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中小企業の皆さま！
　　専門家に相談してみませんか？

（営業時間 9:00～17:15　※土日祝除く）

保証部　保証・経営支援一課
　　　　保証・経営支援二課

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

そんな皆さまを強力にサポート！
専門家がお伺いし、課題解決に一緒に取り組みます。

お気軽にご相談ください。
（当協会をご利用いただいている中小企業の方を対象とした事業です。）

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。

※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。

・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

費用は無料です。

ⓒ光プロダクション

専門家派遣事業のご案内

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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謹賀新年



　平成27年の年頭にあたり、会員組合並びに組合員
企業の皆様に謹んで新年のお慶びを申し上げます。
あわせて、旧年中に賜りましたご支援、ご協力に対
し厚くお礼申し上げます。
　昨年を顧みますと、わが国経済はアベノミクス効
果により雇用を始めとしてほとんどの指標がプラス
に転じ、本格的な景気回復と確かな成長軌道への復
帰が期待されました。しかしながら、消費税率引上
げの影響で個人消費は落ち込み、円安の影響も重な
り、地方や中小企業にとってはアベノミクスの成果
を実感できず、期待とは裏腹に厳しさを増したよう
に感じられました。
　そうした中、政府は地方の元気が国の最重要課題
の一つと認識し、地方の人口減少に歯止めを掛け、
地域経済を活性化させることを目的とした「地方創
生法」を制定しました。今年は地方創生元年です。
地方を元気にするため、そして、地域経済の中核的
担い手である中小企業を元気にするため、様々な予
算措置、税制改正が講じられることでしょう。一方、

大分県では、東九州自動車道県内区間の全線開通、
新県立美術館やＪＲ新大分駅ビルの開業などを間近
に控え、明るく豊かな未来に向け大きく変貌を遂げ
ようとしております。
　このような状況は、大分県内の中小企業にとって
歴史的なビジネスチャンスと言っても過言ではあり
ません。本会といたしましては、会員組合そして組
合員企業の皆様が、この好機をしっかりと捉えられ
るよう、役職員一丸となって皆様方のご支援に取り
組んでまいる所存です。是非、皆様方も「地方創生
は大分の中小企業から！」と言えるよう、組合・連
携の力を存分に発揮されるようお願い申し上げます。
　おかげさまで、本会は今年創立60周年を迎えます。
５月の通常総会に併せて記念式典を開催する予定で
すので、皆様ご臨席賜りますようお願いいたします。
　最後に、本年が組合並びに組合員企業の皆様方に
とりまして、大きな飛躍の年となりますよう祈念
し、新年のご挨拶とさせていただきます。

大分県中小企業団体中央会
会　長　髙山　泰四郎

　新年、明けましておめでとうございます。
　大分県中小企業団体中央会並びに会員の皆様方に
は、平素から事業協同組合等の事業推進により、地
域経済の振興と県勢の発展に多大なご尽力を賜り、
深く感謝申し上げます。
　県では、「安心・活力・発展の大分県づくり」に取
り組んできましたが、国でも「まち・ひと・しごと
創生本部」を設置し、地方の創生を目指して取り組
もうとしています。県でも、この「まち・ひと・し
ごと創生」を大分県から発信する意気込みで取り組
み、中小企業が地域経済の担い手として、しっかり
活躍できるよう大分県経済の活力創造に尽力してい
きます。

　人口減少・高齢化や価格競争の激化など厳しい環
境にある中小企業の活性化のため、中央会におかれ
ても個々の組合の経営状況に応じたきめ細かな支援
を行い、会員をはじめとする業界の振興・発展のた
め、より一層指導力を発揮されることを期待してい
ます。
　結びに、大分県中小企業団体中央会の今後益々の
ご発展と会員の皆様方のご健勝、ご活躍を祈念申し
上げ、年頭の挨拶といたします。

大分県知事

広瀬　勝貞

　明けましておめでとうございます。平成27年の年
頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　昨年当初は、輸出の持ち直しや消費税引上げ前の
駆け込み需要が強まり、大手を中心に企業業績は堅
調に推移するなど景気回復が続いたものの、４月の
消費増税後は、ＧＤＰが２四半期連続してマイナスと
なるなど景気低迷が鮮明となりました。加えて、10
円近く円安が進み、原材料や燃料の高騰、人手不足
による人件費の値上がり等によるコストの増加に
よって、中小企業にとって企業収益の改善が進ま
ず、景気回復の実感が得られない厳しい年となりま
した。
　こうした中、昨年10月に東京・日比谷公会堂で開
催されました第66回中小企業団体全国大会と代表者
の集いには、安倍晋三内閣総理大臣ほか多数の閣僚
にご出席頂き、地域や中小企業に景気回復の実感が
届くための大会決議を要望することができました。
　また、経済の好循環実現に向けた政労使会議で
は、安倍総理に対して、生産性向上を図る省力化投
資の増進や下請代金の引上げ等取引環境を整備して
頂くよう要望して参りました。
　明けて平成27年は、全国津々浦々の中小企業が景
気回復を実感できる経済の好循環を確実に実現して
いくことを強く期待しています。中小企業自らが持
ち前の機動力を発揮して地域の特徴を生かした経営
力強化を図るとともに連携・共同化による生産性向
上や製品・サービスの高付加価値化、組合機能を活
かした職業訓練の実施による地域への人材供給など

を更に活発化していくことを強く期待しているとこ
ろです。
　また、昨年成立した小規模企業振興基本法に基づ
く「小規模企業振興基本計画」に定められた組合等
の役割（地域ぐるみで総力を挙げた支援体制を整備
するため、「地域の小規模企業が他の事業者との連
携・組織化を進める上で、組合が果たす役割は大き
く、中小企業団体中央会・商店街振興組合連合会
は、小規模企業の課題に応じた多様な組合活動を支
援していくことが求められる。」）の具体化を図り、
実行していかなければなりません。組合と組合員企
業の皆様が、地域経済の活性化に資する事業活動は
自分自身の問題であるとの共通の認識を持ち、能動
的に行動していく必要があります。
　今年は、大部分の中小企業団体中央会が創立60周
年を迎えます。多くの先人のご努力によって培って
きた中央会という知的財産に、女性と若者等の創意
工夫による新たな成果を着実に積み上げていきたい
と考えています。組合等連携組織が主体となって地
域内再投資が繰り返され、組合関係者の手で地域活
性化が実現できるよう団体のトップの方々に更なる
リーダーシップの発揮をお願いいたします。
　本年が皆様にとって、明るく、ワクワクするほど
楽しい年になりますことを心よりご祈念申し上げま
して、年頭に当たってのご挨拶とさせていただきま
す。

　平成27年元旦

全国中小企業団体中央会
会　長　鶴田　欣也

年 頭 所 感
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外国人技能実習生共同受入事業
で組合員企業を活性化

