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1

平成27年度
平成27年度

中央会事業のご案内

中央会では、組合等の組織化促進に加えて、事業活性化・経営革新、組合間連携の一層の推進に
よる新規事業創出、まちづくり、商業・サービス業革新支援など、様々な課題の解決に向けた支援
を行っています。
また、ものづくり補助金の地域事務局、消費税転嫁対策窓口、認定経営革新等支援機関として、
中小企業に対して専門性の高い支援を目指すこととしています。
地域経済の発展のため、中央会の補助事業を是非ご活用下さい。

1．資質向上や円滑な組合運営に努めたい！
組合役員・組合員・組合事務局の資質向上や組合運営の効率化、
中小企業の経営力強化に役立つ研修会・研究会を実施します。

3ページを参照

2．新規事業や地域資源振興、ＩＴ化推進に取り組みたい！
業界の課題解決や新たな事業に挑戦する組合等を対象に研究会等
を実施します。

3ページを参照

3．活気のあるまちづくりをしたい！・儲かる事業所にしたい！
商業・サービス業及び商店街の活性化や組織化に取り組む組合等
を対象に研修会等を実施します。

5ページを参照

4．小企業者の経営基盤を強化したい！
小企業者で組織された組合が経営基盤強化のために実施する調査
や研究会等に対し助成します。

6ページを参照

5．後継者の育成及び青年部の活性化に取り組みたい！
業界の将来を担う後継者の育成及び青年部の活性化に取り組む組
合等を対象に研究会等を実施します。
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１．資質向上や円滑な組合運営に努めたい！
(１）組合等運営活性化支援事業
【事業の内容】
 組合を取り巻く環境変化への対応、管理・運営面の強化、人材
育成等に関する研究会や女性の活躍促進に関する講習会を実施し
ます。
【過去の事例】
 組合員・組合役員講習会、新春講演会、自治監査講習会、決算
講習会、事務局代表者講習会、女性キャリアアップセミナー等を
開催。
【実施組合の成果】
 組合役員や事務局に要求される組合運営に関する知識や組合事業を円滑に推進するためのノウハウや
女性の活躍促進を図ることの重要性を学ぶことができた。
(２）消費税転嫁窓口相談事業
【事業の内容】
消費税の適正かつ円滑な転嫁を目的に講習会を開催します。
【過去の事例】
 原価設定が難しい製造業の組合員を対象に、消費税の適正かつ
円滑な転嫁を行うために必要な売上原価の考え方や原価計算の方
法について学ぶ講習会を開催。
【実施組合の成果】
適正な価格設定や在庫管理を行うことの重要性を再確認し、自社の経営を見直す良い機会となった。

２．新規事業や地域資源振興、ＩＴ化推進に取り組みたい！
〔補助率：総事業費の２/３〕
(１）新規事業
【事業の内容】
新規事業構築のための研究会に対し助成します。
【過去の事例】
 旅行業の組合が今後の生き残りをかけて、時代の変化に対応す
る新規事業構築のための戦略を探る研究会を開催。
【実施組合の成果】
 地域の旅行会社が一体となって、
行政や関係機関と強力に連携し、
地域の魅力を内外に広く発信していくことの重要性を再確認した。
(２）地域資源振興
【事業の内容】
 地域資源の活用により、新事業創出、研究開発、マーケティング等に取り組む組合等を対象に研究会
等を開催します。
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【過去の事例】
 地域資源の掘り起こしによる地域活性化や、特産品を活かした
売れる商品づくりの研究会を開催。
【実施組合の成果】
・地域資源の発掘及び活用法について、意識改革と今後の方向性
が見い出された。
・地域資源を活かした新商品開発について、加工方法やデザイン
等を検討し今後の取り組みのヒントを得た。
(３）情報関連
【事業の内容】
 情報化に取り組む組合を支援するため、ネットワークの構築・
データベースの整備及びセキュリティ等について、専門家による
研修会や情報処理技術者の資格を持つ中央会指導員による支援を
行います。
【過去の事例】
・ＩＴ活用をテーマとした研修会を開催。
・ソフトの更新や会計システムの導入について中央会指導員が支援。
【実施組合の成果】
・情報化の有用性や今後の経営戦略へのＩＴ活用についての理解が深まった。
・組合の情報化対応を円滑に進めることができた。
(４）環境・リサイクル
【事業の内容】
 環境・リサイクルやその他の課題への対応に取り組む組合等を
対象に研究会を開催します。
【過去の事例】
 建設業で組織する組合が効率的な山林整備と副産物の有効活用
法について学ぶ研究会を開催。
【実施組合の成果】
循環型社会への対応に関する知識と情報を得ることで、今後の取り組みのヒントを得た。
(５）事業再構築
【事業の内容】
 目まぐるしく変化する経営環境に適切に対応するため、事業再
構築に取り組む組合等を対象に研究会等を開催します。
【過去の事例】
木材関連の組合が事業の再構築を検討するための研究会を開催。
【実施組合の成果】
 今後の木材業界を担う後継者等が中心となって、円滑な企業経
営や連合会運営を行うための心構えを学ぶことができた。
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(６）経営強化・運営改善
【事業の内容】
経営強化・組合運営改善に取り組む組合等を対象に研究会等を開催します。
【過去の事例】
・金属加工業界が事業承継について学ぶ研修会を開催。
・自動車電装品業界が最新技術に関する研究会を開催。
【実施組合の成果】
 組合員数の減少、組合員の世代交代の進展や事業転換、組合リーダーの不在や事務局体制の脆弱性な
ど組合及び組合員企業が抱える重要な課題について検討し、今後の対応について方向性を得ることがで
きた。
(７）異業種間連携・組合間連携
【事業の内容】
 異業種間・組合間の連携により、課題解決に取り組む組合等を
対象に研修会等を開催します。
【過去の事例】
・南九州市に事務所を置く異業種の組合や組合員企業が集結し、
地域農産物を活用した地域活性化や着地型観光サービスを確立
するための研修会を開催。
・近隣の管工事業組合が災害時における迅速かつ確実な対応をすることを目的にBCP策定に関する研修
会を開催。
【実施組合の成果】
・異業種の組合や組合員が連携して地域活性化に取り組む上でのポイントについて理解が深まり、今後
の方向性を再確認することができた。
・組合間連携により、課題に対する打開策や不足する経営資源を多様な連携により補完していくことの
重要性について学ぶことができた。

