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特集
巻頭

組合
ないと防炎ラベルを貼ることができ

広島県テント工業組合

ません。当組合は、発足当初より、技

“テントの新たな魅力を
伝えていく”

能検定の実施と、防炎ラベルの普及
促進を柱に、
事業を展開しています。
その他では、広島市内で開催され
た「海と島の博覧会」や、
「 全国緑化

理事長

平川 辰夫

氏

フェア」のテント設営を組合で共同
受注しました。これは、一社で受注す
るには規模が大きすぎて人手が足り
なくなるなどのリスクがあり、組合
で受注することでそのリスクを分散
することが出来るからです。近年は、
「ひろしま技能フェア」への参加の
他、業界向けの各種施工方法、テント
材料、都市景観に関する講習会など
も実施し、組合員の技能や商品知識
の向上を図っています。

テント・帆布生地について
（ホロ）
に使われたことがきっかけで、
幌付きトラックが次第に物流の中心

先のファサードなどをイメージされ

になり、
我々の仕事の量も増加し発展

るかも知れませんが、全体に占める

当組合は、昭和56年5月に
「広島県

しました。
しかし、家族経営の事業者

割合はそこまで多くありません。
テン

帆布製品工業組合」
として組合員60

では、事業が限定され組合加入のメ

トは組合員企業が本来工業製品とし

人で設立しました。当時、中国地方に

リットが感じられず、また、後継者が

て加工し、建築物や屋外施設などに

は山口県東部と広島県西部の
「中国

不在などの理由もあって、現在の組

使用されるため、一般の方には認識

帆布製品工業会」と、広島県東部、鳥

合員数は34人まで減少しています。

しにくいためです。また、帆布製品を

取県、
島根県、
岡山県の
「東中国テント

組合員が利用している組合事業

工業会」
という2つの任意団体があり

は、主に防炎ラベルの発行が中心で

ました。その後、先の2団体を再編成

す。防炎ラベルは消防庁と日本防炎

し各県の工業組合を設立することと

協会により、
細かく基準が設けられて

なり、
私で8代目となりました。

います。生地を加工し製品を作る工

組合設立とこれまでの経緯

テント業界は、戦後トラックの幌
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テントと言うとキャンプ用具や店

広島県中小企業団体中央会

場は、消防庁の認定を受けた工場で

関西国際空港（膜天井）

Hiroshima Prefectural Federation of Small Business Association

取り扱って企業ブランドとして確立
しているところもありますが、
組合員
が取り扱う製品が、
テント製品から帆
布製品まで様々で、なかなか組合と
して集約が難しいところがあります。
また、
一般的に膜材は燃えてしまう
ようにイメージされていますが、
実際
は国土交通省に不燃性や防炎性が認
定されているものもあります。
また、
日
本では不燃のガラス繊維でないと建
築屋根材に使用できませんでしたが、
新豊洲ランニングスタジアム (ETFEフィルム)

