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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
http://www.chuokai-oita.or.jp
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■特集
九州経済産業局が、新たに「農商工等連携事業：（有）田中醤油店（中津市）」・「地域産業資源活用事業：（株）レゾネイト（竹田市）」を認定

■がんばる組合探訪記
大分県葬祭業協同組合

■ニュースフラッシュ
大分市の創業支援計画が国の認定を受けました
新ものづくり補助金（第１次公募二次締切）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
おおいた創業セミナー（一般向け創業準備編）が始まります
中小企業団体九州大会in熊本
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ます
大分県ビジネスプラングランプリが募集中です
本誌で紹介する組合を募集しています
下請代金支払遅延等防止法（下請法）クイズ

■情報組合員レポート
「厳しい売上高の中、慎重な動き」　　平成２６年6月分

■点と線
おおいたビジネスプラットフォーム事業協同組合
代表理事　工藤　和義 氏　（社会保険労務士）

■月間ベストセラー
■中小企業団体九州大会のご案内



去る平成２６年７月７日、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１回として新たに９件の事業計画を認定しました。

大分県からは、農商工等連携事業※１で、有限会社
田中醤油店（中津市）、地域産業資源活用事業※２で
は、株式会社レゾネイト（竹田市）の事業計画が新た
に認定されました。今回の認定に際しては、独立行政
法人中小企業基盤整備機構九州本部と、大分県中小
企業団体中央会が連携して、両社の支援を行ってまい
りました。

認定当日は、九州経済産業局において、中小企業新
事業創出３事業認定書交付式及び認定事業プレゼンテー
ションが行われました（※中小企業新事業創出３事業：
農商工連携、新連携（異分野連携）、地域産業資源）。
認定書交付式では、九州経済産業局長である岸本吉生
氏より、各事業主へ直接、認定書が手渡されました。

引き続き行われた認定事業プレゼンテーションでは、
有限会社田中醤油店 代表取締役社長 田中宏氏から、
農商工等連携事業認定を受けた事業計画「大分県産
『味一ねぎ』を使った新調味料ブランドの開発・販路
開拓」についてプレゼンテーションが行われました。田
中社長からは、「味一ねぎのさらなるブランド価値向上
と、加工品の品ぞろえ拡大を目指す。新たな調味料ブ
ランド（Ｎｅｗネギソース）を開発し、高級スーパー、
セレクト食品店等の販路開拓を行い、ブランド価値を高
める。」との説明がありました。

また、株式会社レゾネイト 代表取締役社長 原田和
信氏からは、地域産業資源活用事業認定を受けた事業
計画「“国内有数”の久住高原と炭酸水素塩泉を活用
した、心と身体の健康改善滞在型ヘルスツーリズムプ
ログラム開発と販路開拓」についてプレゼンテーション
がありました。原田社長からは、「阿蘇くじゅう国立公
園の中心に位置する“国内有数”の久住高原や久住
地域独特の炭酸濃度の高い炭酸水素塩泉を活かした、

専門家の指導監修による4つのプランと、それらを組
み合わせた本格的で付加価値の高い新たな滞在型ヘル
スツーリズムプログラムを開発し、新たな観光需要の
開拓による宿泊客拡大と久住地区の地域活性化に繋げ
る。」との説明がありました。

特
　
集 大分県から２事業が認定!!

九州経済産業局が、新たに「農商工等連携事業：㈲田中醤油店 （中津市）」・「地域産業資源活用事業：㈱レゾネイト（竹田市）」を認定

※1　農商工等連携事業とは、農林漁業者と商工業者等が互いの強みを活かして需要開拓を行う新事業です。
※２　地域産業資源活用事業とは、地域の強みとなる農林水産物、鉱工業品、観光資源を活用する新事業です。

３事業あわせて９件の事業計画を認定

㈱レゾネイト原田社長と岸本九州経済産業局長

㈲田中醤油店田中社長と岸本九州経済産業局長
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大分県から２事業が認定!!
九州経済産業局が、新たに「農商工等連携事業：㈲田中醤油店 （中津市）」・「地域産業資源活用事業：㈱レゾネイト（竹田市）」を認定

また、両社は７月２３日に大分県を訪ね、商工労働部
長 西山英将氏に認定の報告を行いました。大分県中
小企業団体中央会 会長 髙山泰四郎氏から、これまで
の経緯を説明した後、田中社長、原田社長それぞれか
ら、事業内容や開発商品について説明がありました。

西山部長からは「大分の豊富な農産物や地域資源
を、東京をはじめとする県内外に向けて、積極的にＰＲ
できるよう、頑張ってほしい。」との話がありました。

大分県中小企業団体中央会としても、今後も引き続
き事業化、販路開拓等において支援を行っていく予定
です。

なお、中小企業新事業創出３事業の認定スキームと
支援内容は、下図のようになっています。

また、今回の認定に関する詳しい説明は、九州経
済産業局ホームページにも掲載されています（http://
www.kyushu.meti.go.jp/press/1407/140707_1.
html）。
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活動 

促進法 

中小企業 

地域資源 
活用 

促進法 

農商工等 

連携 
促進法 

異分野の 
中小企業者が 
２者以上で 
連携を構築 

  中小企業者連携体が共同で 
  「新連携計画」を作成し、 
  国に申請 

主務大臣の認定 
（経済産業大臣等） 

各種支援措置 
（ 補助金、融資金利の優遇、 
   信用保証の特例、 
   特許料の減免措置 等 ） 
の活用 

    中小企業が 
    「地域資源活用事業計画」 
    を作成し、都道府県に申請 

主務大臣の認定 
（経済産業大臣等） 

農林漁業者・ 
中小企業者が 
連携体を構築 

都道府県 
が意見を 
付与して 
国へ提出 

  農林漁業者・中小企業者が共同で 
  「農商工等連携事業計画」を作成し、 
  国に申請 

主務大臣の認定 
（農林水産大臣・ 
  経済産業大臣等） 

各種支援措置 
（ 補助金、融資金利の優遇、 
   信用保証の特例 等 ） 
の活用 

各種支援措置 
（ 補助金、融資の特例・金利優遇、 
 信用保証の特例 等 ）   
の活用 

中小企業基盤整備機構本部及び各地域本部による支援 

  ◆支援制度の内容説明 
  ◆連携体の構築方法 
    （新連携・農商工連携） 
  ◆ビジネスアイデアの構想 
    →具体化（事業計画の策定）   

専門家派遣等による 
事業計画のブラッシュアップ 

専門家派遣等による 
計画認定後のフォローアップ 

      ◆事業計画の策定（さらなる磨き） 
      ◆商品企画 
      ◆市場調査等のアドバイス・評価 
      ◆事業性・市場性の評価 

    ◆定期的なアドバイス 
    ◆支援策活用サポート 
    ◆販路開拓サポート 
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各法律による認定のスキームと支援内容 

認定 

認定 

認定 

地域における 
窓口相談・専門家派遣 

中小企業支援機関等 
による支援 

支援機関 
等による 
支援内容 

参考１ 

報告をする髙山会長、田中社長、原田社長

西山部長から今後に向けてアドバイス
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■組合の活動
大分県葬祭業協同組合は、県内で葬祭業を行う事業
者により昭和58年に設立されました。全日本葬祭業協
同組合連合会に加盟し、組合加入の優良企業が総力を
挙げて、“安心と信頼”を掲げ、 葬儀から法事など弔意
全般にわたり取り組んでいます。事業は、葬儀用品の共
同購買や従業員に対する教育研修事業などが主たる
事業で組合一丸となって取り組んでいます。
中でも、教育研修事業では、葬儀に対する価値観が
多様化する中、遺族の方が安心して葬儀を依頼できる
地域に密着した葬儀社を目指すというテーマのもと、
「納棺研修」や「※葬祭ディレクター」・「※事前相談員」と
いった資格取得に向けた研修会等を継続的に開催して
おり、業界のイメージアップのみならず、人材育成やス
キルアップに大きな成果をあげています。

