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新たな外国人材受入れ制度について

■　中央会役員インタビュー…………理事　田村　充正　氏（萩ブランド協同組合）
　　　　　　　　　　　　　　　　………理事　松村　　豊　氏（山口県パン工業協同組合）
■　組合TOPICS
■　平成30年度新規会員組合紹介
■　「ものづくり補助金活用事例紹介」…………………… 清和工業株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………………… 株式会社はつもみぢ

山口県の中小企業
SMALL BUSINESS ASSOCIATIONS OF THE YAMAGUCHI PREF.

表紙写真：企業組合むつみ・キッチンばぁ〜ば
４月14日㈰、むつみ物産販売交流施設「萩・むつ
みの恵」の前で菜の花まつりが開催されました。
菜の花御膳、むつみバーガー、菜の花シフォンケー
キ等の販売や、地元カップルの人前結婚式が執り
行われ、多くの人々で賑いました。
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特　　集

産業維新
■成長産業の育成・集積

　医療関連、環境・エネルギー、バイオ関連産業の育成・集積に向け、「イノベーション推進センター」の支
援体制の充実や、全県的な産学公金ネットワークを強化し、県内企業の研究開発や新事業展開を促進します。
拡次世代産業イノベーション推進体制整備事業　　79,088千円
拡次世代産業イノベーション推進ネットワーク支援事業　　24,418千円
○やまぐち産業イノベーション基金関連事業　　556,203千円

■中小・小規模事業者の成長支援
●生産性向上と人材育成の一体的支援
　「生産性向上・人材創造拠点」を核としてＩｏＴ等の活用による企業の生産性向上と高い専門性を持つ人材
の育成を一体的に支援することにより、県内中小企業の成長支援を強化します。
拡産業人材創造事業　　71,769千円　　　新中小企業スマートビジネス推進事業　　169,011千円
●第三者承継と多様な創業の促進
　創業と事業承継の一体的支援体制の整備や第三者承継（継業）の支援により、多様な創業や円滑な事業承継
を促進します。
新県内創業・事業承継促進事業　　121,181千円
○支援体制の整備　　　○第三者承継（継業）の支援　　　○多様な創業の実現に向けた支援
●多様な商業・サービス産業の振興
　県内小売店舗等へのキャッシュレス決済の導入を促進することにより、生産性の向上や収益の確保を進めます。
新やまぐちキャッシュレス化実現事業　　143,400千円
○全県的な推進体制の構築・普及啓発　　　○地域の取組に対する支援

■産業人材の確保・育成
　県内企業のインターンシップを推進し、企業の魅力情報を効果的に発信することで、若者の県内企業等への
就職・定着につなげます。また、外国人留学生等の県内就業も促進します。
新若者県内定着促進事業　　41,090千円　　　新外国人材企業受入支援事業　　15,473千円

■産業基盤の整備
　創意工夫を凝らした効果的な誘致活動を展開し、新規立地・拡大投資を促進します。
○企業立地推進強化事業　　41,699千円
拡やまぐちＩＴ・サテライトオフィス誘致推進事業　　17,373千円

大交流維新
■市場開拓の推進
●大都市圏へのやまぐちの売り込み強化
　市町・関係団体等との連携・協働により、首都圏等での県産品の売り込みや情報発信を強化します。
新オールやまぐち！県産品売り込み体制構築事業　　60,000千円
●中小企業の海外展開支援
　中小企業の海外展開の取組開始から実行段階までを総合的に支援します。
拡海外展開総合支援事業　　55,855千円　　　新山口県版エクスポータ―育成推進事業　　5,000千円

■人材の還流・移住・定住の推進
　県外に在住している学生から一般求職者までの各層の県内就職を総合的に支援します。
新県外人材県内就職促進事業　　144,404千円

生活維新
■働き方改革の推進

　山口しごとセンターを中心に、女性・シニアの未就業者に対する就業意欲の喚起やマッチング、企業に対す
る働きやすい職場環境整備等の支援を一体的に行うことで希望に応じた就業を促進します。
新女性・シニア新規就業促進事業　　48,067千円

詳しくは、山口県のホームページ　�https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cmsdata/f/a/d/fad2f5e9ca
bd4094ba5bf00f7f94544b.pdf�をご覧ください。

平成31年度山口県商工労働部当初予算のポイント特集1
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　新たな在留資格「特定技能」において、組合が組合員からの委託を受けて「登録支援機関」となる場合に
は、出入国在留管理庁（地方出入国在留管理局）に届出が必要となります。そこで、新たな在留資格「特定
技能」による外国人材の支援に係る組合からの問合せに対して、都道府県中央会が統一的に支援できるよう、
新たに定款記載例を参考例として整備することとします。

　平成30年12月８日、第197回国会において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する
法律」が成立し、同月14日に公布されました。この改正法は、在留資格「特定技能１号」「特定技能２号」の
創設、出入国在留管理庁の設置等を内容とするものです。深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門
性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度が本年４月１日より導入されました。

特定技能１号
　「特定技能１号」で在留する外国人に対しては、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。
これは、相当期間の実務経験等を要する技能をいい、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業
務を遂行できる水準のものをいうとされています。また、ある程度日常会話ができ、特定産業分野ごとに業務
上必要な日本語能力水準が求められます。

