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第60回通常総会を開催
 （山口市湯田温泉）

 山口県中小企業団体中央会
中小企業・組合を応援します！～創業・連携・運営を支援～

特集 山口県中小企業団体中央会 第60回通常総会を開催
■　―いま、これを伝えたい！―
 ユー・アイ・ケイ協同組合
■　組合等ニュース紹介
■　 平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」１次公募
　　採択企業・事業計画名の紹介
■　ものづくり・商業・サービス革新補助金２次公募申請受付中

■　シリーズ「ものづくり補助金活用事例紹介」
 エムテックス有限会社
■　景況動向
■　 消費税転嫁対策セミナー（マイナンバー実務セミナー）を開催
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山口県中小企業団体中央会　第60回通常総会を開催

　６月16日、山口市湯田温泉「ホテルかめ福」において、会員290名（委任状を含む）をはじめ、来賓
として村岡山口県知事（代理：藤部秀則山口県副知事）、畑原山口県議会議長（代理：塩満久雄副議長）
ほか14名をお招きし、第60回通常総会を開催しました。平成26年度決算関係書類及び平成27年度事業計
画・収支予算案の承認など上程５議案が原案どおり承認されたほか、辞任に伴う役員の選挙では、会長、
専務理事、理事１名、監事１名が選出されました。（新役員は次頁のとおり）

　開会にあたり、伊藤
会長より、「中央会は、
昨年度に策定しました
中期行動計画「アク
ションプラン2014」に
基づき、県内唯一の組
合など中小企業連携組
織の支援機関として、
県内の中小企業者の活
性化のために、「組織化」
「連携」「マッチング」をキーワードに、事業規模の
拡大、事業の効率化など、様々な課題への対応策と
しての組合制度の活用等を積極的に推進していきた
いと考えています。
　特に、地域や社会に貢献する「企業組合」の活用
提案については、女性が活躍する県内農産加工グルー
プの法人化策として、昨年度から今年度にかけて、
９組合の設立が実現しています。
　また、一昨年から継続し、約250社で事業費総額
約50億円が活用されている「ものづくり・商業・サー
ビス革新補助金」については、去る５月８日の第１
次公募締め切りでは、商業・サービス業を含む200
を超す申込があり、これまで以上に設備投資や試作
開発等の支援を通じて、中小企業の成長・発展及び
雇用の改善を通じた地域への貢献及び活性化に取り
組んでいこうと考えております。
　中央会といたしましては、「アクションプラン
2014」に掲げる数値目標を達成し、会員の皆様方が
厳しい時代を乗り切り、元気を取り戻していただけ
るよう、「元気で頼りになる中央会」を目指して、
役職員が一丸となって、会員の皆様に寄り添う支援
を心がけて行ってまいりますので、引き続きご支援、
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。」とい
う旨の挨拶がありました。
　来賓の村岡山口県知事（代理：藤部副知事）より「中
小企業に対して専門的な支援を行う経営革新等支援
機関として、また、ものづくり・商業・サービス革
新補助金の本県事務局として、国の中小企業施策に

呼応した活動を積極的
に展開されているとこ
ろであり、新たな組合
の設立や既存組合の活
性化に向けた支援のみ
ならず、個々の中小企
業の事業活動に対する
支援においても中心的
な役割を果たしておら
れます。さらに、昨年
度からは、連携・共有・協同をキーワードとしてネッ
トワーク力の強みを最大限に生かして組合制度等を
活用した連携・創業支援などの取り組みを戦略的に
進められることにより、着実な成果を上げておられ
るところです。県といたしましては、貴会が中小企
業による新事業・新分野への事業展開に対する支援
を一層推進されるとともに、引き続き、多様な連携
組織の設立や、その経営安定化に向けた支援に努め
られることにより、県内中小企業の振興はもとより、
地域の活力増強や発展の牽引役となられることを強
く期待します。」と、中央会への激励の祝辞をいた
だきました。
　続いて、畑原山口県議会議長（代理：塩満久雄副
議長）より「貴会におかれましては、県の取り組み
に呼応し、中小企業の組織化の推進をはじめ、経営・
労務の相談支援など企業の振興発展を図る様々な取
り組みを積極的に展開されており、誠に心強い限り
であります。県議会といたしましても先週、村岡知

事とともに安部総理
や林農林水産大臣を
はじめ、地元選出国
会議員や関係省庁に
対して地方創生の実
現に向け、大学等と
の連携による雇用創
出や若者定着の促進
など37項目の提案・
要望を行ったところ

特集

伊藤会長 藤部副知事

塩満久雄副議長
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であります。厳しい経営環境にある中小企業の皆様
の元気が取り戻せるよう活力みなぎる山口県の実現
に向け、引き続き全力で取り組んでまいります。ど
うか、皆様方には本日の総会を期に会員相互はもと
より各企業・関係機関との連携を一層深められ、地
域経済の振興と県政の発展に、この上ないお力添え
を賜りますようお願い申し上げます。」という期待
をこめられた祝辞をいただきました。
　引き続き、議長に、中央会副会長であり下関鋳造
鉄工協同組合理事長の岡本博之氏を選任し、議事に
移り、審議の結果、議案として上程された５議案が
原案どおり承認されたほか、辞任に伴う役員選挙が
行われ、会長に、和田卓也氏（山口県火災共済協同
組合理事長）が選出されました。
　和田新会長からは「中小企業を取り巻く環境は、
厳しさが続いておりますが、役員の方々のご協力を