■大分県との災害協定締結
　―もしものときに備えて―
当組合は、去る６月１６日、全日本葬祭業協同組合連
合会との連名で大分県と「災害時における棺及び葬祭
用品の供給並びに遺体の搬送等の協力に関する協定」
を締結しました。
協定の内容は大分県内で、災害救助法が適用される

ような大規模な災害や事故が発生した場合に、専門家
としての技術と知識を活かしご遺体の保全、搬送のほ
か、棺・納体袋をはじめとする各種葬祭用品の供給をす
るなどの支援活動を行うというものです。
甚大な被害をもたらした東日本大震災の記憶が新し
いところですが、大分県内でも南海トラフ大地震の発
生が懸念されていることもあり、今回の締結となったも
のです。
調印式は大分県庁にて行われ、大分県知事 広瀬勝
貞氏、全日本葬祭業協同組合連合会 会長 松井昭憲
氏、大分県葬祭業協同組合 理事長 恒賀裕司氏の同席
のもと執り行われました。

※「葬祭ディレクター」とは
葬祭ディレクター技能審査は、平成８年３月に厚生労働省の認可を受けた制度です。
高齢化社会を迎え、葬祭業務の社会的重要性が高まるとともに、葬祭サービスが、消費者の身になり、消費者の視線に立っての、細やかで専門
性をもったものであることが求められています。葬祭サービスを提供するに相応しい人材であるかを総合的かつ客観的に評価する本制度が重要
な役割を担っています。

※「全葬連葬儀事前相談員」とは
お葬式のことがよくわからない、どんな準備をすればいいのか、費用はいくらくらいなのか・・・。
お客様からのお葬式に対する様々な疑問に、葬祭サービス事業者として真摯な姿勢で誠実にお答えするために、「全葬連葬儀事前相談員資格制

度」は生まれました。
「全葬連葬儀事前相談員資格」は、講習を受講し、そして試験を経て認定された、全葬連に加盟している事業所のスタッフにのみ付与されます。
お客様が安心してお葬式のことを事前相談できる人材を育成すると同時に、葬祭業界全体のレベルアップを目的とした資格制度です。

［代表理事］ 恒賀　裕司　　
［設立］ 昭和58年8月
［組合員］ 15名
［主な事業内容］ 葬儀用品の共同購買・従業員の教育研修事業等
［住所］ 大分市長浜町１丁目７番８号　㈱幸葬儀社内
［TEL］ ０９7－532－4531
［FAX］ ０９７－536－1021
［HP］ http://oitasougi.com/

大
分
県
葬
祭
業
協
同
組
合

組合概要

恒賀　裕司 理事長

がんばる組
合探訪記

協力に要した費用は、災害救助法等の規定に基づき、県が大分県葬祭業協同組合又は全日本葬祭
業組合連合会に支弁する。

１　棺及び葬祭用品の供給並びに作業等の役務の提供
２　遺体安置施設等の提供
３　遺体の搬送
４　その他、大分県の要請により県組合及び全葬連が応じられる事項

災害時における棺及び葬祭用品の供給等並びに
遺体の搬送等の協力に関する協定概要

県
組
合
加
盟
店

大
分
県
葬
祭
業
協
同
組
合

大

　分

　県

市

　町

　村

市

　町

　村

全葬連加盟店

全日本葬祭業協同組合連合会 指示

指示
協力

協力要請

応諾の通知応諾の通知

要請

市町村の
機能不全

（
県
組
合
と
連
絡
が

と
れ
な
い
場
合
）

協
力

連
携

応
諾
の
通
知

加盟店が行う協力の内容

協
力
要
請

お葬式は安心と信頼の組合員企業へ
㈱葵    ㈱明日香会館   ㈱公益社
㈲シゲヨシ    ㈲庄内葬儀社   ㈲城商店
㈲泉都葬祭社   ㈱中央葬祭社   ㈲白雲社
㈲右田葬儀社   ㈲森葬儀社   ㈱幸葬儀社
㈲安岐梅光社   ㈲中津葬儀社   ㈱大の葬祭
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としての技術と知識を活かしご遺体の保全、搬送のほ
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度」は生まれました。
「全葬連葬儀事前相談員資格」は、講習を受講し、そして試験を経て認定された、全葬連に加盟している事業所のスタッフにのみ付与されます。
お客様が安心してお葬式のことを事前相談できる人材を育成すると同時に、葬祭業界全体のレベルアップを目的とした資格制度です。

［代表理事］ 恒賀　裕司　　
［設立］ 昭和58年8月
［組合員］ 15名
［主な事業内容］ 葬儀用品の共同購買・従業員の教育研修事業等
［住所］ 大分市長浜町１丁目７番８号　㈱幸葬儀社内
［TEL］ ０９7－532－4531
［FAX］ ０９７－536－1021
［HP］ http://oitasougi.com/

大
分
県
葬
祭
業
協
同
組
合

組合概要

恒賀　裕司 理事長

がんばる組
合探訪記

協力に要した費用は、災害救助法等の規定に基づき、県が大分県葬祭業協同組合又は全日本葬祭
業組合連合会に支弁する。

１　棺及び葬祭用品の供給並びに作業等の役務の提供
２　遺体安置施設等の提供
３　遺体の搬送
４　その他、大分県の要請により県組合及び全葬連が応じられる事項

災害時における棺及び葬祭用品の供給等並びに
遺体の搬送等の協力に関する協定概要

県
組
合
加
盟
店

大
分
県
葬
祭
業
協
同
組
合

大

　分

　県

市

　町

　村

市

　町

　村

全葬連加盟店

全日本葬祭業協同組合連合会 指示

指示
協力

協力要請

応諾の通知応諾の通知

要請

市町村の
機能不全

（
県
組
合
と
連
絡
が

と
れ
な
い
場
合
）

協
力

連
携
応
諾
の
通
知

加盟店が行う協力の内容

協
力
要
請

お葬式は安心と信頼の組合員企業へ
㈱葵    ㈱明日香会館   ㈱公益社
㈲シゲヨシ    ㈲庄内葬儀社   ㈲城商店
㈲泉都葬祭社   ㈱中央葬祭社   ㈲白雲社
㈲右田葬儀社   ㈲森葬儀社   ㈱幸葬儀社
㈲安岐梅光社   ㈲中津葬儀社   ㈱大の葬祭

COMPASS     5



ニュース フラッシュNews
flash

■大分市の創業支援計画が国の認定を受けました
平成26年６月20日、大分市は、国の産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定を受け、このうち当会の「専
門家派遣事業」が特定創業支援事業となりました。
この認定制度は、平成26年１月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、地域における創業を促進するため、
市区町村が地域の創業支援機関等と連携した創業支援計画を策定し、国が認定するものです。本計画に定める「特定創
業支援事業」を受け、一定の条件をクリアした創業希望者は、株式会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証の拡充
などの優遇措置を受けることができます。
今後は、本計画に基づき、大分市を中心に、当会を含む各支援機関等が連携して創業支援を行ってまいります。
本計画では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定
創業支援事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用
されることになります。

〈主な関係機関と関連事業〉

支援機関等 特定創業支援事業

大分市産業活性化プラザ
継続創業相談事業
インキュベーション事業（創業支援ルーム）

大分県中小企業団体中央会 専門家派遣事業

公益財団法人大分県産業創造機構 インキュベーション事業（ｉプラザ）

大分県産業科学技術センター インキュベーシヨン事業（ものづくりプラザ）

大分商工会議所 創業スクール

大分県（経営金融支援室） 創業支援セミナー（おおいた創業セミナー）

〈「特定創業支援事業」を受けた創業者に対する優遇措置〉
（１）株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税を軽減
　　　・資本金の0．7％→0．35％
　　　・最低税額は15万円のところ7．5万円に減額

（２）無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠を1,000万円から1,500万円に拡充
（３）創業２カ月前（会社設立でない場合は１カ月前）から対象となる創業関連保証について、事業開始６カ月前から対

