する。［生
コンクリート(臼津)］

●公共工事、民間発注工事の減少により、低調に推移している。［コンク
リート製品］

➡鉄鋼・金属
●4月頃より仕事量減少。夏頃より増加の予定。［鋼構造物］
●造船関連は仕事量も安定しているが、船の運賃がアップしていないので
船価が上がらず、厳しい状況である。［鉄工業］

➡一般機器
●カメラ事業で受注量が急激に増加した、4月～ 8月に掛けて生産量は増
加し工場では人員の増加対応中。(見込みとして年内12月までは継続し
て生産量を確保、忙しい)　実習生受入の検討開始。［カメラ部品］

➡輸送用機器
●人員不足の状況が引き続き継続している。［造船］
➡卸売業
●田植えの時期を迎え農家が活発に動き始める頃だが、米の価格低迷、麦

の需要の低下等により、年配者や中山間地の方が農業をやめている傾向
にある。しかしながら、今年が終わってみると結果的にこの農業離れが需
給のバランスがとれたという方向に行きそうである。(現状は米、麦とも
余っている)［農産物仲卸］

●卸よりの仲卸買い付け額は前年比104%。［水産物仲卸］
➡小売業
●遅き感なれど、酒販団体の念願酒類安売り規制法案成立を目指す。(公
正な取引基準を整備。従わない場合は、販売免許の取り消しも！(最悪の
場合))［酒］

●仕入価格の上昇のため利益率が悪化。売価に転嫁できにくい状態にあり、
品目によっては高止まりしている。買い控えが起き、商売がやりにくくなっ
ている。［青果］

●売上げは前年比微増(1.8％増)。環境や雰囲気に特に変化は感じない。
ただ、選挙中の今までの不利感はなかった。［土産品］

➡商店街
●極端に日照時間の短い不順な天候の月だった。このことで野菜が異常な
高値になって他の生活用品の購買を控えさせる要因となり、消費税増税
の影響と重なり厳しい。［由布市湯布院］

●駅ビルオープンにより人通りが増加傾向にある。飲食店は好調な状況。
物販においても好転に向かってるが、悪くなってる店舗もあり、この状況
が一時的なものか一定期間見極める必要がある。［大分市］

●高速道路の影響で宮崎、北九州からの流入が多かった。特にガイドブッ
クに載っているような飲食店に順番待ちも発生した。宮崎方面は片側一
部がまだ工事中、北九州方面も全線が開通しておらず途中で道路を下り
て観光、買い物する場合が多かったようだが、今後に期待する声が多
い。［別府市］

➡サービス業
●入庫台数前年同月比約136.7％。前年は4月消費税増税の影響で3月の
駆け込み需要が大きく、その影響もあり前年比較では大きな増加となっ
ているが年間通しての数字としては減少傾向にある。(3月の前年同月比
は約83,0％と大きく落ち込んでいる)［自動車整備］

●4月は対前年比7～ 8％アップであった。廃業する店もあり、全体的には
価格も下がり大変厳しい状況である。［クリーニング］

●ＪＲ大分駅ビルや県美術館のオープン等で関連する事業や工事が増えた
ため、一部で人手不足が生じたところもある。［広告］

●組合員の中で新入社員を雇用したところもあり、全体的に少し明るい話
題もあった。大分駅が新しくなり、「ディスティネーションおおいた」効果
の期待大。［旅行業］

➡建設業
●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、建設業就
業者の高齢化や若年入職者の減少などが問題点となっている。将来にわ
たる公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な確保を図るための
取り組みにより、経営状況の改善が期待される。［建設工事］

●大きな工事も終わり、仕事量は目に見えて少なくなっており、コンクリー
トポンプ車の稼働率も先月に比べて50％を割り込む落ち込みとなってい
る。今年度は目玉になるような大型工事がなく、ここ数年続いてきた大
分の好況も大分駅ビルの完成を最後として終わるようにも見える。［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～ 3％となり、好転の兆しが見受
けられる情勢にある。［タクシー］