ここ最近では不燃フィルムの登場に
より、
海外においては既に利用されて

しょう。膜天井は、屋根が軽量化する

ません。
その上、
学校の改修は、
工期が

おり、
国内においても法改正で半透明

など耐震対応でメリットはあります

夏休みに限定されたり、
公共工事のた

の
「ETFEフィルム
（フッ素樹脂）
」
が新

が、その優位性を伝えることが出来

め利益率が低かったり、
業界としても

たに使用できるようになりました。

ておらず、設計事務所や発注者の理

手を出しにくいのが実態です。また、

解も十分には得られていないのが現

実際に受注しようとしても、
人手不足

状です。

や、設計技術、施工技術が欠けている

組合の直面する課題

また、事業承継や人材不足も課題
です。中小零細企業のテント屋や帆

など、
体制が整っていない事業者も少
なくありません。

人は、
目線より下にある壁や床はよ

布屋は、経営者自らが現場で動かな

しかし、
耐震改修は必ず対応してい

く見ますが、
天井は注意して見ていま

いとやっていけず、求人活動も充分

かなければいけないものですし、
業界

せん。
故に、
天井の修理・改修はどうし

に行えない事業者が多いと感じま

としてももっとテントの有用性・有効

ても後回しとなりがちです。
ここ数年

す。
また、
テント業は3Kイメージがあ

性をアピールしていく必要があると

で、その天井の修理・改修に、従来の

るのか、若手が集まりにくく、専門学

思っています。
社会の課題解決へ対応

天井材に代わって、膜を張る天井工

校などに求人票を出しても、問い合

していくことで仕事量の増加と共に、

法が出て来ました。膜天井の実績と

わせもほとんどないのが実情です。

業界としての認知度向上にもつなが
りますし、
後継者や採用などの問題に

しては関西国際空港がありますが、
見た目ではテントとは気付かないで

テントの新たな役割と
目指すべき将来
全国的に課題となっている耐震改
修において、テントは大きなメリット
がありますが、設計事務所等の理解

鳥取県三朝町体育館（膜天井）

不足もあり、
なかなか採用が進んでい

も良い影響を及ぼすと考えています。

広島県テント工業組合
福山市東川口町2-10-7
TEL：084-953-0526
http://www.hirotenkumiai.jp
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2017年版中小企業白書の概要（抜粋）
中小企業庁が毎年作成し、
公開している
「中小企業白書」
の概要版からピックアップしてご紹介いたします。

【１】
2017年版白書のテーマ：中小企業のライフサイクル
中小企業の景況は緩やかな改善傾向にあるが、新

規開業の停滞、生産性の伸び悩みに加えて、経営者の

図1

高齢化や人材不足の深刻化といった構造的な課題が

進行中。
こうした状況の中、
起業・創業によりイノベー
ションが起こり、既存企業は成長を目指し、事業や経
営資源
（撤退企業を含む）が円滑に次世代に引き継が

れるというライフサイクルが重要。各ライフステージ

で共通課題となる人材不足と併せて課題を分析。

【２】
ライフサイクルと中小企業の生産性の関係
ライフサイクルの各要素の動向が、中小企業全体の生産性に及ぼす影響を分析。開業企業は生産性を押し上げている

が、
直近の押し上げ効果はリーマン・ショック以前に比べて縮小。 生産性の高い既存企業がシェアを拡大して全体を押
し上げている。

一方で、既存企業の生産性の低下や、生産性の高い企業の倒産・廃業企業が全体の生産性を押し下げている。廃業によ

る生産性押し下げのうち、Ｍ＆Ａや海外移転等によると思われるものを除いても、全廃業企業の半数が、生産性を大き

く押し下げている。こうした企業は、存続企業と比べて、従業員数及び売上高は小さいが、利益率は高い。他方で後継者

決定率が相対的に低く、
こうした企業の後継者不足による廃業を減らすことが重要。
図2

図3

生産性変化の要因分解

廃業効果の内訳

【３】
事業の承継・M＆A、
撤退
親族外承継の場合は、親族内に比べて資産の引継ぎ準備に遅れ。経営者は後継者選定に あわせて計画的に準備を進

めることが重要。また、Ｍ＆Ａのニーズはあるが、準備・対策は 進んでいない。時間のかかる事業承継やM&Aの際の多

様な課題に対し、
金融機関や支援機関によるきめ細かな支援が必要。
図4

3

資産の引継ぎの課題と対策・
準備状況（親族内・親族外）

広島県中小企業団体中央会

図5

M＆Aに関する課題と
対策・準備状況

図6

後継者の選定を始めてから了
承を得るまでにかかった時間

Hiroshima Prefectural Federation of Small Business Association

【４】
新事業展開/売上拡大の取組
目指す新事業展開の戦略別に、マーケティングの取組状況によって成否に差がある。成功する中小企業は営業部門だ

けでなく、経営企画部門も市場ニーズの把握に取り組む傾向。小規模企業がニーズや自社の強みを把握し、PR活動に取

り組む場合は、
売上拡大の取組
（新市場開拓、
新商品開発、多角化、事業転換等）において高い効果を感じている。
図7

図9

新事業展開の成功、不成功企業別に見た課題

マーケティング活動の実施状況別に見た
「売上拡大の取組」の効果（小規模企業）

図8

新事業展開の成功、
不成功企業別に見た
市場ニーズの把握を行う部門

図10 外部リソースの活用状況別に見た課題

【５】
人材不足への対応/多様な人材、外部リソース活用の取組
成長・拡大志向企業は中核・労働人材ともに不足感が強く、中核人材の不足は、成長・拡大を目指す企業の新事業展開