３．活気のあるまちづくりをしたい！・儲かる事業所にしたい！
〔補助率：総事業費の２/３〕
(１）組合等連携強化指導事業（商業・サービス業）
【事業の内容】
 商店街の組織化や商業・サービス業の事業活性化に取り組む組
合等を対象に研修会を開催します。
【過去の事例】
 化粧品の販売を行う組合が化粧品販売実績向上に向けてのコツ
を学ぶ研修会を開催。
【実施組合の成果】
 商品アピール方法やカウンセリングを行う上でのポイントについてロールプレイングを通じて体感的
に学ぶことができた。
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４．小企業者の経営基盤を強化したい！
〔補助率：総事業費の２/３〕
【対象となる組合】
構成員の４分の３以上が小企業者(※)の組合
【小企業者とは…】
常時使用する従業員の数が５人（商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については
２人）以下の会社及び個人
(１）小企業者組織化特別講習会
【事業の概要】
小企業者で構成する組合が、
組合運営や組合員の経営向上のために開催する講習会に対して助成します。
【過去の事例】
 環境への取り組みをビジネスに活かす手法、企業に求められるハラスメント対策、特産品を活かした
新商品開発の進め方、車体整備業が女性ファンを獲得するためのコツ、小企業者の経営向上を検討する
ための講習会を開催。
【実施組合の成果】
・環境対応をビジネスチャンスに結びつける意識改革や新製品開発の方向性についてヒントを得た。
・企業におけるハラスメント対策や女性をターゲットとして販路拡大に努めることの重要性を再認識す
ることができた。

５．後継者の育成及び青年部の活性化に取り組みたい！
〔補助率：総事業費の２/３〕
(１）組合等運営活性化支援事業（組合青年部・後継者）
【事業の内容】
 業界の将来を担う後継者の育成に取り組む組合等を対象に研究
会等を開催します。
【過去の事例】
・タイル工事業の組合青年部が施工体制台帳作成や労務管理の必
要性を理解するための研究会を開催。
・建設業の組合青年部が国家経済と建設業の関係や今後の在り方
について学ぶ研究会を開催。
【実施組合の成果】
・施工体制台帳等の確実な書類作成と社会保険に加入することの重要性を再確認することができた。
・国家経済における建設業者の社会的役割を再確認し、各人の意識を高めることができた。
これらの支援事業は、対象となる条件、経費負担の割合、補助金額の上
限等がそれぞれ異なります。また、この他にも国、県、全国中小企業団体
中央会等が公募する補助事業がありますので、お気軽にご相談ください。
【お問い合わせ先】
鹿児島県中小企業団体中央会

TEL 099-222-9258
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～発送物を送る際の留意点を再確認下さい～
～発送物を送る際の留意点を再確認下さい～

メール便等の「非信書便」で「信書」を発送することは、法律で禁止されています。手紙やはが
きなどの「信書」をメール便で送ると、輸送した業者だけでなく、輸送を依頼した送り主も罰せら
れてしまいます。
本特集では、「信書」の定義と業務上でよく使用する文書の区分についてポイントを絞って紹介
します。

「信書」とはどのような文書のことを指すのですか？

≪総務省の HP より引用≫

手紙やはがきなどの信書は、原則として、日本郵便株式会社及び
信書便事業者だけが取り扱うことができる旨定められています。
次頁で、どのようなケースが信書に該当するか等、具体的に紹介
します。
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信書に該当する文書

信書に該当しない文書

●賞状
●請求書の類
類例：納品書、領収書、申込書、申請書、
承諾書等
●総会、会議招集通知の類
類例：結婚式の招待状、業務報告書等
●許可書の類
類例：免許証、認定書、表彰状等
●証明書の類
類例：印鑑証明書、戸籍謄本、住民票の写し等
●ダイレクトメール
・文書自体に受取人が記載されている文書
・商品の購入等利用関係、契約関係等特定の
受取に差し出す趣旨が明らかな文言が記載
されている文書