仰ぎながら、また、職
員と一丸となって、中
小企業の元気づくりの
お役に立てますよう全
力で頑張りたいと思い
ます」という旨の就任
にあたっての挨拶があ
りました。
　また、専務理事に寺
田徹郎氏（員外）、理
事に寺山淳氏（中央会
事務局長）、監事に木
鋪万裕氏（株式会社商
工組合中央金庫下関支
店長）が選出されまし
た。

重点事項
Ⅰ　組合制度等を活用した連携・創業支援
　組合制度の概要、メリット、事例等をしっかり
ＰＲし、組織化による “連携” のメリットを活か
した、それぞれの企業（個人）の課題解決や成長
の実現について理解を深めてもらい、ニーズにあっ
た組織化提案を具体的に行うことで、目標達成の
スピードアップを図る。
　１ 　組合制度等連携ツールの普及・啓発による

企業等活性化サポート
　２ 　地域振興に貢献できる協同組合・企業組合

による連携・創業サポート

Ⅱ　既存組織等の活性化支援
　山積する課題に対し、組合だからできる、共同
事業、人材育成、他との連携等について再認識し
てもらうとともに、中央会としても課題に耳を傾
け、そのニーズにあった具体的・効率的な解決策

を提案していくことで、組合等連携組織の再活性
化を促進させ、参加する中小企業の成長・発展に
繋げる。
　１ 　組合等連携組織の基盤整備及び活性化サ
ポート

　２　組合員企業等中小企業の活性化サポート
　３ 　若手等キーマンとなる人材の確保・育成サ
ポート

　４　協議会等組織機能の強化サポート

Ⅲ　中央会の支援機能強化
　組合等の情報収集・発信を強化し、その存在意
義を高め、組合をはじめとする中小企業と国・県
等との架け橋的役割を担い、組合等の取り組みを
盤石にするために、経営内部の環境基盤について
も支援を行う。
　１　情報収集及び情報発信（提供）機能向上
　２　経営環境基盤強化策の積極提案

 山口県中小企業団体中央会新役員 （平成27年６月16日改選）

役 職 名 氏　　　名 　　所　　　　　　属

会 　 　 長 和　田　卓　也 山口県火災共済協同組合理事長

専 務 理 事 寺　田　徹　郎 員外

理 　 　 事 寺　山　　　淳 山口県中小企業団体中央会事務局長

監 　 　 事 木　鋪　万　裕 株式会社商工組合中央金庫下関支店長

和田新会長

寺田新専務理事
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シリーズ

『人を通じての国際貢献』を目的に設立
　当組合は外国人技能実習生共同受入事業（当時は
外国人研修生共同受入事業）を行う事により、組合
員企業で学んだ技能・技術及び知識を母国の経済発
展に役立ててもらう『人を通じての国際貢献』への
寄与並びに組合員企業の活性化を目的に平成17年
９月２日に組合員４社で設立しました。

きめ細かいサポート体制を確立
　向学心に燃え、勤労意欲旺盛な若者を技能実習生
として受け入れ、技能・技術・知識の移転を図り、
開発途上国等の経済発展・産業振興を担う人材育成
を行うことにより、我が国の国際協力・国際貢献の
一翼を担ってきました。
　また、共同購買事業、海外との経済交流に必要な
情報提供とサポート体制の確立、社員教育等を通じ
て組合員企業の雇用の安定、職場の活性化、企業の
国際化を進めるとともに、地域経済の活性化を図っ
てまいりました。
　こうした取り組みが実を結び組合員４社からスター
トした当組合も現在では30社に増え中国、ベトナム、
インドネシアからの外国人技能実習生が在籍してい
ます。

海外との人的ネットワーク構築のために
　当組合では特に実習生の人材育成の観点から、日
本語検定・日本語弁論大会への参加、JITCO主催の
作文コンクールへの積極的な参加等の啓蒙活動とサ
ポートに力を入れて実績を上げてきました。
　また、日本での生活に慣れ、実習生や組合職員等
とのコミュニケーションを向上するため芋掘りや焼
肉パーティといった親睦事業も数多く実施していま
す。

人と人…　世界をつなぐ道しるべ

今後の取組み
　先日創立10周年の記念パーティを行い多くの参
加者の皆様からお祝いのメッセージを賜りました。
　グローバル化が加速する国際社会の中で、我が国
がこれからも持続的発展を続けていくためには、海
外との人的ネットワークをより強固にしていくこと
が不可欠です。
　今後更に技能実習制度本来の主旨に沿って、法令
遵守を基本理念とし人材の育成を図るとともに、新
たにこれからの国際社会の担い手となる留学生の受
け入れにも取り組み、公平・公正・平等をモットー
に迅速かつ適切なサポート体制の確立を目指して取
り組んでいきます。

ユー・アイ・ケイ協同組合

【組合概要】
　○　理 事 長：西山　一夫
　○　組合住所：宇部市大字善和字大日203-249
　○　☎ 0836-62-5555  FAX 0836-62-5556
　○　ＨＰ：http://www.e-jaro.jp/uik/
【組合の主な活動】
　外国人技能実習生共同受入事業、共同購買事業

