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中央会青年部会主催のチャリティーゴルフ大会を開催しました
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
本誌で紹介する組合を募集しています
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　明けましておめでとうございます。
　会員の皆様には、健やかに新年をお迎えのこととお慶
び申し上げます。あわせて、昨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、わが国経済は政府による様々な政
策効果等により、緩やかな景気回復傾向にあり、新たな
成長に向けて動き出しています。一方で中小企業は原材
料や燃料費の高騰等で先行きを見通すことが難しく、業
種や地域によっては、景気回復も実感し難い状況です。
　このような中、地域経済の中核的な担い手である中小
企業が元気になることが必要です。個々の努力では解決
できない問題を協同の力で解決するため、組合員相互の
連携を今まで以上に強化していかねばなりません。
　｢大分県中小企業活性化条例｣が制定され、私ども支援
団体の使命と役割が明記されました。中央会は企業間連
携の専門支援機関として、皆様のご期待に応えられるよ
う支援態勢の一層の強化に取組んでまいります。
　最後に、本年が中小企業組合並びに組合員企業の皆様
方にとりまして、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、企業数の99％以上を、また雇用者数の８割超
を担っている中小企業の活性化を目的に、昨年３月に「大
分県中小企業活性化条例」を制定しました。今年４月に
は消費税率が８％に上がりますが、増税による景気の腰
折れを防ぐためにも、この条例を基に、中小企業に対す
る支援をさらに強化し元気創出に力を入れてまいりま
す。
　社会・経済の変革が進む今日、中央会におかれては中
小企業組合の支援機関として、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

　平成26年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
　長引くデフレからの早期脱却と経済再生を図るため、政府は「大胆
な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」
の「三本の矢」を強力に推進し、日本経済は「マイナス」から「プラス」
へと転換しました。このような中で、九州経済も緩やかに持ち直して
きてはおりますが、景気回復の実感は、地方や中小企業・小規模事業
者には十分浸透したとはいえず、経済の好循環に向けた地域での成長
戦略の実現が緊要の課題となっております。
　九州経済産業局といたしましては、まず、産学官の連携によるオー
ル九州の取組として、①水素エネルギーや洋上風力発電、スマートコ
ミュニティ事業等の実証研究やインフラ整備及びビジネスへの展開、②
農水産物や食の輸出拡大に向けた九州ブランドの構築、農商工連携、
６次産業化、省エネ化等による農業の競争力強化及び成長産業化の推
進、③健康寿命が延伸する社会の構築に向けて、地域医療機関と医療機
器関連産業や医療・介護サービス産業との連携による新たなビジネス
モデルの構築やバイオ関連産業との連携によるヘルスケア産業の新分
野展開を図ってまいります。
　次に、地域経済と地域雇用を担う中小企業・小規模事業者対策につ
いて、ものづくりや創業・ベンチャー支援の強化、よろず支援拠点等
ワンストップ総合支援の整備など着実に実施してまいります。また、
４月１日からの消費税率引上げに当たっては、交渉力の弱い中小企
業・小規模事業者の方々が不当に不利益を被ることのないよう転嫁対
策調査官を配置し、転嫁拒否行為の監視・取締りを行うなど転嫁対策
に万全を期します。最後に、日本の未来を考えると、人口減少・少子
化の課題に地域社会が真剣に向き合っていくことが求められています。
九州の明るい未来が描けるよう、九州が先導して議論を本格化してい
くことを期待しています。
　本年が皆様方にとりまして輝かしい年となりますことを心よりお祈
り申し上げて、新年のご挨拶と致します。

九州経済産業局長

廣實　郁郎

　新年、明けましておめでとうございます。
　我が国経済は長く続いたデフレからの脱却をうかがう局面に入っ
てきましたが、中小企業は、電気料金、燃料・原材料等の高騰に伴
うコスト増により、収益状況が依然として低い水準に止まるなど景
気回復の実感が伴わない厳しい状況が続いています。加えて、今年
４月１日から実施される消費税率の８％への引上げにより、その影
響に堪え、乗り越えられるのか先行きが見通せない経営環境にあり
ます。
　私は、中小企業を代表して政労使会議等で安倍総理に対して、中
小企業の生産性向上に向けた設備投資や地域のインフラづくり等の
促進、下請け代金の引上げ等を強く要望するとともに、中央会とし
て、ものづくり補助金等の施策をフルに活用して、中小企業が賃上
げできうる経営状態になるよう全力を尽くしていく旨申し上げまし
た。今年は、中小企業が下から上を跳ね返すような組合魂を持って
果敢にリスクに挑戦する年にしていきたいと考えています。
　また、消費税率の引上げへの対応には、国内の消費動向や引上げ
税率の転嫁状況を注視しつつ、価格競争力を強化するための経営支
援、ものづくり補助金等を活用した生産性の向上支援、設備投資等
のための税制及び金融支援など、持てる支援策をフル活用して取り
組んでいく必要があります。特に、中央会は、価格交渉力が弱い納
入業者が割を食うことのないよう転嫁や表示カルテルの組成を図
り、消費税の円滑な転嫁を成し遂げられるよう支援してまいります。
　2020年に東京において56年ぶりにオリンピック・パラリンピック
が開催されます。６年後には、震災復興も完了し、組合等連携組織
に集う多くの皆様とともに笑顔で「おもてなし」をしようではあり
ませんか。
本年が皆様にとって、好機を実感できる素晴らしい年となりますこ
とを心からご祈念申し上げ、年頭に当たってのご挨拶といたします。

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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　第６５回中小企業団体全国大会が１０月２４日、「滋賀
県立芸術劇場・びわ湖ホール」（滋賀県大津市）にお
いて、『つながる絆、ひろがる未来』をスローガンに、
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
２，２００名が参加し、「実感ある景気回復と経済成長の
実現」並びに「中小企業の活力強化」を具現化するた
めの中小企業対策の拡充に関する１５項目について決
議しました。
　続けて表彰式が行われ、本県からは優良組合とし
て大分県ＥＬＶ商業組合、組合功労者として髙村晃正氏
（臼杵市中央通り商店街振興組合理事長）、中央会

優秀専従者として当会の木戸寛之（組織支援二課課
長補佐）が表彰されました。
　また、次回第６６回大会は、東京都において開催さ
れることが決定しました。

「つながる絆、ひろがる未来」

第６５回中小企業団体全国大会　開催
特
　
集

優良組合
大分県ELV商業組合

理事長 湯浅　隆雄

組合功労者
臼杵市中央通り商店街

振興組合
理事長 髙村　晃正

中央会優秀専従者
組織支援２課
課長補佐
木戸　寛之

　第５６回中小企業団体九州大会が９月５日、「長崎ブ
リックホール」（長崎県長崎市）において『絆　新時
代へ！連携組織の新たな挑戦』をメインテーマに九州
各県から１，２００名の中小企業団体の代表者等が参加
し開催されました。
　本大会では7項目36議案が上程され、議事に関連
した意見発表の後、決議案を満場一致で可決し、大
会宣言が発表されました。次いで表彰式が行われ、
本県からは優良組合として下ノ江造船協力事業協同組
合、ソーシャルマーケティング協同組合、企業組合大
分電気サービス、大分県総合ビルメンテナンス協同組
合の４組合、組合功労者として國實重勝氏（協業組合
大分管工事センター理事長）、栗屋しのぶ氏（企業組

合オフィスケイ理事長）、柴田勝氏（大東プレカット協
同組合理事長）の３名、優良組合青年部として大分県
左官業組合連合会青年部が表彰されました。
　また、次回第５７回大会は、熊本県において開催さ
れることが決定
しました。

「絆 新時代へ！連携組織の新たな挑戦」

第５６回中小企業団体九州大会　開催
特
　
集

　明けましておめでとうございます。
　会員の皆様には、健やかに新年をお迎えのこととお慶
び申し上げます。あわせて、昨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、わが国経済は政府による様々な政
策効果等により、緩やかな景気回復傾向にあり、新たな
成長に向けて動き出しています。一方で中小企業は原材
料や燃料費の高騰等で先行きを見通すことが難しく、業
種や地域によっては、景気回復も実感し難い状況です。
　このような中、地域経済の中核的な担い手である中小
企業が元気になることが必要です。個々の努力では解決
できない問題を協同の力で解決するため、組合員相互の
連携を今まで以上に強化していかねばなりません。
　｢大分県中小企業活性化条例｣が制定され、私ども支援
団体の使命と役割が明記されました。中央会は企業間連
携の専門支援機関として、皆様のご期待に応えられるよ
う支援態勢の一層の強化に取組んでまいります。
　最後に、本年が中小企業組合並びに組合員企業の皆様
方にとりまして、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、企業数の99％以上を、また雇用者数の８割超
を担っている中小企業の活性化を目的に、昨年３月に「大
分県中小企業活性化条例」を制定しました。今年４月に
は消費税率が８％に上がりますが、増税による景気の腰
折れを防ぐためにも、この条例を基に、中小企業に対す
る支援をさらに強化し元気創出に力を入れてまいりま
す。
　社会・経済の変革が進む今日、中央会におかれては中
小企業組合の支援機関として、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

　平成26年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
　長引くデフレからの早期脱却と経済再生を図るため、政府は「大胆
な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」
の「三本の矢」を強力に推進し、日本経済は「マイナス」から「プラス」
へと転換しました。このような中で、九州経済も緩やかに持ち直して
きてはおりますが、景気回復の実感は、地方や中小企業・小規模事業
者には十分浸透したとはいえず、経済の好循環に向けた地域での成長
戦略の実現が緊要の課題となっております。
　九州経済産業局といたしましては、まず、産学官の連携によるオー
ル九州の取組として、①水素エネルギーや洋上風力発電、スマートコ
ミュニティ事業等の実証研究やインフラ整備及びビジネスへの展開、②
農水産物や食の輸出拡大に向けた九州ブランドの構築、農商工連携、
６次産業化、省エネ化等による農業の競争力強化及び成長産業化の推
進、③健康寿命が延伸する社会の構築に向けて、地域医療機関と医療機
器関連産業や医療・介護サービス産業との連携による新たなビジネス
モデルの構築やバイオ関連産業との連携によるヘルスケア産業の新分
野展開を図ってまいります。
　次に、地域経済と地域雇用を担う中小企業・小規模事業者対策につ
いて、ものづくりや創業・ベンチャー支援の強化、よろず支援拠点等
ワンストップ総合支援の整備など着実に実施してまいります。また、
４月１日からの消費税率引上げに当たっては、交渉力の弱い中小企
業・小規模事業者の方々が不当に不利益を被ることのないよう転嫁対
策調査官を配置し、転嫁拒否行為の監視・取締りを行うなど転嫁対策
に万全を期します。最後に、日本の未来を考えると、人口減少・少子
化の課題に地域社会が真剣に向き合っていくことが求められています。
九州の明るい未来が描けるよう、九州が先導して議論を本格化してい
くことを期待しています。
　本年が皆様方にとりまして輝かしい年となりますことを心よりお祈
り申し上げて、新年のご挨拶と致します。

九州経済産業局長

廣實　郁郎

　新年、明けましておめでとうございます。
　我が国経済は長く続いたデフレからの脱却をうかがう局面に入っ
てきましたが、中小企業は、電気料金、燃料・原材料等の高騰に伴
うコスト増により、収益状況が依然として低い水準に止まるなど景
気回復の実感が伴わない厳しい状況が続いています。加えて、今年
４月１日から実施される消費税率の８％への引上げにより、その影
響に堪え、乗り越えられるのか先行きが見通せない経営環境にあり
ます。
　私は、中小企業を代表して政労使会議等で安倍総理に対して、中
小企業の生産性向上に向けた設備投資や地域のインフラづくり等の
促進、下請け代金の引上げ等を強く要望するとともに、中央会とし
て、ものづくり補助金等の施策をフルに活用して、中小企業が賃上
げできうる経営状態になるよう全力を尽くしていく旨申し上げまし
た。今年は、中小企業が下から上を跳ね返すような組合魂を持って
果敢にリスクに挑戦する年にしていきたいと考えています。
　また、消費税率の引上げへの対応には、国内の消費動向や引上げ
税率の転嫁状況を注視しつつ、価格競争力を強化するための経営支
援、ものづくり補助金等を活用した生産性の向上支援、設備投資等
のための税制及び金融支援など、持てる支援策をフル活用して取り
組んでいく必要があります。特に、中央会は、価格交渉力が弱い納
入業者が割を食うことのないよう転嫁や表示カルテルの組成を図
り、消費税の円滑な転嫁を成し遂げられるよう支援してまいります。
　2020年に東京において56年ぶりにオリンピック・パラリンピック
が開催されます。６年後には、震災復興も完了し、組合等連携組織
に集う多くの皆様とともに笑顔で「おもてなし」をしようではあり
ませんか。
本年が皆様にとって、好機を実感できる素晴らしい年となりますこ
とを心からご祈念申し上げ、年頭に当たってのご挨拶といたします。