特定技能２号
　「特定技能２号」で在留する外国人に対しては、熟練した技能が求められます。これは、長年の実務経験等
により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ
以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行
できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいうとされてい
ます。

受入れ分野
　１ 介護、２ ビルクリーニング、３ 素形材産業、４ 産業機械製造業、５ 電気・電子情報関連産業、６ 建設、
７ 造船・舶用工業、８ 自動車整備、９ 航空、10 宿泊、11 農業、12 漁業、13 飲食料品製造業、14 外食業

外国人受入れに当たっての組合定款記載例について

《定款記載例》
○ 　外国人技能実習生の共同受入事業と登録支援機関として特定技能外国人の支援を行う場合は、次の４事業

を定款に記載してください。
　・組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業
　・外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業
　・組合員のためにする特定技能外国人支援事業
　・特定技能外国人に係る職業紹介事業
　※ 特定技能外国人を受け入れる組合員への支援事業として、組合員から雇用契約を解除された特定技能外国

人に対し、新たな受け入れ先の紹介又はあっせん等を行う場合には、別途、有料、無料を問わず原則厚生
労働大臣の許可注を受ける必要があります。併せて、定款に「特定技能外国人に係る職業紹介事業」を記
載してください。

　注 　組合員に限定して無料の職業紹介を行う場合は、厚生労働大臣への届出で可能とされています。
○ 　外国人技能実習生の共同受入事業は行わず（在留資格「技能実習」は受け入れない）、新しい在留資格「特

定技能」を有する外国人の支援を登録支援機関として行う場合は、次の２事業を定款に記載してください。
　・組合員のためにする特定技能外国人支援事業
　・特定技能外国人に係る職業紹介事業

特　　集

新たな外国人材受入れ制度について特集2
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中央会役員インタビュー

中央会役員インタビュー
■組合について教えてください
　当組合は、平成24年３月に、中国をはじめとする国外の市場を開
拓し、海外展開を行っていく事を目的に設立しました。
　設立後、萩焼を中心とした萩ブランドの中国市場への展開を目的
に現地での展示会開催や商談会を行いました。また、その後、台湾
やシンガポールへも同様に展開し、現在に至ります。

■組合のPRをお願いします
　これからも萩ブランドの海外展開への努力を続けていきます。
また、これからは、海外展開を通じて萩に興味を持って貰うことで、
萩への外国人観光客の呼び込みにも力を入れて行きたいと考えてお
ります。

■趣味や好きな言葉、座右の銘などを教えてください
　座右の銘は「逃げの手を打たない」です。趣味はコイン収集で、
記念硬貨や海外通貨を機会がある毎に集めています。

■組合について教えてください
　当組合は、昭和27年8月に発足以来、県内パン製造業界の振興の
ために積極的な組合活動を続けています。
　共同事業としては、学校給食用パン・米飯の加工価格交渉やパン
製造技術講習会や食品衛生に関する研修などを行い、人材養成事業
に取り組んでいます。

■組合のPRをお願いします
　これからも山口県内のパン製造業者の連携強化並びに活性化を目
指し、組合員一同、一層の努力を続けていきます。
また、食の安心・安全と地産地消に対する取り組みに対しては特に
力をいれており、県や（公財）山口県学校給食会との連携に努めて
います。後継者育成についても青年部活動を通じて積極的に取り組
んで参りますので、今後ともご支援ご協力をよろしくお願いします。

■趣味や好きな言葉、座右の銘などを教えてください
　好きな言葉は「終わりよければすべてよし」です。
　趣味は旅行で、最近は県内の観光地巡りにはまっています。

〈組合概要〉
萩ブランド協同組合

住　所　萩市大字椿東3000番地10
ＴＥＬ　0838-21-7289

〈組合概要〉
山口県パン工業協同組合

住　所　下関市本町一丁目２番４号
ＴＥＬ　083-223-8008

協和建設工業株式会社　代表取締役会長
萩ロイヤルインテリジェントホテル株式会社　代表取締役
萩市建設業協会　会長
公益社団法人萩法人会　会長
ブリックス・アセアン経済交流協同組合　理事長

長寿製パン株式会社　代表取締役
山口県食品産業協議会　会長
やまぐち食の安心・安全推進協議会　副会長

山口県中小企業団体中央会
理事　田村　充正 氏

（萩ブランド協同組合　理事長）

山口県中小企業団体中央会
理事　松村　豊 氏

（山口県パン工業協同組合　理事長）
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組合TOPICS

山口県理容生活衛生同業組合山口支部

　４月８日㈪、山口市「ホテルかめ福」で消費税引き上げやそれに伴う制度改正等によって生じる課題に対応
するため講習会を開催しました。講習会では制度改正の概要やキャッシュレス決済の内容について学びました。
　特にキャッシュレス決済の仕組みや導入に係る
支援施策への関心は高く、実際にキャッシュレス
決済手段の一つであるPayPayのデモの際には、
入金サイクルや発生すると思われるトラブルの可
能性などについて多くの質問がありました。
　受講者からは、「現金商売でやってきたが、消
費税率引上げに伴う需要平準化対策の一環として
キャッシュレス消費者還元事業も注目されている
ので前向きに導入を検討したい。」といった声も
聞かれました。
 （連携支援第二課　小倉）