象に拡大
※（１）～（３）を受けるには、市の発行する「認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書」が必要です。
※当会の専門家等による創業支援によって、前述の証明書が発行できる可能性があります。詳しくは当会へお尋ねくだ

さい。

…………………………………………………………………………………
■ものづくり補助金（第１次公募二次締切）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２月17日（月）
から平成26年５月14日（水）までの間、１次公募を行ったところ、全国から多数の応募がありました。
そこで、３月15日（土）から５月14日（水）までに応募がなされた案件を二次締切分として、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は、以下のとおり42件が採択さ
れました。
この「ものづくり補助金」は、ものづくり・商業・サービスの分野で環境等の成長分野へ参入するなど、革新的な取組に
チャレンジする中小企業・小規模事業者に対し、地方産業競争力協議会とも連携しつつ、試作品・新サービス開発、設
備拡充等に対して、最大1,500万円（補助率2/3）を補助するものです。大分県下の中小企業・小規模事業者の更なる
発展が期待されます。
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ニュース フラッシュNews
flash

申請者名称 事業計画名

宝工業株式会社 CNC複合機導入による医療・介護機器用等の精密部品製造における高精度・短納期・低コスト化計画

株式会社昌和 高齢者向けの負担軽減クッション付、転倒抑制機能付き靴下の開発、販売

株式会社テオリック 砥石の摩耗部補正による高効率研削加工技術と品質評価の安定性の実現

博陽工業株式会社 大梁の現場溶接に対応する開先加工の高能率生産体制の確立

株式会社溝江商店 使用済小型電子機器等の再資源化事業

株式会社トライテック 軟弱地盤補強用「穿孔用ビット」の開発、実用化

型研精工株式会社 韓国式美容針に使用される極細針のプレス加工化と“Needle Cog糸”製品の開発・生産・販売

有限会社山本自動車 グローバルジグによる高精度測定並びにフレーム修正効率アップ計画

九州プラコート株式会社 新たな排水処理設備の導入による受注増への対応と既存設備の負荷低減の実現

ＫＢツヅキ株式会社 最新型タイングマシン導入による高効率化・低コスト化の推進

有限会社BGO 週末農業・レジャー農業に最適な電動ビークルの開発

有限会社山梨子産業 ＮＣ機械導入による作業効率の向上に伴う経費削減、受注力の強化

有限会社安部組 消費者ニーズに応える為の藁綯い（ない）機の改良　及び　製造環境の構築

有限会社高橋木工製作所 ３次元ルータの導入により木製建具、家具の新しい需要を拓く

株式会社東陽九州 電磁気現象を利用した高周波焼入れ深さ測定機の開発

ニシジマ精機株式会社 付加価値の高い大型製品製造が可能になる五面加工機の導入と販路拡大

株式会社二豊鉄工所 鍛造加工による刃物の製造拠点を目指すための新設備の導入

大分醤油協業組合 GC-MSを使った自社醤油の香りの特徴解明および商品開発への応用

株式会社日田精密 NC型研削盤の導入による、セラミック加工部品に係る新たな需要の獲得

有限会社南酒造 焼酎粕を粉末状にまで乾燥させる過熱蒸気式乾燥装置の開発導入

吉野食品有限会社 「吉野鶏めし」の具材製造工程改良に伴う設備投資計画

有限会社鶴亀フーズ 老舗海苔屋によるレーザーカッティング技術を使った大分海苔（板海苔）へのレーザー（デザイン）加工サービスの開発

株式会社コイシ 土木工事測量における３次元活用基盤“使える３次元”の開発と標準化構築

株式会社コスモ 船舶艤装床材を対象とした作業環境を改善する軽量モルタルの開発

協和包材株式会社 競争力強化のためのOSSによる低コストERPの構築・導入

神崎鉄工株式会社 小型加工マシン・全自動ワーカー導入による、軽量小型部門への新分野進出について

株式会社ホックス 低コスト小型パルスオキシメータの開発

志村製材有限会社 バイオ乾燥機を活用した長期保存木材の製造及び開発

ウッドプラス中津事業協同組合 里山の林産資源の利活用に資する形態安定化乾燥技術の開発

有限会社中村設備工業 ステンレス専用フレキシブル曲げ機の導入による品質向上・コスト低減の実現

株式会社ますの井 大量集客が可能なスポーツ合宿対応型ホテルの本格的な事業展開

株式会社トライ・ウッド 新レーザー加工機導入による商品開発及び商品ラインナップの拡充

有限会社冷熱技研 ECO（加水）燃料生成装置試作品製作事業

有限会社ホウザキ 東陽式自動切断機及び自由曲機導入による鉄筋加工の効率化・量産化の実現
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株式会社ゼロテクノ 石炭灰から採取する微粒子粉末の高付加価値化とその手法の確立

有限会社糀屋本店 独自の冷温乾燥機導入による、糀加工製品の生産性向上及び海外展開

大分ロボケアセンター株式会社 最先端ロボットスーツHALを活用した新たな健康増進トレーニングと福祉サービスの提供及び長期滞在型

ワイエイシイ株式会社 フレッシュカット野菜の洗浄方法および廉価版装置の開発

佐伯重工業株式会社 300tフレームベンダーの導入による作業能力の向上

ゆうび株式会社 ルート回収支援並びに顧客管理システムを搭載した計量器付きパッカー車の開発

東亜ストリング株式会社 バドミントンガット製造における生産効率３倍を実現する遠赤外線乾燥装置

エスティケイテクノロジー株式会社 パンチレーザー複合加工機導入による医療機器用薄板金属製品の生産体制構築

…………………………………………………………………………………
■平成26年度消費税転嫁対策窓口相談等事業

当会では、消費税率の引上げやそれに伴う制度変更の円
滑な実施に向けて、「消費税転嫁対策窓口相談等事業」を
行います。

「個別相談窓口事業」では、個別の課題及び価格転嫁につ
ながる経営力強化等に関する相談に応じるため、税理士、
中小企業診断士等の専門家が質問・相談に応じる個別相
談窓口を設置します。

「専門家派遣事業」では、原則として日時を定め、一定の
場所に専門家を派遣し、相談指導等の形態で行うほか、
必要に応じて個別指導等も実施します。
お申込みをご検討されたい方は、当会へご相談ください。

………………………………………
■おおいた創業セミナー（一般向け・創業準備編）が始ま

ります
大分県が主催する「おおいた創業セミナー（一般向け・
創業準備編）が８月23日より開講します。
創業したいと考えている方、創業まもない方を対象に、
事業計画の作成や、資金調達、人材活用、創業の手続き
など、創業にまつわるノウハウを学び、チャレンジして
みるセミナーです。
参加のお申込み、お問合せは当会へご連絡ください。
日時：平成26年８月23日（土）・８月30日（土）・９
月６日（土）・９月20日（土）・９月27日（土）（全５回）
９：30 ～ 16：30（うち１時間休憩あり）
会場：ホルトホール大分
対象者：創業したいと考えている方、創業まもない方
定員：50名（定員になり次第、締め切らせていただきます）
参加費（テキスト代を含む）：5,000円

………………………………………
■第57回中小企業団体九州大会 in 熊本

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
現を強力に推進することを目的として、今年も中小企業
団体九州大会が開催されます。
詳しくは本紙13ページをご覧ください。
日時：平成26年９月４日（木）15：00 ～ 16：50

会場：市民会館 崇城大学ホール（熊本市民会館）
　　　熊本市中央区桜町1–3
関連行事：九中連代表者会議・青年部代表者会議・組合
事務局連絡会議・青年部交流会

………………………………………
■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
大分県最低賃金総合相談支援センターでは、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。
お問い合わせは、当会内「大分県最低賃金総合相談支援
センター」へどうぞ。
本紙16ページの広告もあわせてご覧ください。

………………………………………
■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2,000万円となりました。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26年８月27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.pref .o i ta . jp/soshik i/14030/
bussinesplangrndprix121.html

………………………………………
■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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下請代金支払遅延等防止法（下請法）クイズ