業界情報

➡木材・木製品
●今以上に住宅取得者に手厚い対策を講じてもらいたい。［製材］
➡一般機器
●労働法の改定情報、新法案等を望む。

　　　　・有休に対するもの（有休に対する会社の義務）
　　　　・請負や派遣事業に対するもの等［カメラ部品］
➡造船
●「外国人造船就労者受入事業」の送り出し国の法律整備が遅れている模
様。何か情報があれば教えて欲しい。［造船］

要望事項

20.0

0.0

－20.0

－40.0

－60.0

－80.0
H26.1 H27.1

大分県 全国
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情報組合員レポート
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「緩やかな持ち直し感」
　４月の景気動向を景況感DI値で見ると、DI値はマイ
ナス９となり、前月のマイナス22に対し、13ポイント
の上昇となっており、景況感DI値は引き続き好転して
いる。
　また、主要な調査項目を見ていくと、売上高DI値は
35となり、前月より36ポイントの上昇。収益状況DI値
は２で前月より９ポイントの上昇。資金繰りDI値はマイ
ナス２で前月より５ポイントの上昇。雇用人員DI値は９
で前月より９ポイントの上昇となった。

※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

売上高 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

食 料 品

繊 維 工 業

木 材・木 製 品

印 刷

窯業・土石製品

鉄 鋼・金 属

一 般 機 器
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➡食料品
●昨年４月は消費税増税による仮需の反動で出荷が落ち込んだが、今年は
例年通りに回復した。［醤油］

●業務用小麦粉価格改定　強力粉で45円値上げ　6月19日出荷分から実
施。製粉各社は、4月1日に実施された輸入小麦の政府売渡価格改定並
びに電力量等使用エネルギーコストの上昇などに伴い、平均で約3％引
上げの業務用小麦粉価格改定の実施を発表した。改定は、6月19日(金)
出荷分から実施の方針である。

　今回の価格改定により、製粉大手各社の１袋(25㎏)当たり改定額の平均
で、強力粉(パン用)＝45円値上げ、中力・薄力粉（麺用など）＝125円
値上げ、国内産麦100％使用粉＝65円値上げ等と、今後これらを主原
材料とするパンをはじめ、菓子、麺などの値上げに連動するものと見ら
れ注目される。［学校給食］

➡繊維工業
●仕事量は増加傾向にあるが、加工賃等の伸びが今ひとつであり、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
●住宅着工数は1割程度の減少であるが、それ以上に製品の動きが悪い。
［製材］

●少し好転の声が聴かれる。バラつきがあるが、売り上げが増えたのは消
費税増税後ダウンからの回復か？［竹製品］

➡窯業・土石製品
●5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。

　4月の出荷量は、前月比84.2％、前年同月比は74.6％と減少した。中
でも、前年同月比では、県内11地区のうち大分(60.8％ )、佐伯
(54.8％ )、豊肥(55.8％ )の3地区の減少幅が大きい状況である。［生コ
ンクリート(全県)］

●4月の総出荷量は、前年対比約90.04％の出荷であり減少となった。
　減少要因は前月同様、年末にかけて受注した公共工事が多く、工事があ
る程度終了したことにより数量が減ったものである。

　今後については津久見地区で大型の公共工事があるが、前年よりも１割
程度の増加の試算とみている、しかし臼杵地区については工事減少傾向
であるとみる。

　公共工事に関しては景気対策で物件がある程度出ると考えられるので対
応を適切に行い、出荷量の改善に取り組む必要があると思料する。［生
コンクリート(臼津)］

●公共工事、民間発注工事の減少により、低調に推移している。［コンク
リート製品］

➡鉄鋼・金属
●4月頃より仕事量減少。夏頃より増加の予定。［鋼構造物］
●造船関連は仕事量も安定しているが、船の運賃がアップしていないので
船価が上がらず、厳しい状況である。［鉄工業］

➡一般機器
●カメラ事業で受注量が急激に増加した、4月～ 8月に掛けて生産量は増
加し工場では人員の増加対応中。(見込みとして年内12月までは継続し
て生産量を確保、忙しい)　実習生受入の検討開始。［カメラ部品］

➡輸送用機器
●人員不足の状況が引き続き継続している。［造船］
➡卸売業
●田植えの時期を迎え農家が活発に動き始める頃だが、米の価格低迷、麦

の需要の低下等により、年配者や中山間地の方が農業をやめている傾向
にある。しかしながら、今年が終わってみると結果的にこの農業離れが需
給のバランスがとれたという方向に行きそうである。(現状は米、麦とも
余っている)［農産物仲卸］