キャッシュレス決済について学ぶ

企業組合ふのたに手づくり工房

　４月13日㈯、14日㈰に開催された新岩国酒まつりの会場の一つであった、ＪＡファーマーズマーケットfam’sキッ
チンいわくに会場に当組合が出店されました。

　当組合は、味噌や豆腐、お弁当の製造を手掛け
られており、このイベントにおいて、新たに作成
した商品パッケージデザインのお披露目も同時に
おこないました。

　当日は、湯豆腐の提供
や味噌の販売等もされ、
新しいロゴデザインとも
ども、多くのお客様から味、
見た目ともに好評を博し
ておりました。
 （連携支援第二課　花田）

　全国中央会では、平成28年に吉田事務局長が編集委員として参画している「組合女性部組織化研究会」を立
ち上げ、この度、「女性活躍組合等事例集」とし
て取りまとめられました。
　紹介されている事例は、全国で10組合等あり、
このうち山口県からは、素材にこだわる食品づく
りをしている「企業組合志舞」、女性の創業を支
援している「ライフスタイル協同組合」、食を通
じて地域活性化に取り組んでいる「企業組合うず
しお母さんの店」の３組合が紹介されています。
　この事例集は、全国に発信され、女性活躍によ
る組合等の活性化を支援していくツールとして活
用されることが期待されています。
 （連携支援第一課　竹中）

県内の女性活躍組合が全国の事例集で紹介される

新岩国酒まつりに出店！
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　そこで船崎代表理事から、ここに事務所を構

えるメリットの大きさを聞かせてもらった。

　「大きなメリットは、何か行動を起こす際に、

中央会にいつでも相談出来ることです。中央会

の方々と親しくコミュニケーションを取ること

で、様々な助成金・補助金、他にも様々な手続

き等について支援を受けられるというのはとて

も有益です。どこにどんな助成金があるかといっ

た情報や、まして申請手続き等に関することは、

一般の人間にはとても解りづらい。

　でも中央会の方々に相談すれば、即解決です。

普通なら問い合わせや情報収集に費やすはずの

時間を、どれだけ有意義に使えるかということ

を考えると、とても効率がいいですね。

　その流れを作って下さったのが中央会の方々

です。更に、頻繁にコミュニケーションを取る

ことで情報が入りやすく、またその支援を受け

やすく、事業展開を積極的に推進することがで

きるのだと思います。

　そして同じフロアに入居しているということ

が、まるで自分達に中央会のお墨付きがあるみ

たいに、すぐ身近で保証してくれているかのよ

うに感じます。

　この安心感が得られるのはとても大切なこと

だと思います。」

最良のパートナー

　もう一つ、組織の成長にとって、そして船崎

代表理事のパートナーとして絶対に必要な存在

が、大田理事である。

“まちづくり”“ひとづくり”
“ものづくり”の三つの柱

　山口県中央会が入居するビルの中に事務所を

構える『ライフスタイル協同組合』である。

　中央会との関係をとても上手に利用し、事業

活動との相乗効果を上げている組織だ。

　取材を受けて下さるのは代表理事の船崎美智

子さんと、理事の大田奈美子さんのお二人。

　なんとパワー溢れる素敵な女性たちだろう。

　当組合では「まちづくり・ひとづくり・もの

づくり」の三つを柱として、ワークショップや

マーケティング等を行っている。

中央会との細やかな連携

　しかし何故、協同組合として事業展開するこ

とを選んだのだろうか。伺わなければと考えて

いると、驚いたことに中央会と同じフロアに入

居しているというではないか。なんて戦略的な

んだ…と思わず筆者は感嘆した。

ライフスタイル協同組合
住所：〒746-0018　山口県周南市大神1-17-32
TEL：0834-63-5596
URL：http://l-happystyle.com/
設立年：平成26年
主な事業：マーケティング、アンケート調査、WEB企画制作等の
共同受注、セミナー開催等

人生の設計図「しあわせスタイル」の実現CASE
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代表理事
船崎美智子氏