●書籍の類
類例：新聞、雑誌、会報、講習会配布資料等
●カタログ
●小切手の類
類例：手形、株券、為替証書等
●乗車券の類
類例：航空券、定期券、入場券等
●ダイレクトメール
・専ら街頭における配布や新聞折り込みを前
提として作成されるチラシのようなもの
・専ら店頭における配布を前提として作成さ
れるパンフレットやリーフレットのような
もの
・具体的に受取人が記載されていない講習会
の案内文書等
●乗車券の類
類例：説明書、求人票、名刺、振込用紙等
≪総務省の HP を参考に作成≫

より詳細な解説は、以下の総務省HPをご参照ください。
《信書のガイドライン》
http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html
《「信書に該当する文書に関する指針」Q&A集》
http://www.soumu.go.jp/yusei/111117_01.html
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鹿児島県中小企業団体事務局協議会
〜通常総会及び交流会を開催〜
４月28日、鹿児島市の「ホテルレクストン鹿児島」で、鹿児
島県中小企業団体事務局協議会（賀籠六和文代表幹事）が通常
総会を開催した。
通常総会では、平成26年度決算関係書類承認の件、平成27年
度事業計画及び収支予算設定承認の件など全議案が承認された。
引き続き行われた交流会（講演会）では、鹿児島県 県民生
活局 生活・文化課 国民文化祭室 室長 生見博志氏が「国
民文化祭・かごしま2015 本物。鹿児島県～ 文化維新は黒潮
に乗って ～」と題して、ＰＲ動画の上映に続き、講演を行った。
生見氏は、「昨年他県で開催された国民文化祭を視察した際、地域住民やタクシー運転手等に会場
へのアクセス等を質問しても国民文化祭を開催していること自体を理解している人が少なく、認知
度の低さを痛感した。そこで、鹿児島県の国民文化祭を成功させるためには、県民一人一人の協力
を是非ともお願いしたい」と述べた。
国民文化祭の概要は以下のとおり。
開 催 時 期：平成27年10月31日(土)から11月15日(日)までの16日間
テ ー マ：本物。鹿児島県～文化維新は黒潮に乗って～
愛 称 等：ひっとべ!かごしま国文祭
テ ー マ 曲：じゃっど成ること存分に(作曲：吉俣良)
イメージソング：タイムカプセル(歌：カサリンチュ )
マスコット：ぐりぶー、さくらじまん
開 催 会 場：県下全域(43市町村)
事 業 数：110事業
(シンポジウム、音楽、演劇、舞踊、文芸、美術、生活文化・食文化、伝統文化・郷土芸能、歴史文化、文化一般)

〔鹿児島県中小企業団体事務局協議会の概要〕
設
立：平成10年３月
会員資格：中央会会員組合の常勤役員（理事長・会長は除く）、
事務局代表者及びこれに準ずる者
会 員 数：75名
実施事業：教育情報事業（講習会、視察研修、交流会等の実施）
賀籠六和文代表幹事
代表幹事：賀籠六和文（鹿児島自動車工業協同組合 事務局長）
～ＩＴ研修会など楽しく学べ、実践的な内容が今年度も盛り沢山！
組合事務局間の交流の場にもなりますので、皆様のご加入をお待ちしています～
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鹿児島県中小企業組合士協会
〜通常総会及び研修会を開催〜
４月24日、鹿児島市の「ホテルレクストン鹿児島」で、
鹿児島県中小企業組合士協会（久木留寛会長）が通常総会
及び研修会を開催した。
通常総会では、平成26年度決算関係書類承認の件、平成
27年度事業計画及び収支予算設定承認の件など全議案が承
認された。
引き続き行われた研修会では、鹿児島県旅行業協同組合
理事長の中間幹夫氏を講師に、「鹿児島の旅行の現状につ
いて」と題して講演が行われた。
中間氏は、「鹿児島は自然に恵まれており、多くの観光資源を有しているが、着地型旅行への取
り組みが鈍く、強みを活かしきれていない。理由の一つとして、鹿児島における着地型旅行は採算
性が低いことが挙げられる。着地型旅行の良さは、地域の人々と連携
してこそ成り立つことにあり、旅行客に喜びを与える方法を考えるこ
と自体が地域の人々の日々の喜び、さらには地域の発展につながると
考える。
また、最近ではユニバーサルツーリズムが注目を集めており、今後
は障がい者への対応など誰もが楽しめる旅行商品の普及・推進が求め
られている。」と本県の観光旅行業の現況と今後のあり方について述
べた。
〔鹿児島県中小企業組合士協会の概要〕
設
立：昭和54年６月
会員資格：中小企業組合士及び中小企業組合検定試験合格者であって、
将来中小企業組合士になろうとする者
会 員 数：47名
実施事業：教育情報事業（講習会、視察研修会の実施等）
久木留寛会長
会
長：久木留寛（総合物流協同組合 専務理事）
～「一組合に一組合士」を目標に、組合士制度の普及・振興に努めて参ります～
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新設組合紹介