●卸よりの仲卸買い付け額は前年比104%。［水産物仲卸］
➡小売業
●遅き感なれど、酒販団体の念願酒類安売り規制法案成立を目指す。(公
正な取引基準を整備。従わない場合は、販売免許の取り消しも！(最悪の
場合))［酒］

●仕入価格の上昇のため利益率が悪化。売価に転嫁できにくい状態にあり、
品目によっては高止まりしている。買い控えが起き、商売がやりにくくなっ
ている。［青果］

●売上げは前年比微増(1.8％増)。環境や雰囲気に特に変化は感じない。
ただ、選挙中の今までの不利感はなかった。［土産品］

➡商店街
●極端に日照時間の短い不順な天候の月だった。このことで野菜が異常な
高値になって他の生活用品の購買を控えさせる要因となり、消費税増税
の影響と重なり厳しい。［由布市湯布院］

●駅ビルオープンにより人通りが増加傾向にある。飲食店は好調な状況。
物販においても好転に向かってるが、悪くなってる店舗もあり、この状況
が一時的なものか一定期間見極める必要がある。［大分市］

●高速道路の影響で宮崎、北九州からの流入が多かった。特にガイドブッ
クに載っているような飲食店に順番待ちも発生した。宮崎方面は片側一
部がまだ工事中、北九州方面も全線が開通しておらず途中で道路を下り
て観光、買い物する場合が多かったようだが、今後に期待する声が多
い。［別府市］

➡サービス業
●入庫台数前年同月比約136.7％。前年は4月消費税増税の影響で3月の
駆け込み需要が大きく、その影響もあり前年比較では大きな増加となっ
ているが年間通しての数字としては減少傾向にある。(3月の前年同月比
は約83,0％と大きく落ち込んでいる)［自動車整備］

●4月は対前年比7～ 8％アップであった。廃業する店もあり、全体的には
価格も下がり大変厳しい状況である。［クリーニング］

●ＪＲ大分駅ビルや県美術館のオープン等で関連する事業や工事が増えた
ため、一部で人手不足が生じたところもある。［広告］

●組合員の中で新入社員を雇用したところもあり、全体的に少し明るい話
題もあった。大分駅が新しくなり、「ディスティネーションおおいた」効果
の期待大。［旅行業］

➡建設業
●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、建設業就
業者の高齢化や若年入職者の減少などが問題点となっている。将来にわ
たる公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な確保を図るための
取り組みにより、経営状況の改善が期待される。［建設工事］

●大きな工事も終わり、仕事量は目に見えて少なくなっており、コンクリー
トポンプ車の稼働率も先月に比べて50％を割り込む落ち込みとなってい
る。今年度は目玉になるような大型工事がなく、ここ数年続いてきた大
分の好況も大分駅ビルの完成を最後として終わるようにも見える。［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～ 3％となり、好転の兆しが見受
けられる情勢にある。［タクシー］

業界情報

➡木材・木製品
●今以上に住宅取得者に手厚い対策を講じてもらいたい。［製材］
➡一般機器
●労働法の改定情報、新法案等を望む。

　　　　・有休に対するもの（有休に対する会社の義務）
　　　　・請負や派遣事業に対するもの等［カメラ部品］
➡造船
●「外国人造船就労者受入事業」の送り出し国の法律整備が遅れている模
様。何か情報があれば教えて欲しい。［造船］

要望事項
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月 間 ベ ス ト セ ラ ー

1 ランチパスポート大分・別府vol.4
（シティ情報おおいた・大分インフォメーション）

家族という病
（下重 暁子・幻冬舎新書）

一〇三歳になってわかったこと
（篠田 桃紅・幻冬舎）

池上彰のこれが「世界のルール」だ！
（池上 彰・文藝春秋）

大分の野鳥300
（日本野鳥の会 大分県支部）

980円

842円

1,080円

1,404円

2,376円

大分市（晃星堂書店）調べ

2015 年５月

アベノミクスの効果（？）によって、景気が回復
してきたのか、実感的には今一つの感がある中で、
“突然に”人手不足！という状態に陥ったかのよう
なイメージではないでしょうか？
求人を出しても、応募者が来ない。
入社したと思ったら、早々と退職。新たな採用が