外国人技能実習制度に取り組み、若く熱心でやる
気がある中国人技能実習生が組合員企業の活性
化や事業の生産性向上に大きく貢献

当組合は、外国人技能実習生共同受入事業を通じ

て、日本の文化と最新技術を習得することにより、技術

移転と友好の増進を図るという外国人技能実習制度の

理念に共感し、平成１９年４月より受入事業に取り組ん

できました。

これまでの受入は、全て中国人で第１期生６名から始

まり、現在第６期生延べ８３人に達しています。

組合の設立は、下請産業である建設専門工事業者４

人が現下の厳しい経営環境の中、情報・人・コストなど経

営課題の解決を図るうえで、企業連携の強化を図り経

営の合理化と近代化を推進するとともに、外国人研修

生の受入制度を活用し、不足する人的経営資源の補完

と各企業の事業活動の活性化を図り、日本の優れた建

築専門工事における技術・技能・知識の伝承により、母国

でのより実践的な工事の習熟を支援することで、日中

経済の国際貢献の一端を担うべくことを目的に組合設

立に至りました。

人材育成・後継者育成への取り組み

　事業開始当初は、外国人研修生の受入にあたり、

協同組合が行う団体監理型としての実施要件を満たす

ため、福岡入国管理局や国際研修協力機構から指導

を受けながら受入諸手続きや受入事業を効果的にかつ

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

衞藤隆機
平成１８年１０月５日
１１人
５６５万円
外国人技能実習生共同受入事業
大分市青崎一丁目４番30号
097-522-2218
097-522-2087

大
分
国
際
人
材
育
成
協
同
組
合

組合概要

衞藤　隆機 理事長

がんばる組
合探訪記

4    COMPASS



適正に実施するため中央会としても運営支援を行って

きました。現在、他産業界からの受入ニーズもあり、

資格業種・地区とも拡充されています。

　本事業の成果として、組合員である中小企業が国際

貢献を果たし、レベルの高い技能実習生の確保ととも

に、日本人労働者への刺激を生みだし、相乗効果で、

組合員企業の生産性は格段に向上し、活性化が図られ

ているとのことでした。組合では、事業メリットとして

実習生が受入企業の職場に活気と労働意欲の向上を

もたらしていると話しています。継続して、きめの細

かいメンタルケア面を大切にしていきたいとのことで

す。

　現在、組合では政府が平成２６年４月４日に

閣議決定した、「建設分野における外国人材の

活用に係る緊急措置」（外国人建設就労者受

入事業）で、建設分野の技能実習を終了後最

長２年間、帰国後１年以上たって再入国する場

合は最長３年間の活動を認めるため、その受

入れ企業を監督・指導する「特定監理団体」

の認定申請に向け準備中です。

　産業界では、外国人技能実習制度は新興国

への技術移転を目的として実習生を受入れて

いますが、深刻な人手不足や今後の人口減少

をにらみ、外国人活用を求める声は強いもの

があります。そこで政府は今年６月に取りまと

めた成長戦略に技能実習制度の拡充に向けた

見直しを平成２７年度中に実施する方針を打ち

出しています。

■ 参考 

・外国人技能実習制度とは

　途上国の労働者を日本に受け入れ、習得した技術を

母国の経済発展に役立ててもらうことが目的で、平成

５年に導入され、農業、建設、食品製造、繊維、機械・

金属など７分野６８職種に技能実習生を受入れていま

す。

・技能実習制度の仕組み（団体監理型）

　組合（団体監理）が技能実習生を受入れ、傘下の

組合員企業で技能実習を実施します。

(　)

送出し国

送出し
機関

労働者

①契約

④雇用契約

⑦入
国

⑤申請

受入
企業

受入
企業

組合（監理団体）の
構成企業

（実習実施機関）

⑥入国
許可

組合
監理
団体

日本

③
応
募
・

選
考
・
決
定

②
技
能
実
習
生

受
入
申
し
込
み

⑨
指
導
・
支
援

⑧
技
能
実
習
開
始

地
方
入
国
管
理
局
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［ＴＥＬ］
［ＦＡＸ］
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　去る９月４日、市民会館崇城大学ホール（熊本市民

会館）（熊本県熊本市）において、「連携で結ぶ地域

の力！ ～活かそう成長戦略～」を大会のキャッチフレー

ズに、九州各県から中小企業団体の代表者約１，２００

名が参集し、「第５７回中小企業団体九州大会」が開

催されました。本大会は、九州・沖縄各県の中小企業

者・団体関係者が一堂に会し、英知の結集と団結の強

化を図り、自らの決意を内外に表明するとともに、国

等に対して中小企業の安定と発展を図るための実効あ

る諸政策の確立を要請し、それらの実現を協力に推

進することを目的とするものです。

　大会に先立ち開催された表彰式には、熊本県の営

業部長「くまモン」がサプライズで登場し、表彰式の

お手伝いや記念写真に一緒に収まり、会場は大いに盛

り上がりました。

　大会議事においては、中小企業が当面する諸課題

について、九州・沖縄各県から提出された議案を慎重

に審議した結果、４１件の要望事項を決議しました。

　また、本大会の意義を内外に表明するため、熊本

県中小企業団体中央会青年部協議会の星山一憲会長

が、自律的発展に必要な施策とその効果的な実施を

求めるとともに、中小企業者は、我が国経済の成長

の担い手として更に団結を強め、持てる力を組織に結

集して、中小企業の発展と豊かな地域社会づくりに貢

献することを誓うとした「大会宣言」を高らかに宣言

し、満場の拍手の下、採択されました。

　これと併せて、本大会では、優良組合（２８組合）、

組合功労者（３３名）、優良組合青年部（８団体）、中

央会優秀事務局専従者（７名）の表彰が執り行われ、

本県からは、優良組合として大分市青果仲卸協同組

合様、大分もやし協業組合様、組合功労者として釘

宮輝善氏（別府やよい商店街振興組合）、下松一也氏

（臼杵造船事業協同組合）、三浦寛氏（大分県火災

共済協同組合）、久保田耕一氏（佐伯鉄工業協同組

合）、優良組合青年部として大分県中古自動車販売商

工組合青年部会様、中央会優秀事務局専従者として

当会の藤田里美（組織支援部組織支援二課主査）が

表彰されました。

「連携で結ぶ地域の力 ！ ～活かそう成長戦略～」

第５７回中小企業団体九州大会　開催
特
　
集

組合功労者
臼杵造船事業
協同組合

副理事長 下松　一也

組合功労者
大分県火災共済
協同組合

専務理事 三浦　　寛

優良組合青年部
大分県中古自動車販売
商工組合青年部会

部会長 阿南　健一

組合功労者
別府やよい商店街

振興組合
理事長 釘宮　輝善

優良組合
大分市青果仲卸
協同組合

理事長 黄　　梅雄

優良組合
大分もやし
協業組合

理事長 板井　達男

組合功労者
佐伯鉄工業
協同組合

事務局長 久保田耕一
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　「第６６回中小企業団体全国大会」が１０月２３日、