新設組合紹介 「かごしま家づくり資材事業協同組合」
〜共同購買で建築材料のコストダウンを目指す〜
本組合は、家づくりに必要な建築材料を共同購買すること
で仕入コストの低減を図ると共に、円滑な建築材料の提供を
実現することを目的に平成27年４月21日に設立しました。
初代理事長に就任した渡邊千晃氏は就任挨拶の中で、今後
の取り組みについて、「建築業を取り巻く環境は依然として
厳しい状況が続く一方、高齢化社会の進展や環境に優しい社
会づくりの観点から住宅リフォームの需要拡大が期待されて
います。
このような状況において、家づくりに必要な資材や設備を取り扱う建築資材卸売業者は、生き残
りのため、仕入や運搬にかかるコストを抑え、業務の効率化を高めることで利益を確保していかな
ければなりません。組合で共同事業を実施することで、各社の仕入価
格引下げを目指してまいります。また、法人格を持つことで対外的な
信用や交渉力を高め、取引条件の改善を図っていきます。理事長に選
任され、これまでにない重責を感じていますが、組合事業を通じて各
社が発展し、住宅建築費用の低減、ひいては業界の発展、地域の産業
振興に大いに貢献することができるものと確信しています。
」と述べ
ました。
【組合プロフィール】
名

【設立担当指導員から一言】

称：かごしま家づくり資材事業協同組合

組合設立おめでとうございます。

所 在 地：鹿児島市小野三丁目4505番地１

コスト削減や業務効率化は、中

代表理事：渡邊千晃

小企業経営の最重要事項です。各

組合員数：４人

社が知恵と力を合わせ、共同事業

地

を活用して発展されますことを期

区：鹿児島市

設 立 日：平成27年４月21日

し

待しています。

（Ｔ.Ａ）

ま

“郷土のくらしを見つめる”

奄美信用組合
理事長

安

忠雄

役職員一同
〒894-0025 奄美市名瀬幸町６番 5 号
TEL 0997-52-7111 FAX 0997-53-5211
http://www.amamishinkumi.co.jp
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鹿児島県中小企業団体中央会
共済制度普及キャンペーン実施中！！
鹿児島県中小企業団体中央会では、三井生命保険株式会社と連携し、平成２８年３月末まで共済制度普及キャンペー
ンを実施しております。本共済制度は本会の大きな組織を通じて安定した制度運営を行っており、組合並びに組合員の
皆さまは各種共済制度をご利用できます。
■
■
■
■

従業員の皆さまの退職金準備
事業主・従業員の方の業務災害補償
経営者の方の事業継承・リスクマネジメント対策、退職慰労金準備
従業員の方への福利厚生事業

【連絡先】
三井生命保険株式会社 南九州支社
鹿児島市加治屋町18-8 三井生命ビル2F
電話 099-226-6311

この機会に、中央会共済制度のご利用についてご検討くださいますようお願い申し上げます。

私たちが担当させて頂きます
＜三井生命保険株式会社 南九州支社一同＞
下土橋 敏 （シモツチハシ サトシ）
南九州支社 支社長
【担当地域】 鹿児島県・宮崎県全域
【出身地】 鹿児島県薩摩郡
【自己紹介】 趣味：ゴルフ・釣り
好きな飲み物は、芋焼酎とウィスキーです。
中央会組合員のみなさまのお役に立てるよ
うな情報提供をタイムリーに行って参ります
ので宜しくお願いいたします。

和仁 浩一 （ワニ ヒロカズ）
南九州支社 営業推進部長
【担当地域】 宮崎県・鹿児島県全域
【出身地】 岡山県津山市
【自己紹介】 趣味：温泉巡り
役職名のとおり、生命保険の推進を担当して
おります。中央会様には「オーナーズプラン」
「パートナーズプラン」という優れた制度をお
持ちです。同制度の普及推進に尽力致します。

牛島 健一郎 （ウシジマ ケンイチロウ）
南九州支社 損保推進部長
【担当地域】 宮崎県・鹿児島県全域
【出身地】 宮崎県宮崎市
【自己紹介】 趣味：ゴルフ
「業務災害補償プラン」や「取引信用生命保険
制度」等の損害保険を活用し、会員企業の皆
さまの企業防衛やコスト削減のお役に立てる
ご提案を目指します。

佐々木 俊和 （ササキ トシカズ）
鹿児島営業部 営業部長
【担当地域】 鹿児島市
【出身地】 兵庫県
【自己紹介】 趣味：食べ歩き・読書
徳島県に赴任時代、青年部の皆様と一緒に
徳島マラソンに参加致しました。１年間練習
するも、本番前に転勤となり、走ることが出来
ませんでした。（ホッとしておりますが）。
鹿児島でも体一杯使って普及推進致します。

平井 友啓 （ヒライ トモヒロ）
鹿児島南営業部 営業部長
【担当地域】 鹿児島市谷山・指宿市・枕崎市
【出身地】 神奈川県鎌倉市
【自己紹介】趣味は野球です。
座右の銘：継続は力なり！！
何事もプラス思考で明るく取り組んで
参ります。中央会共済制度の普及目指し
邁進いたします。