ままならない中で、新たな退職者が・・・。
状況を見てみると、厚生労働省が発表した労働経

済動向調査では、正社員等労働者過不足判断D.Iで
は、不足と答えた割合35％、過剰と答えた割合4％
で、31ポイント不足となっている。
また、パートタイマーの不足感も同様に29ポイン

ト不足となっている。
さらに、産業別にみると、医療・福祉分野、運
輸・郵便分野、建設分野が強い人手不足となってい
る。
これらの分野にとどまらず、各産業分野ともに、

「正社員以外から正社員への登用」を積極的に行っ
ていきたい（64％）と考えている。
医療・福祉分野に次いで、宿泊・飲食サービス業

（69％）、卸売・小売業（69％）、不動産・物品賃
貸業（66％）となっている。
4月の有効求人倍率は、全国平均1.17倍、大分県

は、1.03倍と1.0を上回る求人状況となっている。
（ちなみに求人倍率は、求人件数に対する求職者の
割合であるため、1.0を上回ると求人件数が求職者
数よりも多く、下回れば、求職者数の方が多いとい
うことになる）
企業からは、募集をかけても反応がない。給与を

もっと上げなければ来ないのだろうか・・・。
このような状況下にあることと、少子・高齢化の
進展により、人口減少＝労働者数の減少局面にある
ことを合わせて考えてみる。
労働者の採用を考える際に、「労働者にとって魅力

となることは何だろうか？」ということを考えて、
そのヒットポイントに対応していくことを重要な経
営課題として考えていかなければならないかもしれ
ない。
新聞にも掲載されていたが、今年の新入社員への

アンケート（九州・山口）を実施した結果、「給与」
よりも「自分の時間」を重視するというものがあった。
「給料は少なくても、残業がない方が良い」

（50.7％）※前回比1.2％ UP、「残業は多くても、
給料が多い方が良い」（49.3％）※前回比1.2％
DOWN
さらに会社に求めるもの（複数回答）は、「人間関
係の良さ（73.9％）」、「十分な休日や余暇の時間
（33.5％）」となっている。
求人のあり方と現行の仕事のあり方を合わせて考

えてみる。
給与を多く稼ぐために自分の時間を犠牲にすると

いうことが、重視されていない。
ブラック企業のような悪質な企業でなくても、残
業が多くて当たり前という意識の会社には、魅力を
感じない。自分の時間や居場所としてのあり方が確
保されていれば、不満はあまり感じない。というよ
うなイメージであろうか。
しかし、新入社員の時期は、このようなことでも
よいかもしれないが、結婚をし、家庭を持ち、子供
を育てるというライフステージに至ると経済的な要
素も重要であり、このような意識であり続けるとも
思えない。
会社の労務管理も「生活重視型」「仕事重視型」な

どで、チョイスできる働き方のメニューを用意しな
ければ、働く側からみて「自分にとって良い環境を
選べる」ものにならないのではないか。（今までは、
そのような局面に至ると転職によって多くは環境を
選んでいたのだろう。）
企業の現状の経営状態が必ずしも余裕があるとも
言えないかもしれないが、考えてみると、今から先
このような若者の意識が、「時間よりも金！」という
真逆に振れることがあるのだろうか？
この先の企業の存続を考えるにあたってこのよう
な「労働の現代考」を意識し、今のうちから整備を
しておかなければならないのではないか？
つまり、他社がこのようなことを踏まえて「魅力
的な改革」を隣で起こせば、今いる社員も去ってい
くことにもなりかねない。
2016年4月予定の法改正では、有給休暇を5日取

らせることが義務付けられるようになる。また、月
60時間を超えると割増率が50％となる改正も中小
企業にまで適用となる。
さらに、ダイバーシティ（多様化）への対応とし
て、地域・職種等の限定的な働き方の選択などもス
タンダードになってくる。（キャリアアップ助成金な
ども対応してきているので）
自社の仕事や労務管理の現状分析と、当然にコン
プライアンス違反などのチェックを行い、さらに、
「求めるものが魅力的に見えるポイント」をおさえ
た企業のPRが大事だと思える。
自浄体質を確立し、その結果もたらされる“良い
環境”が口コミでの評判となることが、経営の安定
へとつながると言えるのではないだろうか？