ユー・アイ・ケイ協同組合

いま、これを伝えたい！

弁論大会

芋掘り

10周年パーティー
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組合等ニュース紹介

　６月22日㈪、山口市小郡の「山口理容美容専修学
校」にて、平成27年度山口県理容競技大会が開催さ
れ、６競技へ18名が参加しました。
　近年、見だしなみに対する消費者のニーズは多様
化・個性化しており、理容業にはそのニーズに応え
得る高度な技術と確かな衛生水準の維持向上が求め
られています。本大会は、理容技術の向上と理容業
界の発展を目的として、モデルのヘアーをテーマに
基づき、より斬新に、より優美に仕上げるために腕
を競いました。
　なお、全国大会種目（第１～第３部門）の優勝者３
名は埼玉県で開催される全国理容競技大会に出場します。

　当組合は今年４月で創立50周年を迎えることから、
６月12日㈮、下関市内のホテルにて「創立50周年記
念祝賀式典」を開催しました。
　式典には関係者ら約60名が参加し、はじめに夏川
理事長より、50年間の歩みを振り返りつつ、「組合
員一同、さらなる団結と飛躍を期して、多様性のあ
る集団として『新たな価値を提供しているか』を胸
に歩みを進めていきたい」と挨拶をされました。
　その後、功労者への感謝状の贈呈があり、続いて、
ソプラノ歌手の渡辺典子さんが「祝いの歌」など披
露され、式典に花を添えられました。

里の厨事業協同組合
 （友弘　啓　代表理事）
　５月25日㈪、光市の農業振興拠点施設「里の厨」
の出荷者である組合員向けの講習会「消費税に打ち
勝つ魅力ある商品づくりを学ぶ」を開催しました。
　講師は野菜ソムリエとして活躍する柳井さつき氏。
消費税が増税し、商品単価が上がっても、魅力ある
商品づくりをすればお客様は買ってくれる、をキー
ワードに、商品の付加価値を向上させるためのヒン
トが紹介されました。具体的には、萩たまげなすを
例に、見慣れない野菜であっても、味や調理方法の
紹介、季節限定の特別感を出してPRすることで販
売量が伸びた事例が紹介されました。
　なお、この講習会は、消費税転嫁対策窓口相談等
事業を活用して中央会が企画しました。

功労者への贈呈式の様子

山口県理容競技大会が開催される
山口県理容生活衛生同業組合

 （吉永　和義　理事長）

創立50周年記念祝賀式典を開催！
下関問屋センター協同組合

 （夏川　敬三　理事長）

消費税に打ち勝つ魅力ある
商品づくりを学ぶ

真剣に競技に挑む参加者の様子

湯田温泉旅館協同組合
 （宮川　力　理事長）
　６月18日㈭、湯田温泉のマスコットキャラクター
「ゆう太」をデザインした飲料の自動販売機を、山
口市湯田温泉の湯田温泉観光案内所前に設置しまし
た。
　組合職員の瀧下尚子さんがデザインを考案し、温
泉の青をテーマカラーに、ゆう太の大きなイラスト
や組合のホームページアドレスが目立つデザインに
なっています。
　「ゆう太」は以前アサヒ飲料（東京）の全国ＣＭ
にも出演したこともあり、同社が進めるご当地キャ
ラクターを使っ
た事業の一環で
設置されました。
　「ゆう太」の
認知度向上や地
域活性化に繋が
る宣伝効果とし
て期待されま
す。

山口県初！ご当地キャラク
ターの自販機を設置
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ものづくり補助金採択発表

 （敬称略）
採択事業者名 事業計画名 認定支援機関名

山県精巧株式会社 省力機械製造における大型マシニングセンターの導入 山口銀行
株式会社テイケイエンジニアリング ３Ｄソリューションを活用した計測・調査・提案事業による付加価値・効率性の向上 西中国信用金庫
株式会社大和製作所 塩ビ樹脂板加工用マシニングセンタ導入による自社生産品目の拡大とコスト削減 山口銀行
柴田木材有限会社 木質燃料増産供給システムの構築 山口銀行
株式会社長州興業 型枠パネル製作の効率化による生産性の向上と顧客ニーズへの対応 武居中小企業診断士事務所
株式会社ムサシ機電 粉体塗装ライン導入による内製化推進および一貫生産体制構築 西中国信用金庫

兵庫ボルト株式会社 「熱間鍛造スクリュープレス機」の改良による操作性の向上と高精度化、段取り時間短縮計
画 山口銀行

共栄産業株式会社 最新式「曲針式両返縫機」導入による顧客ニーズに沿う製品生産の効率化と品質向上 山口銀行
株式会社ソイル・ブレーン 安全・安心な社会づくりに寄与するための地震関連調査・解析業務の新たな展開 伊予銀行

株式会社オートパーツ幸城 自動車ワイヤーハーネスの粉砕により銅資源を効率的に回収できる循環生産方式を確立す
る事業 山口銀行

株式会社常盤商会 電話・メール・ＳＮＳに次ぐ革新的コミュニケーション基盤の開発 山口銀行
株式会社伸和精工 ＣＮＣ旋盤・自動化システムによる多品種・超少量生産体制の確立 西京銀行
有限会社藤田工業所 高精度ＣＮＣ旋盤導入による高品質・短納期加工プロセスの構築 西京銀行
株式会社梅本商会 定寸装置付超硬丸鋸切断装置の導入による鋼材・鋼管材販売サービスの高付加価値化 西京銀行