全国中小企業団体中央会
会　長　鶴田　欣也

年 頭 所 感

組合功労者
企業組合
オフィスケイ

理事長 栗屋しのぶ

組合功労者
大東プレカット
協同組合

理事長 柴田　　勝

優良組合青年部
大分県左官業組合
連合会青年部

部長 堤　　裕也

優良組合
大分総合ビルメンテナンス

協同組合
理事長 藤原　忠和

組合功労者
協業組合

大分管工事センター
理事長 國實　重勝

優良組合
ソーシャルマーケティング

協同組合
理事長 安藤　　満

優良組合
下ノ江造船協力事業

協同組合
理事長 麻生　貴紀

優良組合
企業組合

大分電気サービス
理事長 池邉　正廣

COMPASS     3



設立からのあゆみ

当組合は昭和６０年３月に組合員２０社により設立さ

れました。協同組合としての歴史は２８年ですが、昭和

３５年より大分県鉄筋組合として経済的地位の向上、ま

た組合員の親睦を深めること等を目的に活動をしてお

り、通算するとその歴史は５０年を超え、活発な活動を

続けています。

現在は、福利厚生事業や組合員の従業員の技術向上

に向けた技術研修会等の実施、人材育成・後継者育成、

また更なる業界の発展のため取引条件の改善に向け

た取り組みも行っています。

人材育成・後継者育成への取り組み

鉄筋業界にとって人材育成、後継者育成は最重要課

題です。組合では組合員企業の従業員に対して、鉄筋

の施工技能向上講習を行い、組合員企業の技術水準の

向上に努め、また技能検定試験の合格者を数多く育て

ています。

若年技術者が、誇りを持ち働きがいのある職場にし

ていかなければ人材は育たない、働く場として魅力のあ

る、安全で安心して働ける職場づくりを目指し、組合員

全員が共通認識のもと人材育成に取り組んでいます。

また、後継者育成においても、昨年１１月、青年部を発

足して、組合内で後継者や若手従業員の交流、意見交

換等を活発にするとともに、九州各県の組合青年部と

［理 事 長］

［設　　立］

［組合員数］

［出 資 金］

［主な事業内容］

［住　　所］

今橋　一男
昭和60年3月
１４社
70万円
教育・情報提供事業等
速見郡日出町大字豊岡字岩垣881番地１
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も連携して組合活動を一層活発なものにしていくよう

取り組んでいます。

魅力ある職場づくり

魅力ある職場づくりを実現するために、組合では安

心で安全な労働環境を保つことに加え、福利厚生の充

実、また従業員に対して適切な労務賃金を支払うことも

重要であると考えています。

建設業においては、社会保険等（雇用、健康、年金保

険）の未加入対策を進め、建設産業の持続的な発展に

資するための人材確保と社会保険加入企業と未加入企

業間における不公平な競争環境の是正に取り組むため、

「建設業法令遵守ガイドライン」が昨年改訂されまし

た。その中には、平成２９年度以降、未加入企業におい

ては、下請企業に選定しないことや監督処分の対象に

なることが明記され、発注者・受注者、元請負人・下請負

人は、見積り時から法定福利費を必要経費として適正

に考慮・確保すべきことが書かれています。

組合は、これを受け、組合員企業が取引するうえで、

取引条件の改善、適正化のために法定福利費込の見積

書の標準化に取り組んでいます。標準見積書を作成し

活用することで、人件費や法定福利費といった費用を

明確化にして、適切な労務賃金、社会保険加入の徹底

が図られ、若年技術者の育成、定着に繋がります。

新たな組合員を迎えて
組合活動をより活発に

昨年度は組合加入説明会を開催して、新たに５社が

組合員となり、現在１４社で構成されています。全組合

員出席の定例会は毎月開催され、活発な意見交換が行

われています。

定例会で、今橋理事長は「仕事のことを一人で悩ま

ず、みんなで協力して、相談して、次につながる仕事をし

なければならない」と連携の重要性について、常に言及

しています。

今後とも、組合員が一丸となって、鉄筋業界の課題解

決に取り組み、さらなる組合活動の活性化、業界の発展

につなげていきたいと思います。

今橋理事長　黄綬褒章受章

平成２５年秋の褒章において、今橋一男理事長が黄

綬褒章を受章されました。鉄筋施工の技能水準の向

上、また手に職を持つことの素晴らしさを伝えるため、

後進の育成に尽力されたことが認められたものです。

おめでとうございます。

［理 事 長］

［設　　立］

［組合員数］
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■全国菓子大博覧会受賞者への伝達式が行われました
大分県菓子工業組合では、広島県において開催さ
れた第26回全国菓子大博覧会で各賞を受賞した県
関係者への褒賞伝達式が、8月22日、大分市内で
行われました。県内からは34品目が受賞しました。
大分県菓子工業組合の田口芳信理事長が「伝統技
術の継承という意味で意義深い大会、後継者に技
術を引き継げるよう今後も取り組みます」とあいさ
つを述べ、最高賞である名誉総裁賞の受賞者への
伝達は、中央会の高山泰四郎会長により行われまし
た。
主な受賞品目は下記のとおりです。
名誉総裁賞・文化部門　別府市菓子組合（別府市）
「幻の華白蓮」
名誉総裁賞・芸術部門　ざびえる本舗（大分市）
「月さらさ」
名誉総裁賞・技術部門　菊家（由布市）「蜜衛門」
農林水産大臣賞　南光物産（別府市）「かぼす漬」
外務大臣賞　天晴堂（竹田市）「廉太郎せんべい」

■組合管理者講習会　開催のご案内
平成２６年２月２０日（木）１５：００からトキハ会館
５階「ローズの間」において、中央会会員組合役
員及び事務局代表者等を対象に組合管理者講習会
を開催致します。
講師には、小風茂大分県副知事をお招きしてご講
演頂きます。また、講習会終了後に交流会も開催
致しますので、是非ともご参加くださるよう、宜し
くお願いします。

■中央会専門委員会が開催されました
８月３０日にホルトホール大分において、「製造業」

「建設・建設関連」「商業・サービス業」の３分野
において専門委員会が開催され、平成２６年度の国
政・県政予算等に関する要望について取りまとめし
ました。
９月３０日には、自由民主党大分県支部連合会に
対して、髙山会長が中小企業施策の推進や金融・
税制対策の推進等２０項目に及ぶ要望書を提出し
ました。

■中小企業会館駐車場のご利用について
中小企業会館に隣接する信用保証協会別館ビル解
体工事に伴い、代替駐車場の利用をお願いしてい
ましたが、11月4日に工事が終了し、中小企業会
館西側の駐車場が利用できることになりました。ま
た、信用保証協会別館ビル跡地につきましても、
中小企業会館駐車場として平成26年8月までご利
用いただけます。

■消費税率の引き上げへの備えはお済みですか？
　 「消費税転嫁対策窓口」を設置しています
本会では 消費税率の引き上げや制度変更に対する
円滑な対応を図ることを目的に「消費税転嫁対策
窓口」を設置しております。平成26年４月１日以前
の契約に関する経過措置や消費税の表示の方法を
はじめ、様々な質問について対応しています。
専門的な内容については、税理士等に無料で相談
ができます。専門家に対する相談日は次のとおり
です。

平成２６年１月  ８日（水）
平成２６年１月１５日（水）
平成２６年１月２２日（水）
平成２６年１月２９日（水）
平成２６年２月  ５日（水）
平成２６年２月１２日（水）

相談時間はいずれも13：00～ 16：00までと
なっています。
また地理的条件等により窓口にお越しになれない場
合は、組合事務所等指定の場所に専門家を派遣し
ます。派遣を希望する場合は、当会までご連絡くだ
さい。
お問い合わせ、お申込みは、組織支援一課　平田
までご連絡ください。ＴＥＬ ０９７（５３６）６３３１

■「豊の国商人塾」第２７期入塾式が行われました
「豊の国商人塾」第２７期生の入塾式がトキハ会館
において行われました。商人塾は、昭和６２年９月
の開校以来、地域商業のリーダーとして、視野の
広い経営者の育成等を目的に開催されています。
入塾式では広瀬勝貞大分県知事、中央会髙山泰四
郎会長、大分県商工会議所連合会姫野淸高会長、
大分県商工会連合会清家孝会長のご列席のもと、
名誉塾長の広瀬知事より塾生２８名の代表　松宮雄
一さんに入塾許可証が交付され、塾生を代表して
寺司志保美さんが誓いの言葉を述べ、第２７期「豊
の国商人塾」の第１回ゼミナールが開講しました。

■消費税転嫁対策セミナーを開催します
大分県商店街振興組合連合会では、平成26年４月
に消費税率が８％に上がることに備え、消費税転嫁
対策セミナーを開催します。大分綜合会計事務所
代表の蔵前達郎税理士を講師に、消費税改正のポ
イント、転嫁対策措置のポイント、転嫁のための経
営戦略等について研修を行います。
開催日、会場は下記のとおりです。
◎宇佐会場
日時：平成２６年１月２４日（金）
　　　１７：００～１９：００
場所：宇佐商工会議所
◎佐伯会場
日時：平成２６年２月１８日（火）
　　　１７：００～１９：００
場所：ホテルニュー佐伯
お問い合わせ、参加申込は、大分県商店街振興組
合連合会までご連絡ください。
ＴＥＬ ０９７（５３６）３０５６

■行政庁への決算関係書類、役員変更届の提出について
中小企業組合は法律の規定に基づき、毎事業年
度、通常総会終了の日から２週間以内に、決算関
係書類を所管行政庁に提出しなければなりません。
また、役員の変更があったときも、その変更の日か
ら２週間以内に、役員変更届書を所管行政庁に提

出しなければなりません。
決算関係書類は通常総会終了後、役員変更届は役
員の変更後に速やかに作成して、当会に２部ずつ提
出してください。当会を通して所管行政庁に提出し
ます。
※　所管行政庁が大分県ではない場合（九州経済
産業局、九州農政局、九州運輸局など）は、これ
まで通り、組合から各所管行政庁へ直接提出してく
ださい。なお、その場合も当会に同様の書類を１
部提出してください。

○決算関係書類等の提出について
　毎事業年度、決算関係書類提出書を通常総会開
催の日から２週間以内に、所管行政庁に提出しなけ
ればなりません。
　提出する書類は、１．事業報告書、２．財産目
録、３．貸借対照表、４．損益計算書、５．剰余金
処分案又は損失処理案、６．通常総会議事録又は
通常総代会議事録です。

○役員変更届書の提出について
　役員の変更があった組合は、変更の日から２週間
以内に、役員変更届書を所管行政庁に提出しなけ
ればなりません。
　提出する書類は、１.変更した事項を記載した書
面（新旧役員の比較対照表）、２.変更年月日及び
変更理由を記載した書面、３.総会議事録又は謄
本、４.理事会議事録又は謄本です。
　※代表理事の変更（重任・再任を含む）があっ
た組合は、変更の日から２週間以内に、変更登記
をしなければなりません。

上記提出書類に関して不明な点がありましたら、当
会までご連絡ください。

■おおいた子育て応援団
「しごと子育てサポート企業」認証を取得してみま
せんか
おおいた子育て応援団「しごと子育てサポート企業」
とは、自社の従業員の仕事と子育ての両立を支援
していただく企業・事業所です。大分県が、子育
てをサポートする企業として
認証することにより、認証
企業のイメージアップや社
会的評価の向上を図り、多
くの企業に認証を受けて頂
くことで、子育て応援社会
の実現を目指す制度です。

ニュース フラッシュNews
flash

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、優秀な人材が確保し
やすくなる、連携した金融機関の融資金利の優遇
を受けることができます。詳しくは当会へご相談く
ださい。

■県退職者を活用してみませんか 
大分県人材活用支援センターへの求人募集
県には、一般事務（税務、ＩＴ、福祉、中小企業診
断、用地などに詳しい者を含む）のほか、技術分
野において農業、畜産、農業土木、林業、水産、
獣医師、薬剤師、保健師、看護師、栄養士、臨床
検査技師、診療放射線技師、心理、化学、職業訓
練指導員、研究員（電子、機械、金属、工芸技
術、工芸デザイン、食品）、土木、建築、電気、機
械などの様々な技術系、資格・免許職種の職員が
います。
大分県では、退職者の知識や経験等を多様な分野
で活用することができるよう、人材情報と企業・団
体等からの求人情報を一元管理する「大分県人材
活用支援センター」を設置しています。
退職を予定している職員で、再就職を希望する者
をセンターに登録し、企業や各種団体などから寄せ
られた求人情報の条件に合う人材を探し、求人企
業等の面接などを経て採用の可否を決定いただき
ます。
【問い合わせ先】大分県人材活用支援センター
　　　　　　  （事務局：大分県総務部人事課内）
　　　　　　  TEL:097-506-2311
http://www.pref.oita.jp/soshiki/11200/oit
akentaisyokusyanosaisyuusyoku.html