【解答・解説】
① 下請法上問題がある（第４条第１項第２号：下請代金の支払遅延の禁止）。
　親事業者は、物品等を受領した日から起算して60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わない
と「下請代金の支払遅延の禁止」（第４条第１項第２号）に違反します。このとき、検査に相当日数を要する場合
がありますが、「物品等を受領した日」とは、物品等の受渡しが行われた日（納品日）であって、「支払期日」は、
納品後に検査をするかどうかを問わず、「物品等を受領した日」を起算日として計算されます。
　本件は、検査に10日を要したとして、納品から70日後に代金を支払っていますが、これは下請法に規定され
た支払期日（受領日から60日以内）を超過しているため、下請法上問題があります。

② 下請法上問題がある（第４条第２項第３号：割引困難な手形の交付の禁止）。
　親事業者は、下請事業者に対し代金を手形で支払う場合、一般の金融機関で割り引くことが困難な手形を交
付することにより、下請事業者の利益を不当に害すると「割引困難な手形の交付の禁止」（第４条第２項第３号）
に違反します。このとき、「割引困難な手形」とは、一般的に、その業界の商慣行等を総合的に勘案して、ほぼ
妥当と認められる手形期間（現在の運用では繊維業は90日、その他の業種は120日）を超える長期の手形と解
されます。
　本件は、手形期間が 110日の手形を交付していますが、繊維製品の下請取引においては、手形期間が 90日
を超えるものは「割引困難な手形」に該当するため、下請法上問題があります。

③ 下請法上問題がある（第５条：書類の作成・保存義務）。
　親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合、委託内容等について記載した書類を作成し、２年間
保存する義務（第５条）があります。このとき、委託内容等に変更が生じた場合は、変更内容を記載した書面を
下請事業者に交付し、当該変更の理由とともに記録として保存しなければなりません。
　本件は、委託内容等を変更した書面を廃棄し、記録として保存していないため、下請法上問題があります。

【下請法の相談はこちらに】　　公正取引委員会事務総局　九州事務所　下請課
　　　　　　　　　　　　　　（電話　０９２－４３１－６０３２　　http://www.jftc.go.jp/）

【問　題】

次の親事業者の行為は、それぞれ下請法上問題があるものでしょうか。

①自社が販売する精密機器の製造をａ事業者に委託しているＡ事業者は、納品後の検査に合格した日から60日後に

下請代金を支払うこととしているが、当該検査に10日を要し、納品から70日後に代金を支払った。

②Ｂ事業者は、自社が請け負った衣料品の製造をｂ事業者に委託しており、当該製造委託に係る代金を手形期間が

110日の手形を交付して支払っている。

③Ｃ事業者は、加工食品の製造を下請事業者に委託していたところ、後日、仕様の変更が必要となったため、下請事

業者に対し、仕様の変更及び追加で支払う代金を記載した書面をファクシミリで送信したが、当該書面の原紙は送

信の完了が確認できたので廃棄した。
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「厳しい売上高の中、慎重な動き」

大分県中央会情報連絡員報告

６月の景気動向を景況感ＤＩ値で見ると、ＤＩ値はマイ
ナス28となり、前月のマイナス１７に対し、１１ポイント
の低下となっており、景況感ＤＩ値は悪化している。
また、主要な調査項目を見ていくと、売上高ＤＩ値はマ
イナス１５で前月より６ポイントの低下、収益状況ＤＩ値
はマイナス２０で前月より３ポイントの低下、資金繰りＤＩ
値はマイナス９で前月より２ポイントの低下、雇用人員
ＤＩ値はプラス２で前月と同ポイントであった。
※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６月分

➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］

●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］

➡食料品
●食品表示基準案を巡る雑感について
　現在「食品表示基準案」を巡り省庁間の思惑から製造業者の実態を軽
視した方向に進みつつあることが垣間見られる。
　現在、農水省と消費者庁との間で食品業界を巻き込み、来年度の施行
を目指して「食品表示基準案」づくりのためのパブリックコメントを行っ
ている。その中で、「栄養成分表示の義務が免除される小規模事業者
の設定ラインを年間売上高１，０００万円以下」という線引きがなされよ
うとしている。一部大手を除き、中小零細業者の多いパン卸業界（全日
本パン協同組合連合会）で、売上イコール利益と言う考えで線引きを
されると事業が成り立たないので、強く申し入れをしている。［パン］
●６月は支部総会等で各市町村における業界の景況を生で聞く機会が
多かったが、どの地域も売り上げは伸びず、原材料の値上げ等の影響
でかなり厳しいとのこと。中には自らの店舗の状況を、ずっと離陸でき
ずに胴体を引きずっている飛行機のようだと例える切実な様子の組合
員もいた。［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
●構造材の動きが特に悪い。［製材］
➡窯業・土石製品
●毎年、梅雨時期に入ってから、屋根瓦に関する工事は低調である。増
税前の反動もあるかも知れない。［屋根材］
●６月の生コン積算単価（１８-８-４０Ｎ）は、前月と変動なし。
　６月の出荷量は、一昨年の九州北部豪雨災害復旧工事、東九州自動車
道関連の工事が一段落したことから、８９，９５３㎥で前月比８２．５％、前
年同月比７６．６％と大幅な減少となっている。［生コンクリート］
●６月の総出荷量は、前年に対して約７８％となった。これは主に公共工
事が前月中に消化してしまった事、並びに新規物件の受注量が伸び悩
んだのに起因している。また、民間工事についても公共工事同様に物
件自体の発生量が伸びておらず出荷量全体が伸び悩んでいる結果と
なった。
　平成２６年６月分の主要建設資材月別予測における全国の生コン需要
量は前年同月比で約７．１％増加するとの予測が出ており、前月同様に
景気回復基調のムードがそのまま予測に反映される形となっている。し
かしながら株価の動向や円の相場などは不安定であるので楽観視でき
ないと考える。
　組合としては生コンの販売価格の早期適正化を図るべく、引き続き研
鑽しなければならないところである。［生コンクリート］
●今年度分の発注が低迷、先行きが懸念される。民間工事の受注を懸命
になって確保している。工場設備等の修理費も嵩む。［コンクリート製品］
➡鉄鋼・金属
●仕事量も多く、今年度中は量的には問題はない。人件費、外注費も上
昇しているので単価をもう少し上げねばならない。［鋼構造物］
●造船関連、外国人の雇用が増加傾向にある。機械加工関係の引き合い
は増加傾向にあり、夏場以降に期待を持つものの、未だ業況は不安定
な状況である。［鉄工業］
➡一般機器
●カメラ部門について非正規社員の解雇及び請負、派遣の整理を開始し
た。社内全従業員への個人面談及び、労働局に余剰要員の出向やグ
ループ内異動の計画相談を実施した。［カメラ部品］
➡卸売業
●例年動きが活発になる時期ではあるが、思ったほど良くない。都会では