株式会社曽呂利 高速包装機導入により「一口サイズ菓子」包装コスト大幅削減で競争力強化＆販路拡大を
図る 広島銀行

株式会社シンコウ タイヤ販売店による廃タイヤリサイクルによるゼロ・エミッションと雇用創出の実現 山口銀行
有限会社嶋村化成 ポリエチレンパイプの切断処理の高度化等による付加価値向上と新用途開発 萩山口信用金庫
株式会社富士製作所 マシニングセンタ導入による鉄道車両、医薬品機械の増産対応 松本利幸税理士事務所
株式会社道の駅豊北 活きイカパックシステムの導入によるブランドイカの商圏拡大 有限会社柳川経営研究所

大嶺日の丸燃料株式会社 煉炭加工技術を応用して低品質な余剰木炭粉を成型し、備長炭に匹敵する高品質な燃料
の製造・販売 山口銀行

株式会社Ｔ・グローバル アルミ型材加工の効率化と鉄道車両内装部品分野への本格参入による売上向上 光商工会議所

有限会社お茶の赤星園 病院施設、介護施設及び在宅高齢者向けスマイルケア食【嚥下食、低タンパク・高カロリー
食】の新製品開発 山口銀行

株式会社アカマ印刷 個性的な部屋を演出する色彩表現技術を生かしたオリジナル壁紙の提供 株式会社エフアンドエム
フジ美術印刷株式会社 商業印刷を革新するＵＶ-ＬＥＤ印刷技術の開発と実用化 もみじ銀行
三友鋳造株式会社 マシニングセンタの導入によるイギリス向け車両生産プロセスの新設 山口銀行
株式会社アルモウルド ＣＡＤ・ＣＡＭ・ＣＡＥ導入による低コスト・短納期の物作り工場の構築 山口銀行
株式会社弘木技研 鉄道車両内装部品製造における接着工程の接着品質の向上 松田税理士事務所
合同会社おさかなフーズ 製品の安全性、生産性向上を図るためのトンネルフリーザー生産方式の導入 山口銀行
アリマ工業所 最新型直流スポット溶接機導入による物流資材製造工程の効率化と新たな市場開拓 田村一徳税理士事務所
株式会社大野製作所 放電加工機導入による高硬度材の高精度製品生産プロセスの構築 広島銀行
株式会社ふく衛門 プロトン凍結技術を活用した高鮮度魚加工品の開発及び魚加工プロセスの革新 山口銀行
エイム工業株式会社 足場仮設計画及びケレン作業の効率化によるレンタル・リース・メンテナンス事業の展開 山口銀行
株式会社ティーワールド ＩＴ車両診断機の導入による「状態の見える化」車検及び車両整備事業 山口銀行
永岡鋼業株式会社 ワイヤー伸線加工技術向上に向けた設備の導入 山口銀行
株式会社エムビーエス 住宅塗装における塗料のコスト削減化等を図るための調色システムの改善 山口銀行
ピーエスピー株式会社 発芽促進処理及び低温特殊処理後の造粒種子低温乾燥技術の確立 山口銀行
株式会社出雲ファーム 自社生産のたまごを使用したバウムクーヘンの製造販売 広島銀行
共同産業株式会社 作業環境改善による作業効率向上と微粉炭付着を減らした高品質製品の開発 山口銀行
株式会社サンライン フッ素系樹脂製釣糸の大気圧プラズマ処理技術の開発 山口銀行

株式会社徳機製作所 最新鋭溶接ロボット導入による加工品質の向上、生産能力増強、及び生産環境の改善によ
る生産プロセスの強化 西京銀行

株式会社伊藤 安全社会構築へ貢献する階段用「ノンスリッププレート」の開発 西京銀行

株式会社山内木工製作所 木工加工ラインに高機能・多機能型スライドソー・パネルソーを導入し高能率・高品質化
の実現と受注拡大・雇用創出計画 萩山口信用金庫

株式会社サン精機 医療機器部品製作の工程集約・生産性向上を実現するための放電加工機導入 萩山口信用金庫

河内板金工業株式会社 高機能ハイブリット　ブレーキ　プレスによる、薄板精密板金加工に必要な高剛性技術の
取得。 加藤一生

西峰テクノシステム合同会社 サニタリー配管溶接の完全自動化によるピュアスチーム発生装置の生産 柴田中小企業診断士事務所

平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」
１次公募採択企業・事業計画名の紹介

１次公募で採択された96社を紹介します。
２次公募の申請受付中です。詳細は８ページ上段をご覧ください。
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ものづくり補助金採択発表

採択事業者名 事業計画名 認定支援機関名

有限会社佐々木鐵工所 多品種金物製作の自動化、高効率化を目的とした高性能加工機の導入による鉄骨製作認定
（Ｍ級）の有効利用 山口銀行

株式会社アトミテック スマホゲームにおけるゲームサーバーエンジン開発事業 公益財団法人やまぐち産業振興財団

岡﨑木材工業株式会社 高付加価値製品の製作のための高機能木工機械導入による加工精度と効率ＵＰ、若年従
業員の登用と技術者の有効活用計画 萩山口信用金庫

有限会社ジープロジェクト 体が不自由でサロンへ出向けない方に対し、プロの理美容師が直接お伺いする『移動福祉
理美容サービス』 山口銀行

赤坂印刷株式会社 Ｗｅｂ受発注及びデジタル印刷システムの開発による受発注・生産プロセスの革新 西京銀行
不二輸送機工業株式会社 パレタイジングロボット動作部分の設計改善・軽量化による性能向上 フロウシンク
農水フーヅ株式会社 飲茶製造ロボット・３Ｄフリーザー導入で多種製品製造及び付加価値向上 有限会社弘利中小企業診断士事務所
キソメック株式会社 最先端ファイバーレーザ設備導入による高付加価値・短納期加工体制の構築 商工組合中央金庫
新立電機株式会社 三品市場に特化したデモ用ロボットシステム開発と事業化。 山口銀行