■平成25年工業統計調査を実施します
経済産業省では、工業統計調査を平成25年12月
31日現在で実施します。
本調査は、製造業を営む事業所を対象に、1年間
の生産活動に伴う製造品の出荷額、原材料使用額
などを調査し、製造業の実態を明らかにすることを
目的としています。

本調査は、国の重要な統計調査であり、調査結果
は、国や地方公共団体の行政施策の重要な基礎資料
として使われるほか、大学や民間の研究機関、小・
中・高等学校の教材など広く利用されています。
調査をお願いする製造事業所には、平成25年12月
中旬から平成26年1月にかけて統計調査員が調査票
を持ってお伺いするか、または国から直接郵送で届
きますので、お忙しい時期とは存じますが、調査にご
回答いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、皆様からご提出いただく調査票については、
統計法に基づき調査内容の秘密は厳守されますの
で、正確なご記入をお願いします。

■確認しましょう！  最低賃金
「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。
最低賃金制度とは、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産業別最低賃金があります。
〔地域別最低賃金〕664円
〔産業別最低賃金〕
鉄鋼業：８０１円
非鉄金属製造業：７９３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：７２３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：７７３円
各種商品小売業：６９７円
自動車（新車）小売業：７３４円

■大分県異業種団体協議会
　会員交流事業講演会を開催しました
１０月１２日、日田商工会館において、大分県異業
種団体協議会の会員交流事業を開催しました。今
年度は技術市場・交流プラザ日田との共催で、「杉
　ｄｅ　クッキング」をテーマに「クッキングパパ」
でおなじみの漫画家　うえやまとち氏、パワープレ
イス株式会社でインハウスデザイナーとして活躍さ
れている千代田健一氏をお招きして講演会を行いま
した。うえやま氏からは日田産の食材を用いて、
クッキングパパで紹介された「ホームプレートで作
るビビンバ」の調理実演と地元食材の活用法を、
千代田氏からは木材の中でも杉に特化した商品、
作品づくり、企業や地域が連携した事例についての
お話がありました。
また当日開催されていた「メイドイン日田　大博覧
会」（日田市工業展、産業展、食の祭典）の見学、
遊船での交流懇親会など、まるごと一日「日田」を
満喫して参加者は意見交換、情報交換を行い交流
を深めました。

■中央会青年部会主催のチャリティーゴルフ大会を
　開催しました
１１月２２日、大分中央ゴルフクラブにおいて中央会
青年部会主催のチャリティーゴルフ大会が開催され
ました。中央会青年部会として初めて、中央会行
事としても平成２０年に開催して以来実に５年ぶり
の開催となりました。

当日は青年部会会員及び中央会会員組合より７１名
に参加いただき、秋晴れの絶好のゴルフ日和の中、
交流を深め、プレーを楽しんでいただきました。
なお、当日ご協力いただいたチャリティー金は、東
日本大震災により被災し未だその傷が癒えない地
域で、経済界の立場から地域の復興に尽力されて
いる福島県中小企業青年中央会へ寄付させていた
だきました。
また、ゴルフ大会の開催に際し、中央会会員組合
や関係企業からたくさんの協賛品をいただき、盛
大に開催することができました。ありがとうございま
した。

協賛品ご提供者
大分県信用保証協会、大分県屋根工事業協同組
合、佐伯地区建設業協同組合、富士甚醤油株式会
社、三井生命株式会社大分営業支社、大分市水産
物仲卸協同組合、大分中央建具協同組合、大分市
水処理事業協同組合、大分県水処理事業協同組
合、大分県コンクリートポンプ工業組合、大分県電
気工事業工業組合、株式会社お菓子のうめだ、株
式会社矢野設備設計、南光汽船株式会社、有限会
社エッチ美容室、大分中央ゴルフクラブ、大分県中
小企業団体中央会（順不同）

■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６日（金）、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。
事務局連絡協議会藤田会長の挨拶に続き、総勢７
４名の参加者による白熱したゲームが展開され、ス
トライクがでるたびに各レーンから大きな歓声があ
がりました。
２ゲームの合計スコアにより競われ、男性の部優勝
はトータルスコア４０５で安達誠さん（大分リサイク
ル事業協同組合）、女性の部ではトータルスコア２
５６で山本真弓さん（大分市管工事協同組合）が
優勝しました。表彰式では優勝者に続き、準優勝
ほか各順位の発表、商品の贈呈が行われ、組合士
協会伊藤副会長の挨拶により無事に大会は終了し
ました。

■本誌で紹介する組合を募集しています
本誌の誌面に登場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、他の組合の
参考事例とさせていただきます。組合の情報発信、
組合間相互の連携に向けた一助として、ぜひご協
力ください。

名誉総裁賞　「幻の華白蓮」（別府市菓子組合）
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■全国菓子大博覧会受賞者への伝達式が行われました
大分県菓子工業組合では、広島県において開催さ
れた第26回全国菓子大博覧会で各賞を受賞した県
関係者への褒賞伝達式が、8月22日、大分市内で
行われました。県内からは34品目が受賞しました。
大分県菓子工業組合の田口芳信理事長が「伝統技
術の継承という意味で意義深い大会、後継者に技
術を引き継げるよう今後も取り組みます」とあいさ
つを述べ、最高賞である名誉総裁賞の受賞者への
伝達は、中央会の高山泰四郎会長により行われまし
た。
主な受賞品目は下記のとおりです。
名誉総裁賞・文化部門　別府市菓子組合（別府市）
「幻の華白蓮」
名誉総裁賞・芸術部門　ざびえる本舗（大分市）
「月さらさ」
名誉総裁賞・技術部門　菊家（由布市）「蜜衛門」
農林水産大臣賞　南光物産（別府市）「かぼす漬」
外務大臣賞　天晴堂（竹田市）「廉太郎せんべい」

■組合管理者講習会　開催のご案内
平成２６年２月２０日（木）１５：００からトキハ会館
５階「ローズの間」において、中央会会員組合役
員及び事務局代表者等を対象に組合管理者講習会
を開催致します。
講師には、小風茂大分県副知事をお招きしてご講
演頂きます。また、講習会終了後に交流会も開催
致しますので、是非ともご参加くださるよう、宜し
くお願いします。

■中央会専門委員会が開催されました
８月３０日にホルトホール大分において、「製造業」

「建設・建設関連」「商業・サービス業」の３分野
において専門委員会が開催され、平成２６年度の国
政・県政予算等に関する要望について取りまとめし
ました。
９月３０日には、自由民主党大分県支部連合会に
対して、髙山会長が中小企業施策の推進や金融・
税制対策の推進等２０項目に及ぶ要望書を提出し
ました。

■中小企業会館駐車場のご利用について
中小企業会館に隣接する信用保証協会別館ビル解
体工事に伴い、代替駐車場の利用をお願いしてい
ましたが、11月4日に工事が終了し、中小企業会
館西側の駐車場が利用できることになりました。ま
た、信用保証協会別館ビル跡地につきましても、
中小企業会館駐車場として平成26年8月までご利
用いただけます。

■消費税率の引き上げへの備えはお済みですか？
　 「消費税転嫁対策窓口」を設置しています
本会では 消費税率の引き上げや制度変更に対する
円滑な対応を図ることを目的に「消費税転嫁対策
窓口」を設置しております。平成26年４月１日以前
の契約に関する経過措置や消費税の表示の方法を
はじめ、様々な質問について対応しています。
専門的な内容については、税理士等に無料で相談
ができます。専門家に対する相談日は次のとおり
です。

平成２６年１月  ８日（水）
平成２６年１月１５日（水）
平成２６年１月２２日（水）
平成２６年１月２９日（水）
平成２６年２月  ５日（水）
平成２６年２月１２日（水）

相談時間はいずれも13：00～ 16：00までと
なっています。
また地理的条件等により窓口にお越しになれない場
合は、組合事務所等指定の場所に専門家を派遣し
ます。派遣を希望する場合は、当会までご連絡くだ
さい。
お問い合わせ、お申込みは、組織支援一課　平田
までご連絡ください。ＴＥＬ ０９７（５３６）６３３１

■「豊の国商人塾」第２７期入塾式が行われました
「豊の国商人塾」第２７期生の入塾式がトキハ会館
において行われました。商人塾は、昭和６２年９月
の開校以来、地域商業のリーダーとして、視野の
広い経営者の育成等を目的に開催されています。
入塾式では広瀬勝貞大分県知事、中央会髙山泰四
郎会長、大分県商工会議所連合会姫野淸高会長、
大分県商工会連合会清家孝会長のご列席のもと、
名誉塾長の広瀬知事より塾生２８名の代表　松宮雄
一さんに入塾許可証が交付され、塾生を代表して
寺司志保美さんが誓いの言葉を述べ、第２７期「豊
の国商人塾」の第１回ゼミナールが開講しました。

■消費税転嫁対策セミナーを開催します
大分県商店街振興組合連合会では、平成26年４月
に消費税率が８％に上がることに備え、消費税転嫁
対策セミナーを開催します。大分綜合会計事務所
代表の蔵前達郎税理士を講師に、消費税改正のポ
イント、転嫁対策措置のポイント、転嫁のための経
営戦略等について研修を行います。
開催日、会場は下記のとおりです。
◎宇佐会場
日時：平成２６年１月２４日（金）
　　　１７：００～１９：００
場所：宇佐商工会議所
◎佐伯会場
日時：平成２６年２月１８日（火）
　　　１７：００～１９：００
場所：ホテルニュー佐伯
お問い合わせ、参加申込は、大分県商店街振興組
合連合会までご連絡ください。
ＴＥＬ ０９７（５３６）３０５６

■行政庁への決算関係書類、役員変更届の提出について
中小企業組合は法律の規定に基づき、毎事業年
度、通常総会終了の日から２週間以内に、決算関
係書類を所管行政庁に提出しなければなりません。
また、役員の変更があったときも、その変更の日か
ら２週間以内に、役員変更届書を所管行政庁に提

出しなければなりません。
決算関係書類は通常総会終了後、役員変更届は役
員の変更後に速やかに作成して、当会に２部ずつ提
出してください。当会を通して所管行政庁に提出し
ます。
※　所管行政庁が大分県ではない場合（九州経済
産業局、九州農政局、九州運輸局など）は、これ
まで通り、組合から各所管行政庁へ直接提出してく
ださい。なお、その場合も当会に同様の書類を１
部提出してください。

○決算関係書類等の提出について
　毎事業年度、決算関係書類提出書を通常総会開
催の日から２週間以内に、所管行政庁に提出しなけ
ればなりません。
　提出する書類は、１．事業報告書、２．財産目
録、３．貸借対照表、４．損益計算書、５．剰余金
処分案又は損失処理案、６．通常総会議事録又は
通常総代会議事録です。

○役員変更届書の提出について
　役員の変更があった組合は、変更の日から２週間
以内に、役員変更届書を所管行政庁に提出しなけ
ればなりません。
　提出する書類は、１.変更した事項を記載した書
面（新旧役員の比較対照表）、２.変更年月日及び
変更理由を記載した書面、３.総会議事録又は謄
本、４.理事会議事録又は謄本です。
　※代表理事の変更（重任・再任を含む）があっ
た組合は、変更の日から２週間以内に、変更登記
をしなければなりません。

上記提出書類に関して不明な点がありましたら、当
会までご連絡ください。

■おおいた子育て応援団
「しごと子育てサポート企業」認証を取得してみま
せんか
おおいた子育て応援団「しごと子育てサポート企業」
とは、自社の従業員の仕事と子育ての両立を支援
していただく企業・事業所です。大分県が、子育
てをサポートする企業として
認証することにより、認証
企業のイメージアップや社
会的評価の向上を図り、多
くの企業に認証を受けて頂
くことで、子育て応援社会
の実現を目指す制度です。

ニュース フラッシュNews
flash

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、優秀な人材が確保し
やすくなる、連携した金融機関の融資金利の優遇
を受けることができます。詳しくは当会へご相談く
ださい。