女性創業セミナーWITTY

　そこで船崎代表理事から、ここに事務所を構

えるメリットの大きさを聞かせてもらった。

「大きなメリットは、何か行動を起こす際に、

中央会にいつでも相談出来ることです。中央会

の方々と親しくコミュの方 ニケーションを取ること

で、様々な助々な助成金・補助金、他にも様々な手続

て支援を受援を受けられるというのはとけ て

んな助成金が成金があるかといっ

に関することることは、

り”“ひとづくり”
り”のり”のり”のり”のり のり の三つの柱三つ三

の中に事務所事務所をを

　また、店内にはイートインコーナーも併設さ

れており、近隣のビジネスマンや家族連れがよ

く利用して賑わっているようだ。

　一気に私達の心を引き寄せてしまう魅力をそ

なえている倉重さん。当日は休日であったにも

かかわらず取材に応じて頂いた。大変明るい方

であり、話しているうちに、取材に伴う身構え

たような堅苦しさを全く感じさせない雰囲気が

いつの間にか生まれてくる。

　そんな空気の中でやり取りが進行していく。

自然に会話も盛り上がり、話が弾んで時間を忘

れてしまう。

評判が売上げに結びつく

　まずは、この『志舞』と

があるのかとして

は
りを
う。
ぎりは
と思うよ購入するあり、評判

家族に食べさせたいものを

　山口市内で『企業組合志舞（しまい）』が経営

する直売所「結び家くらとも」。お会いしたのは、

代表理事の倉重智子さん。

　とてもパワフルな女性だ。

　もともとコンビニの店舗であった建物にシン

プルでお洒落なリノベーションを施し、2015年

（平成27年）「結び家くらとも」を開業した。

　「結び家くらとも」は、自社生産の無農薬・減

農薬の米や、自家菜園で育てた野菜の直売所と

してオープンしたが、それらを使用した加工品

も調理・販売している。例えば、弁当やおにぎ

り、カレー、丼もの、味噌汁といった食事類の

他に、パウンドケーキやクッキーといったスイー

ツ類もある。　ここは「家族に食べさせたいものを作る」をコ

ンセプトに調理・販売をしており、特に弁当

は化学調味料を使わないという徹底

の味は非常に好評である

企業組合志舞住所：〒754-0021　山口県山口市小郡黄金町3-2

TEL：083-902-5154

URL：https://www.facebook.com/musubiyakuratomo/

設立年：平成26年
主な事業：弁当・おにぎり等を販売する「結び屋くらとも」を運営等

代表理事倉重智子氏

素材にこだわる食品づくり

CASE04

“まちづくり“まちづく“まちづく“まちづまちづまちづまちづち
“ものづくり“ものづくり“ものづくり“ものづくり“ものづくり

山山口

構ええる

中

活活動

家族に食べ　山口市内で『企業組合

する直売所「結び家くらと

代表理事の倉重智子さん。

　とてもパワフルな女性だ

もともとコンビニの店舗で

プルルでお洒落なリノベーション

（平成2成27年）「結び家くらとも」

「結び家家くらとも」は、自社生産

農薬の米や、や、自家菜園で育てた野

してオープンししたが、それらを使用

も調理・販売してている。例えば、弁当

り、カレー、丼ものの、味噌汁といった

他に、パウンドケーキキややクッキーといった

ツ類もある。　ここは「家族に食べさせたたいものを作る」

ンセプトに調理・販売をしておおり、特に弁当

は化学調味料を使わないという徹徹底

の味は非常に好評である

企業組合
業組組合組合
業組
企業企業企業業組業
住所：〒754-

〒7
所：

5
：〒

住所
47554-

住所
TEL：083-9029002

T
3-90

08
TEL

83-
L：0

TE
90

URL：https://w
ps:////w
tps:

LUUR http
RL：：ht
RL

設立年：平成26年
成26年

平成 6年
平成2

年：平
立年

設立設立年
設

年立年主な事業：
事業

な事業業業：
事

主な事
主な

弁当・当・
弁当弁当

CASE
CCAASE
CAS044040404044

うに、
病院側

から、
是非販

売させ
てもら

えない

か？と
言わせ

なけれ
ばなら

ないの
だ。そ

のため

には、
敵を作

らず、
競争相

手を作
らず、

互いに

相乗効
果を得

る事。

　まず
は５つ

の弁当
からス

タート
して、

即、完

売。購
入者は

、基本
的に食

べるの
を楽し

みなが

ら健康
を保ち

たいと
思って

いる高
齢者。

何気な

く買っ
てみた

お弁当
の味が

いい、
とお客

がお客

を呼ん
だ。

　更に
、使っ

ている
野菜や

加工食
品等、

全て地

元産に
こだわ

ってお
り、通

院して
いる患

者の方
々

から仕
入れて

いる生
産物も

ある。
となれ

ば、生

産者と
しては

その弁
当を買

いたく
なると

ころ。

その連
鎖で、

あれよ
あれよ

と病院
からの

注文が

増えて
行き、

気が付
けば既

に病院
での立

派な販

売数を
確保し

ていた
、とい

う結果
となっ

た。

　また
、宇野

理事長
は、他

所から
大畠に

嫁いで

きた自
分がよ

そ者扱
いされ

ないよ
うに、

住民と

の良い
関係を

築くこ
とに気

を配っ
た。

方、よ
そ者だ

からこ
そ動け

る部分
もある

。

良く立
ち振る

舞いし
た結果

が、

なかな
か難し

い。

潤滑油
とし

　宇野
理事長

は、

縁があ
るから

なん

は何か
閃いた

時

どれほ
ど心強

い

　そし
て、宇

いるの
が専務

の職員
だっ

てトッ
プ当

し、宇
野

ている
。

　組合

営して

額の売

ビが

ある

　