「団結は力　見せよう組合の底力！　～組合で進め

よう！　中小企業の持続的発展～」を大会のキャッチ

フレーズに、日比谷公会堂（東京都千代田区）にお

いて開催されました。

　本大会には、政府、中央関係機関、各政党代表な

どの来賓をはじめ、全国から中小企業団体の代表者約

２，０００名もの参加者が集まりました。本大会は、中

小企業者自らが組織する全国約３万組合等が有する差

し迫った意見を総意としてとりまとめ、これを内外に広

く表明するとともに、中小企業者による中小企業者の

持続的発展のための組織である組合等をはじめとする

連携組織の発展に向けた不断の努力を決意することに

より中小企業の振興施策の強化、安定した中小企業

の成長と豊かな地域社会の実現を図ることを目的とす

るものです。

　大会では、「実感ある景気回復と中小企業・小規模

事業者の持続的発展」、「地域を支える中小企業の活

力強化」等を具体化し、全国３８５万の中小企業・小

規模事業者の事業の持続的発展を実現するための中

小企業対策の拡充に関する１３項目を決議しました。

　さらに、本大会の意義を内外に表明するため、佐

藤康・全国中小企業青年中央会会長が、「若者、女性

が活躍する地方創生の実現に向けて、たゆまぬ努力

を重ねることをここに誓う」とした『大会宣言』を高

らかに宣言し、満場の拍手の下、採択されました。

　また、本大会では、優良組合（３２組合）、組合功

労者（７４名）、中央会優秀専従者（２９名）の表彰が

執り行われ、本県からは、優良組合として大分県屋根

工事業協同組合様、組合功労者として阿部満氏（大

分市中央町商店街振興組合）、中央会優秀専従者とし

て当会の安井栄二（組織支援部組織支援一課課長補

佐）が表彰されました。

　なお、次期全国大会は、来る平成２７年１１月２０日

（金）に、沖縄コンベンションセンター（沖縄県宜野湾

市） において開催することが決定しました。

特
　
集

「団結は力　見せよう組合の底力！
～組合で進めよう！ 中小企業の持続的発展～」

第６６回中小企業団体全国大会　開催

優良組合
大分県屋根工事業

協同組合
理事長 有田　賴正

組合功労者
大分市中央町商店街

振興組合
理事（前理事長）

阿部　　満
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ニュース フラッシュNews
flash

■大分県中央会が創立60周年を迎えます
大分県中小企業団体中央会は来年度、おかげさまで創立
60周年を迎えます。当会のこれまでの歩み、そしてこ
れからの新たなる決意を示すため、下記の要領にて記念
事業を開催する予定です。日頃のご厚誼に報いるべく、
開催に向けて役職員一同、精一杯準備に努めてまいりま
すので、皆様方のご協力をどうぞよろしくお願いします。
日時：平成27年５月28日（木）13：30より
　　　（第60回通常総会終了後）
会場：トキハ会館（大分市府内町２－１－４）
内容：記念式典・記念講演・祝賀パーティー等
※詳細については、改めてご案内致します。

………………………………………
■組合管理者講習会　参加者募集
例年開催しております「組合管理者講習会」が今年も下
記要領で開催されます。参加ご希望の方は当会へお申込
みください。
日　時：平成27年２月４日（水）18：00～ 19：00
会　場：トキハ会館　５階　ローズの間
　　　（大分市府内町２－１－４）
講　師：大分県知事　広瀬勝貞氏
テーマ：「県政について（仮題）」
参加費：無料
お申込み・お問合せ：中央会
　　　　　総務企画課　藤野・玉井
　　　　　ＴＥＬ．097－536－6331
※終了後に意見交換会（交流懇談会）を開催予定です。
　　（19：00～ 20：30　参加費：お一人様４千円）
※詳細については、改めてご案内致します。

………………………………………
■大分県鉄筋工事業協同組合が出前授業
11月４日、日本文理大学で大分県鉄筋工事業協同組合
が、建築学科の大学生約30人を対象に出前授業を行い

ました。業界では人材不足が深刻化しており、技術の
継承が課題となっています。将来の建設業界を担う学生
に、業界に対する興味・関心を感じてもらうための企画
で、同組合にとっては初めての試みでした。
授業では、高層ビルや高速道路などの建築物の基礎を支
える鉄筋の重要性や、工事の流れについてスライドで講
義をした後、実技実習を行いました。参加した学生たち
は組合員の指導の下、慣れない手つきでハッカーと結束
線を使い、鉄筋の組立作業を体験しました。貴重な体験
になった、命を守る建物をつくる仕事に誇りを持ってい
るのが伝わってきた、など嬉しい感想が聞かれました。
今橋一男理事長は「待遇の改善などで魅力ある業界にし
て、人材の確保に努めたい。出前授業は業界を知っても
らう良い機会になったと思う」と話していました。

………………………………………
■�日田資源開発事業協同組合が木質バイオマス利用施設を
建設
木材加工後に発生
する樹皮（バーク）
を燃料に、木材乾
燥用の蒸気を供給
する「木質バイオ
マス利用施設」の
竣工式が11月１
日、日田市東有田
の工業団地ウッドコンビナートで行われました。木質バ
イオマス利用施設は、市内の原木市場や製材業者など
でつくる日田資源開発事業協同組合（武内光太理事長）
が運営。約３千平方メートルの敷地に、ボイラー、燃料
ヤードなどを備えており、バークを燃やして発生する蒸
気を、隣接する土地に協同組合KD日田が設置する木材
乾燥機に供給、余った蒸気で自家発電し、施設の運転に
充てられます。バークの有効活用と、燃料費削減による
乾燥木材生産の低コスト化が期待されています。

………………………………………
■�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
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
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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られます。また、企業の社会的
評価が向上し、優秀な人材の確保がしやすくなる、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。

………………………………………
■�大分県の最低賃金が10月４日に変わりました
「最低賃金制度」は、すべての労働者の賃金の最低限を
保障するセーフティネットです。最低賃金法に基づき国
が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上
の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度で
す。常用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用形態や
呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用
されます。また、最低賃金には、地域別最低賃金と特定
の産業に適用される特定産業別最低賃金があります。
[産業別最低賃金]
鉄鋼業：817円
非鉄金属製造業：807円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造
業：735円
自動車・同附属品
製造業、船舶製
造・ 修 理 業、 船
舶機関製造業：
785円
各種商品小売業：
704円
自動車（新車）
小売業：747円