有限会社勝山製作所 ５軸制御ウォーターカッター（３次元ＣＡＤ）導入による製造プロセスの改良と製造環境の
改善 西中国信用金庫

有限会社お菓子職人 地場イチゴ農場として運営する『イチゴ屋ケンちゃん』とコラボレーションしたイチゴ洋菓子
等の販売 商工組合中央金庫

株式会社ヤナギヤ 新世代カニ蒲鉾製造装置の開発 山口銀行
株式会社ファインベジプロジェクト ６次産業参入を目指した規格外農産物の高付加価値化への加工技術開発 西京銀行
有限会社田中醤油醸造場 需要拡大に対応するための加熱真空減圧ニーダーの導入 山口銀行
株式会社ハートフーズ21 近海で漁獲された未利用魚をオートフライヤーと過熱飽和蒸気により高付加価値化 藤上博之税理士事務所
山口地ビール株式会社 全国の魅力ある特産品を使用した発泡酒の企画・製造・販売（自社販売・ＯＥＭ販売） 森重匠二税理士事務所
ＣａｄＤｅｎｔ株式会社 歯科用３Ｄプリンターによるマウスピース型矯正装置の設計・製作 西京銀行
有限会社ＵＢＥデンタル・ラボ 金属アレルギーの全くない最新補綴物（歯科用人工冠）の増産体制の確立と雇用創出 山口銀行
日立建設株式会社 汚染された土壌を無害化にさせる工法の開発及び浄化工事事業 税理士法人いそべ
株式会社日本フーズ 野生植物ミネラル塩による品質向上と新冷凍装置による生産力増強 山口銀行

企業組合廣田養蜂場 蜂蜜ろ過精製システム導入による希少価値の高いカラスザンショウ蜂蜜の品質改善と事業
拡大 山口銀行

株式会社花の海 イチゴの株元局所加温法による安定収穫と省エネルギー暖房技術 中小企業診断士事務所クロスネットワーク
株式会社大津屋 高粘性タイプの調味料の容器充填工程改善による顧客ニーズ対応と安全性向上 山口銀行
マルオ有限会社 山陰の安全と安心を守るスマートレッカーによる革新的ロードサービスの創出 山口銀行
株式会社テクノウェル 高度パイピングシステムの製造プロセスの強化 山口銀行
株式会社シンラテック 攻めの林業で外国産材と勝負！県産材を活用した家具・インテリア事業への進出 西京銀行
有限会社さのや 凍結含浸法を用いた外食産業のためのトータルプロデュースシステムの開発 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング
下関酒造株式会社 密閉性殺菌・瓶詰めによる、「高芳香」清酒リキュールの開発 山口銀行
企業組合がんね栗の里 販路拡大のための「がんね栗」の高付加価値化・高品質化に向けた製造体制の確立 山口銀行
有限会社メディカルソフトウェアラボラトリー 患者薬歴の電子化機能を搭載した医療費削減を支援する処方箋作成システムの開発 税理士法人いそべ
有限会社アイティーキューブ ビッグデータを活用したＷｅｂ通販拡大「販売予報」システムの開発 広島銀行
中村建設株式会社 マイクロ波を利用したクラゲ連続処理（固液分離）装置の事業化 西京銀行

株式会社たけした 地域密着和菓子の手土産、贈答品強化のための化粧箱自動包装機導入、および外郎製造
への参入 山口銀行

丸三食品株式会社 レトルト殺菌装置の導入による商品の常温流通を実現し業績を拡大する。 山口銀行
長栄工業株式会社 高性能プレス機と稼働モニタ機器導入による機械と人の一体的生産効率の向上 山口銀行
株式会社ラン・テック ユニットワーカー導入による配管・鉄骨・鋼構造部品の低コスト化 西京銀行
有限会社三浦製麺 「郷土料理瓦そば」の新規需要に対応できる包装ラインの自動化 山口銀行

株式会社山縣本店 複数冷蔵施設を用いた高品質の熟成冷酒の安定生産および海外・首都圏における販路拡
大 山口銀行

ユキエンジニアリング株式会社 最新スリッターマシンで、高効率・高品質・多機能化を実現するエレメント製造技術の確
立 山口銀行

サンヨー宇部株式会社 芝の成長に優れ大型車が駐車可能な『緑化舗装ブロック』の開発 山口銀行
株式会社林商店 形鋼全自動加工機導入によるアングル等小型鋼構造物の短納期＆コスト削減 山口銀行
有限会社クマノ ロータリー平面研削盤導入による４面研削加工における高品質安定化 株式会社マイルストーン・コンサルティング・グループ

株式会社キャッスル 印刷工程の改善による産業廃棄物軽減と製版で発生する水質汚染のゼロ化。平行して少
量多品種生産への対応 山口銀行

澄川工業有限会社 溶接工程進行に伴う材料の歪みに対応した溶接ロボットの導入。 山口銀行
協同組合田布施地域交流館「低硝酸野菜」のブランド化のための品質等普及システムの導入 田布施町商工会