武元 みゆき （タケモト ミユキ）
鹿屋中央営業部 営業部長
【担当地域】鹿屋市・志布志市・大崎町
【出身地】 鹿児島県肝属郡
【自己紹介】 趣味は温泉巡りです。
中央会の共済制度を活用して皆様のお役に
立てる情報提供に努めて参ります。
よろしくお願いいたします。

中原 亨 （ナカハラ トオル）
霧島営業部 営業部長
【担当地域】 霧島市・姶良市・伊佐市
【出身地】 佐賀県有田町
【自己紹介】 新年度より霧島営業部に着任
致しました。
皆様のお役に立てる情報提供を行って参
りますのでよろしくお願いいたします。

保谷 喜幸 （ホウヤ ヨシユキ）
川薩営業部 営業部長
【担当地域】 薩摩川内市・出水市・日置市
【出身地】 東京都西東京市
【自己紹介】私は「いつも元気にハキハキと」
をモットーにしております。
皆様のお役に立てる情報を、一つでも多く
ご提供できます努めて参ります。
何卒、宜しくお願いいたします。

松村 洋佑 （マツムラ ヨウスケ）
鹿児島営業部 主幹
【担当地域】 鹿児島市
【出身地】 熊本県熊本市
【自己紹介】 趣味：マラソン・フットサル
体を動かすことを基本的に得意としておりま
す。
共済制度の普及に尽力して参りますのでよろ
しくお願いいたします。

用品 友吾 （ヨウシナ ユウゴ）
南九州支社 副長 （中央会推進担当）
【担当地域】 宮崎県・鹿児島県全域
【出身地】 広島県広島市
【自己紹介】 趣味：マラソン・釣り
考える前にまず動くを念頭に置きつつ、組合員
の皆様にとってメリットの大きい共済制度のＰＲ
活動に全力を尽くして参りますのでよろしく
お願いいたします。
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組合運営のスペシャリストを目指そう⑦〜中小企業組合検定試験問題にチャレンジ〜

組合運営のスペシャリストを目指そう！⑦
〜中小企業組合検定試験問題にチャレンジ〜
次の文章は、組合の共同事業について述べたものである。正しいものには○印を、誤っ
ているものには×印を解答用紙の解答欄に記入してください。

（解答はP20に記載）

１．組合所有施設のうち体育施設及び文化教養施設を地域住民等一般公衆に利用させる場
合は、員外利用の例外として利用供与の限度が緩和される。
２．共同販売事業の形態には、
「個別販売方式」と「総合販売方式」があるが、
「個別販売方式」
は、共同販売事業の方式としてはあまり強力なものとはいえない。
３．共同購買品の供給方法としては、「組合が組合員に持込み供給するもの」、「組合員が組
合に出向き供給を受けるもの」、「仕入先から直接組合員に持込供給するもの」などがあ
るが一般的にみると、「組合が組合員に持込み供給する」事例が多いようである。
４．共同受注においては、組合の受注量が過大で組合員のみでは消化しにくいものがある
ときには、これを員外に利用させるなどして、せっかく確保した受注の利益を失うこと
のないように考えておくことも必要である。
５．官公需の代金は請求書の提出後遅くても30日以内に必ず現金で支払われることになっ
ており、一般の取引に比べて有利になっている。
６．組合は、定款で定める金融機関に対してのみ組合員の債務を保証することができるが、
「手形の保証」については「債務の保証」事業に含まれない。
７．金融委員会のメンバーには、組合役員のみでなく、一般組合員、更には金融機関役職
員など金融面に明るい人を選ぶこともできる。
８．長期運転資金を必要とする理由としては、備蓄資金などが考えられる。
９．金融事業が数次反復して行われることが予想される場合には手数と費用の節約の上か
ら普通抵当権の設定が望ましい。
10. 金融事業の貸出形式は証書貸付、手形貸付の2種類であるが、貸付金の期間、貸付金の
使途等により最適なものを決める。
【平成26年度中小企業組合検定試験 組合運営第2問】

中小企業組合士制度は、中小企業組合に従事する役職員の資質の向上を図るため、その
職務の遂行に必要な知識に関する試験（毎年12月に実施）を行い、合格者の中から一定の
実務経験を有する者に対して、「中小企業組合士」の称号を与える制度です。皆様の積極
的なチャレンジをお待ちしています。

【お問い合わせ先】中央会 総務企画課
TEL 099-222-9258 FAX 099-225-2904
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教えてぐりぶー！組合運営

教えてぐりぶー！組合運営

第14回「指名推選による役員選出」について
本協同組合の定款に、役員選出方法として「指名
推選」が可能な旨記載があります。
「指名推選」とはどのような選出方法なのでしょう
か。また、要件等も教えてください。

はい！お答えします！
〔指名推選とは〕
◆ 「指名推選」とは、総会の議事を円滑に進行するために有効で、総会で
選考委員を選出し、これらの委員によって被指名人を選考する方法です。
〔指名推選制を採用する要件等〕
◆