の　山口
県中央

会の指
導員の

方々と
共に新

岩国駅

から大
畠へと

向かう
車中で

、色々
とお話

を伺う
。

「ここ
は、と

にかく
高齢者

の町な
んです

が、そ

の環境
を活か

す事が
重要だ

と思っ
ていま

す。中

央会と
して何

が出来
るのか

、何を
すべき

であり
、

どのよ
うに支

援して
いくの

か。組
合員、

更に地

域に対
し何を

どう還
元出来

るかを
常に考

えてい

ます。
」との

こと。

　途中
、観光

センタ
ーか道

の駅ら
しき場

所を通

りかか
った。

そこは
、平成

16年４
月に地

域PRの

拠点と
する事

を目的
として

スター
トさせ

た「大

畠観光
センタ

ー」で
、大畠

産業振
興協会

（大畠
商

工会）
が運営

してい
る。

　そし
て、こ

こを出
発点に

組織が
成長し

、更な

る展開
に向か

って進
んでい

る組合
が、今

回の取

材先で
ある『

うずし
お母さ

んの店
』であ

る。平
成

加工部
の女性

たちに
より、

『企業

加工部
』とし

て始動
開

企業組
合うず

しお母
さんの

店

住所：
〒749

-0102
　山口

県柳井
市大畠

977

TEL：
0820-

45-33
53

設立年
：平成

21年

主な事
業：鯛

寿司・
穴子寿

司・う
ずしお

弁当・
季節の

惣菜・
お菓子

等の製
造・販

売

四方よ
しの地

域活性
化

CASE

06 理事長

宇野素
代子氏

ふのたにみそ



6 山口県の中小企業 （2019年５月号）

新規会員組合紹介

平成30年度新規会員組合紹介

組 合 名 組 合 概 要

豊華事業協同組合

《理 事 長》　松本　豊
《住　　所》　山口市大字朝田字流通センター601番地11
《組合概要》　 異業種が連携して消耗品等の共同購買を行うことで経営の改

善を図るとともに、外国人技能実習生共同受入事業を行うこ
とによる国際貢献を目的としている。

下関事業交流協同組合
《理 事 長》　竹山　晶
《住　　所》　下関市長府新四王司町10番29号
《組合概要》　 異業種にて組織。消耗品等の共同購買事業を行うとともに、

外国人技能実習生共同受入事業を行う。

わかくさ協同組合
《理 事 長》　重田　徳美
《住　　所》　山口市泉都町９番５号
《組合概要》　 総合工事業、職別工事業（設備工事業を除く）、設備工事業

を行う事業者により設立。建設資材等の共同購買事業を行う。

通津沖建設資材協同組合
《理 事 長》　西元　勝則
《住　　所》　岩国市通津2369番地の１
《組合概要》　 総合工事業を行う事業者により設立。建設資材の共同販売を

行うことで経営の改善を図ることを目的としている。

ビューティーアート事業
協同組合

《理 事 長》　藤井　敏
《住　　所》　萩市大字椿東4487番地１
《組合概要》　 美容業を行う事業者により設立。美容用品の共同購買、従業

員の確保及び人材育成等を図るための講習会や美容技術等に
関する研究会を行う。

むかつくわくわく
協同組合

《理 事 長》　中西　恒治
《住　　所》　長門市油谷向津具上372番地４
《組合概要》　 長門市向津具産の農林水産物等の共同販売に取り組み、安定

的な農業生産収入等の確保を目指すとともに、組合員が取り
扱う商品等の共同宣伝を行う。

マブハイ事業協同組合

《理 事 長》　三牧　敏勝
《住　　所》　周南市岐南町10番１号
《組合概要》　 不動産賃貸業・管理業又は社会保険・社会福祉・介護を行う

事業者により設立。共同購買事業、外国人技能実習生共同受
入事業を行う。

外国人生活環境支援事業
協同組合

《理 事 長》　縄田　明宏
《住　　所》　岩国市玖珂町3925番地
《組合概要》　 総合工事業を行う事業者により設立。資材等の共同購買を行

うことで経営の改善を図るとともに、外国人技能実習生の共
同受入事業を行うことによる国際貢献を目的としている。

山陽アグリネットワーク
協同組合

《理 事 長》　田中　覺
《住　　所》　山陽小野田市大字鴨庄17番地の１
《組合概要》　 山陽小野田市内の農事組合法人が、資材等の共同購買を行う

とともに、組合員が取り扱う農産品等の共同販売事業を行う
ことで、経営の改善を図ることを目的としている。

 （平成31年３月31日現在　加入日順）
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ものづくり補助金活用事例紹介

平成27年度補正
（事業類型）　 　一般型
（会社概要）　 　当社は、1967年創業以来、

鉄道車両、産業機械装置、
半導体製造装置の部品やブ
ロック製品を製造していま
す。現在では、新分野の環境関連部品の製造等、お客様のニーズに直結した
新製品の創出にも総合力を発揮しています。

（事業概要）　 　当社は、鉄道車両の製造を中心に事業展開しています。車両台車は特殊な
溶接構造から形成されており、開先溶接と呼ばれる工法が必要ですが、これ
までの方法は、熟練工しか作業が行えず時間もかかり、精度を保つのも大変な労力を要します。

　　　　　　 　そこで、新型のマシニングセンターを導入し、マシ
ニングセンターに電磁チャックを取り付けることで、
段取り時間の短縮とより高精度な加工を実現しました。
機械の導入に合わせて工場のレイアウトを見直した結
果、飛躍的にその生産性の向上に成功し、加工時間と