■県退職者を活用してみませんか 
大分県人材活用支援センターへの求人募集
県には、一般事務（税務、ＩＴ、福祉、中小企業診
断、用地などに詳しい者を含む）のほか、技術分
野において農業、畜産、農業土木、林業、水産、
獣医師、薬剤師、保健師、看護師、栄養士、臨床
検査技師、診療放射線技師、心理、化学、職業訓
練指導員、研究員（電子、機械、金属、工芸技
術、工芸デザイン、食品）、土木、建築、電気、機
械などの様々な技術系、資格・免許職種の職員が
います。
大分県では、退職者の知識や経験等を多様な分野
で活用することができるよう、人材情報と企業・団
体等からの求人情報を一元管理する「大分県人材
活用支援センター」を設置しています。
退職を予定している職員で、再就職を希望する者
をセンターに登録し、企業や各種団体などから寄せ
られた求人情報の条件に合う人材を探し、求人企
業等の面接などを経て採用の可否を決定いただき
ます。
【問い合わせ先】大分県人材活用支援センター
　　　　　　  （事務局：大分県総務部人事課内）
　　　　　　  TEL:097-506-2311
http://www.pref.oita.jp/soshiki/11200/oit
akentaisyokusyanosaisyuusyoku.html

■平成25年工業統計調査を実施します
経済産業省では、工業統計調査を平成25年12月
31日現在で実施します。
本調査は、製造業を営む事業所を対象に、1年間
の生産活動に伴う製造品の出荷額、原材料使用額
などを調査し、製造業の実態を明らかにすることを
目的としています。

本調査は、国の重要な統計調査であり、調査結果
は、国や地方公共団体の行政施策の重要な基礎資料
として使われるほか、大学や民間の研究機関、小・
中・高等学校の教材など広く利用されています。
調査をお願いする製造事業所には、平成25年12月
中旬から平成26年1月にかけて統計調査員が調査票
を持ってお伺いするか、または国から直接郵送で届
きますので、お忙しい時期とは存じますが、調査にご
回答いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、皆様からご提出いただく調査票については、
統計法に基づき調査内容の秘密は厳守されますの
で、正確なご記入をお願いします。

■確認しましょう！  最低賃金
「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。
最低賃金制度とは、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産業別最低賃金があります。
〔地域別最低賃金〕664円
〔産業別最低賃金〕
鉄鋼業：８０１円
非鉄金属製造業：７９３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：７２３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：７７３円
各種商品小売業：６９７円
自動車（新車）小売業：７３４円

■大分県異業種団体協議会
　会員交流事業講演会を開催しました
１０月１２日、日田商工会館において、大分県異業
種団体協議会の会員交流事業を開催しました。今
年度は技術市場・交流プラザ日田との共催で、「杉
　ｄｅ　クッキング」をテーマに「クッキングパパ」
でおなじみの漫画家　うえやまとち氏、パワープレ
イス株式会社でインハウスデザイナーとして活躍さ
れている千代田健一氏をお招きして講演会を行いま
した。うえやま氏からは日田産の食材を用いて、
クッキングパパで紹介された「ホームプレートで作
るビビンバ」の調理実演と地元食材の活用法を、
千代田氏からは木材の中でも杉に特化した商品、
作品づくり、企業や地域が連携した事例についての
お話がありました。
また当日開催されていた「メイドイン日田　大博覧
会」（日田市工業展、産業展、食の祭典）の見学、
遊船での交流懇親会など、まるごと一日「日田」を
満喫して参加者は意見交換、情報交換を行い交流
を深めました。

■中央会青年部会主催のチャリティーゴルフ大会を
　開催しました
１１月２２日、大分中央ゴルフクラブにおいて中央会
青年部会主催のチャリティーゴルフ大会が開催され
ました。中央会青年部会として初めて、中央会行
事としても平成２０年に開催して以来実に５年ぶり
の開催となりました。

当日は青年部会会員及び中央会会員組合より７１名
に参加いただき、秋晴れの絶好のゴルフ日和の中、
交流を深め、プレーを楽しんでいただきました。
なお、当日ご協力いただいたチャリティー金は、東
日本大震災により被災し未だその傷が癒えない地
域で、経済界の立場から地域の復興に尽力されて
いる福島県中小企業青年中央会へ寄付させていた
だきました。
また、ゴルフ大会の開催に際し、中央会会員組合
や関係企業からたくさんの協賛品をいただき、盛
大に開催することができました。ありがとうございま
した。

協賛品ご提供者
大分県信用保証協会、大分県屋根工事業協同組
合、佐伯地区建設業協同組合、富士甚醤油株式会
社、三井生命株式会社大分営業支社、大分市水産
物仲卸協同組合、大分中央建具協同組合、大分市
水処理事業協同組合、大分県水処理事業協同組
合、大分県コンクリートポンプ工業組合、大分県電
気工事業工業組合、株式会社お菓子のうめだ、株
式会社矢野設備設計、南光汽船株式会社、有限会
社エッチ美容室、大分中央ゴルフクラブ、大分県中
小企業団体中央会（順不同）

■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６日（金）、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。
事務局連絡協議会藤田会長の挨拶に続き、総勢７
４名の参加者による白熱したゲームが展開され、ス
トライクがでるたびに各レーンから大きな歓声があ
がりました。
２ゲームの合計スコアにより競われ、男性の部優勝
はトータルスコア４０５で安達誠さん（大分リサイク
ル事業協同組合）、女性の部ではトータルスコア２
５６で山本真弓さん（大分市管工事協同組合）が
優勝しました。表彰式では優勝者に続き、準優勝
ほか各順位の発表、商品の贈呈が行われ、組合士
協会伊藤副会長の挨拶により無事に大会は終了し
ました。

■本誌で紹介する組合を募集しています
本誌の誌面に登場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、他の組合の
参考事例とさせていただきます。組合の情報発信、
組合間相互の連携に向けた一助として、ぜひご協
力ください。

名誉総裁賞　「幻の華白蓮」（別府市菓子組合）
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再就職決定

①求人の登録 ②人材の登録
　　（12月下旬～）

③条件に合う人材情報
　を提供（１月下旬～）

⑥面接等の実施（１月下旬～）

④面接等希望職員の
　選定（１月下旬～）

⑤職員に求人情報を
　提供（１月下旬～）

※面接等不調の場合は
　③～⑥の繰り返し

■全国菓子大博覧会受賞者への伝達式が行われました
大分県菓子工業組合では、広島県において開催さ
れた第26回全国菓子大博覧会で各賞を受賞した県
関係者への褒賞伝達式が、8月22日、大分市内で
行われました。県内からは34品目が受賞しました。
大分県菓子工業組合の田口芳信理事長が「伝統技
術の継承という意味で意義深い大会、後継者に技
術を引き継げるよう今後も取り組みます」とあいさ
つを述べ、最高賞である名誉総裁賞の受賞者への
伝達は、中央会の高山泰四郎会長により行われまし
た。
主な受賞品目は下記のとおりです。
名誉総裁賞・文化部門　別府市菓子組合（別府市）
「幻の華白蓮」
名誉総裁賞・芸術部門　ざびえる本舗（大分市）
「月さらさ」
名誉総裁賞・技術部門　菊家（由布市）「蜜衛門」
農林水産大臣賞　南光物産（別府市）「かぼす漬」
外務大臣賞　天晴堂（竹田市）「廉太郎せんべい」

■組合管理者講習会　開催のご案内
平成２６年２月２０日（木）１５：００からトキハ会館
５階「ローズの間」において、中央会会員組合役
員及び事務局代表者等を対象に組合管理者講習会
を開催致します。
講師には、小風茂大分県副知事をお招きしてご講
演頂きます。また、講習会終了後に交流会も開催
致しますので、是非ともご参加くださるよう、宜し
くお願いします。

■中央会専門委員会が開催されました
８月３０日にホルトホール大分において、「製造業」

「建設・建設関連」「商業・サービス業」の３分野
において専門委員会が開催され、平成２６年度の国
政・県政予算等に関する要望について取りまとめし
ました。
９月３０日には、自由民主党大分県支部連合会に
対して、髙山会長が中小企業施策の推進や金融・
税制対策の推進等２０項目に及ぶ要望書を提出し
ました。

■中小企業会館駐車場のご利用について
中小企業会館に隣接する信用保証協会別館ビル解
体工事に伴い、代替駐車場の利用をお願いしてい
ましたが、11月4日に工事が終了し、中小企業会
館西側の駐車場が利用できることになりました。ま
た、信用保証協会別館ビル跡地につきましても、
中小企業会館駐車場として平成26年8月までご利
用いただけます。

■消費税率の引き上げへの備えはお済みですか？
　 「消費税転嫁対策窓口」を設置しています
本会では 消費税率の引き上げや制度変更に対する
円滑な対応を図ることを目的に「消費税転嫁対策
窓口」を設置しております。平成26年４月１日以前
の契約に関する経過措置や消費税の表示の方法を
はじめ、様々な質問について対応しています。
専門的な内容については、税理士等に無料で相談
ができます。専門家に対する相談日は次のとおり
です。

平成２６年１月  ８日（水）
平成２６年１月１５日（水）
平成２６年１月２２日（水）
平成２６年１月２９日（水）
平成２６年２月  ５日（水）
平成２６年２月１２日（水）

相談時間はいずれも13：00～ 16：00までと
なっています。
また地理的条件等により窓口にお越しになれない場
合は、組合事務所等指定の場所に専門家を派遣し
ます。派遣を希望する場合は、当会までご連絡くだ
さい。
お問い合わせ、お申込みは、組織支援一課　平田
までご連絡ください。ＴＥＬ ０９７（５３６）６３３１

■「豊の国商人塾」第２７期入塾式が行われました
「豊の国商人塾」第２７期生の入塾式がトキハ会館
において行われました。商人塾は、昭和６２年９月
の開校以来、地域商業のリーダーとして、視野の
広い経営者の育成等を目的に開催されています。
入塾式では広瀬勝貞大分県知事、中央会髙山泰四
郎会長、大分県商工会議所連合会姫野淸高会長、
大分県商工会連合会清家孝会長のご列席のもと、
名誉塾長の広瀬知事より塾生２８名の代表　松宮雄
一さんに入塾許可証が交付され、塾生を代表して
寺司志保美さんが誓いの言葉を述べ、第２７期「豊
の国商人塾」の第１回ゼミナールが開講しました。

■消費税転嫁対策セミナーを開催します
大分県商店街振興組合連合会では、平成26年４月
に消費税率が８％に上がることに備え、消費税転嫁
対策セミナーを開催します。大分綜合会計事務所
代表の蔵前達郎税理士を講師に、消費税改正のポ
イント、転嫁対策措置のポイント、転嫁のための経
営戦略等について研修を行います。
開催日、会場は下記のとおりです。
◎宇佐会場
日時：平成２６年１月２４日（金）
　　　１７：００～１９：００
場所：宇佐商工会議所
◎佐伯会場
日時：平成２６年２月１８日（火）
　　　１７：００～１９：００
場所：ホテルニュー佐伯
お問い合わせ、参加申込は、大分県商店街振興組
合連合会までご連絡ください。
ＴＥＬ ０９７（５３６）３０５６

■行政庁への決算関係書類、役員変更届の提出について
中小企業組合は法律の規定に基づき、毎事業年
度、通常総会終了の日から２週間以内に、決算関
係書類を所管行政庁に提出しなければなりません。
また、役員の変更があったときも、その変更の日か
ら２週間以内に、役員変更届書を所管行政庁に提

出しなければなりません。
決算関係書類は通常総会終了後、役員変更届は役
員の変更後に速やかに作成して、当会に２部ずつ提
出してください。当会を通して所管行政庁に提出し
ます。
※　所管行政庁が大分県ではない場合（九州経済
産業局、九州農政局、九州運輸局など）は、これ
まで通り、組合から各所管行政庁へ直接提出してく
ださい。なお、その場合も当会に同様の書類を１
部提出してください。

○決算関係書類等の提出について
　毎事業年度、決算関係書類提出書を通常総会開
催の日から２週間以内に、所管行政庁に提出しなけ
ればなりません。
　提出する書類は、１．事業報告書、２．財産目
録、３．貸借対照表、４．損益計算書、５．剰余金
処分案又は損失処理案、６．通常総会議事録又は
通常総代会議事録です。

○役員変更届書の提出について
　役員の変更があった組合は、変更の日から２週間
以内に、役員変更届書を所管行政庁に提出しなけ
ればなりません。
　提出する書類は、１.変更した事項を記載した書
面（新旧役員の比較対照表）、２.変更年月日及び
変更理由を記載した書面、３.総会議事録又は謄
本、４.理事会議事録又は謄本です。
　※代表理事の変更（重任・再任を含む）があっ
た組合は、変更の日から２週間以内に、変更登記
をしなければなりません。