定款で指名推選制を採ることができる旨を定めている組合においては、
①

総会出席者に異議がない場合は、指名推選の方法を採用することが
できます。
※

②

ただし、一人でも異議を唱える者がいる場合は、採用することはできません。

被指名人を総会に諮って出席者全員の同意があった者について当選
人とすることができます。
※

出席者全員の同意が得られなかった場合は、選挙となります。

〔総会議事録への記載上の注意〕
◆

総会議事録に役員の選出方法を記載する際に、「指名推 薦 」又は

「 氏名 推選」と誤るケースが多いので、注意してください。

詳しいことは、中央会の担当指導員
に聞いてほしいぶ～
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業界情報

業界情報（平成27年3月情報連絡員報告）
製

造

【味噌醤油製造業】

業

【木材・木製品製造業】

消費税の増税直前だった昨年に比べ本年３月は静かな

製材製品の末端需要低迷でモノの動かない状態が長期

というよりは盛り上がることもなく低調のうちに過ぎ

に及んでおり、消費増税前の駆け込み需要先食いの影

た。アベノミクスによる円安誘導は、原材料を海外輸

響とばかりは言えないほどの冷え込みである。ゆえに、

入依存しているため、製品の値上げもままならない現

各市場とも在庫が停滞して価格は下げ気味に加えて仕

状である。より一層の効率化を進めていかなければな

事は減る一方で、丸太の流通と価格の動向さらには製

らない。

材メーカーの対応も気になる。素材丸太、製材製品共
に安ければ売れる経営環境ではなくなりつつある年度

【酒類製造業】
(平成27年2月分データ)
区

分

製成数量
県内課税
移出
県外課税
数量
県外未納税
在庫数量

末である。

（単位㎘・%)

【木材・木製品製造業】

H26.2

H27.2

前年同月比

12,378.4

11,630.6

94.0

4,325.2

4,186.6

96.8

5,144.5

5,177.0

100.6

2,927.5

3,212.3

109.7

る。先行きについては、国や県などのテコ入れ策がや

224,275.6

240,759.4

107.3

がて効いてくるはずとの声もあり、新年度に入ったら

２～３月の新築着工戸数は、３月が決算月でもあるこ
とから減少が続いており、業界も暇だとの声が多い。
ここ数ヶ月不透明な状態が続いており、景気の回復感
も乏しい。このため、製品価格も相場調整となってい

木材業界を巡る状況が活性化することを期待したい。

【漬物製造業】
値上げ前の駆け込み需要が見込まれる。

【生コンクリート製造業】
出荷量は115,883㎥（対前年比63.1％）であった。特に

【蒲鉾製造業】
春の卒業旅行シーズンだが県内の旅行客は外国人が目

減少した地域は沖永良部地域を除く全地域である。官

立った月であった。デパート・空港での土産品の売上

公需58,930㎥（対前年比63.1％）民需56,953㎥（対前年

も伸び悩んでいる。日配品も県外品の安売りで伸びが

比75.5％）と官公需、民需ともに対前年同月比で大幅

ない。全体でみるとマイナス３％である。また原材料

な減少となった。減少率は近年で最大である。

の値上げは続いている。我々業界も中元の準備中であ

【コンクリート製品製造業】

るが送料関係の値上げも出てきている。

３月度の出荷トン数は6,169トン（対前年同月比51.2％）
となった。県内全地区において出荷量が減少しており、

【鰹節製造業】
昨年原料が140 ～ 160円/㎏だったが、今年度は170 ～

特に姶良・北薩地区は前年度同月比40％となっている。

185円/㎏で20円程度高くなっている。品質の良い物は

３月度の受注は幾分持ち直してきたが、業界の厳しい

まだ割高で、売上げ、販売価格は上がってこない。

状況に変わりはない。

【菓子製造業】

【印刷業】

経営者の高齢化と後継者不足、売上不振等による廃業

印刷業にとって材料費のなかでも大きい比率を占める

が相次いだ。県外からの格安業者の攻勢、またバター

用紙価格の値上げが予告されたことを受け、連合会が

等原材料の高騰も痛手である。

日本洋紙板紙卸商業組合に要望書を提出した。各組合
員にも周知し、安定供給、安定価格を目指し、組合な

【茶製造業】
新茶時期を前に取引が停滞している。

らではの団体交渉を続けていかなくてはならない。

【本場大島紬織物製造業（奄美地区）】
３月の生産反数は前年同月比＋３反の457反であった。
平成26年度の生産反数は5,198反となった。
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業界情報