………………………………………
■�株式会社サークル・ワンが新連携事業計画認定を受けま
した
10月15日付で、九州経済産業局が、新たな事業活動に
取り組む中小企業を支援するため、平成26年度第２回
として新たに12件の事業計画を認定しました。このう
ち、大分県からは、新連携事業で、「防災用小型ＩＰ通
信機『ハンディー・コスモトーク』の事業化（株式会社
サークル・ワン／大分県別府市）」が新たに認定されま
した。（新連携事業とは、事業分野が異なる複数の事業
者が連携し、新たな事業分野の開拓を図る新事業です。）
今回の認定に際しては、当会と独立行政法人中小企業基
盤整備機構九州本部が連携して支援を行ってまいりまし
た。認定事業者は、補助金への応募、低利融資、専門家
派遣等の各種支援策の活用が可能となります。
当会では、この他にも経営革新計画承認申請の支援等も
積極的に取り組んでおります。新商品や新サービスな
ど、新事業の展開を図るときには、当会及び巡回指導員
へご相談ください。

………………………………………
■大分県中小企業会館の駐車場が移動します
当会が入居する大分県中小企業会館の隣接地の工事にあ
たり、平成27年１月下旬からしばらくの間、同館駐車
場が使用できません。代替駐車場としては、当館から国
道10号線を挟んだ敷地をご用意しております。
来館される方々にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解、
ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

………………………………………
■�ものづくり補助金（２次公募）の採択結果が公表されま
した
平成25年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・
商業・サービス革新事業」について、平成26年７月１
日（火）から平成26年８月11日（月）までの間、２次
公募が行われ、全国から多数の応募がありました。
この期間に全国で申請のありました14,502件につい
て、地域採択審査委員会および全国採択審査委員会にお
いて厳正な審査を行った結果、大分県地域事務局におい
て、51件が採択されました。
（採択結果はこちら　http://h24-monodzukuri-oita.
jimdo.com/）
なお、本補助金につきましては予算額に達しましたの
で、２次公募をもちまして申請を終了とします。

………………………………………
■�平成26年度消費税転嫁対策窓口相談等事業をご利用く
ださい
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」
を行っています。
「個別相談窓口設置事業」では、個別の課題及び価格転
嫁につながる経営力強化等に関する相談に応じるため、
税理士、中小企業診断士等の専門家が質問・相談に応じ
る個別相談窓口を設置します。
「専門家派遣事業」では、原則として日時を定め、一定
の場所に専門家を派遣し、相談指導等の形態で行うほ
か、必要に応じて個別指導等も実施します。
お申込みをご検討されたい方は、当会へご相談ください。

………………………………………
■�事務局連絡協議会、組合士協会共催の交流ボウリング大
会が開催されました
12月３日（水）大分市明野「ＯＢＳボウル」において、
大分県中小企業組合事務局連絡協議会と大分県中小企業
組合士協会の共催によるボウリング大会が開催されまし
た。
総勢82名の参加
者により白熱した
ゲームが展開さ
れ、ストライクが
出るたびに各レー
ンから大きな歓声
があがりました。
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「雇用は上昇だが、依然厳しい状況」

大分県中央会情報連絡員報告

　１０月の景気動向を景況感ＤＩ値で見ると、ＤＩ値はマイナス
26となり、前月のマイナス20に対し、６ポイントの低下と
なっており、景況感ＤＩ値は再び下降してきた。
　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４で前月より４ポイントの低下、収益状況ＤＩ値はマイナス
11で前月と同値、資金繰りＤＩ値はマイナス13で前月より２
ポイントの低下、雇用人員ＤＩ値はプラス２で前月より２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２６年10月分

➡食料品
●消費税の増税によって実質原材料等、仕入れにかかる経費が上がった形
となり、値上げをせず（売れなくなることが心配で）になんとか踏ん張っ
てきた組合員企業から、諦めに近い言葉を聞くようになった。特に人口
の少ない地方ではコンビニが増えたことで小売店の商品が売れなくなっ
たらしく、次の消費税アップを考えると廃業せざるを得ないと深刻な状況
を聞かされた。［菓子］

➡繊維工業
●仕事量・売上高は微増ではあるが、依然厳しい状況は続いているように
思われる。［繊維］

➡木材・木製品
●前月に続き原木は高めの状態で、製材製品の価格への圧迫を引き起こし
ている。製品の売れ行きは良くならない。［製材］

➡窯業・土石製品
●11月の生コン積算単価は、国、県、両調査会とも前月から変動なし。
10月の出荷量は、１０４,５６５㎥で前月比101.０％と前月とほぼ同水準。
前年同月比は８４.７％、前年同月累計（４月～１０月）は、６７７,１５５㎥（前
年は、８４７,９５１㎥）で前年比は７９.９％と２割を超える減少となってい
る。［生コンクリート］

●１０月の出荷量は、対前年比では約５９.４％となった。
　対前年比が下がったのは、物件の受注はある程度発生しているが、９月
に公共工事が集中して出たために重機や人員等の不足により思うように
工事が進んでいない現場が多いようで生コンの出荷が伸び悩んでいるの
がその要因として挙げられる。

　来月以降順次まとまった出荷が予想されるので出荷量は伸びると予想し
ている。

　今後については年度末までは一定の公共工事は発生すると予想される
が、新年度も継続して工事が出るかどうかは今後の政治や景気の動向に
左右されるのでまだ見通しは立っていないのが正直なところである。

　組合としては引き続き今後の物件動向を見ながら更なる合理化を検討す
ると共に販売価格の適正化を実現させていくことが重要であると考える。
［生コンクリート］

●例年に比べて発注量が少ない。円安等による原材料価格の上昇が、今
後どの程度影響してくるのか注視したい。［コンクリート製品］

➡鉄鋼・金属
●全体的に仕事量も多く、多忙を極めている。単価の方も上昇に転じてい
るが、人件費、労働経費等も上がり、更なる値上げの必要がある。［鋼
構造物］

●購買事業が若干増加傾向にある。［鉄工業］
➡一般機器
●カメラ部門で生産計画増加に対して既存従業員の残業も増加。学生アル
バイトや派遣・請負の増加や拡大を実施した。［カメラ部品］

➡輸送機器
●大分県内地区の各造船所は操業度のアップにより人員不足の状況が続い
ている。［造船］

➡卸売業
●天候不順のため例年よりコメの収穫が２週間ほど遅れている。そのため、
一時的にタイト感がでており多少の値動きが起こっている。［農産物仲卸］

●毎月第２土曜日開催の市場感謝デーを実施。入場者２,２００人。実りの
秋、各地で多数のイベントが開催された影響で入場者分散か？

　仲卸１社に福祉団体生命加入者の病死があり、書類等の手続き発生。
　師走に向かい、決議事項等で全体会議と役員会議を実施した。［水産物
仲卸］

➡小売業
●取引条件の悪化に伴い、不動在庫が増加し収益が減少。［薬業］
●小売酒販組合中央会「飲酒環境の整備に関する要望書」をまとめ、公
正取引委員会・国税庁向けに作成。２７年度提出。