上記提出書類に関して不明な点がありましたら、当
会までご連絡ください。

■おおいた子育て応援団
「しごと子育てサポート企業」認証を取得してみま
せんか
おおいた子育て応援団「しごと子育てサポート企業」
とは、自社の従業員の仕事と子育ての両立を支援
していただく企業・事業所です。大分県が、子育
てをサポートする企業として
認証することにより、認証
企業のイメージアップや社
会的評価の向上を図り、多
くの企業に認証を受けて頂
くことで、子育て応援社会
の実現を目指す制度です。

認証・登録されると、大分県のホームページなどで
広く県民に紹介され、認証マークを名刺等で使用す
ることで企業イメージの向上が図られます。また、
企業の社会的評価が向上し、優秀な人材が確保し
やすくなる、連携した金融機関の融資金利の優遇
を受けることができます。詳しくは当会へご相談く
ださい。

■県退職者を活用してみませんか 
大分県人材活用支援センターへの求人募集
県には、一般事務（税務、ＩＴ、福祉、中小企業診
断、用地などに詳しい者を含む）のほか、技術分
野において農業、畜産、農業土木、林業、水産、
獣医師、薬剤師、保健師、看護師、栄養士、臨床
検査技師、診療放射線技師、心理、化学、職業訓
練指導員、研究員（電子、機械、金属、工芸技
術、工芸デザイン、食品）、土木、建築、電気、機
械などの様々な技術系、資格・免許職種の職員が
います。
大分県では、退職者の知識や経験等を多様な分野
で活用することができるよう、人材情報と企業・団
体等からの求人情報を一元管理する「大分県人材
活用支援センター」を設置しています。
退職を予定している職員で、再就職を希望する者
をセンターに登録し、企業や各種団体などから寄せ
られた求人情報の条件に合う人材を探し、求人企
業等の面接などを経て採用の可否を決定いただき
ます。
【問い合わせ先】大分県人材活用支援センター
　　　　　　  （事務局：大分県総務部人事課内）
　　　　　　  TEL:097-506-2311
http://www.pref.oita.jp/soshiki/11200/oit
akentaisyokusyanosaisyuusyoku.html

■平成25年工業統計調査を実施します
経済産業省では、工業統計調査を平成25年12月
31日現在で実施します。
本調査は、製造業を営む事業所を対象に、1年間
の生産活動に伴う製造品の出荷額、原材料使用額
などを調査し、製造業の実態を明らかにすることを
目的としています。

本調査は、国の重要な統計調査であり、調査結果
は、国や地方公共団体の行政施策の重要な基礎資料
として使われるほか、大学や民間の研究機関、小・
中・高等学校の教材など広く利用されています。
調査をお願いする製造事業所には、平成25年12月
中旬から平成26年1月にかけて統計調査員が調査票
を持ってお伺いするか、または国から直接郵送で届
きますので、お忙しい時期とは存じますが、調査にご
回答いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、皆様からご提出いただく調査票については、
統計法に基づき調査内容の秘密は厳守されますの
で、正確なご記入をお願いします。

■確認しましょう！  最低賃金
「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。
最低賃金制度とは、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産業別最低賃金があります。
〔地域別最低賃金〕664円
〔産業別最低賃金〕
鉄鋼業：８０１円
非鉄金属製造業：７９３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：７２３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：７７３円
各種商品小売業：６９７円
自動車（新車）小売業：７３４円

■大分県異業種団体協議会
　会員交流事業講演会を開催しました
１０月１２日、日田商工会館において、大分県異業
種団体協議会の会員交流事業を開催しました。今
年度は技術市場・交流プラザ日田との共催で、「杉
　ｄｅ　クッキング」をテーマに「クッキングパパ」
でおなじみの漫画家　うえやまとち氏、パワープレ
イス株式会社でインハウスデザイナーとして活躍さ
れている千代田健一氏をお招きして講演会を行いま
した。うえやま氏からは日田産の食材を用いて、
クッキングパパで紹介された「ホームプレートで作
るビビンバ」の調理実演と地元食材の活用法を、
千代田氏からは木材の中でも杉に特化した商品、
作品づくり、企業や地域が連携した事例についての
お話がありました。
また当日開催されていた「メイドイン日田　大博覧
会」（日田市工業展、産業展、食の祭典）の見学、
遊船での交流懇親会など、まるごと一日「日田」を
満喫して参加者は意見交換、情報交換を行い交流
を深めました。

■中央会青年部会主催のチャリティーゴルフ大会を
　開催しました
１１月２２日、大分中央ゴルフクラブにおいて中央会
青年部会主催のチャリティーゴルフ大会が開催され
ました。中央会青年部会として初めて、中央会行
事としても平成２０年に開催して以来実に５年ぶり
の開催となりました。

当日は青年部会会員及び中央会会員組合より７１名
に参加いただき、秋晴れの絶好のゴルフ日和の中、
交流を深め、プレーを楽しんでいただきました。
なお、当日ご協力いただいたチャリティー金は、東
日本大震災により被災し未だその傷が癒えない地
域で、経済界の立場から地域の復興に尽力されて
いる福島県中小企業青年中央会へ寄付させていた
だきました。
また、ゴルフ大会の開催に際し、中央会会員組合
や関係企業からたくさんの協賛品をいただき、盛
大に開催することができました。ありがとうございま
した。

協賛品ご提供者
大分県信用保証協会、大分県屋根工事業協同組
合、佐伯地区建設業協同組合、富士甚醤油株式会
社、三井生命株式会社大分営業支社、大分市水産
物仲卸協同組合、大分中央建具協同組合、大分市
水処理事業協同組合、大分県水処理事業協同組
合、大分県コンクリートポンプ工業組合、大分県電
気工事業工業組合、株式会社お菓子のうめだ、株
式会社矢野設備設計、南光汽船株式会社、有限会
社エッチ美容室、大分中央ゴルフクラブ、大分県中
小企業団体中央会（順不同）

■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６日（金）、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。
事務局連絡協議会藤田会長の挨拶に続き、総勢７
４名の参加者による白熱したゲームが展開され、ス
トライクがでるたびに各レーンから大きな歓声があ
がりました。
２ゲームの合計スコアにより競われ、男性の部優勝
はトータルスコア４０５で安達誠さん（大分リサイク
ル事業協同組合）、女性の部ではトータルスコア２
５６で山本真弓さん（大分市管工事協同組合）が
優勝しました。表彰式では優勝者に続き、準優勝
ほか各順位の発表、商品の贈呈が行われ、組合士
協会伊藤副会長の挨拶により無事に大会は終了し
ました。

■本誌で紹介する組合を募集しています
本誌の誌面に登場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、他の組合の
参考事例とさせていただきます。組合の情報発信、
組合間相互の連携に向けた一助として、ぜひご協
力ください。

8    COMPASS
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再就職決定

①求人の登録 ②人材の登録
　　（12月下旬～）

③条件に合う人材情報
　を提供（１月下旬～）

⑥面接等の実施（１月下旬～）

④面接等希望職員の
　選定（１月下旬～）

⑤職員に求人情報を
　提供（１月下旬～）

※面接等不調の場合は
　③～⑥の繰り返し

■全国菓子大博覧会受賞者への伝達式が行われました
大分県菓子工業組合では、広島県において開催さ
れた第26回全国菓子大博覧会で各賞を受賞した県
関係者への褒賞伝達式が、8月22日、大分市内で
行われました。県内からは34品目が受賞しました。
大分県菓子工業組合の田口芳信理事長が「伝統技
術の継承という意味で意義深い大会、後継者に技
術を引き継げるよう今後も取り組みます」とあいさ
つを述べ、最高賞である名誉総裁賞の受賞者への
伝達は、中央会の高山泰四郎会長により行われまし
た。
主な受賞品目は下記のとおりです。
名誉総裁賞・文化部門　別府市菓子組合（別府市）
「幻の華白蓮」
名誉総裁賞・芸術部門　ざびえる本舗（大分市）
「月さらさ」
名誉総裁賞・技術部門　菊家（由布市）「蜜衛門」
農林水産大臣賞　南光物産（別府市）「かぼす漬」
外務大臣賞　天晴堂（竹田市）「廉太郎せんべい」

■組合管理者講習会　開催のご案内
平成２６年２月２０日（木）１５：００からトキハ会館
５階「ローズの間」において、中央会会員組合役
員及び事務局代表者等を対象に組合管理者講習会
を開催致します。
講師には、小風茂大分県副知事をお招きしてご講
演頂きます。また、講習会終了後に交流会も開催
致しますので、是非ともご参加くださるよう、宜し
くお願いします。

■中央会専門委員会が開催されました
８月３０日にホルトホール大分において、「製造業」

「建設・建設関連」「商業・サービス業」の３分野
において専門委員会が開催され、平成２６年度の国
政・県政予算等に関する要望について取りまとめし
ました。
９月３０日には、自由民主党大分県支部連合会に
対して、髙山会長が中小企業施策の推進や金融・
税制対策の推進等２０項目に及ぶ要望書を提出し
ました。

■中小企業会館駐車場のご利用について
中小企業会館に隣接する信用保証協会別館ビル解
体工事に伴い、代替駐車場の利用をお願いしてい
ましたが、11月4日に工事が終了し、中小企業会
館西側の駐車場が利用できることになりました。ま
た、信用保証協会別館ビル跡地につきましても、
中小企業会館駐車場として平成26年8月までご利
用いただけます。

■消費税率の引き上げへの備えはお済みですか？
　 「消費税転嫁対策窓口」を設置しています
本会では 消費税率の引き上げや制度変更に対する
円滑な対応を図ることを目的に「消費税転嫁対策
窓口」を設置しております。平成26年４月１日以前
の契約に関する経過措置や消費税の表示の方法を
はじめ、様々な質問について対応しています。
専門的な内容については、税理士等に無料で相談
ができます。専門家に対する相談日は次のとおり
です。

平成２６年１月  ８日（水）
平成２６年１月１５日（水）
平成２６年１月２２日（水）
平成２６年１月２９日（水）
平成２６年２月  ５日（水）
平成２６年２月１２日（水）

相談時間はいずれも13：00～ 16：00までと
なっています。
また地理的条件等により窓口にお越しになれない場
合は、組合事務所等指定の場所に専門家を派遣し
ます。派遣を希望する場合は、当会までご連絡くだ
さい。
お問い合わせ、お申込みは、組織支援一課　平田
までご連絡ください。ＴＥＬ ０９７（５３６）６３３１

■「豊の国商人塾」第２７期入塾式が行われました
「豊の国商人塾」第２７期生の入塾式がトキハ会館
において行われました。商人塾は、昭和６２年９月
の開校以来、地域商業のリーダーとして、視野の
広い経営者の育成等を目的に開催されています。
入塾式では広瀬勝貞大分県知事、中央会髙山泰四
郎会長、大分県商工会議所連合会姫野淸高会長、
大分県商工会連合会清家孝会長のご列席のもと、
名誉塾長の広瀬知事より塾生２８名の代表　松宮雄
一さんに入塾許可証が交付され、塾生を代表して
寺司志保美さんが誓いの言葉を述べ、第２７期「豊
の国商人塾」の第１回ゼミナールが開講しました。

■消費税転嫁対策セミナーを開催します
大分県商店街振興組合連合会では、平成26年４月
に消費税率が８％に上がることに備え、消費税転嫁
対策セミナーを開催します。大分綜合会計事務所
代表の蔵前達郎税理士を講師に、消費税改正のポ
イント、転嫁対策措置のポイント、転嫁のための経
営戦略等について研修を行います。
開催日、会場は下記のとおりです。
◎宇佐会場
日時：平成２６年１月２４日（金）
　　　１７：００～１９：００
場所：宇佐商工会議所
◎佐伯会場
日時：平成２６年２月１８日（火）
　　　１７：００～１９：００
場所：ホテルニュー佐伯
お問い合わせ、参加申込は、大分県商店街振興組
合連合会までご連絡ください。
ＴＥＬ ０９７（５３６）３０５６

■行政庁への決算関係書類、役員変更届の提出について
中小企業組合は法律の規定に基づき、毎事業年
度、通常総会終了の日から２週間以内に、決算関
係書類を所管行政庁に提出しなければなりません。
また、役員の変更があったときも、その変更の日か
ら２週間以内に、役員変更届書を所管行政庁に提

出しなければなりません。
決算関係書類は通常総会終了後、役員変更届は役
員の変更後に速やかに作成して、当会に２部ずつ提
出してください。当会を通して所管行政庁に提出し
ます。
※　所管行政庁が大分県ではない場合（九州経済
産業局、九州農政局、九州運輸局など）は、これ
まで通り、組合から各所管行政庁へ直接提出してく
ださい。なお、その場合も当会に同様の書類を１
部提出してください。