有限会社モデラ コンピュータ３次元加工技術を利用した義肢製造の高度化による医療福祉産業への新規参
入。 山口銀行

株式会社野村工電社 ドライアイスを使用した産業用電気機器洗浄サービスの提供事業 山口銀行
行宏技工株式会社 自動車部品等メッキ加工用治具生産の一貫生産化とＣＡＤ導入による付加価値向上 山口銀行
有限会社宇部フィルター工業 レーザー裁断機を導入したフィルターの高度生産技術の内製化及び高品質化 西京銀行
中国電化工業株式会社 自動車関連向けＩＣチップ検査用基板上への再金めっき技術の高度化 西京銀行
有限会社萩城観光ホテル 県内初の「サンセット手湯足湯他の癒しの施設」の整備による新規顧客層の開拓 萩山口信用金庫
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ものづくり補助金２次公募・公募説明会のお知らせ

「ものづくり補助金活用事例紹介」シリーズ その21

（技術分野）　　革新的サービス
（類　　型）　 　試作開発＋設備投資
（会社概要）　 　地元の農水産品を使用し、機

能性食品やデザート類、スナック
菓子や麺類、インスタント食品等
の商品を開発しています。固定概念にとらわれず「こんにゃく」の可能性に挑戦し、
新しい食のカタチを創造する研究開発型企業です。

（事業概要）　 　日本食ブームに乗り、肥満・小麦アレルギー対策の食品として蒟蒻が注目
されています。しかし欧米人は蒟蒻の臭いとグミのような食感を嫌うため、
違和感なく美味しく食べられるヌードル（麺）状の商品が求められています。そこで、小麦麺と
テクスチャーの変わらない独自技術の蒟蒻麺製造ラインの開発を行いました。また、国際特許申
請も行いました。

エムテックス有限会社
〒742-0009　柳井市新市２番32号

TEL：0820-22-0654　FAX：0820-22-0677

URL：http://www.m-tex.co.jp/

代表取締役
原田　浩治 氏

『輸出向け蒟蒻麺製造ラインの開発および国際特許申請』

　ものづくり補助金を活用して蒟蒻麺一貫製造
ラインが完成しました。米粉麺などの製造も可
能な汎用性の高い装置であるため、加工技術の
ないEU諸国を中心に市場性が広がると考えて
います。そのため、これを機に需要が見込まれ
る海外市場に展開していきます。

蒟蒻麺一貫製造ライン

7／6
山口県産業技術センター
宇部市あすとぴあ4丁目1-1

補助
上限額
共同体で
補助上限額

補助率

補助率

中小企業が取り組む革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を支援！
補助金の概要 対　　象：認定支援機関の全面的バックアップを得た事業を行う中小企業・中小企業による共同体

対象経費：機械装置費、原材料費、直接人件費、外注加工費、委託費、クラウド利用費等

共同した設備投資等による
事業革新 ※1社あたり500万円

補助上限額 補助率 ※ただし50万円未満なら可
革新的サービスには、設備投資の伴わない
コンパクト型もあります。 700万円 設備投資不可

公募要領はHPより
ダウンロードしていただけます。
URL  http://axis.or.jp/

2次公募説明会日程
時間：全会場ともに13：30～15：00

お申込は事前にお電話・HPにてお願いします。
※15：00～個別相談（事前申込み必要）

宇
部
会
場

月
7／9
シーモールパレス
下関市竹崎町4丁目4-8

下
関
会
場

木
7／10
サンルート徳山
周南市築港町8-33

周
南
会
場

金
7／15
山口グランドホテル
山口市小郡黄金町1-1

山
口
会
場

水

ものづくり補助金活用事例紹介
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岩国・柳井
地域

周南地域
防府・山口地域下関地域

宇部・山陽小野田
地域

萩・長門地域

月次景況調査結果

業種別の景況
業　　　種 ５月期 対前月比

製

造

業

食 料 品 →

繊 維 工 業 →

木 材 ･ 木 製 品 →

印 　 刷 →

窯 業 ･ 土 石 製 品 →
一 般 機 器 →

輸 送 機 器 →

非
製
造
業

卸 売 業 →

小 売 業 →

商 店 街 →
サ ー ビ ス 業 →
建 設 業 →

運 輸 業 →

※DI値（前年同月比）＝増加・好転組合割合－減少・悪化組合割合
（表については、情報連絡員60名の他に、中央会が聞き取り等で集めた20組合のデータが加算されています。）

地 域 別 の 景 況

DI値
30以上 …………… 
10以上30未満 …… 
－10以上10未満 … 

－30以上－10未満 … 
－50以上－30未満 … 
－50未満 ………… 

製 造 業　
非製造業　

製 造 業　
非製造業　

製 造 業　
非製造業　

製 造 業　
非製造業　 製 造 業　

非製造業　

製 造 業　
非製造業　

平成27年５月期

　５月は、受注や売上が、一般機器、輸送機器、
小売業で増加し、食料品、窯業・土石製品、商
店街の一部で売上が増加している。小売業や商
店街ではプレミアム付商品券への期待が高い。
　一方で、繊維工業、木材・木製品、印刷、卸
売業、サービス業、建設業、運輸業では売上や
受注が減少しているとの報告で、円安による経費
の全般的なコスト増に加えて、繁忙期の人手不足
や天候不順への対応などに苦慮する声があり、中
小企業の経営環境は依然として厳しい状態が続い
ている。