　毎回厳しい現況を報告するが、明るさは全くなく、早く地方が生き生き出
来るよう地方創生委員会の「まち・しごと・ひと創生法」を期待する。
［酒］

●仕入れ価格(輸入物)が円安のために上昇し、収益を悪化させている。アベ
ノミクスの失敗により、職業別による格差が拡大。当業界の落ち込みが激
しい。依然としてデフレからの脱却が出来ていない。［青果］

●観光ブームが続き、相変わらず好調。ただし、既存店のみで見ると前年
比は１０３％である。［土産品］

➡商店街
●消費者の財布の紐は依然固いままである。秋祭り等のイベントが多かっ
たが、週末台風などの影響で振るわなかった。［大分市］

●増加した消費税納税準備などそろそろ影響が出てきても良い時期のはず
だが、それほど悪い話は聞かない。ただ営業に廻る人が増え、価格も今
まで下げなかったところが下げてくる傾向がある。［別府市］

●アベノミクスが地方には届いていないようだ。消費税の増税の影響がここ
にきてボディブローのように効いてきたようだ。

　通りの飾りの写真を撮ったり、商店街の足湯に浸かっている人が多い
が、言葉の通じない人ばかりでガッカリの毎日。宿泊の日本人観光客は
土日型に戻ったようであり、平日は宿泊施設からの発注が落ちている。

　こんな厳しい時期に当商店街から来年の県議会議員選挙に立候補する動
きがあり、商店街に面した建物に、現職とその候補の事務所が開設され
そうで一同悲鳴を上げている。［由布市湯布院］

➡サービス業
●入庫台数、売上高ともに減少。［自動車整備］
●対前年比約８～１０％程度ダウン。［クリーニング］
●消費税増税、円安等で原材料が高騰。［広告］
●貸切バスの新たな運賃により、一般のお客様の認知度が低く、「バス代
が高い」⇒旅行代金の値上げ⇒キャンセルという最悪の結果になったとい
う声あり。［旅行］

➡建設業
●小規模店舗、事務所等の設備投資は微増したものの、新規戸建・集合
住宅の売り上げは前月比マイナスとなり、業界全体として景気の先行を
不安視する状況となりつつある。

　少子高齢化で当分の間、新規住宅の需要増が見込めないため、今後
は、エコ・省エネ関係設備の導入を伴うリフォーム需要の市場開拓が急
務である。［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減少している。
　資材価格の上昇や労働者の人手不足などにより工事経費の増加が問題
点となり、公共工事の入札が成立しない事例が発生している。また、労
働者の高齢化や若年入職者の減少により、建設産業を担う人材の育成
や、社会資本の整備、防災活動への影響が懸念されている。［建設工
事］

●全体的に仕事量としては落ち着いてきており、特に大分駅ビル、山香メ
ガソーラーといった大型工事が一段落したことが影響して、コンクリート
ポンプ車の稼働割合も比較的低調となっている。

　地域的にみると県西地区のみ仕事量が減っており、特に今年は災害復旧
もなかったために売り上げも前年同期と比較して４０％程度減となってい
る。その他の地域はそれぞれ２０％から５０％程度の売り上げ増となって
おり、全体としては好調といえる状況である。［コンクリートポンプ］

➡運輸業
●売上げ、収益とも微増（前年同月比プラス１％）の状況であり、下げ止
まり感が認められる。［タクシー］

業界情報

➡窯業・土石製品
●景気は下振れしており、早期補正予算実施が望まれる。［コンクリート製
品］

➡輸送用機器
●外国人研修・実習生の法改正の内容が分かれば教えて欲しい。［造船］
➡小売業
●景気対策がひど過ぎる。地方への配慮を望む。［青果］

要望事項
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「雇用は上昇だが、依然厳しい状況」

大分県中央会情報連絡員報告

　１０月の景気動向を景況感ＤＩ値で見ると、ＤＩ値はマイナス
26となり、前月のマイナス20に対し、６ポイントの低下と
なっており、景況感ＤＩ値は再び下降してきた。
　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４で前月より４ポイントの低下、収益状況ＤＩ値はマイナス
11で前月と同値、資金繰りＤＩ値はマイナス13で前月より２
ポイントの低下、雇用人員ＤＩ値はプラス２で前月より２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２６年10月分

➡食料品
●消費税の増税によって実質原材料等、仕入れにかかる経費が上がった形
となり、値上げをせず（売れなくなることが心配で）になんとか踏ん張っ
てきた組合員企業から、諦めに近い言葉を聞くようになった。特に人口
の少ない地方ではコンビニが増えたことで小売店の商品が売れなくなっ
たらしく、次の消費税アップを考えると廃業せざるを得ないと深刻な状況
を聞かされた。［菓子］

➡繊維工業
●仕事量・売上高は微増ではあるが、依然厳しい状況は続いているように
思われる。［繊維］

➡木材・木製品
●前月に続き原木は高めの状態で、製材製品の価格への圧迫を引き起こし
ている。製品の売れ行きは良くならない。［製材］

➡窯業・土石製品
●11月の生コン積算単価は、国、県、両調査会とも前月から変動なし。
10月の出荷量は、１０４,５６５㎥で前月比101.０％と前月とほぼ同水準。
前年同月比は８４.７％、前年同月累計（４月～１０月）は、６７７,１５５㎥（前
年は、８４７,９５１㎥）で前年比は７９.９％と２割を超える減少となってい
る。［生コンクリート］

●１０月の出荷量は、対前年比では約５９.４％となった。
　対前年比が下がったのは、物件の受注はある程度発生しているが、９月
に公共工事が集中して出たために重機や人員等の不足により思うように
工事が進んでいない現場が多いようで生コンの出荷が伸び悩んでいるの
がその要因として挙げられる。

　来月以降順次まとまった出荷が予想されるので出荷量は伸びると予想し
ている。

　今後については年度末までは一定の公共工事は発生すると予想される
が、新年度も継続して工事が出るかどうかは今後の政治や景気の動向に
左右されるのでまだ見通しは立っていないのが正直なところである。