私たち、おおいたビジネスプラットフォーム事業
協同組合は、各専門士業の集団として、各企業の体
質評価、企業価値の算定などでもお役に立てればと
思います。

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
時代の変化による労働法の改正

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

７月２日（木）
中央会青年部会　通常総会[アリストンホテル大分]
７月３日（金）
大分県食品産業協議会　通常総会[アリストンホテル大分]
７月予定　
大分県中小企業組合士協会　通常総会
11月20日（金）
中小企業団体全国大会[沖縄コンベンションセンター]

SCHEDULE  INFORMATION
［スケジュール インフォメーション］

2

3

4

5

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！
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月 間 ベ ス ト セ ラ ー

1 ランチパスポート大分・別府vol.4
（シティ情報おおいた・大分インフォメーション）

家族という病
（下重 暁子・幻冬舎新書）

一〇三歳になってわかったこと
（篠田 桃紅・幻冬舎）

池上彰のこれが「世界のルール」だ！
（池上 彰・文藝春秋）

大分の野鳥300
（日本野鳥の会 大分県支部）

980円

842円

1,080円

1,404円

2,376円

大分市（晃星堂書店）調べ

2015 年５月

アベノミクスの効果（？）によって、景気が回復
してきたのか、実感的には今一つの感がある中で、
“突然に”人手不足！という状態に陥ったかのよう
なイメージではないでしょうか？
求人を出しても、応募者が来ない。
入社したと思ったら、早々と退職。新たな採用が

ままならない中で、新たな退職者が・・・。
状況を見てみると、厚生労働省が発表した労働経

済動向調査では、正社員等労働者過不足判断D.Iで
は、不足と答えた割合35％、過剰と答えた割合4％
で、31ポイント不足となっている。
また、パートタイマーの不足感も同様に29ポイン

ト不足となっている。
さらに、産業別にみると、医療・福祉分野、運
輸・郵便分野、建設分野が強い人手不足となってい
る。
これらの分野にとどまらず、各産業分野ともに、

「正社員以外から正社員への登用」を積極的に行っ
ていきたい（64％）と考えている。
医療・福祉分野に次いで、宿泊・飲食サービス業

（69％）、卸売・小売業（69％）、不動産・物品賃
貸業（66％）となっている。
4月の有効求人倍率は、全国平均1.17倍、大分県

は、1.03倍と1.0を上回る求人状況となっている。
（ちなみに求人倍率は、求人件数に対する求職者の
割合であるため、1.0を上回ると求人件数が求職者
数よりも多く、下回れば、求職者数の方が多いとい
うことになる）
企業からは、募集をかけても反応がない。給与を

もっと上げなければ来ないのだろうか・・・。
このような状況下にあることと、少子・高齢化の
進展により、人口減少＝労働者数の減少局面にある
ことを合わせて考えてみる。
労働者の採用を考える際に、「労働者にとって魅力

となることは何だろうか？」ということを考えて、
そのヒットポイントに対応していくことを重要な経
営課題として考えていかなければならないかもしれ
ない。
新聞にも掲載されていたが、今年の新入社員への

アンケート（九州・山口）を実施した結果、「給与」
よりも「自分の時間」を重視するというものがあった。
「給料は少なくても、残業がない方が良い」

（50.7％）※前回比1.2％ UP、「残業は多くても、
給料が多い方が良い」（49.3％）※前回比1.2％
DOWN
さらに会社に求めるもの（複数回答）は、「人間関
係の良さ（73.9％）」、「十分な休日や余暇の時間
（33.5％）」となっている。
求人のあり方と現行の仕事のあり方を合わせて考

えてみる。
給与を多く稼ぐために自分の時間を犠牲にすると

いうことが、重視されていない。
ブラック企業のような悪質な企業でなくても、残
業が多くて当たり前という意識の会社には、魅力を
感じない。自分の時間や居場所としてのあり方が確
保されていれば、不満はあまり感じない。というよ
うなイメージであろうか。
しかし、新入社員の時期は、このようなことでも
よいかもしれないが、結婚をし、家庭を持ち、子供
を育てるというライフステージに至ると経済的な要
素も重要であり、このような意識であり続けるとも
思えない。
会社の労務管理も「生活重視型」「仕事重視型」な