○決算関係書類等の提出について
　毎事業年度、決算関係書類提出書を通常総会開
催の日から２週間以内に、所管行政庁に提出しなけ
ればなりません。
　提出する書類は、１．事業報告書、２．財産目
録、３．貸借対照表、４．損益計算書、５．剰余金
処分案又は損失処理案、６．通常総会議事録又は
通常総代会議事録です。

○役員変更届書の提出について
　役員の変更があった組合は、変更の日から２週間
以内に、役員変更届書を所管行政庁に提出しなけ
ればなりません。
　提出する書類は、１.変更した事項を記載した書
面（新旧役員の比較対照表）、２.変更年月日及び
変更理由を記載した書面、３.総会議事録又は謄
本、４.理事会議事録又は謄本です。
　※代表理事の変更（重任・再任を含む）があっ
た組合は、変更の日から２週間以内に、変更登記
をしなければなりません。

上記提出書類に関して不明な点がありましたら、当
会までご連絡ください。

■おおいた子育て応援団
「しごと子育てサポート企業」認証を取得してみま
せんか
おおいた子育て応援団「しごと子育てサポート企業」
とは、自社の従業員の仕事と子育ての両立を支援
していただく企業・事業所です。大分県が、子育
てをサポートする企業として
認証することにより、認証
企業のイメージアップや社
会的評価の向上を図り、多
くの企業に認証を受けて頂
くことで、子育て応援社会
の実現を目指す制度です。

認証・登録されると、大分県のホームページなどで
広く県民に紹介され、認証マークを名刺等で使用す
ることで企業イメージの向上が図られます。また、
企業の社会的評価が向上し、優秀な人材が確保し
やすくなる、連携した金融機関の融資金利の優遇
を受けることができます。詳しくは当会へご相談く
ださい。

■県退職者を活用してみませんか 
大分県人材活用支援センターへの求人募集
県には、一般事務（税務、ＩＴ、福祉、中小企業診
断、用地などに詳しい者を含む）のほか、技術分
野において農業、畜産、農業土木、林業、水産、
獣医師、薬剤師、保健師、看護師、栄養士、臨床
検査技師、診療放射線技師、心理、化学、職業訓
練指導員、研究員（電子、機械、金属、工芸技
術、工芸デザイン、食品）、土木、建築、電気、機
械などの様々な技術系、資格・免許職種の職員が
います。
大分県では、退職者の知識や経験等を多様な分野
で活用することができるよう、人材情報と企業・団
体等からの求人情報を一元管理する「大分県人材
活用支援センター」を設置しています。
退職を予定している職員で、再就職を希望する者
をセンターに登録し、企業や各種団体などから寄せ
られた求人情報の条件に合う人材を探し、求人企
業等の面接などを経て採用の可否を決定いただき
ます。
【問い合わせ先】大分県人材活用支援センター
　　　　　　  （事務局：大分県総務部人事課内）
　　　　　　  TEL:097-506-2311
http://www.pref.oita.jp/soshiki/11200/oit
akentaisyokusyanosaisyuusyoku.html

■平成25年工業統計調査を実施します
経済産業省では、工業統計調査を平成25年12月
31日現在で実施します。
本調査は、製造業を営む事業所を対象に、1年間
の生産活動に伴う製造品の出荷額、原材料使用額
などを調査し、製造業の実態を明らかにすることを
目的としています。

本調査は、国の重要な統計調査であり、調査結果
は、国や地方公共団体の行政施策の重要な基礎資料
として使われるほか、大学や民間の研究機関、小・
中・高等学校の教材など広く利用されています。
調査をお願いする製造事業所には、平成25年12月
中旬から平成26年1月にかけて統計調査員が調査票
を持ってお伺いするか、または国から直接郵送で届
きますので、お忙しい時期とは存じますが、調査にご
回答いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、皆様からご提出いただく調査票については、
統計法に基づき調査内容の秘密は厳守されますの
で、正確なご記入をお願いします。

■確認しましょう！  最低賃金
「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。
最低賃金制度とは、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産業別最低賃金があります。
〔地域別最低賃金〕664円
〔産業別最低賃金〕
鉄鋼業：８０１円
非鉄金属製造業：７９３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：７２３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：７７３円
各種商品小売業：６９７円
自動車（新車）小売業：７３４円

■大分県異業種団体協議会
　会員交流事業講演会を開催しました
１０月１２日、日田商工会館において、大分県異業
種団体協議会の会員交流事業を開催しました。今
年度は技術市場・交流プラザ日田との共催で、「杉
　ｄｅ　クッキング」をテーマに「クッキングパパ」
でおなじみの漫画家　うえやまとち氏、パワープレ
イス株式会社でインハウスデザイナーとして活躍さ
れている千代田健一氏をお招きして講演会を行いま
した。うえやま氏からは日田産の食材を用いて、
クッキングパパで紹介された「ホームプレートで作
るビビンバ」の調理実演と地元食材の活用法を、
千代田氏からは木材の中でも杉に特化した商品、
作品づくり、企業や地域が連携した事例についての
お話がありました。
また当日開催されていた「メイドイン日田　大博覧
会」（日田市工業展、産業展、食の祭典）の見学、
遊船での交流懇親会など、まるごと一日「日田」を
満喫して参加者は意見交換、情報交換を行い交流
を深めました。

■中央会青年部会主催のチャリティーゴルフ大会を
　開催しました
１１月２２日、大分中央ゴルフクラブにおいて中央会
青年部会主催のチャリティーゴルフ大会が開催され
ました。中央会青年部会として初めて、中央会行
事としても平成２０年に開催して以来実に５年ぶり
の開催となりました。

当日は青年部会会員及び中央会会員組合より７１名
に参加いただき、秋晴れの絶好のゴルフ日和の中、
交流を深め、プレーを楽しんでいただきました。
なお、当日ご協力いただいたチャリティー金は、東
日本大震災により被災し未だその傷が癒えない地
域で、経済界の立場から地域の復興に尽力されて
いる福島県中小企業青年中央会へ寄付させていた
だきました。
また、ゴルフ大会の開催に際し、中央会会員組合
や関係企業からたくさんの協賛品をいただき、盛
大に開催することができました。ありがとうございま
した。

協賛品ご提供者
大分県信用保証協会、大分県屋根工事業協同組
合、佐伯地区建設業協同組合、富士甚醤油株式会
社、三井生命株式会社大分営業支社、大分市水産
物仲卸協同組合、大分中央建具協同組合、大分市
水処理事業協同組合、大分県水処理事業協同組
合、大分県コンクリートポンプ工業組合、大分県電
気工事業工業組合、株式会社お菓子のうめだ、株
式会社矢野設備設計、南光汽船株式会社、有限会
社エッチ美容室、大分中央ゴルフクラブ、大分県中
小企業団体中央会（順不同）

■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６日（金）、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。
事務局連絡協議会藤田会長の挨拶に続き、総勢７
４名の参加者による白熱したゲームが展開され、ス
トライクがでるたびに各レーンから大きな歓声があ
がりました。
２ゲームの合計スコアにより競われ、男性の部優勝
はトータルスコア４０５で安達誠さん（大分リサイク
ル事業協同組合）、女性の部ではトータルスコア２
５６で山本真弓さん（大分市管工事協同組合）が
優勝しました。表彰式では優勝者に続き、準優勝
ほか各順位の発表、商品の贈呈が行われ、組合士
協会伊藤副会長の挨拶により無事に大会は終了し
ました。

■本誌で紹介する組合を募集しています
本誌の誌面に登場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、他の組合の
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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「景況感は好転　先行き不安も」

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値はプラ
ス２となり、前月のマイナス２に対し、４ポイントの上
昇となっており、景況感DI値は好転している。
　主要な調査項目を見ていくと、売上高ＤＩ値はプラス
１６で前月より７ポイントの低下、収益状況ＤＩ値は前月
と変わらずマイナス７、資金繰りＤＩ値も前月と変わらず
マイナス９、雇用人員ＤＩ値はマイナス４で前月より２ポ
イントの低下となった。

※ＤＩ（ディフュージョン・インデックス）値とは景気の動きを捉
えるための指標です。
　計算方法　[(増加・好転組合数－減少・悪化組合数) ／
　　　　　　調査対象組合]×100

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25年10月分

➡食料品
●来月には小麦粉の値上げは確実となり、その他多くの原材料、包装資材
も値上げとなる中、消費税率ＵＰのタイミングをずらすかのように思い
切って商品販売価格の値上げに踏み切った企業があった。まだ影響は現
れていないようだが、今後、中小企業が各々考え判断する価格値上げに
ついて不安の声が多い。［菓子］

➡繊維工業　
●仕事量は増加傾向ではあるが、加工賃等の伸びが今ひとつであり、依然
厳しい状況が続いているように思われる。［繊維］

➡木材・木製品
●原木価格上昇、製品動向も好機。消費税の駆け込み需要と思われ、来
年の反動が厳しい。［製材］

➡窯業・土石製品
●１１月の生コン積算単価（18-8-40N）は、建設物価調査会で、別府
東部地区が1,500円アップし、経済調査会単価と並んだ。１０月の出荷
量は、123,493㎥と前月比107.9％、前年同月比では113.9％となっ
ている。また、２５年度の累計出荷量は前年比130.0％となっており、
日田地区は前年比228.9％と倍増しており、豊肥地区で198.4％など、
累計前年比で150％を超えている地区が５地区に上っている。［生コンク
リート］

●臼津地区の10月の出荷量は、対前年比では約83％となった。物件の受
注はある程度発生しているが、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減少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］

●好況の要因は、災害復旧工事発注による一時的な需要増。来期以降の
落込みが心配。［コンクリート製品］

➡鉄鋼・金属
●消費税の駆け込みと思われる需要があり、仕事量は多い。単価も徐々に
上がってきているが、鋼材の値上がりが不安要素である。［鋼構造物］

●採算は悪いが仕事量は何とか確保している状態。設備が老朽化している
企業もあるようだが現状での設備投資はまだ無理な状況。［鉄工業］

➡輸送機器
●大分県の造船業界も徐々に受注が増加しており当組合の親会社も2016
年までの受注を確保している。［造船］

➡卸売業
●古米（24年産米）の所有権移転が10月末日で行われ、業界の資金繰り
が悪く、購入意欲が薄れている。県内の業者でも数千万円～の資金が
10月31日付で必要となっている。［農産物仲卸］

➡小売業
●業界全体を見ても酒の消費は横ばいが続いているが、本格焼酎のみ顕著
に推移。スーパーや大手資本に押され個人小売店は客を引き寄せる力も
無く不振が続く。［酒］

●夏場の高価格の反動で野菜・果物離れがすすみ需要が低下、安値での取

引が増加している。先行き、冬場の暖冬化で安値の取引が増えると思わ
れる。［青果］

●台風の影響が大きく売り上げに響いたが、それでも月の後半いろいろな
秋のイベントがあり、かなり回復し前年比で100%近くを確保できた。
［土産品］

➡商店街
●10月の異常気象が、アパレル関係の冬物売上に影響した。［大分市］
●消費増税などの不安はあるが、消費マインドが上がっていると感じる。商
店街等のイベント頻度が高いことが影響しているかもしれない。［別府市］

●選挙と台風という商店街にとってのマイナス要因が重なった月。当町から
立候補した市会議員は全員当選したことで、少しは意見を通せることに
期待。晴天日には平日でも駅前から湯の坪街道は多くの観光客でにぎ
わっているが、消費につながっているかは疑問。韓国・中国からの観光
客も多いが、家電・カメラ・ブランド品など国に持ち帰る買物対象品の
店がないことで、落とすお金が少ないのかもしれない。［由布市湯布院］

●サービス業のお客様が減少している。消費税増税の影響か？
　他業種の人材不足の声を聞く。［日田市］
➡サービス業
●入庫台数減少、売上高減少。［自動車整備］
●10月は対前年比マイナス８％程度。重油の価格も上がり、大変厳しい状
況。［クリーニング］

●組合において、材料販売等による利益が少なく、材料をたくさん取って
いる組合員に還元できない状態になっていることが問題になっている。
会社の仕事の種類や大小により公平にはいかないところもあり、組合運
営のために固定費の切り詰め、組合費の値上げについて検討しているが
いろいろと問題もある。組合員各社に公平に良いサービスが提供できる
よう、早急な景気の回復を願いたい。［広告］

●グループ旅行が回復しつつある。前年同月比10％増。［旅行］
➡建設業
●9月下旬頃から仕事量が減少している。このため、1月から9月まで連続
増加であった10月の売上高前年同月比は久々に減少となった。一時的
な事象と思われるが、消費税増税による先行きへの不安感から、民間の
設備投資を控える傾向が出たものと思われる。［電気工事］