に影響。女性、シニア等多様な人材を活用できている中小企業は、生産性向上にもつながる業務の合理化・標準化に取り

組んでおり、収益力を向上。機械化・IT化や付加価値向上で人材不足を克服する企業も存在。成長・拡大を目指す企業で

は、
マーケティング、
デザインなど高度な人材が求められる業務でも、アウトソーシングのニーズが増大。
図11

事業展開の方針別に見た、中核人材の
不足による 経営への影響

図13

経常利益の実績別に見た、人材不足
企業の取組（非製造業）

図12

多様な人材の活用状況別に見た、
業務の合理化・
標準化の取組
（製造業・中核人材）

図14

事業の方針別に見た、外部委託の
必要性が増加した業務
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平成29年通常総会・懇親会を開催

田口裕司会長が2期目、
新任理事6名が就任！

二期目を迎える田口会長

広島県中小企業団体

輪」の視察も行った。青年中央会では、今後も組合青年部の

青 年 中 央 会 は 、5 月 2 3

若手経営者が集まる組織として、新しいアイデアを出し、行

日（火）、TPKガーデンシ

事を開催することとしている。

ティPREMIUM広島駅前

総会終了後は、場所をマツダスタジアムに移し、新たに選

にて、平成29年通常総会

出された中島副会長（広島県電気工事工業組合）の乾杯の発

を開催した。

声により懇親会が行われた。お互いの事業展開や情報交換

総会ではまず、田口裕

を行うなど交流を深め、全日程を終了した。

司会長（広島県東部機械金属工業協同組合）の挨拶に続き、
議案の審議に入り、いずれも原案通り可決決定された。
役員改選では、田口会長が再選され、2期目を迎えた。新
役員には理事16名、監事2名が選出された。
（新役員一覧に
ついては下記を参照。）
平成28年度事業では、婚活イベント事業「島コン」の実施
や、
「広島キッズシティ2016」に参画した。その他にも、
「海
外研修」ではラオスを訪問し、JETROビエンチャン事務所
や特別経済区、ラム酒工場等を視察した。2月には、湯﨑英
彦広島県知事との「県知事を囲んでの集い」を開催し、年間
を通じて各方面と密接な関係を築き、青年中央会会員の発
通常総会には約50人が出席

展に寄与してきた。また、新たな取り組みとして、
「 技能五

広島県中小企業団体青年中央会
長

田口

裕司

広島県東部機械金属工業協同組合

理

事

竹内

副 会 長

田崎

耕佑

協同組合三菱広島協力会

理

事

田尾日出人

広島市指定上下水道工事業協同組合

副 会 長

村上

明裕

中国塗装協同組合

理

事

石井

広島輸送ターミナル協同組合

副 会 長

中島

武志

広島県電気工事工業組合

理

事

片岡彰一郎

協同組合ベイタウン尾道

理

事

丸本

修二

江波鉄工株式会社

理

事

蔵本

広島県テント工業組合

理

事

円福寺雅之

協同組合ベイタウン尾道

理

事

真志田宜住

広島県生コンクリート工業組合

理

事

谷口

佳陽

株式会社イーライン

理

事

早間

寛将

広島県東部機械金属工業協同組合

理

事

若槻

一浩

若槻工業株式会社

監

事

田口

伸二

福山地方鋳造工業協同組合

理

事

新谷

浩之

中国表面処理工業組合

監

事

河合

修孝

協同組合 JMU 呉協力会

会
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～新役員紹介～

広島県中小企業団体中央会

恒彦
佳子
泰靖

広島県菓子工業組合

Hiroshima Prefectural Federation of Small Business Association

お 知

ら

せ

専門家の力を借りて自己の経営を見直しませんか？
～資金繰り管理や採算管理等の早期の経営改善を支援～

中小企業庁
国が認める士業等専門家の支援を受けて資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図など早期の経営改善計画書を策定す

る場合、専門家に対する支払費用の2/3（上限20万円まで。モニタリング費用を含む）を負担する事業を実施します。まずは

最寄りの経営改善支援センターに問い合わせください。

～こんな方にお勧めです～
今のところ返済条件等の変更は必要無いが、
□
□
□
□
□

ここのところ、資金繰りが不安定だ
よくわからないが売上が減少している
自社の状況を客観的に把握したい
専門家等から経営に関するアドバイスが欲しい
経営改善の進捗についてフォローアップをお願いしたい