景況動向
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　地区・業種を代表する県内組合の役職員60名の方から、毎月、業界の景気動向等に関する情報を収集・分析し、行
政・関係機関に情報提供しています。
　また、中央会ホームページ（http://axis.or.jp/）の「月次景況調査」にも掲載していますのでご活用下さい。

製

造

業

食 料 品
○　母の日以降は売上に苦戦。高齢のために３店の廃業があった。経費削減により
収益が上がったが消費税納税額もアップし、資金繰りが大変。（パン・菓子製造業）

○　５／27現在で昨年同月比＋17％程度と依然として好調を維持。ゴールデンウイー
ク（４/26～５/６）も対前年比＋10％以上の業績。 （水産食料品製造業）

繊 維 工 業
○　主力取引先の在庫が販売不振により増加したため、生産の発注量が減少してお
り現況はとても厳しい。 （下着類製造業）
○　生産は大きな変化はないが、消費税増税後の販売不振は回復しておらず、収益
が悪化している。組合の中心的企業が販売不振により破産。（外衣・シャツ製造業）

木 材 ・
木 製 品

○　販売不振で販売価格は下がり、建築会社からの受注も少ない状況が続いてい
る。 （下関市）

印 刷 ○　４月に入り極端に需要が落込み、昨年の消費税増税時と同じ状況で、５月も４
月同様のマイナス基調がつづき、業界全体でも浮揚感はない。  （印刷）

窯 業 ・
土 石 製 品

○　前年同月に比べ出荷数量は激減し、公共工事も減っている。 （砕石製造業）
○　出荷量は前年同月比78％。年度当初で発注が停滞。 （生コンクリート製造業）
○　仕事量について若干ではあるが増えてきており、人員不足を訴える組合員もい
るが、先の事を考えると慎重にならざるをえない。 （石工品製造業）

一 般 機 器

○　メーカーの定期検査による受注増加で売上が増加。本格的な設備投資につな
がるかどうかは、今後の動向が注視される。 （一般機械器具製造業　周南市）
○　概ね順調だが、原材料・ガソリンの価格が上昇しつつあり、コストアップは人
件費に影響するので、昇給が難しい現状である。（一般機械器具製造業　防府市）

○　受注はやや低迷状態となったが、完成後の立会い、納入の立会い等で人員の
出入りが多く、組立工程以降が忙しい状態。見積り依頼は相変らずあるが、価格、
納期で折り合わず、なかなか決らない。 （特殊産業用機械製造業）

輸 送 機 器 ○　作業量は前年並みだが、展望は明るい。予想される作業量の増加に備え、人、
設備等を準備している。 （鉄道車両・同部品製造業）

非

製

造

業

卸 売 業
○　海苔の入札が終わり、昨年より海苔の入庫は増加しているが、他の製品の入庫
の落ち込みが原因で売上が減少している。販売不振も続いている。（乾物卸売業）
○　ふぐシーズンが終わり、他の魚種（タイ、イサキなど）の入荷は多いが値が安
いので、薄利多売で販売するほかない。 （生鮮・魚介卸売業）

小 売 業
○　売上微増の組合員が多いが、円安による仕入単価上昇商品（乳製品）があり不
安材料。プレミアム付商品券に期待が集まっている。（各種商品小売業　岩国市）

○　４月は前年の消費税増税の反動と比べ＋11.3％。５月は５/20時点で、前年より
も売上が微増だが、人通りは減少気味に思える。 （各種商品小売業　山口市）

商 店 街
○　６月から始まるプレミアム付商品券による購買に期待をしている。１年前の消費
税増税の後、商店街に活気が無く、売上の減少、収益が悪化している。　（山口市）

○　プレミアム付商品券で玩具・医療・宝飾などの日常購入しない買い物が増加し
ており、お店としてはうれしいところである。 （萩市）

サービス業

○　連休明けで客足が少し低迷。客層により営業時間帯が違い、午前中忙しい店と、
昼から夕方遅くまで営業する若いお客様が来る店とに分かれている。 （美容業）

○　５月は繁忙期であるが、中旬は天候不順で気温が低く品物の出が悪い状況で
あったが、後半は気温が急上昇し、毛布や布団類が一気に動き出し、前年並み
の売上に盛り返せそうである。 （普通洗濯業）

建 設 業

○　岩国地区を除き工事量が減少している。これに伴い元請企業間の競争が進みつ
つあり受注単価回復の足踏みが懸念される。 （左官業）
○　当地区はほとんど工事の発注が無い。企業トップに元気が無いため、下のもの
まで元気がなく、各種政策・施策等に関心が無く、悪循環が続いている。
 （土木工事業）

運 輸 業

○　一時的と思うが仕事量が減っており業況は良くない。燃料も上がり気味で、１ℓ：
94円である。ＥＴＣ事業は４月より順調に推移している。（一般貨物自動車運送業）

○　平成27年５月１日～20日分は▲5.0％。４月分が＋となったのは、消費税増税の
反動で特別に悪かった昨年との比較で、一時的なものと思われる。８％の消費税
納税の資金繰りが負担となっており、10％への増税は個人消費だけでなく、地方
中小企業の企業活動の足かせになると懸念している。 （一般旅客自動車運送業）