非

製

造

【卸売業】
駆け込み需要の前年とは、あきらかな乖離がある。な
お、「景気底打ち感」があるという明るい声も聴かれ
るようになった。
【中古自動車販売業】
昨年は駆け込み需要で大盛況であった。昨年程ではな
いが、一番の需要時期を迎えて盛況である。今後に期
待したい。
【青果小売業】
前月比104.7％、前年同月比107.2％であった。
【石油販売業】
イエメンをはじめ中東地区情勢の地政学リスクと米国
のシェールオイルの動向で先行き不透明感が漂ってい
る。投資家の注目度も高く原油価格の動きを高めてい
る。売上は昨年の消費増税の反動減の影響で大幅なマ
イナスとなった。仕入れ価格も元売りにより較差が大
きく、総じてマージンを削がれた。
【商店街（霧島市）】
商店街の３月の売上高状況は前年並みであった。東日
本大震災が発生し、多くの犠牲者が出て、今もなお数
多くの方々が不自由な生活を強いられている。この日
に合わせて、こくぶ通り会連合会が国分パークプラザ
に設置しているストリートピアノを使い、地域の方々
に声掛けして震災被災者への追悼と被災地の復興を祈
念してコンサートを行った。今回で４回目を迎えたこ
の行事は100名ほどの参加者があり、皆で「ふるさと」
や「花は咲く」などを歌い、被災地へ思いを寄せた。
年度末という事もあり、商店街は賑わっていた。
【商店街（薩摩川内市）】
組合員にはあまり影響はないが、原子力発電所の改修
工事が一段落し、作業員が減少したことから、宿泊施
設等は利用率が低下している。
【商店街（鹿児島市/天文館地区）】
各店舗からの情報では、年明け以降来街者の減少が大
きく響いているようである。これからゴールデンウ
イークに向けて、
「いづろ祭り」をはじめ、イベント
の実施も考慮しながら来街者増に努めていきたい。今
年は、商店街全体としても、まとまりを目指す為にも
重要な年と考えられる。
【サービス業（旅館業/県内）】
３月は、送別会等の宴会が例年より若干低調だったが、
週末を中心とした宿泊は、全体的にまずまず好調を維
持しており、ほぼ前年並みだと思われる。新年度を迎
えるにあたり、鹿児島では今年度に国文祭等のイベン
トはあるものの、全国的には３月に開業した北陸新幹
線の効果で北陸地方に観光客が流れると言われており、
昨年も好調だった外国人観光客に期待する面が大きい
と思われる。
【美容業】
３月は卒業式・入学式のイベントを控えているため必
然的に客数も増え売上のあがる月である。売上増と
なったサロンもある中、昨年の駆け込み需要と比較す
ると厳しくなっているサロンも多いようだ。やはり顧
客の節約志向が影響しているのも原因の一つと考えら
れる。

業

【旅行業】
今年は九州新幹線全線開業から４年目を迎えＪＲの利
用者は落ち着きを取り戻した。一方、北陸新幹線が開
通したが、影響はほとんどない。企業の東京方面への
出張は増加したが、団体旅行等は昨年より減少した。
３月の集客状況は対前年比81％であった。
【建築設計監理業】
１月の県内住宅着工戸数は、前年同月比24.4％増の
683戸となったものの、前月比では303戸の大幅減と
なっている。利用関係別では、分譲住宅が同116.4％
の大幅なプラス、貸家も同39.8％増の260戸となった。
今年度の組合事業については順調とまではいかないま
でも、どうにか黒字に納まりホッとしているところで
ある。
【自動車分解整備・車体整備業】
年間を通して最も多忙なのが３月である。やはり他の
月と比較すると車検台数の多い日が続いたが前年程の
忙しさはなかったようだ。
【電気工事業】
官庁工事、民間工事共一段落しているが、太陽光設備
関係はまだ多忙である。電気工事組合青年部では、専
門学校及び工業高校とのコミュニケーションを図る為、
意見交換会を実施し、又今年度も開催する予定であり、
地元への就職を促すことを目的としている。
【造園工事業】
平成27年度に発注（入札）される公共工事、管理業務
委託は単価が上がっており、鹿児島においてもその動
向が出てきたことにより、造園業界の利益が改善され
てくると期待している。
【建設業（鹿児島市）】
現在、低入札価格での受注が多く、少しの利益を出す
のも困難である。企業に体力がなくなると地域のイン
フラ維持や災害時の対応としての建設業界の担い手の
育成確保が厳しくなる。対前年度に比べ組合員の受注
量が減少しており、また人材不足でもある。
【建設業（曽於市）】
平成26年度も大変厳しい中、終了した。新年度も聞く
ところによると昨年度と変わらない予算と聞いている。
業者が減少している現在、これ以上減少となると大規
模な災害が発生した時はどうなるのか心配である。
【貨物自動車運送業】
３月に入り、燃料価格は落ち着きをみせてきた。荷動
きについては、一般物・引越等は順調に推移した。
【運輸業（個人タクシー）】
消 費 税 ８ ％ に な り １ 年、 日 経 平 均 株 価 は ３ 月31日
19,312円であり、鹿児島も期待している。３月は受験、
異動等でお客様の動きは活発であった。
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倒産概況

平成27年4月

鹿児島県内企業倒産概況
（負債額1,000万円以上・法的整理のみ）
㈱帝国データバンク

件数5件

鹿児島支店

負債総額6億4,800万円

〔件数〕前年同月比増減なし

〔負債総額〕前年同月比4.7％減

【ポイント】～倒産件数は減少に転じることはなかったが、負債額は前月を40％近く下回った～
・４月の倒産件数は前月を１件上回る５件であったが、５件中４件は負債額１億円未満の小口倒産
であり、負債額は前月の10億7,000万円から６億4,800万円と減少した。
・地区別並びに業種別でみると、特に偏る傾向はなかった。
・倒産の態様でみると５件全てが破産であった。