外食産業が伸びてきているものの、大分県ではさほど実感がない。
スーパーに至っても売り上げの伸びは見られない。［農産物仲卸］
●毎月第２土曜日開催、市場感謝デーは例月通り仲卸イベントにマグロ
の解体、販売を実施。入場者数２，８００名。［水産物仲卸］
➡小売業
●コンビニ業界は飽和状態と言われていたが、ますます加速しているよ
うにある。コンビニ間の競争が激しく、セブンの独走か？
　梅雨期で不安定な天候に左右され、既存酒販店は客足少なく昨年より
また厳しい。［酒］
●消費税の増税から買い控えが続いており、先行きの不安が解消されな
い限り売り上げ増加は望めない。［青果］
●業界の閑散期でやや人の動きがゆっくりしていたが、「軍師官兵衛」の
おかげで２店舗で前年比２３０％。［土産品］
➡商店街
●４、５月は実感しなかったが、消費税増税の影響なのか、６月はどの店も
低調のようであった。特に、介護保険料や国保の納付通知があり、前年
よりも増額の人がほとんどで、気分的にも財布の紐を締めなければと
の思いが買い物にも出てきたのかと感じられる。
　また、駐車場の契約解除などが重なって、新しい執行部はマイナス思
考になっており、スタンプの廃止検討委員会や協同組合存廃の検討委
員会を立ち上げるなどの意見も出ており、先行きが心配である。［由布
市湯布院］
●増税後の消費の落ち込みは一段落した様子。おおむねサービス業は順
調に推移していると思われる。物販については、おおむね順調に推移し
ている。［大分市］
●退店がある一方、新規出店もある。しかし新規店舗により既存店の売り
上げが落ちるという悪循環。競合しない新規出店があればよいが、新
規に中心街で出店してやっていけるのが飲食業に偏っていると思う。
またあまりにも同一業態の出店の多さに、銀行が融資OKする業態が
決まっているのではないかと訝しんでいる。［別府市］
➡サービス業
●入庫台数、売上高減少［自動車整備］
●対前年比マイナス３％［クリーニング］
●消費税増税の影響が尾を引いている様で、受注額の上昇にはつながっ
ていない。原価は上昇しているが、販売価格に転嫁できないでいる。
［広告］
●おひとり様の利用減が影響あるが、収益はまずまず。［福祉］
➡建設業
●消費税増税に伴う需要減も改善しつつあり、住宅関係の新築着工は前
年度並みまで回復している。ただ、６月は、エコ・省エネ関係が伸びず、
売上高は前年度並みとなった。［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、労働者不足による工事経費の増加が問題点となって
いる。［建設工事］
●５月に引き続き大分駅ビル、新大分発電所、メガソーラー工事等の大
型工事が続いており、また、梅雨に入ったものの雨の影響が少なく、コ
ンクリートポンプ車の稼働率も高く、結果として大幅に売り上げ増と
なった。
　地域別にみると大型工事が集中している大分地区において、売り上げ
が前年度比で７０％増加。県北地区でも６０％増。県西地区では公共工
事の落ち込みが影響し３０％減。臼津地区では前年同期並。県南地区
ではＪＨ関連の仕事が終了し４０％減。［コンクリートポンプ］
➡運輸業
●収益は前年同月比若干のプラス(２％弱)であった。景況は未だ不透明
な情勢である。［タクシー］

業界情報

➡木材・木製品
●木造の公共施設建設。設備投資をする場合の条件の緩和(例：施設を導
入する場合、３割アップの事業量確保)［製材業］
➡一般機器
●今後の可能性として企業における最悪の事態（人員整理等）に発展す
る場合は、従業員に対する雇用安定化への取り扱いや、会社としての

誠意を持った取り組みを実施し、慎重に進めて行かねばならないため、
関係部門、労働局や行政の協力を得て必要以上の問題が発生しない
ように努めたい。［写真機付属品］
➡輸送機器
●外国人の活用に向けた緊急措置を整備することが造船業も対象に閣
議決定した。今後の運用について中央会のご指導を望む。［造船］
➡小売業
●消費税額８％で固定してほしい。［各種食料品］

要望事項
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「厳しい売上高の中、慎重な動き」

大分県中央会情報連絡員報告

６月の景気動向を景況感ＤＩ値で見ると、ＤＩ値はマイ
ナス28となり、前月のマイナス１７に対し、１１ポイント
の低下となっており、景況感ＤＩ値は悪化している。
また、主要な調査項目を見ていくと、売上高ＤＩ値はマ
イナス１５で前月より６ポイントの低下、収益状況ＤＩ値
はマイナス２０で前月より３ポイントの低下、資金繰りＤＩ
値はマイナス９で前月より２ポイントの低下、雇用人員
ＤＩ値はプラス２で前月と同ポイントであった。
※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６月分

➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］

●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
➡●●
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］
●□□［△△］

➡食料品
●食品表示基準案を巡る雑感について
　現在「食品表示基準案」を巡り省庁間の思惑から製造業者の実態を軽
視した方向に進みつつあることが垣間見られる。
　現在、農水省と消費者庁との間で食品業界を巻き込み、来年度の施行
を目指して「食品表示基準案」づくりのためのパブリックコメントを行っ
ている。その中で、「栄養成分表示の義務が免除される小規模事業者
の設定ラインを年間売上高１，０００万円以下」という線引きがなされよ
うとしている。一部大手を除き、中小零細業者の多いパン卸業界（全日
本パン協同組合連合会）で、売上イコール利益と言う考えで線引きを
されると事業が成り立たないので、強く申し入れをしている。［パン］
●６月は支部総会等で各市町村における業界の景況を生で聞く機会が
多かったが、どの地域も売り上げは伸びず、原材料の値上げ等の影響
でかなり厳しいとのこと。中には自らの店舗の状況を、ずっと離陸でき
ずに胴体を引きずっている飛行機のようだと例える切実な様子の組合
員もいた。［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
●構造材の動きが特に悪い。［製材］
➡窯業・土石製品
●毎年、梅雨時期に入ってから、屋根瓦に関する工事は低調である。増
税前の反動もあるかも知れない。［屋根材］
●６月の生コン積算単価（１８-８-４０Ｎ）は、前月と変動なし。
　６月の出荷量は、一昨年の九州北部豪雨災害復旧工事、東九州自動車
道関連の工事が一段落したことから、８９，９５３㎥で前月比８２．５％、前
年同月比７６．６％と大幅な減少となっている。［生コンクリート］
●６月の総出荷量は、前年に対して約７８％となった。これは主に公共工
事が前月中に消化してしまった事、並びに新規物件の受注量が伸び悩
んだのに起因している。また、民間工事についても公共工事同様に物
件自体の発生量が伸びておらず出荷量全体が伸び悩んでいる結果と
なった。
　平成２６年６月分の主要建設資材月別予測における全国の生コン需要
量は前年同月比で約７．１％増加するとの予測が出ており、前月同様に
景気回復基調のムードがそのまま予測に反映される形となっている。し
かしながら株価の動向や円の相場などは不安定であるので楽観視でき
ないと考える。
　組合としては生コンの販売価格の早期適正化を図るべく、引き続き研
鑽しなければならないところである。［生コンクリート］
●今年度分の発注が低迷、先行きが懸念される。民間工事の受注を懸命
になって確保している。工場設備等の修理費も嵩む。［コンクリート製品］
➡鉄鋼・金属
●仕事量も多く、今年度中は量的には問題はない。人件費、外注費も上
昇しているので単価をもう少し上げねばならない。［鋼構造物］
●造船関連、外国人の雇用が増加傾向にある。機械加工関係の引き合い
は増加傾向にあり、夏場以降に期待を持つものの、未だ業況は不安定
な状況である。［鉄工業］
➡一般機器
●カメラ部門について非正規社員の解雇及び請負、派遣の整理を開始し
た。社内全従業員への個人面談及び、労働局に余剰要員の出向やグ
ループ内異動の計画相談を実施した。［カメラ部品］
➡卸売業
●例年動きが活発になる時期ではあるが、思ったほど良くない。都会では