●官民ともに需要が増加しており、売上高が伸び景気回復上昇の手応えを
感じ始めている。全体的に業務多忙で人手不足の状態となっている。

　収益状況改善の実態は把握できていないが、好転しているものと見てい
る。総体的に景気上昇気運にあるが、多くの組合員はまだまだ厳しい経
営環境は継続するものと慎重に見ており、設備投資や賃金アップに連結
するかは不透明な状況にある。［管工事］

●公共工事の受注金額は増加している。地域の建設業者の経営環境は、
資材価格の上昇、技術者の不足などが問題点となっている。［建設工事］

●10月度については単価の上昇と仕事量の増加に伴い、全体的に増収増
益となっており、県内全体で10％程度の売上増となっている。台風等、
天候により稼働率が悪かったことを考慮すると業界全体として状況が好
転してきていると思われる。地域別にみると大分地区で10％程度の売上
増、中津で15％程度の増、県西地区は仕事量が減っており20％程度の
減、県南地区は15％の減となっている。県南地区については公団関係
の工事が一段落したために比較的仕事量が減っている。［コンクリートポ
ンプ］

➡運輸業
●売上、収益とも前年同月比マイナス6％程度であり、依然として減少傾
向に歯止めがかからない状況にある。［タクシー］

業界情報

➡商店街
●福祉水準を維持するためとはいえ、消費税の税率アップは深刻な問題。
価格表示の方法・端数の問題・レジの修正・パソコンの修正等々、大変

な問題を抱えている。［湯布院］
➡建設業
●消費税増税を跳ね返すだけの大胆かつタイムリーな景気対策が望まれる。
［電気工事］

要望事項
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「景況感は好転　先行き不安も」

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値はプラ
ス２となり、前月のマイナス２に対し、４ポイントの上
昇となっており、景況感DI値は好転している。
　主要な調査項目を見ていくと、売上高ＤＩ値はプラス
１６で前月より７ポイントの低下、収益状況ＤＩ値は前月
と変わらずマイナス７、資金繰りＤＩ値も前月と変わらず
マイナス９、雇用人員ＤＩ値はマイナス４で前月より２ポ
イントの低下となった。

※ＤＩ（ディフュージョン・インデックス）値とは景気の動きを捉
えるための指標です。
　計算方法　[(増加・好転組合数－減少・悪化組合数) ／
　　　　　　調査対象組合]×100

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25年10月分

➡食料品
●来月には小麦粉の値上げは確実となり、その他多くの原材料、包装資材
も値上げとなる中、消費税率ＵＰのタイミングをずらすかのように思い
切って商品販売価格の値上げに踏み切った企業があった。まだ影響は現
れていないようだが、今後、中小企業が各々考え判断する価格値上げに
ついて不安の声が多い。［菓子］

➡繊維工業　
●仕事量は増加傾向ではあるが、加工賃等の伸びが今ひとつであり、依然
厳しい状況が続いているように思われる。［繊維］

➡木材・木製品
●原木価格上昇、製品動向も好機。消費税の駆け込み需要と思われ、来
年の反動が厳しい。［製材］

➡窯業・土石製品
●１１月の生コン積算単価（18-8-40N）は、建設物価調査会で、別府
東部地区が1,500円アップし、経済調査会単価と並んだ。１０月の出荷
量は、123,493㎥と前月比107.9％、前年同月比では113.9％となっ
ている。また、２５年度の累計出荷量は前年比130.0％となっており、
日田地区は前年比228.9％と倍増しており、豊肥地区で198.4％など、
累計前年比で150％を超えている地区が５地区に上っている。［生コンク
リート］

●臼津地区の10月の出荷量は、対前年比では約83％となった。物件の受
注はある程度発生しているが、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減少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］

●好況の要因は、災害復旧工事発注による一時的な需要増。来期以降の
落込みが心配。［コンクリート製品］

➡鉄鋼・金属
●消費税の駆け込みと思われる需要があり、仕事量は多い。単価も徐々に
上がってきているが、鋼材の値上がりが不安要素である。［鋼構造物］

●採算は悪いが仕事量は何とか確保している状態。設備が老朽化している
企業もあるようだが現状での設備投資はまだ無理な状況。［鉄工業］

➡輸送機器
●大分県の造船業界も徐々に受注が増加しており当組合の親会社も2016
年までの受注を確保している。［造船］

➡卸売業
●古米（24年産米）の所有権移転が10月末日で行われ、業界の資金繰り
が悪く、購入意欲が薄れている。県内の業者でも数千万円～の資金が
10月31日付で必要となっている。［農産物仲卸］

➡小売業
●業界全体を見ても酒の消費は横ばいが続いているが、本格焼酎のみ顕著
に推移。スーパーや大手資本に押され個人小売店は客を引き寄せる力も
無く不振が続く。［酒］

●夏場の高価格の反動で野菜・果物離れがすすみ需要が低下、安値での取

引が増加している。先行き、冬場の暖冬化で安値の取引が増えると思わ
れる。［青果］

●台風の影響が大きく売り上げに響いたが、それでも月の後半いろいろな
秋のイベントがあり、かなり回復し前年比で100%近くを確保できた。
［土産品］

➡商店街
●10月の異常気象が、アパレル関係の冬物売上に影響した。［大分市］
●消費増税などの不安はあるが、消費マインドが上がっていると感じる。商
店街等のイベント頻度が高いことが影響しているかもしれない。［別府市］

●選挙と台風という商店街にとってのマイナス要因が重なった月。当町から
立候補した市会議員は全員当選したことで、少しは意見を通せることに
期待。晴天日には平日でも駅前から湯の坪街道は多くの観光客でにぎ
わっているが、消費につながっているかは疑問。韓国・中国からの観光
客も多いが、家電・カメラ・ブランド品など国に持ち帰る買物対象品の
店がないことで、落とすお金が少ないのかもしれない。［由布市湯布院］

●サービス業のお客様が減少している。消費税増税の影響か？
　他業種の人材不足の声を聞く。［日田市］
➡サービス業
●入庫台数減少、売上高減少。［自動車整備］
●10月は対前年比マイナス８％程度。重油の価格も上がり、大変厳しい状
況。［クリーニング］

●組合において、材料販売等による利益が少なく、材料をたくさん取って
いる組合員に還元できない状態になっていることが問題になっている。
会社の仕事の種類や大小により公平にはいかないところもあり、組合運
営のために固定費の切り詰め、組合費の値上げについて検討しているが
いろいろと問題もある。組合員各社に公平に良いサービスが提供できる
よう、早急な景気の回復を願いたい。［広告］

●グループ旅行が回復しつつある。前年同月比10％増。［旅行］
➡建設業
●9月下旬頃から仕事量が減少している。このため、1月から9月まで連続
増加であった10月の売上高前年同月比は久々に減少となった。一時的
な事象と思われるが、消費税増税による先行きへの不安感から、民間の
設備投資を控える傾向が出たものと思われる。［電気工事］

●官民ともに需要が増加しており、売上高が伸び景気回復上昇の手応えを
感じ始めている。全体的に業務多忙で人手不足の状態となっている。

　収益状況改善の実態は把握できていないが、好転しているものと見てい
る。総体的に景気上昇気運にあるが、多くの組合員はまだまだ厳しい経
営環境は継続するものと慎重に見ており、設備投資や賃金アップに連結
するかは不透明な状況にある。［管工事］

●公共工事の受注金額は増加している。地域の建設業者の経営環境は、
資材価格の上昇、技術者の不足などが問題点となっている。［建設工事］

●10月度については単価の上昇と仕事量の増加に伴い、全体的に増収増
益となっており、県内全体で10％程度の売上増となっている。台風等、
天候により稼働率が悪かったことを考慮すると業界全体として状況が好
転してきていると思われる。地域別にみると大分地区で10％程度の売上
増、中津で15％程度の増、県西地区は仕事量が減っており20％程度の
減、県南地区は15％の減となっている。県南地区については公団関係
の工事が一段落したために比較的仕事量が減っている。［コンクリートポ
ンプ］

➡運輸業
●売上、収益とも前年同月比マイナス6％程度であり、依然として減少傾
向に歯止めがかからない状況にある。［タクシー］

業界情報

➡商店街
●福祉水準を維持するためとはいえ、消費税の税率アップは深刻な問題。
価格表示の方法・端数の問題・レジの修正・パソコンの修正等々、大変

な問題を抱えている。［湯布院］
➡建設業
●消費税増税を跳ね返すだけの大胆かつタイムリーな景気対策が望まれる。
［電気工事］
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㈱ 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

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

広  告

月 間 ベ ス ト セ ラ ー

1 人間にとって成熟とは何か
（曽野 綾子・幻冬新書）

ロスジェネの逆襲
（池井戸 潤・ダイヤモンド社）

原発ホワイトアウト
（若杉 冽・講談社）

祈りの幕が下りる時
（東野 圭吾・講談社）

ＢＵＮＧＯ食べ歩きＢＯＯＫ　2014
（City情報おおいた・
おおいたインフォメーションハウス）

798円

1,575円

1,680円

1,785円

1,500円

大分県書店商業組合（晃星堂書店）調べ

2013 年 11 月

　今回は労働者であるか請負事業者（一人親方な
どの表現をしますが）であるかという点についてお
話しいたします。
　最近、企業の雇用形態が多様化している中で請
負契約を個人ごとに締結して労働者ではないという
形態を取るケースが見受けられます。これは、労働
者であれば社会保険や雇用保険を掛ける必要があ
り、その負担を免れるために使われることが多いよ
うです。（特に製造業や建設業を中心に多い）この
ような場合で通常の何事もない就業状態の時に
は、労働者も「高い保険料を引かれないので手取
りが多くてよい」と思い、企業のほうも「会社負担
の保険料が少なくて済む」と双方の利害が一致と
いうことで表面化しないことが多いと思います。
　しかし、会社を退職する場合や倒産した場合、業
務中に事故が起こった場合などで労働者か労働者
ではない一人親方かという点が問題視されるトラブ
ルが発生します。（失業保険や労災保険、倒産の場
合には未払い賃金の保護※など）
　特に深刻なケースとなる場合として、仕事中の事
故により死亡等があった際に、労働者の方が保護
が厚いこともあり、双方合意の上で、“労働者では
ない一人親方”として働いていたとしても、実態的
な判断により“労働者”とされることがあります。
　つまりは、「労働者性」が実態としてどうであるか
ということが問題となるということです。
　「労働者性」・・・「雇用される者」であるか否か、
「その対償として賃金」が支払われるか否か
①業務等の指示に対する諾否の自由の有無
②業務内容やその遂行方法についての具体的な指
揮命令の有無

③拘束性として勤務場所と勤務時間が決まってい
てタイムカードなどの管理の有無
④代替性として本人に代わって他の者が働くことの
自由の有無
⑤業務に使用する機械、器具の負担の有無
⑥他の労働者に比べての報酬額の程度
⑦他社への業務に従事することなどの自由度
⑧報酬に固定部分があるか否か
⑨服務規律など会社のルールを適用しているか否か
　このような点において実態として企業に管理・従
属の状態があるかどうか判断されます。いくら、契
約書を締結し、請求書を提出してもらうなど書面上
体裁を整えておいてもトラブル発生の際には以上の
ような観点により実質労働者か否かを確認していく

ので、その点を理解しておいたほうが良いと思いま
す。
　又、このような事実が判明し、遡って労働者であ
ることが事実となった場合には、当然、社会保険料
なども遡っての負担が発生しますし、過去、請負代
金として支払っていた分の消費税控除を否認され、
税金面でも追徴金が発生する可能性もあるので、
その点もしっかりと認識をし、自社の労働形態や労
務管理の状態を見直しておく方がよいと思います。
※…倒産などの場合に債権としての順位が一般債権よりも賃金債
権のほうが優先順位が高いため、回収の可能性が高い

おおいたビジネスプラットフォーム事業協同組
合（略称：ＯＢＰ）　概要
設　立：
平成１４年１０月８日
所在地：
大分市大石町五丁目３組メゾン荏隈１０１
理事長：
工藤 和義（社会保険労務士法人エストワン・
社会保険労務士）
組合員：
中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、
司法書士計７名
連絡先：
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０９７－５４９－３００６
ＵＲＬ：http://www.obp.or.jp/

　当組合は、大分県内の社会保険労務士、司
法書士、中小企業診断士、税理士、この4つ
の士業の専門家がグループ化というネットワー
クをつくり専門知識の相乗効果を発揮し、専門
サービス業のワンストップ・サービス化をはか
り、企業経営者への真たる支援者となり、かつ
地域経済の活性化の一翼を担うことを期して
つくられた協同組合です。
　21世紀に入り複雑化・多様化する顧客ニー
ズ、溢れかえる情報、社会変革のスピードに対
応していくため、個人事業の形態では対応が
出来にくい時代となりました。そこで、私達は
各分野の専門家集団として、情報を的確に判
断し、迅速かつ総合的に皆様の事業を支援さ
せていただきます。是非、当組合の組合員を
ご活用下さい。