【お問い合わせ】広島県経営改善支援センター

TEL：(082)228-3006

（広島市中区基町5−44 広島商工会議所ビル5F）

本事業は、資金繰り管理や採算管理などの早期段階からの経営改善の取組む中小企業・小規模事業者を支援するもので

す。中小企業・小規模事業者が認定支援機関たる専門家（以下「外部専門家」という。）の支援を受けて、ビジネスモデル俯瞰図

や資金実績・計画表等の早期の経営改善計画を策定し、金融機関に提出することで、自己の経営を見直すとともに適切な情

報開示を進めます。

【予告】商店街活性化事業費補助金（店舗魅力向上型）を公募します！
広島市
商店街の皆様が、
買い物の場としての商店街の機能強化のため、
魅力ある店舗づくりに取り組む事業に対して補助します。
〔募 集 期 間〕 9月13日
（水）
～9月29日(金)

〔補 助 対 象 者〕 広島市内に主たる事業所を有する以下の団体が応募できます。
・商店街振興組合又は商店街振興組合連合会

・事業協同組合、
協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会

他

〔補助対象事業〕 商店街が主体となって、商工会議所・商工会による支援や広島市中小企業支援センター「商店街等活性化
支援アドバイザー派遣」
を受けて検討し、会員店舗の魅力向上に取り組む事業
※5店舗以上又は会員店舗の3割以上が事業に参加する必要があります。
〔補

助

率〕 補助対象経費の2/3以内

〔補 助 限 度 額〕 70万円
（店舗の改装を伴う場合、1店舗あたりの上限10 万円）
〔お問い合わせ〕 広島市経済観光局産業振興部商業振興課

TEL:(082)504-2236

補助金の詳細については、 広島市商店街活性化事業費補助金

検索

広島県中小企業団体中央会
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お

知 ら

せ

激動の時代を乗り切る
『勝ち組の戦略』
とは？
～平成29年度事業承継セミナーのご案内～

広島県

～事業承継の現場で何が起こっているか～
事業承継に精通した専門家が事業承継で失敗しないための戦略を実例を
踏まえて説明します。

【開催概要】

＜広島会場＞
（定員100名）
日時：平成29年7月4日
（火）
13:30～16:30
場所：広島県立総合体育館大会議室
（広島市中区基町4-1）

城所 弘明氏
（公認会計士・税理士）

＜福山会場＞
（定員80名）
日時：平成29年7月5日
（水）
13:30～16:30
場所：まなびの館ローズコム中会議室
（福山市霞町1-10-1）
《プログラム》
第1部：
「負け組」
の事例から考える、
「勝ち組」
になるための事業承継対策
第2部：経営者交代時に活用できる支援策・支援機関紹介

〔経歴〕

日本公認会計士協会「中小企業施策調査会」
全体会議委員、
日本公認会計士協会「中小企業施策調査会」
事業承継支援専門部会委員、
日本商工会議所「税制専門委員会」学識委員、
他

【お問い合わせ】
広島県商工労働局

経営革新課経営支援グループ （庄田・瀬尾）までTEL:082-513-3370

「平成29年度全国安全週間」
の実施について
厚生労働省
全国安全週間は、労働災害防止活動の推進を図り、安全に対する意識と職場の安全活動のより一層の向上に取り組む週間
です。昭和3年に第1回が実施されて以来、一度も中断することなく続けられ、本年で第90回を迎えます。この機会に職場に
おける労働災害防止活動の大切さを再確認し、
積極的に安全活動に取り組みましょう。
〔準 備 期 間〕 6月 1日
（木）
～ 6月30日
（金）
〔全国安全週間〕 7月 1日
（土）
～ 7月 7日
（金）

【平成29年度

スローガン】

「組織で進める安全管理

みんなで取り組む安全活動

未来へつなげよう安全文化」

7

広島県中小企業団体中央会

Hiroshima Prefectural Federation of Small Business Association

お 知

ら

せ

専門家のアドバイスでストップ労災 （費用は無料）
!
～安全衛生サポート事業を活用してみませんか～

中央労働災害防止協会 中国四国安全衛生サービスセンター
集団支援
同業種協同組合、工業団地、企業系列協力会などの事業場（労働者数が概ね100人未満の事業場が中心）、第三次産業では
店長会議など店舗の方が集まる機会を活用し、
安全衛生に関する研修会を無料で実施します。
【研修テーマ例】
1.

ヒューマンエラーとその防止対策

7.