【各要因別】
・業種別では、「建設業」１件、「製造業」１件、「卸売業」２件、「小売」１件。
・主因別では、「販売不振」３件、その他２件。
・資本金別では、「100万円未満」１件、「100万円以上1,000万円未満」２件、「1,000万円以上5,000万
円未満」２件。
・負債額別では、「1,000万円以上5,000万円未満」２件、「5,000万円以上１億円未満」２件、「１億円
以上５億円未満」１件。
・態様別では、「破産」５件。
18
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倒産概況
・業歴別では、「３年未満」１件、「５年以上10年未満」２件、「20年以上30年未満」１件、「30年以
上」１件。
・地域別では、「鹿児島市」１件、「北薩地区」２件、「霧島・姶良地区」１件、「大島郡」１件。

【今後の見通し】
４月の倒産件数は前月を１件上回る５件であり、

建設業や製造業者の多くが前年１～３月の営業

特に倒産件数の増加を予想させる状況にはないも

実績は、消費増税前の駆け込み需要により売上が

のの平成27年に入ってからはこれまで負債額10億

回復し、決算期が集中する３月決算は、前年以上

円超となる大型倒産の発生はない。

の売上・収益を確保できたケースがあった。

業種別にみても特に偏りはないが、４月中に事

しかし、平成27年３月期移行の決算は、その反

業停止、法的整理に至ったケースは少なく、多く

動を大きく受けるものであり、実績が後退する企

は３月以前もしくは平成27年以前に事業停止して

業も少なくないようである。そのため金融機関の

いたものが多い。

評価・格付けといったものも今後予想されるとこ

平成27年に入り２月以降、３ヵ月連続して前年

ろであり、企業間格差がさらに拡大する可能性も

同月を下回る倒産件数となっている。金融機関の

ある。従って当面倒産件数・負債額がこのまま収

積極的な支援策や、返済条件の見直しといった協

束するとの予想はし難く、人手不足で年度末の受

力もその要因と言える。

注案件を確保・消化できなかった建設業界の動向
なども注目される。

平成27年４月企業倒産状況（法的整理のみ）
企業名

業

負債総額
（百万円）

種

態

様

（株）Ｇ

包装資材卸

88

破産

（株）Ｒ

デジタルタコグラフ販売

20

破産

食肉加工

430

破産

（株）Ｒ

飲食店経営

20

破産

（有）Ｍ

土木工事

90

破産

Ｋ（株）

５件

19

６億4,800万円
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中央会関連主要行事予定

中央会関連主要行事予定

商工中金協力会

平成27年６月

元・刑事が教える！
ビジネスで役立つ交渉術・説得術

6日(土)

中央会青年部会第28回ボウリング大会

18：30

鹿児島市「Ｔ－ＭＡＸボウル」

☆講

師

24日(水)

中央会理事会

☆日

時

15：00

鹿児島市「城山観光ホテル」

☆場 所
☆参加費

商工中金協力会

24日(水)

鹿児島市「城山観光ホテル」

16：30

株式会社Clearwoods
代表取締役 森 透匡(ゆきまさ)氏
平成27年６月24日（水）
16：30 ～ 18：30
鹿児島市「城山観光ホテル」
無料
【お問い合わせ】 総務企画課

※詳細は右記を参照

第67回中小企業団体全国大会

Ｐ14 組合のスペシャリストを目指そう！
～中小企業組合士試験問題にチャレンジ～の解答

■開催日

1「○」 2「○」 3「×」 4「○」 5 「×」
6「×」 7「○」 8「×」 9「×」10「×」

表紙・本文中で登場するぐりぶー・さくらと
その子供たちは鹿児島県のＰＲキャラクターです♪
© 鹿児島県ぐりぶー・さくら＃ 195

平成27年11月20日（金）
13：00 ～ 16：30
☆第一部 表彰式（13：00 ～ 13：55）
☆第二部 議事等（14：55 ～ 16：30）
■開催地 沖縄県
「沖縄コンベンションセンター」
（沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1）
※ 大会開催と併せて、沖縄県内の組合及び
組合員が取り扱う商品等の物産展を開催す
るなど、趣向を凝らした内容で皆様をお迎
えする予定です。
 現在、全国大会ツアーを計画中ですので
詳細が決まり次第、ご案内します。
たくさんのご参加お待ちしています。
【お問い合わせ】 総務企画課

〜 編集後記 〜

日中は汗ばむほどで風が心地

よい季節となりましたが、皆様

いかがお過ごしでしょうか。

本県では、平成三十年に明治

維新一五〇周年の節目の年を迎

えます。それに伴い、鹿児島県

が当時の郷土の人々の生き方に

ついて調査を行っており、先日、

中間取りまとめが発表されまし

た。

薩摩藩が明治維新において重

要 な 役 割 を 果 た し た の は、「 討

幕」が目的であったのではなく、

世 界 の 潮 流 を 踏 ま え、「 新 た な

国家を建設」しようと注力した

からだと考えられています。

近代日本の礎を築いた先人達

の志を引き継ぎ、国内外に新た

な風を吹き込めるよう、県民一

中山）

体となって精進していきたいも

のですね。

（連携情報課

20