どで、チョイスできる働き方のメニューを用意しな
ければ、働く側からみて「自分にとって良い環境を
選べる」ものにならないのではないか。（今までは、
そのような局面に至ると転職によって多くは環境を
選んでいたのだろう。）
企業の現状の経営状態が必ずしも余裕があるとも

言えないかもしれないが、考えてみると、今から先
このような若者の意識が、「時間よりも金！」という
真逆に振れることがあるのだろうか？
この先の企業の存続を考えるにあたってこのよう
な「労働の現代考」を意識し、今のうちから整備を
しておかなければならないのではないか？
つまり、他社がこのようなことを踏まえて「魅力

的な改革」を隣で起こせば、今いる社員も去ってい
くことにもなりかねない。
2016年4月予定の法改正では、有給休暇を5日取

らせることが義務付けられるようになる。また、月
60時間を超えると割増率が50％となる改正も中小
企業にまで適用となる。
さらに、ダイバーシティ（多様化）への対応とし
て、地域・職種等の限定的な働き方の選択などもス
タンダードになってくる。（キャリアアップ助成金な
ども対応してきているので）
自社の仕事や労務管理の現状分析と、当然にコン
プライアンス違反などのチェックを行い、さらに、
「求めるものが魅力的に見えるポイント」をおさえ
た企業のPRが大事だと思える。
自浄体質を確立し、その結果もたらされる“良い
環境”が口コミでの評判となることが、経営の安定
へとつながると言えるのではないだろうか？

私たち、おおいたビジネスプラットフォーム事業
協同組合は、各専門士業の集団として、各企業の体
質評価、企業価値の算定などでもお役に立てればと
思います。

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
時代の変化による労働法の改正

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

７月２日（木）
中央会青年部会　通常総会[アリストンホテル大分]
７月３日（金）
大分県食品産業協議会　通常総会[アリストンホテル大分]
７月予定　
大分県中小企業組合士協会　通常総会
11月20日（金）
中小企業団体全国大会[沖縄コンベンションセンター]

SCHEDULE  INFORMATION
［スケジュール インフォメーション］

2

3

4

5

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！
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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
〒870-0027
大分市末広町1-1-18  ニッセイ大分駅前ビル1階

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）より移転いたします。
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

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

広  告広  告

□決算関係書類の提出

（※県所管の組合につきましては本会経由
でご提出をお願いします）

□役員変更届

□定款変更認可申請

□代表理事の変更登記

泫同一人が再選した場合も登記が必要です!!

□その他登記事項について
の変更登記

（※出資変更登記は事業年度末日から４週
間以内）

通常総会終了後
２週間以内

変更のあった日
から２週間以内

総会終了後
速やかに

就任した日から
２週間以内

変更のあった日
から２週間以内

所管行政庁
　

法 務 局

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

中
小
企
業
の
み
な
さ
ま
へ

「
事
業
の
再
生

　

 

応
援
し
ま
す

　」

「
事
業
の
再
生

　

 

応
援
し
ま
す

　」

「
事
業
の
再
生

　

 

応
援
し
ま
す

　」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。

通常総会開催後には様々な事務手続きを行うことが法
で義務付けられており、それぞれに法定期間が定められ
ています。手続き漏れが無いかご確認ください。

通常総会終了後の各種事務手続きは
お済みですか？
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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
〒870-0027
大分市末広町1-1-18  ニッセイ大分駅前ビル1階

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）より移転いたします。
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

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

広  告広  告

□決算関係書類の提出

（※県所管の組合につきましては本会経由
でご提出をお願いします）

□役員変更届

□定款変更認可申請

□代表理事の変更登記

泫同一人が再選した場合も登記が必要です!!