　組合としては引き続き今後の物件動向を見ながら更なる合理化を検討す
ると共に販売価格の適正化を実現させていくことが重要であると考える。
［生コンクリート］

●例年に比べて発注量が少ない。円安等による原材料価格の上昇が、今
後どの程度影響してくるのか注視したい。［コンクリート製品］

➡鉄鋼・金属
●全体的に仕事量も多く、多忙を極めている。単価の方も上昇に転じてい
るが、人件費、労働経費等も上がり、更なる値上げの必要がある。［鋼
構造物］

●購買事業が若干増加傾向にある。［鉄工業］
➡一般機器
●カメラ部門で生産計画増加に対して既存従業員の残業も増加。学生アル
バイトや派遣・請負の増加や拡大を実施した。［カメラ部品］

➡輸送機器
●大分県内地区の各造船所は操業度のアップにより人員不足の状況が続い
ている。［造船］

➡卸売業
●天候不順のため例年よりコメの収穫が２週間ほど遅れている。そのため、
一時的にタイト感がでており多少の値動きが起こっている。［農産物仲卸］

●毎月第２土曜日開催の市場感謝デーを実施。入場者２,２００人。実りの
秋、各地で多数のイベントが開催された影響で入場者分散か？

　仲卸１社に福祉団体生命加入者の病死があり、書類等の手続き発生。
　師走に向かい、決議事項等で全体会議と役員会議を実施した。［水産物
仲卸］

➡小売業
●取引条件の悪化に伴い、不動在庫が増加し収益が減少。［薬業］
●小売酒販組合中央会「飲酒環境の整備に関する要望書」をまとめ、公
正取引委員会・国税庁向けに作成。２７年度提出。

　毎回厳しい現況を報告するが、明るさは全くなく、早く地方が生き生き出
来るよう地方創生委員会の「まち・しごと・ひと創生法」を期待する。
［酒］

●仕入れ価格(輸入物)が円安のために上昇し、収益を悪化させている。アベ
ノミクスの失敗により、職業別による格差が拡大。当業界の落ち込みが激
しい。依然としてデフレからの脱却が出来ていない。［青果］

●観光ブームが続き、相変わらず好調。ただし、既存店のみで見ると前年
比は１０３％である。［土産品］

➡商店街
●消費者の財布の紐は依然固いままである。秋祭り等のイベントが多かっ
たが、週末台風などの影響で振るわなかった。［大分市］

●増加した消費税納税準備などそろそろ影響が出てきても良い時期のはず
だが、それほど悪い話は聞かない。ただ営業に廻る人が増え、価格も今
まで下げなかったところが下げてくる傾向がある。［別府市］

●アベノミクスが地方には届いていないようだ。消費税の増税の影響がここ
にきてボディブローのように効いてきたようだ。

　通りの飾りの写真を撮ったり、商店街の足湯に浸かっている人が多い
が、言葉の通じない人ばかりでガッカリの毎日。宿泊の日本人観光客は
土日型に戻ったようであり、平日は宿泊施設からの発注が落ちている。

　こんな厳しい時期に当商店街から来年の県議会議員選挙に立候補する動
きがあり、商店街に面した建物に、現職とその候補の事務所が開設され
そうで一同悲鳴を上げている。［由布市湯布院］

➡サービス業
●入庫台数、売上高ともに減少。［自動車整備］
●対前年比約８～１０％程度ダウン。［クリーニング］
●消費税増税、円安等で原材料が高騰。［広告］
●貸切バスの新たな運賃により、一般のお客様の認知度が低く、「バス代
が高い」⇒旅行代金の値上げ⇒キャンセルという最悪の結果になったとい
う声あり。［旅行］

➡建設業
●小規模店舗、事務所等の設備投資は微増したものの、新規戸建・集合
住宅の売り上げは前月比マイナスとなり、業界全体として景気の先行を
不安視する状況となりつつある。

　少子高齢化で当分の間、新規住宅の需要増が見込めないため、今後
は、エコ・省エネ関係設備の導入を伴うリフォーム需要の市場開拓が急
務である。［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減少している。
　資材価格の上昇や労働者の人手不足などにより工事経費の増加が問題
点となり、公共工事の入札が成立しない事例が発生している。また、労
働者の高齢化や若年入職者の減少により、建設産業を担う人材の育成
や、社会資本の整備、防災活動への影響が懸念されている。［建設工
事］

●全体的に仕事量としては落ち着いてきており、特に大分駅ビル、山香メ
ガソーラーといった大型工事が一段落したことが影響して、コンクリート
ポンプ車の稼働割合も比較的低調となっている。

　地域的にみると県西地区のみ仕事量が減っており、特に今年は災害復旧
もなかったために売り上げも前年同期と比較して４０％程度減となってい
る。その他の地域はそれぞれ２０％から５０％程度の売り上げ増となって
おり、全体としては好調といえる状況である。［コンクリートポンプ］

➡運輸業
●売上げ、収益とも微増（前年同月比プラス１％）の状況であり、下げ止
まり感が認められる。［タクシー］

業界情報

➡窯業・土石製品
●景気は下振れしており、早期補正予算実施が望まれる。［コンクリート製
品］

➡輸送用機器
●外国人研修・実習生の法改正の内容が分かれば教えて欲しい。［造船］
➡小売業
●景気対策がひど過ぎる。地方への配慮を望む。［青果］
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新設組合紹介

月 間 ベ ス ト セ ラ ー

1 殉愛
（百田 尚樹・幻冬舎）

やる！
（唐池 恒二・かんき出版）

沈みゆく大国　アメリカ
（堤 未果・集英社新書）

地方消滅
（増田 寛也・中公新書）

府内藩　シリーズ藩物語
（大野 雅之・現代書館）

1,728円

1,512円

777円

885円

1,728円

大分県書店商業組合（晃星堂書店）調べ

2014 年 11 月

　人口減少時代へと突入し、労働力不足を補うた
めに人員確保を如何に行っていくかということが企
業において深刻な問題となってきつつあります。
　企業では、定年の延長や女性労働力の活用、
障害者雇用や外国人労働者の雇用などそれぞれの
特性・能力に見合った職務再設計を行うなど、ダ
イバーシティへの取り組みも積極的に行い、採用
とその後の育成による定着率を高める工夫を行っ
ています。
　アベノミクスは、景気を好転させたのかどうかは
意見が分かれるところですが、以前は景気不調に
より、採用を抑制し、さらに人員整理等で業績悪
化への対応をしてきました。
　そのような経緯から企業の人員年齢構成は、一
定の年齢ゾーンが少ない形となっていて、現在の
主戦力又は、数年後の主戦力が不足するような状
態にある企業が多くなっているのではないでしょう
か？
　若年労働者の減少により、経済成長が低調とな
るとされているのは、限られた地域の話ではあり
ません。つまりは、全国的に大企業・中小企業交
えて、若年労働者の獲得合戦となるということで
す。
　ある日突然に大手有名メーカーがその地域の賃
金水準を超える条件の提示とともに「正社員登用
制度あり」と募集をしてきたらどうでしょう？
　ネームバリューや条件では太刀打ちできない企
業としては、自社の良さをいろんなところで知って
もらい、働きやすさや組織の良さなど内面を広く
知ってもらい、理解を深めてもらい、選んでもら
うということを考えていかなければならないのでは
ないでしょうか？（今の若者は、物質的豊かさより
も精神的豊かさを好み、責任ある仕事よりも、充
実感や楽しさを選ぶ傾向があるそうです）
　一番良い方法としては、企業のことをよく知って
いる人（例えば、従業員、退職者、その身内など）
に、その良さをアピールしてもらうことです。逆
に、従業員や退職者或いはその身内が企業のよく
ない評判をたてると“ブラック企業”としてうわさ
が広まるということもあるかもしれません。
　長くなりましたが、今回は新入社員等社員を従