スライサー等による切れ・こすれ対策

2.

転倒災害防止対策の進め方

8.

メンタルヘルス対策の進め方

3.

職場巡視のチェックポイント

9.

はさまれ・巻き込まれ対策

4.

法改正対応これから進める化学物質対策

10.

安全・安心のための５Ｓ活動

5.

管理監督者に求められる安全配慮義務

11.

職場の腰痛予防対策

6.

安衛法改正を踏まえた労働災害防止対策

12.

保護具の適切な使用方法

など

個別支援
知識・経験豊富な安全衛生の専門家が職場に伺い、
労働現場や作業の問題点を明らかにして改善のアドバイスを行います。
労働者数が概ね100人未満の製造業、
鉱業の事業場に加え、
第三次産業
（小売業、
飲食店等）
の店舗等を対象としています。
○

安全衛生の弱点を明らかにし、
改善の手順をお伝えします。

○

職場巡視に同行し、
巡視における目の付け所をアドバイスします。

○

転倒、
腰痛、
墜落・転落災害の予防のアドバイスを行います。

○

機械災害の芽となる
「危険源」
を見つけ、リスク低減の具体的方法をお伝えします。

○

化学物質による健康障害や爆発火災等のリスク評価の進め方をお伝えします。

○

安衛則改正を踏まえた機械設備の安全化へのアドバイスを行います。
（※集団支援、個別支援共に、実施数限定、先着順受付です。
）

【寄せられた感想】
・詳細な報告とアドバイスをいただいた。報告は非常にわかりやすく、上司にも説明し
やすかった。
・日頃の工場点検で気づけない部分を教えていただき感謝する。
・非常停止装置など、わからなかったことを提案いただいてとても役に立った。
・法令を元にアドバイスいただきとても心強い。
この制度はありがたかった。
・安全衛生に取り組むきっかけを与えていただき感謝している。
・習ったことの全部は難しいが、
できるところから取り組んでいきたい。
・まだまだ安全について徹底できていない部分を理解した。
現場で活かしていきたい。
・定期的に今回のような勉強会を開催して欲しい。

【お問い合わせ】

中央労働災害防止協会

中国四国安全衛生サービスセンター

TEL：(082)238-4707

広島県中小企業団体中央会
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全国の

先進

関西・食・輸出推進事業協同組合
～地域活性化・地域社会への貢献～

オール関西の連携を
背景に地域経済発展
の一翼を担う
■背景・目的

飲食店・レストランのシェフ及び食材購入担当者を招いての商談会

おり、ぶれることはない。また当組合のコンセプトは『関西

関西圏においても人口減少が加速してきており、その危

からの発信』であり、関西を玄関口とした広い概念で捉えて

機感から海外に市場を求めて輸出展開を図ろうとの機運が

いる。北陸や四国、静岡等々、他地域とのヨコの連携も深め、

設立の動機である。当組合が輸出の量を揃えることや各組

日本国内どこからでも商品を受け入れる柔軟な発想と体制

合員の煩雑な事務処理から開放することなどを通じて、商

を保持している。

流・物流の活発化と効率化を狙い、以て関西経済の活性化の

■成果

一翼を担おうとするものである。
■事業・活動の内容と手法

当組合は設立３年と若いが、着実に成長していると自負
している。オール関西経済界・官民の積極的な支援と組合員

当組合が行っている事業は、４者によって成り立ってい

（今後加盟するであろう事業者も含め）の旺盛な意欲を背景

る。輸出者側では①生産者（商品提供者）②当組合、輸入者側

に、今後とも和食文化や質の高い食材商品を海外に提供す

では③バイヤー・ディストリビュータ④店舗・レストラン

るという、わが国の成長分野の一翼を担う組合として活動

（消費者）である。バイヤー・ディストリビュータは現地のラ

を展開していく。

イセンスが必要な国もあり、プロフェッショナルが介在し
たビジネスとして成立している。組合設立時、早期に立ち上
げたECサイト「ITADAKIMASU.com」は英語版を先行さ
せており、あくまでも利用者は先方のバイヤー・ディストリ
ビュータであり、B to Bサイトとの位置づけを明確にして