□その他登記事項について
の変更登記

（※出資変更登記は事業年度末日から４週
間以内）

通常総会終了後
２週間以内

変更のあった日
から２週間以内

総会終了後
速やかに

就任した日から
２週間以内

変更のあった日
から２週間以内

所管行政庁
　

法 務 局

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

中
小
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業
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ま
へ
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再
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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。

通常総会開催後には様々な事務手続きを行うことが法
で義務付けられており、それぞれに法定期間が定められ
ています。手続き漏れが無いかご確認ください。

通常総会終了後の各種事務手続きは
お済みですか？
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予約制

予約制

料理＋飲み放題

※季節によって内容は異なります。

※季節によって内容は異なります。

※季節によって内容は異なります。

料理＋飲み放題

和食プラン

中華プラン

お一人様 5,000円（８品）
お一人様 6,000円（９品）
お一人様 7,000円（10品）

お一人様

 6,000円（９品）
お一人様

 7,000円（９品）

お一人様 5,000円（９品）
お一人様 6,000円（10品）
お一人様 7,000円（10品）

大皿コース（９品）
（日～木曜）お一人様  3,500円

会席料理＋飲み放題

料理＋飲み放題

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

ご予約・お問い合わせ　TEL097-534-8808

和洋中盛り合せプラン

税込

税込

税込

税込

税込

税込

税込

税込

税込 税込

税込

サマープラン

お一人様

 4,000円（８品）
お一人様

 5,000円（９品）

日・月限定

（金・土曜は、1,500円 up）

広  告広  告

全て飲み放題付 !
瓶ビール／焼酎／ウイスキー／
ワイン（赤・白）／日本酒／梅酒／
ノンアルコールビール／ソフトドリンク　
                ※飲み放題は2時間まで

14    COMPASS



予約制

予約制

料理＋飲み放題

※季節によって内容は異なります。

※季節によって内容は異なります。

※季節によって内容は異なります。

料理＋飲み放題

和食プラン

中華プラン

お一人様 5,000円（８品）
お一人様 6,000円（９品）
お一人様 7,000円（10品）

お一人様

 6,000円（９品）
お一人様

 7,000円（９品）

お一人様 5,000円（９品）
お一人様 6,000円（10品）
お一人様 7,000円（10品）

大皿コース（９品）
（日～木曜）お一人様  3,500円

会席料理＋飲み放題

料理＋飲み放題

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

ご予約・お問い合わせ　TEL097-534-8808

和洋中盛り合せプラン

税込

税込

税込

税込

税込

税込

税込

税込

税込 税込

税込

サマープラン

お一人様

 4,000円（８品）
お一人様

 5,000円（９品）

日・月限定

（金・土曜は、1,500円 up）

広  告広  告

全て飲み放題付 !
瓶ビール／焼酎／ウイスキー／
ワイン（赤・白）／日本酒／梅酒／
ノンアルコールビール／ソフトドリンク　
                ※飲み放題は2時間まで
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広  告

以下の制度を創設しました。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

新事業応援当座貸越
こんな方におすすめ！
☆新規事業のスタートに必要な資金は自己資金や借入金により
　確保できたが、事業開始後の資金繰りに不安がある方
☆新規事業の開始から事業安定までに一定の期間が見込まれ、
　その間の資金調達を柔軟に行いたい方
☆事業開始後に生じた不足資金について、資金調達を考えている方

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

　　メリット
◆当座貸越のため、資金が必要なタイミングで資金調達ができます
◆更新により最長２年まで期限が延ばせるため、期限まで安心して新事業に
　取り組むことができます
◆一般の保証制度に比べて保証料が割安です
　カテゴリー５の場合、普通保証では1.15％ですが、本制度は0.88％となります

新規事
業に

取り組
む方へ

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
大分県中小企業団体中央会第６０回通常総会・創立６０周年記念式典 開催

■がんばる組合探訪記
大分県自家用自動車事業協同組合

■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」１次公募分で大分県では75件が採択
「企業組合戸次ごんぼの会」が設立しました
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」
大分県ビジネスプラングランプリが募集中です
経営面と労働面の相談を専門家がワンストップで無料相談に応じます
消費税転嫁対策窓口相談等事業
所管行政庁の変更について
本誌で紹介する組合を募集しています

■速報！
「ものづくり・商業・サービス革新補助金」２次公募スタート！

■情報組合員レポート
■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
■スケジュールインフォメーション