業員に紹介してもらうといったケースで、よく質問
されることについてご案内します。
　自社の従業員が、知人を社員やアルバイトとし
て紹介してきた際に報奨金を支払う制度は良いの
かということです。
　会社がハローワーク等の機関に頼らず直接社員
を募集する方法としては
　①文書募集　（新聞や雑誌等での掲載による募

集）
　②直接募集　（会社が直接又は従業員を使って

勧誘する）
　③委託募集　（許可を受けた事業者へ募集委

託）
の３種類の方法があります。
　従業員の人脈に頼って募集し又は勧誘するとい
う行為は前記の②に該当します。
　この直接募集は、通常通勤できる地域からの募
集については問題ありませんが、その他の地域で
の募集活動を行うためには行政への届出が必要と
なります。
　これは、不当な圧力により強制的な勧誘行為と
なるおそれがあるためです。
　自由に勧誘活動を行える通勤圏内における募集
に対して、募集主（会社）が従業員に対して支払
うことができるものは、名称のいかんを問わず、
旅費、通信費等の実費弁償（使った分を支払う）
のみであってその他の金銭は職業安定法違反とな
ります。（６ヶ月以下の懲役又は１０万円以下の罰
金）
　当然、図書券、ビール券などの物も「財物又は
利益」に該当するため支給することができません。
　労をねぎらうという点では、善意で何かをしてあ
げたいという気持ちはあったとしても、これが知ら
ない間に法律違反となることがある為十分な注意
が必要です。
　なお、③の委託事業者への報奨金については、
当然認められていますが、この金額等についても
許可制により規制があります。

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
労働力確保としての従業員の紹介による募集

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

2015年２月４日（水）18：00～ 20：30
組合管理者講習会（講師：大分県知事 広瀬勝貞氏）・意見交換会
[トキハ会館　５階　ローズの間]

2015年５月２８日（木）
中央会創立60周年記念行事[トキハ会館]

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

2

3

4

5

パートナーサプライビジネス協同組合
代表理事 足達麻衣子
所 在 地 大分県竹田市大字拝田原257番地１
設　　立 平成26年 10月 21日
組合員数 ５人
主な事業内容
 組合員の取り扱う農産物の共同販売
 組合員の取り扱う農業資材等の共同購買
 組合員の取り扱う農産物の共同宣伝

　過疎化・高齢化が進む竹田市や豊後大野市にお
いては、家族経営の小規模兼業農家は、営農を離
脱していっている状況にあります。このような中、
消費者は生産者の顔の見える農産物を要求してき
ており、生産者側としては、消費者のニーズを的
確に捉えるとともに新たなネットワークを構築す
ることにより経営体制の強化を図ることが急務と
なっています。そこで共同販売等の共同事業を実
施することにより、組合員の経営の合理化、取引

条件の改善、販
路の拡大などを
図ることを目的
に本協同組合が
設立されまし
た。将来的には、組合員数を増加させ、広域のネッ
トワークを構築することにより、地域産業の振興
を図っていくことも期待されます。
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意見が分かれるところですが、以前は景気不調に
より、採用を抑制し、さらに人員整理等で業績悪
化への対応をしてきました。
　そのような経緯から企業の人員年齢構成は、一
定の年齢ゾーンが少ない形となっていて、現在の
主戦力又は、数年後の主戦力が不足するような状
態にある企業が多くなっているのではないでしょう
か？
　若年労働者の減少により、経済成長が低調とな
るとされているのは、限られた地域の話ではあり
ません。つまりは、全国的に大企業・中小企業交
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ており、生産者側としては、消費者のニーズを的
確に捉えるとともに新たなネットワークを構築す
ることにより経営体制の強化を図ることが急務と
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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

大分県畳工業組合
理 事 長　町田　哲幸　　副理事長　仲摩　茂敏
副理事長　柴田　一彦　　専務理事　田崎　博志

外　組合員一同
〒870-0851　大分市大字荏隈240番地

TEL・FAX（097）543-6872

大分県屋根工事業協同組合
理事長　有　田　賴　正

〒870-0913　大分市松原町２丁目４番17号
TEL・FAX（097）551-1337

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

株式会社　愛商大分
代表取締役　樺　島　　榮

大分県佐伯市蒲江大字丸市尾浦1608番地
TEL（0972）44-0161　FAX（0972）44-0465

前津江森林産業事業協同組合
代表理事　綾　垣　新　市

〒877-0211　日田市前津江町赤石3016番地1
TEL（0973）53-2778

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　國　實　重　勝　　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…

金と共に、私達にできること。
ワイヤーメッシュ（溶接金網）他

大分県中小企業団体中央会
会　　長　　　髙　山　泰四郎
副 会 長　　　横　山　久　雄
副 会 長　　　戸　髙　有　基
副 会 長　　　小　野　泰　男
専務理事　　　油　布　正　春

他　役職員一同
〒８７０-００２６　大分市金池町３丁目１番64号
TEL（０９７）５３６-６３３１　FAX（０９７）５３７-２６４４

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

他　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

広  告広  告

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　吉　武　高　吉
副理事長　桑　原　博　文
副理事長　長谷部　哲　二

〒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　桑　原　博　文
副理事長　和　田　幸　男

〒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

㈱ イ マ ハ シ
㈲ 間 藤 工 業
㈱伊藤鉄筋工業
㈲花田鉄筋工業
㈲ 水 田 鉄 筋
㈲大分ガス圧接工業
㈲中村鉄筋工業
㈲ 児 玉 工 業
㈲ 梶 原 鉄 筋
栄 友 工 業 ㈱
鴨 川 工 業 ㈲
㈲永元鉄筋工業
㈲ ホ ウ ザ キ
㈲吉岡鉄筋工業