加工原価をおよそ
１/５に縮小でき、
それに伴い同工程
による利益は４倍
以上となりました。

平成28年度補正
（事業類型）　 　一般型
（会社概要）　 　当社は、文政２年（1819年）に創

業し、地域の米や水、そして周南の
風土を活かした酒造りを目指し、「周
南の華・郷土の美酒」を合い言葉に
山口の地酒を作っています。主力商品は「原田」、地元の素材にこだわってい
ます。

（事業概要）　 　当社は、新酒の豊かな味わいを一年を通して楽しめる“四季醸造”にこだわっ
ています。これまで当社では、酒造りの最終段階である瓶詰め工程を全て手
作業で行っており、時間がかかってしまうため新酒の風味がその分落ちてしまうという問題点が
ありました。そこで、できたての日本酒にとことんこ
だわるため、瓶詰め工程の自動化及び火入れ工程の効
率化を図る新たな設備を導入しました。

　　　　　　 　それにより、品質が格段に向上し、また雑菌の活性
も防げるようになりました。さらに、作業効率の大幅

アップにつながり、
従来に比べ２時間
近く短縮できるよ
うになりました。

「ものづくり補助金活用事例紹介」

「ものづくり補助金活用事例紹介」

シリーズ

シリーズ

その72

その73

代表取締役社長
井川　明美 氏

代表取締役社長
原田　康宏 氏

　弊社は一貫してお客様のニーズに直結した製品の
創出に邁進してきました。鉄道車両の製造において、
世界のトップを走る日立製作所の技術の一端を担っ
ていることは私たちの誇りです。これからも、鉄道
インフラの輸出における生産システムを新たに構築
して、日本の技術を世界中に届けられるよう技術向
上を目指していきます。

　これからも、さらに美味しい周南の日本
酒を、日本だけでなく、海外のみなさんに
も飲んでいただけるようにチャレンジを続
けたいと思います。周南の華・郷土の美
酒を目指して、地域の米や水を生かし、こ
れからも伝統の技と新しい技術を融合さ
せ、酒造りを進化させていきます。

『鉄道インフラ輸出における生産システムの構築』

『瓶燗殺菌法による清酒の瓶詰めと加熱殺菌の自動化による生産性向上と高品質清酒の製造』

マシニングセンター：ヤマザキマザック
VERTICAL　CENTER　SMART　530C

清酒充填ライン

清和工業株式会社
（日立笠戸協同組合所属）

〒744-0061　下松市葉山二丁目904番地24
TEL：0833-46-0011　FAX：0833-46-0099

株式会社はつもみぢ
（山口県酒造協同組合所属）

〒745-0014　周南市飯島町１-40
TEL：0834-21-0075　FAX：0834-21-4075
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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

業種別の景況
業　　　種 前年同月比 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 →
そ の 他 →

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　

　３月の業種別景況の前月比ＤＩ値は14業種の内、

好転が６業種、前年同等が５業種、悪化が３業種で、

全体の景況感ＤＩ値も２月より好転している。

　繊維工業、小売業、サービス業からは、季節需要

により売上が増加したとの報告がある一方、窯業・

土石製品、卸売業からは、工事量や入荷数の減少に

より売上が減少したとの報告があった。

　山口県の中小企業は、コストアップから収益が悪

化しており、慢性的な人手不足が続いている。

月次景況調査結果
※DI値（前年同月比）＝増加・好転組合割合－減少・悪化組合割合

平成31年3月期

景況動向
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情報連絡員報告

製

造

業

食 料 品

○　菓子業界では、キャッシュレスよりも食品表示義務化への関心が高い。あわせて原
料原産地表示制度への組合として対応が急がれる。 （パン・菓子製造業）

○　週末に天候が崩れ集客、総売上とも大幅に減少。 （水産食料品製造業　萩市）
○　全体的に物の動きが少ない感じがする。消費増税前の買い控えがあるのではないか。

運送費の値上げで非常に困っている。 （水産食料品製造業　下関市）

繊 維 工 業
○　例年３月は夏物と春物の追加生産の調整で大変な時期であるが、今年は追加が少な

く動きが悪い。 （外衣・シャツ製造業　萩市）
〇　年一番の繁忙期で、例年通り忙しい。 （外衣・シャツ製造業　山陽小野田市）

木 材 ・
木 製 品

○　公共工事関連が３月締請求なので、若干資金繰りが苦しい組合員がある。
 （製材業・木製品製造業）

印 刷 ○　繁忙期で受注量は多いが、改元の影響か帳票関係は若干停滞気味。 （印刷　下関市）
○　物件が大幅に減少。少ない物件を取り合い、価格、売上とも減少。 （印刷　山口市）

窯 業 ・
土 石 製 品

○　公共工事がないため石があまり動かない。４月より砕石単価の値上。 （砕石製造業）
○　生コン販売価格は県内で上昇傾向。 （生コンクリート製造業）
○　原材料・人件費の増大により、折り箱・化粧箱についても値上げの通達があったので、