オーチャード通りのIsetan内で実施

■住所 〒541–0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-8-10
パークコート淀屋橋ビル501号
■TEL 06-4708-7084
■URL http://www.japan-foods.jp/
■設立 平成25年８月 ■出資金 7,000千円
■主な業種 食肉生産、生鮮卸、同小売、食品加工品卸、食品製造等
■組合員 71人
現地ブロガーを集めて、日本の“簡単”料理教室を開催
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「平成28年度 組合資料収集加工事業報告書

先進組合事例抄録」より

Hiroshima Prefectural Federation of Small Business Association
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公益財団法人産業雇用安定センター
は、経 済・産 業 団 体と労 働 省（現
厚生労働省）の協力により設置され
た出向・移 籍（再 就 職 支 援）の専
門機関です。情報の提供、相談、あっ

●個人情報は、職業紹介業務以外に使用することはありません。

せんについての費用はかかりません。

人材を送り出す企業と人材を受け入れる
企業からの情報をお待ちしています

企業のみなさまへ…

公益財団法人

産業雇用安定センター
■広島事務所

〒730-0036 広島市中区袋町 3-17

シシンヨービル 9 階

TEL 082-545-6800 FAX 082-541-5377
■福山駐在事務所
〒720-0812 福山市霞町 1 丁目 1-1

福山信愛ビル 7 階

TEL 084-927-3511 FAX 084-927-3512

URL

http: //w w w . sa n gyokoyo.or.jp/

※ご利用時間 9：00 ～ 17：00（土・日・祝日を除く）

広島県中小企業団体中央会
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4月
業

動向項目

種

増加･上昇･好転

情 報 連 絡 員 報 告 から

前 月 比
売上高

業界の景況

前 年 同 月 比
売上高

業界の景況

業

食 料 品

卸 売 業

繊維･同製品

小 売 業

木材・木製品
印

前 月 比

動向項目

種

売上高

減少･下落･悪化

変らず

前 年 同 月 比

業界の景況

売上高

業界の景況

商 店 街
サービス業

刷

（自動車整備・広告・警備・情報サービス）

化学ゴム

建 設 業

窯業・土石製品

運 輸 業

（工事業）

そ の 他

鉄鋼・金属製品

（不動産業）

一般機器

景況DI値の推移 （前年同月比）

電気機器
輸送用機器

（自動車・造船）

DI値(％)
20.0

そ の 他

（家具・装備品）

広島
全国

10.0
0.0
-10.0

（注）
DIとは、ディフュージョン・インデックス
（Diﬀusion Index）
の略で、
「増加」
・
「好転」
したとする企業割合から、
「 減少」
・
「悪化」
したとする
企業割合を差し引いた値です。

-20.0
-30.0
-40.0
H28.5

6

7

8

9

10

11

12

H29.1

2

3

4

情報連絡員からのコメント紹介
食料品
●4月の出荷量は前月比20.1%増加、前年同月比18.5%増加、売上高は
前月比22.7%増加、前年同月比14.1%増加となった。
木材・木製品
●平成29年3月の全国の住宅着工戸数は75,887戸で、前年同月比
0.2%増加、また、季節調整済年率換算値では98.4万戸（前月比4.7%増
加）となった。住宅着工の動向は、2月は前年同月比で8ヶ月振りの減
少となったが、今月は再び増加となっており、引き続き、今後の動向を
しっかり注視する必要がある。
こうした全国の動きに対し、広島県内の3月の着工戸数は1,391戸
で前年同月比13.6%減少、このうち、持家は410戸で前年同月比8.7%
の減少、貸家は521戸で前年比24.7%減少、分譲は460戸で前年比
1.9%の減少となった。県全体の住宅着工の動向は、昨年の消費税増税
延期後の低金利の追い風による堅調な動きから減少傾向に転じ、厳し
い経営環境にある地域間でばらつきが見られ、会員の業態や規模に
よっても売上や収益等に偏りがある聞き取り結果となっており、今後
の動向をしっかり注視していく必要がある。
前月比減少、前年同月比増加となった。夏頃から忙しくなる予想であ
る。
印刷（出版・印刷・同関連）
●廃業、合併により組合員が減少した。
化学・ゴム（工業用ゴム製品）
●日銀による景況感は、やや好況と発表され、有効求人倍率も高いが、
実感としては、あまり好調とは言えない。特に国内における自動車販
売及び生産台数は微減を続けており、製品価格も非常に厳しい。ここ
に来て、アメリカ大統領にトランプ氏が就任し、その政策が日本経済
に悪影響を与え始める可能性も高く、為替も乱高下しそうで、今後
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2017年度の経済状況に対し、大きな不安を感じている。加えて、ヨー
ロッパにおける英国のEU離脱問題も世界経済に影響を与えると考え
ている。
化学・ゴム（プラスチック製品製造業）
●売上は、全体的に各社横ばいの傾向にある。自動車関連も横ばい傾向
にある。
原油市況の値上がりを背景に、今後の樹脂の値上げが懸念される。
窯業・土石製品（窯業・土石製品）
●出荷状況(24工場)
29年4月 3,206㎥（対前年4.7%増加）
29年3月 3,698㎥
28年4月 3,060㎥
鉄鋼・金属製品（鉄鋼業）
●電気の使用量が落ちており、設備操業度が悪化していることが伺え
る。要因は複数あると思われるが、上半期は受注量も減少しており、厳
しい状況が続くことが予想される。
一般機器（一般機械器具）
●広島県西部江波地区の航空機関係は出荷前の追い込みで協力会社各
社の操業は高い。
観音地区の圧縮機及び製鉄機械の協力会社の操業は低い状態が続い
ている。
●今月は年度初めで、納入台数が少なかったため、前月比30%減少、前
年同月比変化なしとなった。
電気機器（電気機械器具）
●今月の売上は輸出の受注が減少し前月比60%減少、新製品の売上に
より前年同月比108%増加となった。
最低賃金の上昇が経営を圧迫している。取引先に価格交渉をしてい