外食産業が伸びてきているものの、大分県ではさほど実感がない。
スーパーに至っても売り上げの伸びは見られない。［農産物仲卸］
●毎月第２土曜日開催、市場感謝デーは例月通り仲卸イベントにマグロ
の解体、販売を実施。入場者数２，８００名。［水産物仲卸］
➡小売業
●コンビニ業界は飽和状態と言われていたが、ますます加速しているよ
うにある。コンビニ間の競争が激しく、セブンの独走か？
　梅雨期で不安定な天候に左右され、既存酒販店は客足少なく昨年より
また厳しい。［酒］
●消費税の増税から買い控えが続いており、先行きの不安が解消されな
い限り売り上げ増加は望めない。［青果］
●業界の閑散期でやや人の動きがゆっくりしていたが、「軍師官兵衛」の
おかげで２店舗で前年比２３０％。［土産品］
➡商店街
●４、５月は実感しなかったが、消費税増税の影響なのか、６月はどの店も
低調のようであった。特に、介護保険料や国保の納付通知があり、前年
よりも増額の人がほとんどで、気分的にも財布の紐を締めなければと
の思いが買い物にも出てきたのかと感じられる。
　また、駐車場の契約解除などが重なって、新しい執行部はマイナス思
考になっており、スタンプの廃止検討委員会や協同組合存廃の検討委
員会を立ち上げるなどの意見も出ており、先行きが心配である。［由布
市湯布院］
●増税後の消費の落ち込みは一段落した様子。おおむねサービス業は順
調に推移していると思われる。物販については、おおむね順調に推移し
ている。［大分市］
●退店がある一方、新規出店もある。しかし新規店舗により既存店の売り
上げが落ちるという悪循環。競合しない新規出店があればよいが、新
規に中心街で出店してやっていけるのが飲食業に偏っていると思う。
またあまりにも同一業態の出店の多さに、銀行が融資OKする業態が
決まっているのではないかと訝しんでいる。［別府市］
➡サービス業
●入庫台数、売上高減少［自動車整備］
●対前年比マイナス３％［クリーニング］
●消費税増税の影響が尾を引いている様で、受注額の上昇にはつながっ
ていない。原価は上昇しているが、販売価格に転嫁できないでいる。
［広告］
●おひとり様の利用減が影響あるが、収益はまずまず。［福祉］
➡建設業
●消費税増税に伴う需要減も改善しつつあり、住宅関係の新築着工は前
年度並みまで回復している。ただ、６月は、エコ・省エネ関係が伸びず、
売上高は前年度並みとなった。［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、労働者不足による工事経費の増加が問題点となって
いる。［建設工事］
●５月に引き続き大分駅ビル、新大分発電所、メガソーラー工事等の大
型工事が続いており、また、梅雨に入ったものの雨の影響が少なく、コ
ンクリートポンプ車の稼働率も高く、結果として大幅に売り上げ増と
なった。
　地域別にみると大型工事が集中している大分地区において、売り上げ
が前年度比で７０％増加。県北地区でも６０％増。県西地区では公共工
事の落ち込みが影響し３０％減。臼津地区では前年同期並。県南地区
ではＪＨ関連の仕事が終了し４０％減。［コンクリートポンプ］
➡運輸業
●収益は前年同月比若干のプラス(２％弱)であった。景況は未だ不透明
な情勢である。［タクシー］

業界情報

➡木材・木製品
●木造の公共施設建設。設備投資をする場合の条件の緩和(例：施設を導
入する場合、３割アップの事業量確保)［製材業］
➡一般機器
●今後の可能性として企業における最悪の事態（人員整理等）に発展す
る場合は、従業員に対する雇用安定化への取り扱いや、会社としての

誠意を持った取り組みを実施し、慎重に進めて行かねばならないため、
関係部門、労働局や行政の協力を得て必要以上の問題が発生しない
ように努めたい。［写真機付属品］
➡輸送機器
●外国人の活用に向けた緊急措置を整備することが造船業も対象に閣
議決定した。今後の運用について中央会のご指導を望む。［造船］
➡小売業
●消費税額８％で固定してほしい。［各種食料品］
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点と線
少子高齢社会における人口減少の影響

おおいたビジネスプラットフォーム
事業協同組合　代表理事
社会保険労務士　工藤 和義 氏

月 間 ベ ス ト セ ラ ー

1

2

3

4

5

村上海賊の娘（上）（下）
（和田 竜・新潮社）

「自分」の壁
（養老 孟司・新潮社新書）

日本一の女
（斉木 香津・小学館）

虚ろな十字架
（東野 圭吾・光文社）

白蓮れんれん
（林 真理子・集英社文庫）

各1,728円

799円

1,080円

1,620円

720円

大分県書店商業組合（晃星堂書店）調べ

2014 年６月

会社への通勤で別大国道を車で走っていると、朝早
くからジョギングをしている方を多く見かけるように
なりました。また、トレーニングジムでもご年配の方
が、筋トレなどの運動をしているのを見てすごいなぁ
と思いつつ、健康は努力で作られるものだ改めて思い
なおしました。
単に長生きということではなく、健康であり続ける
ことに関心が高まっていて「健康寿命」という言葉を
耳にすることが多くなりました。
この健康寿命とは、心身共に自立し、健康的に生活
できる期間ということらしいです。健康上の問題で日
常生活が制限されることなく、生活できる期間として
定義づけられています。

さて、健康的に生活できる寿命として、男女ともに
70歳前後と考えると、元気な高齢者の方もいるとは
思いますが、働ける年齢もおのずと限界が見えてくる
と言えます。
総務省発表の統計調査によると、平成25年10月時
点で、総人口は21万7千人の減少で、都道府県別での
人口増加は、東京都、神奈川、愛知、滋賀、沖縄が自
然増加・社会増加となっていて、宮城、埼玉、福岡は
自然減少してはいるものの社会増加となっていて、他
はすべて人口が減少となっています。
※自然増加・減少は出産、死亡による変動、社会増加・減少は、離婚、
転居、就業等での流入・流出

九州でみると、沖縄は別として、九州新幹線や高速
道路等のインフラでの影響圏としては福岡が社会増加
として人口が増加しているということになります。
このように人口が集中し、人口が増えるということ
は、将来に向けての高齢者が、現在の人口集中により
増加することになり、将来的な高齢化問題を抱えるこ
とになるということです。やがて高齢者世帯の割合が
一気に増加するが、人口は減少するというバランスを
保てない状態に大都市が陥るということになるとされ
ています。
人口が減少し、地域ではその人口構成も変化する変
えようのない流れの中で、企業としてはどのように考
えて準備をしなければならないのでしょうか？
まず、影響としては、大きく次のようなことが考え
られると思います。

（１）人口減少による消費の減少（地域内需の縮小）
（２）人口構成の変化による需要そのものの変化
（３）生産年齢人口の減少
　　 （地域過疎化による労働力人口減少も）
これらの影響に対して、自らの企業を分析して、価
値を維持するべく対応策を練っていくことが必要とな
ります。
さらに、地域経済全体の問題でもあることから、地
方自治体も地域経済活性化のために対策や企業支援等
への取り組みを強化していくようになります。
企業自らの取り組みの方向性を早めに決定し、金融
機関や関係団体および地方自治体との協力関係も広く
視野に入れながら、10年対処をしていくことが必要
と思われます。
地域企業の対応策としては、以下のようなことが一
般的には考えられます。
（１）地域内需の縮小への戦略として
　　  ・健康寿命等高齢者の意識に沿った市場への対応
　　  ・全国的市場、海外市場等地域外の開拓
　　  ・地域資源の活用、他地域との資源・付加価値
　　　 との相互連携
（２）需要そのものの変化による戦略として
　　  ・成長市場と縮小市場に対しての事業再編（Ｍ＆Ａ）
　　  ・専門特化、パートナーシップ等での相互補完協定
（３）生産年齢人口減少による戦略として
　　  ・人材の有効活用
　　 　（女性、高齢者、外国人などダイバーシティ思考）
　　  ・海外生産と現地労働力の活用
地域高齢者の活用にしても、健康寿命と意欲の高ま
りがあれば、機械等の設備を整備すれば、十分な対応
も可能と思われます。そのため、組織の労働人口構成
の変化に対応した職場環境の整備を計画的に進める必
要があります。
インフラの整備により、都市部へ若者が移動する反
面、物流の利便性が高まることにより、労働力とセッ
トで企業が拠点を求めてくることも考えられ、Ｍ＆Ａ
も事業承継として今後、さらに活発になってくると思
われます。

企業経営としては、社会変化や経済状況がまだまだ
見通せないということはあると思いますが、今回記し
たような世の趨勢は、時間の流れによるものであり、
急激に変わるものではなく、ましてや止まるもので
も、戻るものでもありません。
私共の団体も地域企業の存続・発展のために、対応
策でのご相談やご支援等で少し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。

<平均寿命と健康寿命>
平均寿命は全国平均、健康寿命は大分県平均

平均寿命
79.55歳

健康寿命
69.85歳

平均寿命
86.30歳

健康寿命
73.62歳

男　　性 女　　性
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少子高齢社会における人口減少の影響
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大分県書店商業組合（晃星堂書店）調べ