販売価格の見直しも検討せざるをえない状況。 （陶磁器・同関連製品製造業）

一 般 機 器

○　組合員の得意先は好調なところが多く、年度末の駆込みが数件あり、全体的に忙し
い月となったが、相変らず人手不足で、従業員の負担が大きくなる傾向。 （下松市）

○　機械加工関係、食肉加工、惣菜、自動車関係等技能実習生受入の全ての職種で業績
は好調。機械検査の企業に若干の業務量減少傾向あり。有効求人倍率の高止まりに伴
い人手不足感が高まっており、今後も技能実習生の増員傾向にある。 （宇部市）

輸 送 機 器 ○　車両は繁忙な状況が継続するも、半導体製造装置や産業プラント部門は苦戦。ただし、
周南地域として見た場合は横ばい。 （鉄道車両・同部品製造業）

非

製

造

業

卸 売 業
○　全体的に入庫が少なく、在庫・売上が前年同月を下回る状況。 （乾物卸売業）
○　ふぐ、鮮魚ともに入荷が減少している。 （生鮮・魚介卸売業）
○　年度替わりで文具・スチール製商品の売上が増加。 （各種商品卸売業　山口市）
○　昨年の秋ぐらいから景気の落ち込みが感じられる。 （各種商品卸売業　下関市）

小 売 業
○　季節商品、新サービスの提供、歓送迎会にかかる活況が見られる一方で、年度末を

機会に廃業や閉店する商店も少なからず見られる。 （各種商品小売業　岩国市）
○　新駅ビル開業以降、駅付近の集客拡大の報道があるも、商店街付近駐車場の利用台

数減少の傾向は続いている。 （各種商品小売業　周南市）

商 店 街
○　売上は横ばい。来街者数の曜日によっての差が大きい。土、日、祝日は良いが、今

後の課題は平日の集客。 （山口市）
○　商店街内のスーパーがなくなり、人出が少なくなっている。 （宇部市）

サービス業
○　卒業・入学シーズンで例年通り、どの店も忙しくしている。 （美容業）
○　旅客会社の都合による１駅の取次販売中止の影響が少しある模様。 （旅館業）
○　相変らず人手不足である。外国人の労働者が増加してきている。 （飲食業）

建 設 業

○　工事量の少ない状態が続いている。実質的な決算内容が昨年より低下している事業
所が多い。技能者の減少、事業所規模の縮小及び事業所数の減少が続く。 （左官業）

○　雨の日が多く作業日数の確保に苦労したが、前年同月程度の収益。 （管工事業）
○　災害工事を能力以上に受注して苦労している会社、作業員不足で受注を控えている

会社もあり様々。売上では災害工事が少しプラスとなっている。 （土木工事業）

運 輸 業

○　輸送売上高は、前年同月比約20％程度増加の見通しで順調。燃料費は再び上昇傾向
にあり懸念されるところ。依然、乗務員不足である。 （一般貨物自動車運送業）

○　燃料単価は前月比＋6.0％、前年同月比＋2.9％と大幅に上昇。タクシー乗務員は、
労働条件が厳しいため慢性的に不足している。タクシー運賃の改定を希望する事業者
が一定割合を越えたので運賃が改定される模様。 （一般旅客自動車運送業）

○　取扱高は、２社増加したが、取扱高に占める割合が大きい１社が減少した結果、対
前年同月比で若干の減少。 （港湾運送業）

そ の 他 ○　技能実習生が入国。実習が本格化するのでしっかり支援したい。 （介護事業）

　地区・業種を代表する県内組合の役職員の方から、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。

平成31年3月期

景況動向
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山口県の逸品／お知らせ

COOLBIZスタート
　本会では、環境に配慮した省エネ・地球温暖化防止対策の取り組みとして、下記の期間、ノーネクタイ
などの軽装で勤務をしております。また、室温の冷房温度の目安を28度としております。皆様のご理解
ご協力をよろしくお願い申し上げます。

クールビズ期間　令和元年５月1日～９月30日

省エネ・節電に取り組む！！

山口県の食に関わる組合をご紹介します

　企業組合小行司健康グループは、小行司地域の
豊かな自然の中ではぐくまれた農産物を活用した
加工品の製造販売、食堂の運営を通じて、小行司
に住む人・訪れる人が、健康で仲良く農村生活を
楽しめる、活力ある地域づくりを推進することを
目的として活動しています。小行司産の農産物を
使用した福神漬やこんにゃく、お菓子等の加工品
やお食事を提供しています。今回は、そんな企業
組合小行司健康グループの商品である「日替わり
定食」を紹介します。

◆日替わり定食
　小行司地域は、田布施町の北部にあって、柳井
市、岩国市、光市に囲まれた小さな盆地にありま
す。春は桜並木、秋は稲穂など、四季折々の自然
がいっぱいです。企業組合小行司健康グループは、

そんな自然に囲まれた直売所兼食堂「小行司にこに
こパーク」にて、小行司の田んぼで採れたお米や、
畑で育てた様々な野菜を使って、栄養満点の美味し
い日替わり定食を提供しています。手間暇かけて大
切に作られたお食事です。10時〜14時まで営業（日
曜日は定休日）していますので、お近くにお立ち寄
りの際には、是非ご賞味下さい。