Hiroshima Prefectural Federation of Small Business Association

るが、厳しい状況である。また、残業規制が厳しくなれば大いに経営を
圧迫する。配偶者控除が150万円になれば、時間制限をして働いている
パートタイマーが減少するため、人出不足の解消に繋がるのではない
か。雇用問題、賃金問題、残業規制など中小企業にとっては厳しい問題
が多い。
輸送用機器（輸送用機械器具（自動車））
●4月の国内自動車販売台数は全需が355千台、前年同月比9.2%増
加と6ヶ月連続の前年超えとなった。登録車は前年比5.4%増加と9ヶ
月連続の前年超え、軽自動車は16.5%増加と4ヶ月振りの前年超えと
なった。
マツダ車は1.4%減少と2ヶ月振りの前年割れとなった。
マツダ車の3月の海外販売合計台数は126千台、前年同月比6.3%増
加と2ヶ月連続の前年超えとなった。
マツダの3月の輸出動向については、輸出台数は前年比22.4%増加
と2ヶ月振りの前年超えとなった。
マツダの3月の国内生産台数は、前年同月比7.3%増加と2ヶ月振り
の前年超えとなった。
輸送用機器（輸送用機械器具（造船））
●県内2,500総トン以上の平成29年4月の船舶建造許可実績は2隻
104,500総トン(前月5隻220,900総トン、前年同月5隻373,600総
トン)であった。なお、このうち1隻は貨物船で1隻が油槽船となってお
り、全て輸出船となっている。
●中小造船業については、前月と大きな変化はない。
輸送用機器（輸送用機械器具（造船関連団地））
●前年度より仕事量が減少している。前月比は特に変化はない。
その他（家具・装備品）
●平成28年度主要品目の対前年度比（推定値）
リビング・ダイニング 1%増加（全国平均0.1%増加）
ベッド 3%増加（全国平均0.3%増加）
箱物（TVボード、食器棚関係）4%減少（全国平均4%減少）
ベッドはやや減少傾向にあるが、前年比は増加している。リビングは
比較的好調で同じく前年比増加。箱物は苦戦している、全体では若干前
年実績を下回った。