代表取締役　今　橋　一　男
代表取締役　間　藤　浩　一
代表取締役　伊　藤　敏　宏
代表取締役　花　田　　　豊
代表取締役　水　田　一　寛
代表取締役　足　達　和　寿
代表取締役　中　村　　　剛
代表取締役　児　玉　重　信
代表取締役　今　村　昌　幸
代表取締役　野　上　友　昭
代表取締役　藤　原　秋　男
代表取締役　永　元　真　一
代表取締役　芳　崎　一　郎
代表取締役　吉　岡　幸　雄

大分県鉄筋工事業協同組合
理 事 長　今　橋　一　男

大分速見郡日出町大字豊岡字岩垣881番地１
TEL（0977）28-0160　FAX（0977）28-0161
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理 事 長　池　邉　正　廣

他　組合員一同

〒８７０-０835　大分市上野丘１丁目６番11号
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TEL（0977）28-0160　FAX（0977）28-0161

COMPASS     15



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

厚生労働省委託事業

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！

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

おひとり様 5,000円（８品）
おひとり様 6,000円（９品）
おひとり様 7,000円（10品）

おひとり様 日・月限定

 4,000円（８品）
おひとり様

 5,000円（９品）

おひとり様

 6,000円（９品）
おひとり様

 7,000円（９品）

おひとり様 5,000円（９品）
おひとり様 6,000円（10品）
おひとり様 7,000円（10品）

大皿コース（９品）

（日～木曜）おひとり様  4,000円
（金・土曜）おひとり様  5,000円

会席料理＋飲み放題

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

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

観光庁長官登録旅行業第1549号　日本旅行業協会正会員

〒870-0027　大分市末広町1丁目1番18号

お
申
し
込
み・お
問
い
合
わ
せ

■大分営業所

■旅行企画・実施

■県庁内営業所

株式
会社

（総合旅行業務取扱管理者：佐藤春樹）

（総合旅行業務取扱管理者：岩田祐司）

19,000円2015年２月28日（土）

怒涛のヒット曲と感動のスケールで贈るこれぞ演歌の決定版!!
今年は「歌の島・芸能の島」沖縄八重山地方を代表する民謡「とぅばらーま」。八
重山の人にとって心の唄というべき叙情歌でオープニングを飾り沖縄の伝統芸
能のひとつ「エイサー」で皆さんの魂を震わせます。またその他、今話題の中堅
や若手の演歌歌手たちも出演し会場中を盛り上げます。この機会に皆様お誘い
合わせのうえ是非御参加下さい!!!

（バス代・SS席観劇チケット・夕食付き）
【旅行代金】福岡マリンメッセ

【旅行代金】
19,000円（バス代・SS席観劇チケット・夕食付き）
※夕食はお弁当をご用意致します。
==============================
【スケジュール】
大分駅（12:00頃発）
　　　↓
福岡マリンメッセ
♪15:30開場
♪16:30開演～19:00頃終演
　　　↓
大分駅（21:30頃着）
※交通状況により時間は多少前後致します。
==============================
【お申し込みのご案内】
◇旅行条件・代金：平成26年10月20日現在を基準とし
ています。 
◇添乗員：同行あり 
◇最少催行人員：30名様 

【取消料】
◇10日～8日前まで：旅行代金の20% 
◇7日～2日前まで：旅行代金の30% 
◇前日：旅行代金の40％ 
◇当日：旅行代金の50％ 
◇出発後：100％

税込

税込

税込

税込

税込

税込

税込

税込

税込

税込 税込

税込

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

予約制
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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。
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料理＋飲み放題
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おひとり様 6,000円（10品）
おひとり様 7,000円（10品）
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（日～木曜）おひとり様  4,000円
（金・土曜）おひとり様  5,000円

会席料理＋飲み放題

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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観光庁長官登録旅行業第1549号　日本旅行業協会正会員

〒870-0027　大分市末広町1丁目1番18号

お
申
し
込
み・お
問
い
合
わ
せ

■大分営業所

■旅行企画・実施

■県庁内営業所

株式
会社

（総合旅行業務取扱管理者：佐藤春樹）

（総合旅行業務取扱管理者：岩田祐司）

19,000円2015年２月28日（土）

怒涛のヒット曲と感動のスケールで贈るこれぞ演歌の決定版!!
今年は「歌の島・芸能の島」沖縄八重山地方を代表する民謡「とぅばらーま」。八
重山の人にとって心の唄というべき叙情歌でオープニングを飾り沖縄の伝統芸
能のひとつ「エイサー」で皆さんの魂を震わせます。またその他、今話題の中堅
や若手の演歌歌手たちも出演し会場中を盛り上げます。この機会に皆様お誘い
合わせのうえ是非御参加下さい!!!

（バス代・SS席観劇チケット・夕食付き）
【旅行代金】福岡マリンメッセ

【旅行代金】
19,000円（バス代・SS席観劇チケット・夕食付き）
※夕食はお弁当をご用意致します。
==============================
【スケジュール】
大分駅（12:00頃発）
　　　↓
福岡マリンメッセ
♪15:30開場
♪16:30開演～19:00頃終演
　　　↓
大分駅（21:30頃着）
※交通状況により時間は多少前後致します。
==============================
【お申し込みのご案内】
◇旅行条件・代金：平成26年10月20日現在を基準とし
ています。 
◇添乗員：同行あり 
◇最少催行人員：30名様 

【取消料】
◇10日～8日前まで：旅行代金の20% 
◇7日～2日前まで：旅行代金の30% 
◇前日：旅行代金の40％ 
◇当日：旅行代金の50％ 
◇出発後：100％

税込

税込

税込

税込

税込

税込

税込

税込

税込

税込 税込

税込

広  告広  告
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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。

広  告広  告
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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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応
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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。
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中小企業の皆さま！
　　専門家に相談してみませんか？

（営業時間 9:00～17:15　※土日祝除く）

保証部　保証・経営支援一課
　　　　保証・経営支援二課

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

そんな皆さまを強力にサポート！
専門家がお伺いし、課題解決に一緒に取り組みます。

お気軽にご相談ください。
（当協会をご利用いただいている中小企業の方を対象とした事業です。）

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。

※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。

・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

費用は無料です。

ⓒ光プロダクション

専門家派遣事業のご案内

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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■年頭所感
■がんばる組合探訪記

大分国際人材育成協同組合
■特集

第57回中小企業団体九州大会　開催
第66回中小企業団体全国大会　開催

■ニュースフラッシュ
大分県中央会が創立６０周年を迎えます
組合管理者講習会　参加者募集
大分県鉄筋工事業協同組合が出前授業
日田資源開発事業協同組合が木質バイオマス利用施設を建設
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
大分県の最低賃金が１０月４日に変わりました
株式会社サークル・ワンが新連携事業計画認定を受けました
大分県中小企業会館の駐車場が移動します
ものづくり補助金（２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をご利用ください

■情報組合員レポート
雇用は上昇だが、依然厳しい状況／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
■スケジュールインフォメーション

謹賀新年