組合名　企業組合小行司健康グループ
理事長　河村　久美子
住　所　熊毛郡田布施町大字大波野2225番地７
ＴＥＬ　0820-53-1550

日替わり定食

企業組合小行司健康グループ 熊毛郡
田布施町

　今回は、「事業計画」についてお話ししたいと思います。今年度
の計画等が発表され、それに基づいて行動をされている事業所も多
いのではないでしょうか？しかし、一度ここで立ち止まって、事業
計画とは、なんのためにあるのかを考えてみませんか？そうすること
で、この計画に則って行動することの意義がよくわかると思います。

　事業計画とは、組織が計画期間終了時になりたい姿を描き、それを実現するための事業の計画です。そ
して、ここで忘れてはいけないポイントが、この計画を立案する時に現在のその組織の現状を分析するこ
とです。この現状と将来なりたい姿のギャップを「人」「もの」「金」という経営資源を使った「事業」で
埋めていきます。
　事業計画を計画・実行する上で重要となるのは、「現状認識」と「なりたい姿」が組織内で共有できて
いることです。計画を着実に実行していくために、将来この組織がどうなりたいかを明確にした計画を関
係者の方にイラスト等を多用した計画書を配布するなど、認識共有に工夫をしましょう。

経営
ワンポイント
アドバイス！

中央会
松村診断士の
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担当地区 担当地区 担当地区 担当地区

中央会ＰＲ

平成31年度事務局組織について
専務理事　寺田　徹郎

事務局長　吉田　三夫

管理・企画課

（兼）課長　浦川　　稔

主任　山本亜希子
主任　田中　健一
主事　平田　裕美

防府市

ものづくり支援室

（兼）室長　佐々木　宏

H30補正ものづくりコーディネーター
　白上　貞三　　青木　由起夫
　前田　克己　　賀村　三男
　河野啓太郎　　岸村　洋治
　岩井　實雄　　弘中　和則
　中山　岳志

H24-26フォローアップコーディネーター
　三宅功一郎　　揚井　昭平
　加治　哲徳　　田村　健
　寺山　　淳

連携支援第一課

（兼）課長　佐々木　宏

主任　前田　　敦
主任　田中　健一（兼）
主事　洗川友希江（兼）
主事　松村　昌典
主事　竹中美沙子

山口市（旧小郡町以外）、
美祢市、萩市、長門市、
阿武郡

連携支援第二課

課長　小倉也寸志

主任　水野　隆正
主事　花田　圭太
主事　洗川友希江

岩国市、玖珂郡、柳井
市、大島郡、熊毛郡、
光市、下松市、周南市、
宇部市、山陽小野田市、
旧小郡町

下関支所

支所長　山根東一郎

下関市

連携支援部

部長　佐々木　宏

管理・企画部

部長　浦川　　稔

店舗活用創業応援センターのご案内
平成31年度空き店舗活用創業促進事業

　創業したいけど、いい店舗が見つからなくてお困りではないですか？！
　店舗活用創業応援センターでは、そんなあなたのご相談にコーディネー
ターがお応えします！県内全域の空き店舗情報サイト“やまぐち空き店舗
バンク「BE FOUND」”から、あなたに最適なお店をチョイスします！

やまぐち空き店舗バンク「BE  FOUND」https://be-found.jp

お問い合わせ　山口県商店街振興組合連合会
　　　　　　　店舗活用創業応援センター（山口県中小企業団体中央会／担当：花田）
　　　　　　　TEL 083−922−2606



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

　当組合は、介護事業所が必要とする消耗品の共同購買と介護職種の外国人技能
実習生受入れを行っています。本年３月にベトナムから５名の技能実習生を受け入
れ、現場での実習に向けて、日本語研修等に取り組んでいます。受け入れの際、テ
レビ取材もあり実習生も緊張した様子でしたが、だんだんと日本の生活に馴染んで
きたとのことです。
　金澤理事長は、野球観戦が趣味で大の巨人ファンとのことで、最近、原監督と坂
本選手からサイン色紙をいただいたことがとてもうれしかったことだとお話しされ
ていました。写真は金澤理事長ご夫妻を撮影させていただきました。

☆日和協同組合
理事長　金澤　拓也

〒754-1277　山口市阿知須102番地７　　☎0836-43-6506

編集後記
　今月号から新年度号となります。皆様のお役に立てるような誌面作りを
心がけて参りますので、引き続きご愛読いただきますようお願い申し上げま
す。
　さて、４月１日に新元号「令和」が発表されましたが、総会資料等作成
する際にどのように表記すれば？？と迷われた方もいらっしゃるのではない
でしょうか。中央会では、通常総会における事業計画・収支予算の年表
示は『令和元年度（平成31年４月１日より令和２年３月31日まで）』と表記
します。ご参考にされてみてください。 （連携支援第一課　竹中）

日和協同組合
金澤　明音さん　理事長　金澤　拓也さん

2019
May

カガヤキ
　　ビト

第64回
通常総会のご案内

日　時：令和元年６月10日㈪
　　　　13：30〜14：30
場　所：「ホテルかめ福」
　　　　山口市湯田温泉４－５　☎083-922-7000

�山口県中小企業団体中央会

会員の皆様のご出席をお待ちしております。

お問い合わせ先：山口県中小企業団体中央会
　　　　　　　　管理・企画課（担当：浦川・山本）
　　　　　　　　☎083－922－2606