点と線
労働者と一人親方

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

2014年1月23日（木）
九州中小企業団体中央会連合会　総会[ホテル日航熊本]

2014年２月20日（木）
組合管理者講習会[トキハ会館　ローズの間]

SCHEDULE  INFORMATION
［スケジュール インフォメーション］
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　今回は労働者であるか請負事業者（一人親方な
どの表現をしますが）であるかという点についてお
話しいたします。
　最近、企業の雇用形態が多様化している中で請
負契約を個人ごとに締結して労働者ではないという
形態を取るケースが見受けられます。これは、労働
者であれば社会保険や雇用保険を掛ける必要があ
り、その負担を免れるために使われることが多いよ
うです。（特に製造業や建設業を中心に多い）この
ような場合で通常の何事もない就業状態の時に
は、労働者も「高い保険料を引かれないので手取
りが多くてよい」と思い、企業のほうも「会社負担
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⑨服務規律など会社のルールを適用しているか否か
　このような点において実態として企業に管理・従
属の状態があるかどうか判断されます。いくら、契
約書を締結し、請求書を提出してもらうなど書面上
体裁を整えておいてもトラブル発生の際には以上の
ような観点により実質労働者か否かを確認していく

ので、その点を理解しておいたほうが良いと思いま
す。
　又、このような事実が判明し、遡って労働者であ
ることが事実となった場合には、当然、社会保険料
なども遡っての負担が発生しますし、過去、請負代
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その点もしっかりと認識をし、自社の労働形態や労
務管理の状態を見直しておく方がよいと思います。
※…倒産などの場合に債権としての順位が一般債権よりも賃金債
権のほうが優先順位が高いため、回収の可能性が高い

おおいたビジネスプラットフォーム事業協同組
合（略称：ＯＢＰ）　概要
設　立：
平成１４年１０月８日
所在地：
大分市大石町五丁目３組メゾン荏隈１０１
理事長：
工藤 和義（社会保険労務士法人エストワン・
社会保険労務士）
組合員：
中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、
司法書士計７名
連絡先：
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０９７－５４９－３００６
ＵＲＬ：http://www.obp.or.jp/

　当組合は、大分県内の社会保険労務士、司
法書士、中小企業診断士、税理士、この4つ
の士業の専門家がグループ化というネットワー
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断し、迅速かつ総合的に皆様の事業を支援さ
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点と線
労働者と一人親方
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広  告

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
〒870-0899　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

電気の安全・安心をお届けいたします

企業組合大分電気サービス
理事長　池　邉　正　廣
外　組合員一同

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

大分県タクシーチケット事業協同組合
理事長　漢　　　二　美

〒870-0907　大分市大津町３丁目４番13号
　大分交通会館５Ｆ

TEL（097）558-2431　FAX（097）558-2435

広  告

き

※別途、現地空港税（約2,８３0円）、燃油サーチャージ4,400円〔2013年10月15日現在〕が必要です。

行　　　程都市名日時 発着 食事
□
□
□

▼2013年10月　2014年3月　大分空港発着

朝
昼
夕

□
□
□

－
－
－

□
□
□

朝
昼
夕

□
□
□

－
－
－

□
□
□

朝
昼
夕

□
□
□

－
－
－

１
日
目
㊌
㊎

３
日
目
㊎
㊐

◆［フリープラン］旅程表

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

大韓航空792便にて空路、韓国へ
仁川空港着　入国手続き・税関検査の後、混載車にてホテルへ
ホテル着

大分空港
仁川空港
ソウル市内

２
日
目
㊍
㊏

ソウル市内

11：10発
12：55着

－
終日、フリータイム
ご希望の方は各種オプショナルツアーをお楽しみください

【ソウル泊】

【ソウル泊】

※上記スケジュールは、現地事情、航空事情により変更になる場合があります。

プラムツアー

（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）

毎週水・金曜日出発

12月25日より水曜日発が増えて週3便に!!

2名様から出発

フリープラン

ソウル市内
仁川空港
〃

大分空港
  8：30発
10：00着

出発までフリータイム
韓国食料品店立寄り後、空港へ
大韓航空791便にて空路、大分へ
大分空港着　※日曜日＜13:15仁川発、14:45大分着＞となります。

◆オプショナルツアー

※上記①～⑧は送迎、ガイド料も含みます。
○催行旅行会社：㈱シースカイツアー　○最少催行人員：２名
○お申し込み、お支払いについてはご出発までに当社へお申し込み、お支払いください。
○お客様の都合で取り消された場合はキャンセル料を申し受けることもございます。

29,800円～67,800円
大人お一人様の場合（2・3名様1室利用）
（ホテルエコノミーご利用時）

ソウル

❶グループ旅行
　補助金

大分県グループ旅行補助制度

詳細は弊社担当までお問い合わせください。

ま まに

3日間
①  新コース　パワースポットめぐり（昼食付）
② ソウル郊外 水原華城と利川の窯元韓国民俗村（昼食付）
③ ドラマロケ地 韓流スポットめぐり（昼食付）
④ アクティブ 韓国レジャー＆企業体験館（昼食付）
⑤ ソウル／生活・文化体験
　 NANTAショー（３時間）／JUMPショー鑑賞（３時間）
⑥ ソウル／生活・文化体験 ソウルで韓国式エステ体験（３時間）
⑦ ソウル／生活・文化体験 ソウルで人生占い（2.5時間/昼食付）
⑧ ソウル市内 車＆ガイドチャーター：ボンゴ車利用
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （２～６名まで）

9,000円
10,000円
9,000円
10,000円

ⓐVIP席　　　  9,000円
ⓑＳ席　 　　　7,000円

8,000円
7,000円

ⓐ５時間コース28,000円
ⓑ８時間コース30,000円

4,000円お一人様あたり

往復2名様以上から
❷指定駐車場利用金額に
対する補助金 2,000円1台あたりの

上限●２～４名様：1台
●5名様以上：4名様ごとに1台

12月25日より水曜日就航   水曜日発は旅行代金から6,000円引きとなります

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

大分県建設業協同組合連合会
理事長　原　田　安　泰

〒８７０-０046　大分市荷揚町４番28号
TEL（０９７）５３６-４８００ FAX（０９７）５３４-５８２８

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…
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広  告

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
〒870-0899　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

電気の安全・安心をお届けいたします

企業組合大分電気サービス
理事長　池　邉　正　廣
外　組合員一同

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

大分県タクシーチケット事業協同組合
理事長　漢　　　二　美

〒870-0907　大分市大津町３丁目４番13号
　大分交通会館５Ｆ

TEL（097）558-2431　FAX（097）558-2435

広  告

き

※別途、現地空港税（約2,８３0円）、燃油サーチャージ4,400円〔2013年10月15日現在〕が必要です。

行　　　程都市名日時 発着 食事
□
□
□

▼2013年10月　2014年3月　大分空港発着

朝
昼
夕

□
□
□

－
－
－

□
□
□

朝
昼
夕

□
□
□

－
－
－

□
□
□

朝
昼
夕

□
□
□

－
－
－

１
日
目
㊌
㊎

３
日
目
㊎
㊐

◆［フリープラン］旅程表

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

大韓航空792便にて空路、韓国へ
仁川空港着　入国手続き・税関検査の後、混載車にてホテルへ
ホテル着

大分空港
仁川空港
ソウル市内

２
日
目
㊍
㊏

ソウル市内

11：10発
12：55着

－
終日、フリータイム
ご希望の方は各種オプショナルツアーをお楽しみください

【ソウル泊】

【ソウル泊】

※上記スケジュールは、現地事情、航空事情により変更になる場合があります。

プラムツアー

（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）

毎週水・金曜日出発

12月25日より水曜日発が増えて週3便に!!

2名様から出発

フリープラン

ソウル市内
仁川空港
〃

大分空港
  8：30発
10：00着

出発までフリータイム
韓国食料品店立寄り後、空港へ
大韓航空791便にて空路、大分へ
大分空港着　※日曜日＜13:15仁川発、14:45大分着＞となります。

◆オプショナルツアー

※上記①～⑧は送迎、ガイド料も含みます。
○催行旅行会社：㈱シースカイツアー　○最少催行人員：２名
○お申し込み、お支払いについてはご出発までに当社へお申し込み、お支払いください。
○お客様の都合で取り消された場合はキャンセル料を申し受けることもございます。

29,800円～67,800円
大人お一人様の場合（2・3名様1室利用）
（ホテルエコノミーご利用時）

ソウル

❶グループ旅行
　補助金

大分県グループ旅行補助制度

詳細は弊社担当までお問い合わせください。

ま まに

3日間
①  新コース　パワースポットめぐり（昼食付）
② ソウル郊外 水原華城と利川の窯元韓国民俗村（昼食付）
③ ドラマロケ地 韓流スポットめぐり（昼食付）
④ アクティブ 韓国レジャー＆企業体験館（昼食付）
⑤ ソウル／生活・文化体験
　 NANTAショー（３時間）／JUMPショー鑑賞（３時間）
⑥ ソウル／生活・文化体験 ソウルで韓国式エステ体験（３時間）
⑦ ソウル／生活・文化体験 ソウルで人生占い（2.5時間/昼食付）
⑧ ソウル市内 車＆ガイドチャーター：ボンゴ車利用
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （２～６名まで）

9,000円
10,000円
9,000円
10,000円

ⓐVIP席　　　  9,000円
ⓑＳ席　 　　　7,000円

8,000円
7,000円

ⓐ５時間コース28,000円
ⓑ８時間コース30,000円

4,000円お一人様あたり

往復2名様以上から
❷指定駐車場利用金額に
対する補助金 2,000円1台あたりの

上限●２～４名様：1台
●5名様以上：4名様ごとに1台

12月25日より水曜日就航   水曜日発は旅行代金から6,000円引きとなります

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

大分県建設業協同組合連合会
理事長　原　田　安　泰

〒８７０-０046　大分市荷揚町４番28号
TEL（０９７）５３６-４８００ FAX（０９７）５３４-５８２８

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…
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詳しくは、最寄りのけんしん窓口または

広  告広  告

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

※１ 本事業は厚生労働省からの委託を受けて行っております。
　２ 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。
　３ 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。
　４ 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。

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

2Ｆ・宴会場アリストンホール

和洋中盛り合せプラン 料理＋飲み放題

2Ｆ・チャイニーズレストラン「チャイナダイナー」

※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

13Ｆ・和食ダイニング「花しょうぶ」

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（８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
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詳しくは、最寄りのけんしん窓口または

広  告広  告

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

※１ 本事業は厚生労働省からの委託を受けて行っております。
　２ 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。
　３ 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。
　４ 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。

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

2Ｆ・宴会場アリストンホール

和洋中盛り合せプラン 料理＋飲み放題

2Ｆ・チャイニーズレストラン「チャイナダイナー」

※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

13Ｆ・和食ダイニング「花しょうぶ」

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（８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
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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。
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〒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
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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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本保証は、短期資金を最長５年間
継続してご利用いただけます。

期間限定

12月2日㈪～
3月31日㈪

平成２５年

平成２6年

受付期間

タンゴ
第２弾Tan5

広  告

（営業時間 9:00～17:15　※土日祝除く）

≪お問い合わせ≫
保証・経営支援一課
保証・経営支援二課

TEL 097-532-8246
TEL 097-532-8247
w w w . o i t a - c g c . o r . j p

ⓒ光プロダクション

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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■年頭所感
■特集

第５６回中小企業団体九州大会　開催
第６５回中小企業団体全国大会　開催

■がんばる組合探訪記
大分県鉄筋工事業協同組合

■ニュースフラッシュ
全国菓子大博覧会受賞者への伝達式が行われました
組合管理者講習会　開催のご案内
中央会専門委員会が開催されました
中小企業会館駐車場のご利用について
消費税率の引き上げへの備えはお済みですか？ 「消費税転嫁対策窓口」を設置しています
「豊の国商人塾」第２７期入塾式が行われました
消費税転嫁対策セミナーを開催します
行政庁への決算関係書類、役員変更届の提出について
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
県退職者を活用してみませんか  大分県人材活用支援センターへの求人募集
平成25年工業統計調査を実施します
確認しましょう！  最低賃金
大分県異業種団体協議会会員交流事業講演会を開催しました
中央会青年部会主催のチャリティーゴルフ大会を開催しました
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
本誌で紹介する組合を募集しています

■情報組合員レポート
景況感は好転  先行き不安も／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