2014 年６月

会社への通勤で別大国道を車で走っていると、朝早
くからジョギングをしている方を多く見かけるように
なりました。また、トレーニングジムでもご年配の方
が、筋トレなどの運動をしているのを見てすごいなぁ
と思いつつ、健康は努力で作られるものだ改めて思い
なおしました。
単に長生きということではなく、健康であり続ける
ことに関心が高まっていて「健康寿命」という言葉を
耳にすることが多くなりました。
この健康寿命とは、心身共に自立し、健康的に生活
できる期間ということらしいです。健康上の問題で日
常生活が制限されることなく、生活できる期間として
定義づけられています。

さて、健康的に生活できる寿命として、男女ともに
70歳前後と考えると、元気な高齢者の方もいるとは
思いますが、働ける年齢もおのずと限界が見えてくる
と言えます。
総務省発表の統計調査によると、平成25年10月時
点で、総人口は21万7千人の減少で、都道府県別での
人口増加は、東京都、神奈川、愛知、滋賀、沖縄が自
然増加・社会増加となっていて、宮城、埼玉、福岡は
自然減少してはいるものの社会増加となっていて、他
はすべて人口が減少となっています。
※自然増加・減少は出産、死亡による変動、社会増加・減少は、離婚、
転居、就業等での流入・流出

九州でみると、沖縄は別として、九州新幹線や高速
道路等のインフラでの影響圏としては福岡が社会増加
として人口が増加しているということになります。
このように人口が集中し、人口が増えるということ
は、将来に向けての高齢者が、現在の人口集中により
増加することになり、将来的な高齢化問題を抱えるこ
とになるということです。やがて高齢者世帯の割合が
一気に増加するが、人口は減少するというバランスを
保てない状態に大都市が陥るということになるとされ
ています。
人口が減少し、地域ではその人口構成も変化する変
えようのない流れの中で、企業としてはどのように考
えて準備をしなければならないのでしょうか？
まず、影響としては、大きく次のようなことが考え
られると思います。

（１）人口減少による消費の減少（地域内需の縮小）
（２）人口構成の変化による需要そのものの変化
（３）生産年齢人口の減少
　　 （地域過疎化による労働力人口減少も）
これらの影響に対して、自らの企業を分析して、価
値を維持するべく対応策を練っていくことが必要とな
ります。
さらに、地域経済全体の問題でもあることから、地
方自治体も地域経済活性化のために対策や企業支援等
への取り組みを強化していくようになります。
企業自らの取り組みの方向性を早めに決定し、金融
機関や関係団体および地方自治体との協力関係も広く
視野に入れながら、10年対処をしていくことが必要
と思われます。
地域企業の対応策としては、以下のようなことが一
般的には考えられます。
（１）地域内需の縮小への戦略として
　　  ・健康寿命等高齢者の意識に沿った市場への対応
　　  ・全国的市場、海外市場等地域外の開拓
　　  ・地域資源の活用、他地域との資源・付加価値
　　　 との相互連携
（２）需要そのものの変化による戦略として
　　  ・成長市場と縮小市場に対しての事業再編（Ｍ＆Ａ）
　　  ・専門特化、パートナーシップ等での相互補完協定
（３）生産年齢人口減少による戦略として
　　  ・人材の有効活用
　　 　（女性、高齢者、外国人などダイバーシティ思考）
　　  ・海外生産と現地労働力の活用
地域高齢者の活用にしても、健康寿命と意欲の高ま
りがあれば、機械等の設備を整備すれば、十分な対応
も可能と思われます。そのため、組織の労働人口構成
の変化に対応した職場環境の整備を計画的に進める必
要があります。
インフラの整備により、都市部へ若者が移動する反
面、物流の利便性が高まることにより、労働力とセッ
トで企業が拠点を求めてくることも考えられ、Ｍ＆Ａ
も事業承継として今後、さらに活発になってくると思
われます。

企業経営としては、社会変化や経済状況がまだまだ
見通せないということはあると思いますが、今回記し
たような世の趨勢は、時間の流れによるものであり、
急激に変わるものではなく、ましてや止まるもので
も、戻るものでもありません。
私共の団体も地域企業の存続・発展のために、対応
策でのご相談やご支援等で少し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。

<平均寿命と健康寿命>
平均寿命は全国平均、健康寿命は大分県平均

平均寿命
79.55歳

健康寿命
69.85歳

平均寿命
86.30歳

健康寿命
73.62歳

男　　性 女　　性
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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

大分市青果商業協同組合
理 事 長　　　川　野　英　明
副理事長　　　栃　原　良　彦
専務理事　　　永　吉　一　哉
理　　事　　　高　野　久　雄
理　　事　　　田　中　　　正
理　　事　　　大　西　修　一
理　　事　　　三　浦　芳　行

〒８７０-００１８　大分市豊海４丁目１番１号
TEL・FAX（０９７）５３３-３３２２

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LPガス商工組合
理事長　山　田　耕　司
大分市西新地１丁目９番５号
TEL（０９７）５５８-５４８２

人と地球にスマイルを

子ども達の未来に炎の文化を伝えよう エコずきんちゃん

大分県遊技業協同組合
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

大分中央建具協同組合
理 事 長　磯　田　　　満　　　理　　事　衛　藤　一　雄
副理事長　廣　瀬　貞　一 〃 村　井　絹　代
 監　　事　足　立　明　弘
 〃 北　出　貴　久

〒８７０-０９４１　大分市大字下郡３１３６番地の６
TEL　０９７-５６９-１６２６　FAX　０９７-５６９-１６４９

大分県豆腐商工組合
理事長　岡　部　　　豊

〒870-0025　大分市顕徳町２丁目６番７号
TEL（097）536-4359　FAX（097）534-9536

企業組合大分電気サービス
代表理事　池　邉　正　廣

〒８７０-０８３５　大分市上野丘１丁目６番１１号
TEL（０９７）５９９-３０６６　FAX（０９７）５７８-８５１８

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…

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

第66回
中小企業団体全国大会

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～

日　　　時：平成２６年１０月２３日（木）
　　　　　　午後１時３０分～４時
場　　　所：日比谷公会堂
　　　　　　（東京都千代田区日比谷公園１－３）
主　　　催：全国中小企業団体中央会
　　　　　　都道府県中小企業団体中央会
大会参加料：5,000円／１人
参　加　者：約2,000名
来　　　賓：関係大臣、政党代表、
　　　　　　中央関係機関の長
大 会 内 容：
　　祝辞
　　議事（議案審議・意見発表・決議）
　　表彰式
　　（優良組合・組合功労者・中央会優秀専従者等）
　　大会宣言
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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

■ご予約・お問い合わせは　花しょうぶ　電話097-534-8808

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

串揚げ各種／豚・鶏しゃぶ
バイキング15種など

飲み物
生ビール／焼酎／日本酒
チューハイ／ソフトドリンク
ワイン（赤・白）
　※飲み放題は2時間まで

ステーキ食べ放題（90分）
・魚介のスープ仕立て
・無農薬西洋野菜を使ったサラダ
・ミラノ風カツレツ
・自家製フォカッチャ
・スモークサーモン・生ハム
・手作りピザ・本日のパスタ
・パンナコッタ　　など

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

ご予約・お問い合わせ　TEL097-534-8811

８／３１
まで

Trattoria Ariston Terrazza

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

【営業時間】17:30～21:00(料理オーダーストップ20:30）

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）

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）

幼児
（お一人様）

500円
（税込）

和食ビアホール
＋

料理
食べ放題

飲み放題
※2時間まで

13F

料理内容

メニューの一例

花しょうぶ

団体貸切可（50名様以上で承ります）

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
問
い
合
わ
せ・お
申
し
込
み
は

■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）

星組公演観劇ツアー

※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！ 2014年9月9日出発限定！
　 大分空港発着

ANAで行く 東京宝塚劇場

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

1泊2日プラン

52,500円
 ～72,000円

2泊3日プラン

63,000円
 ～92,000円

1・2名様
1室ご利用

1・2名様
1室ご利用

★S指定席をご用意いたしました。

宝塚歌劇生誕100周年の記念すべき年に
東京宝塚劇場へ観劇の旅へ♪
この度は入手困難なS指定席をご用意いたしました。ご宿泊ホテルにほど近い東京宝塚劇場
はエントランスには、赤い絨毯が敷かれ、光り輝くシャンデリアがエレガントな空間を演出し
ています。この機会に人気の高い星組の華やかなステージと東京での皆様それぞれの楽し
い時間をお楽しみください！