情報連絡員報告 平成27年５月期

景況動向
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中央会ＰＲ

消費税転嫁対策セミナー
マイナンバー実務セミナーを開催

　本会は、県内６ヶ所で「消費税転嫁対策セミナー～消費税増税
後とマイナンバーの実務について～」を開催し、延べ約150名の方々
に参加を頂きました。
　はじめに、税理士法人いそべ　小平敏彦税理士より消費税増税
後の対応とマイナンバーの実務についてお話しがありました。所
得税、給与事務、報酬、契約等の支払調書作成事務などマイナンバー
が関係してくる書類についての注意点が説明されました。
　続いて、社会保険労務士法人桑原事務所　桑原亨特定社会保険
労務士より、マイナンバー制度の概要について説明があった後、会社が対応すべき安全管理措置が紹介さ
れました。マイナンバーには取得、利用、提供、保管、廃棄等厳格な取り扱いのルールがあり、厳しい罰
則が設けられています。また、管理にあたっては、安全管理措置などが義務付けられるなど、管理には細
心の注意を払わなければならない旨が紹介されました。
　なお、マイナンバーの実質的な運用開始は平成28年より開始されますが（例外あり）、企業としては、
個人番号が通知される今年10月までに制度開始に向けた準備を進め、10月以降、全従業員の個人番号の取
得を開始し始めなければなりません。まずは従業員に対して制度の周知が必要不可欠です。
　マイナンバー制度に関しては、こちらのホームページをご覧ください。

　　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

　なお、このHPにはわかりやすく制度について説明されている “動画で見るマイナンバー（事業者・人
事給与担当者の方向け）” もありますのでご覧ください。

６月８日下関会場の様子

マイナンバー

人材の紹介や、雇用調整対象者に
再就職の支援をしています

人材が必要な企業の皆様
　採用に当たっての要望をお聞きして、きめ細かな対応に努めています。

雇用調整を検討されている企業の皆様
　全国ネットを活用して、収集した情報を提供し、個別相談やアドバイスを行い、退職を余儀
なくされる従業員の方に、次の職場を紹介します。また移動が有利になるよう資格取得の制度
も有ります。ご相談ください。
　負荷不足に対して、一時的な回避手段として「在籍出向」も斡旋します。

(公財）産業雇用安定センターは、経済・産業団体と厚生労働省の協力で設立された公益財団法人で
全国ネットでサポートしています、費用はかかりません。　お気軽にご連絡ください。

公益財団法人
産業雇用安定センター山口事務所

ナガオビル
４階

〒754-0014　山口市小郡高砂町３-26　ナガオビル４階
TEL（083）973-8071　　FAX（083）974-5135
TEL (083）973-5136

最新の情報はインターネットで…http://www.sangyokoyo.or.jp/



今月のさわやかレター

山口県中小企業団体中央会
〒753-0074　山口市中央４丁目５番16号
　　　　　　山口県商工会館６階
☎ 083-922-2606　 Fax 083-925-1860
HP http://axis.or.jp/

印刷製本　株式会社 桜プリント社

　周南市の企業組合しゃくなげで理事長として頑張っておられる林定子さ

ん（前列：左から３人目）にお話しを伺いました。

　当組合は、周南市鹿野のお米を使った餅（柏餅、こしあん、つぶあん）

等の菓子製造を行うほか、地元の食材を活用した寿司、炊き込みご飯、ぶ

た丼等も販売しています。約12年間任意グループとして活動を続け、今年

４月に企業組合として法人化しました。

　今後の抱負をお伺いしたところ、「地域や社会に少しでもお役に立てる組

合であり、多くの人達から愛される組合となれるよう日々努力していきま

す。ＪＡ直売所や道の駅ソレーネ周南で販売（営業日：金～日、祝日）し

ています。ぜひお越しください」と笑顔で答えていただきました。

企業組合しゃくなげのみなさん

編集後記
　特集ページでも紹介したとおり、６月16日に通常総会を開催し、新会長・新
専務理事が就任されました。歓迎会の席でお酌をしに行くと、お二人ともお酒
好きでよく飲まれるのだとか。お酒の力があると普段よりも会話が進み、打ち
解けるのも早くなりますね。それでは、今月号もご愛読ありがとうございまし
た。（平田）

2015
Jul

　山口県中央
会ホームペー
ジのトップ
ページは現
在、年間約12
万件のアクセ
スがありま
す。組合や商
品のPRやイメージアップにぜひご活
用ください。
　詳しくはこちらをご覧ください！
　http://axis.or.jp/banner

バナー広告募集中！

山口県中央会　バナー広告
クリック

　会員サービスの
一環として、会員
の皆様へホットな
お役立ち情報をい
ち早くお届けする
メールマガジンを
配信中！組合員企
業の皆様への直接
配信も行います。
　登録無料！ご登録はこちらから。
　http://axis.or.jp/mail-delivery

メルマガ配信募集中！

山口県中央会　メルマガ
クリック

　県内中小企業者の製品、
商品、サービス
等を紹介すると
ともに、山口県
産品の利用拡大
や企業間の連携
交流の活性化を
目的としたユー
ザー参加型の交流サイトです。
　登録無料！ご登録はこちらから。
http://son19.com/

商稼村塾ふるさとやまぐち産業振興プラザ
掲載企業の募集中！

ふるさとやまぐち産業振興プラザ
クリック

無料

無料