プラムツアー

9月9日出発限定 30席様限定
2·3日間

取消日

取消料
（お一人様）

7/24前まで

無料

7/25
～8/19

8,300円

8/20
～9/1

旅行代金の
20％

9/2～9/7

30％

9/8

40％

9/9

50％

旅行開始後の解除
無連絡不参加
旅行代金の
100％

宿泊ホテル：帝国ホテル

１泊２日プラン
１日目：９月９日（火）※共通日程

２日目：９月10日（水）

３日目：９月11日（木）

ホテルにて朝食後、チェックアウト
羽田空港後集合時間までフリータイム♪
羽田空港　　　　　　　大分空港

（18：55発）　　　　　（20：30着）

ホテルにて朝食後、チェックアウト
羽田空港後集合時間までフリータイム♪
羽田空港　　　　　　　大分空港

（15：55発）　　　　　（17：30着）

ホテルにて朝食後、終日フリータイム♪
都内ホテルにて宿泊

（帝国ホテル又はレム日比谷）

大分空港（10：45発）　　　　　　　羽田空港（12：20着）
●ご到着後、フリータイム。各自にて劇場へ

☆東京宝塚劇場　18：30開演予定
ミュージカル『The Lost Glory ―美しき幻影―』観劇
主演（専科・特別出演）轟悠、（星組）柚希礼音、夢咲ねね

S指定席にてご観劇
ご観劇後、都内ホテルにて宿泊（帝国ホテル又はレム日比谷）

２泊３日プラン

宿泊ホテル：レム日比谷

２名１室
１名１室

１泊２日プラン
62,000円
72,000円

２泊３日プラン
82,000円
92,000円

１泊２日プラン
52,500円
56,500円

２泊３日プラン
63,000円
72,000円

◆ご旅行日とスケジュール

◆旅行代金

●お申込みの締め切りは9/2でございます。30席となり次第締め切らせていただきます。
●添乗員は同行いたしません。

※食事回数：１泊２日プラン／朝食１回・昼食０回・夕食０回　２泊３日プラン／朝食２回・昼食０回・夕食０回

◆取消料

ANA194便

ANA199便

ANA197便

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

■ご予約・お問い合わせは　花しょうぶ　電話097-534-8808

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

串揚げ各種／豚・鶏しゃぶ
バイキング15種など

飲み物
生ビール／焼酎／日本酒
チューハイ／ソフトドリンク
ワイン（赤・白）
　※飲み放題は2時間まで

ステーキ食べ放題（90分）
・魚介のスープ仕立て
・無農薬西洋野菜を使ったサラダ
・ミラノ風カツレツ
・自家製フォカッチャ
・スモークサーモン・生ハム
・手作りピザ・本日のパスタ
・パンナコッタ　　など

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

ご予約・お問い合わせ　TEL097-534-8811

８／３１
まで

Trattoria Ariston Terrazza

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

【営業時間】17:30～21:00(料理オーダーストップ20:30）

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）

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）

幼児
（お一人様）

500円
（税込）

和食ビアホール
＋

料理
食べ放題

飲み放題
※2時間まで

13F

料理内容

メニューの一例

花しょうぶ

団体貸切可（50名様以上で承ります）

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
問
い
合
わ
せ・お
申
し
込
み
は

■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）

星組公演観劇ツアー

※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！ 2014年9月9日出発限定！
　 大分空港発着

ANAで行く 東京宝塚劇場

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

1泊2日プラン

52,500円
 ～72,000円

2泊3日プラン

63,000円
 ～92,000円

1・2名様
1室ご利用

1・2名様
1室ご利用

★S指定席をご用意いたしました。

宝塚歌劇生誕100周年の記念すべき年に
東京宝塚劇場へ観劇の旅へ♪
この度は入手困難なS指定席をご用意いたしました。ご宿泊ホテルにほど近い東京宝塚劇場
はエントランスには、赤い絨毯が敷かれ、光り輝くシャンデリアがエレガントな空間を演出し
ています。この機会に人気の高い星組の華やかなステージと東京での皆様それぞれの楽し
い時間をお楽しみください！

プラムツアー

9月9日出発限定 30席様限定
2·3日間

取消日

取消料
（お一人様）

7/24前まで

無料

7/25
～8/19

8,300円

8/20
～9/1

旅行代金の
20％

9/2～9/7

30％

9/8

40％

9/9

50％

旅行開始後の解除
無連絡不参加
旅行代金の
100％

宿泊ホテル：帝国ホテル

１泊２日プラン
１日目：９月９日（火）※共通日程

２日目：９月10日（水）

３日目：９月11日（木）

ホテルにて朝食後、チェックアウト
羽田空港後集合時間までフリータイム♪
羽田空港　　　　　　　大分空港

（18：55発）　　　　　（20：30着）

ホテルにて朝食後、チェックアウト
羽田空港後集合時間までフリータイム♪
羽田空港　　　　　　　大分空港

（15：55発）　　　　　（17：30着）

ホテルにて朝食後、終日フリータイム♪
都内ホテルにて宿泊

（帝国ホテル又はレム日比谷）

大分空港（10：45発）　　　　　　　羽田空港（12：20着）
●ご到着後、フリータイム。各自にて劇場へ

☆東京宝塚劇場　18：30開演予定
ミュージカル『The Lost Glory ―美しき幻影―』観劇
主演（専科・特別出演）轟悠、（星組）柚希礼音、夢咲ねね

S指定席にてご観劇
ご観劇後、都内ホテルにて宿泊（帝国ホテル又はレム日比谷）

２泊３日プラン

宿泊ホテル：レム日比谷

２名１室
１名１室

１泊２日プラン
62,000円
72,000円

２泊３日プラン
82,000円
92,000円

１泊２日プラン
52,500円
56,500円

２泊３日プラン
63,000円
72,000円

◆ご旅行日とスケジュール

◆旅行代金

●お申込みの締め切りは9/2でございます。30席となり次第締め切らせていただきます。
●添乗員は同行いたしません。

※食事回数：１泊２日プラン／朝食１回・昼食０回・夕食０回　２泊３日プラン／朝食２回・昼食０回・夕食０回

◆取消料

ANA194便

ANA199便

ANA197便

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

COMPASS     17



広  告広  告

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
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　」

「
事
業
の
再
生

　
 

応
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し
ま
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　」

「
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。
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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

中
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「
事
業
の
再
生

　

 

応
援
し
ま
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　」

「
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。
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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
http://www.chuokai-oita.or.jp
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■特集
九州経済産業局が、新たに「農商工等連携事業：（有）田中醤油店（中津市）」・「地域産業資源活用事業：（株）レゾネイト（竹田市）」を認定

■がんばる組合探訪記
大分県葬祭業協同組合

■ニュースフラッシュ
大分市の創業支援計画が国の認定を受けました
新ものづくり補助金（第１次公募二次締切）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
おおいた創業セミナー（一般向け創業準備編）が始まります
中小企業団体九州大会in熊本
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ます
大分県ビジネスプラングランプリが募集中です
本誌で紹介する組合を募集しています
下請代金支払遅延等防止法（下請法）クイズ

■情報組合員レポート
「厳しい売上高の中、慎重な動き」　　平成２６年6月分

■点と線
おおいたビジネスプラットフォーム事業協同組合
代表理事　工藤　和義 氏　（社会保険労務士）

■月間ベストセラー
■中小企業団体九州大会のご案内