卸売業（卸売業（総合））
●4月に商工センター内に「LECT（レクト）」がオープンした。大型店舗
の出店は、地域の活性化に繋がるため、歓迎したい。一方、地区内中小企
業者の景況感は依然横ばいで推移している。
卸売業（卸売業（電設資材））
●市況に若干の陰りが見られ、売上にも多少の影響がある中、今年度も
省エネへの対応に伴い照明市場では、非住宅において80%が未だ省エ
ネに非対応の潜在的需要があると言われている。
卸売業（卸売業（畳・敷物））
●売上は減少傾向にある。年度末で公共工事も少なく、新築住宅も畳み
敷きよりフローリング敷が増えており、低調感は否めない。相場は横ば
いのままである。
小売業（各種商品小売業）
●今月の売上は、前月比減少、前年同月比増加となった。前年同月比増
加は、組合員以外の売上が若干増加したことが要因である。
また、昨年は異常気象の影響で主力である青果物の相場が高騰。それ
に比べ、本年の単価はほぼ例年並みで店頭販売単価が下がっている。こ
れが販売価格の悪化（売上の減少）を招いている。
●競合店進出による売上減少が続いている。
小売業（家庭用電気機械器具小売）
●4月度の販売実績は前年同月比0.4%減少（音響商品4.4%減少、白物
商品が3.6%増加）となった。
小売業（その他の小売業（燃料））
●売上は前月比減少、前年同月比増加となった。前月比減少は、季節的
要因による灯油需要の減少によるものである。
原油価格は下降気味であるものの、小売への卸価格はそれに見合う
だけの値下げになっていない。
年間を通じて安値量販店の廉売行為はあるが、年度替わりの4月は
特に多いようである。
仕入代金の支払いサイトは契約によって異なるが、翌月払いや翌々
月払いとなっていると、灯油需要が激減するこれからは資金繰り悪化
が懸念される。全国石油協会による経営実態調査によると、約3割の企

業が営業赤字となっている。1店舗のみの運営企業では約35%が赤字
である。
人を募集しても集まらない状況が続いている。労働環境の改善が出
来ない。
災害時における緊急車両への優先給油等の協定を広島県や広島市、
地方整備局と締結しているが、官公需への配慮がない。中小企業者に関
する国等の契約の基本方針が毎年閣議決定され、各省庁及び都道府県
に対し、国等の基本方針に準じた措置を講じるよう要請している。しか
し一方で、入札は価格重視である。
商店街
●4月に家族葬・親族葬向け小型葬祭場がオープンし、当組合へ加入。6
月には郵便局が移転開設予定であり、こちらも組合へ加入予定である。
サービス業（自動車整備業）
●車検台数は前月比3.2%減少、前年同月比1.1%減少。車検場収入は前
月比16.8%減少、前年同月比1.5%減少。重量税・登録印紙の売上は前
月比31.7%減少、前年比1.0%の増加となっている。前月比減少は、毎
年の季節的要因である。
広告業
●大型ショッピングセンター（LECT）のオープンに伴い、一部の企業は
好調である。その影響もあり前月比、前年同月比共に増加となった。
工事全体における地元企業割合の確保等の取り決めを望む。
建設業（工事業）
●今月の工事受注件数は、前月比3.9%増加、前年同月比44.7%増加と
なった。
今年度も昨年度に引き続き電気使用申し込みは低水準となってい
る。特に住宅の新規着工件数は、大都市圏に比べ、地方中核都市の多く
が低迷しており、行政の一層の活性化対策が必要であると思われる。
●新年度に入り、各自治体による公共案件の早期発注が期待されてい
たが、発注件数は各発注機関とも少なく、景気の鈍化を感じる。
●今月は前月比50.8%減少、前年同月比58.1%増加となった。
県内西部東部問わず特に工事が集中する2，3月の繁忙期は人手不足
が顕著である。しかし、その時期を過ぎると落ち着いてしまう状況は以
前と変わらない。
国では、平成24年から、法定福利費の確保による社会保険等未加入
対策の強化を図っており、今年4月からは、未加入者は現場に入場させ
ない等の措置を講じることとしている。
運輸業（道路貨物運送業）
●年度初めということもあり、荷動きは若干鈍い状態である。人手不足
の状態が続いている。
●4月は3月末の反動もあり、売上高及び収益状況は前月比減少、前年
同月比変化なしとなった。
GWを控え4月中旬以降は駆け込み需要を見込んでいたが、通常月
と大きな変化はなかった。建設関係、土木関係、鉄鋼関連の輸送は依然
として好調である。
大手宅配便業者の時間外労働に対する未払い賃金や運賃値上げが大
きく報道されているが、中小零細運送業者は、運賃の値上げは歓迎する
が、先行きが不安定な軽油価格が次第に上昇しており、収益を圧迫して
いるのが現状である。
●年度初めということもあり、前半の荷動きは鈍く、中旬以降に若干動
きが見られた。
鉄鋼、鋼材関連の輸送は、地場産業（製造業）の陰りが見られ、関連企
業からの出荷量が減少している。
原油、軽油価格は石油市場の端境期の季節要因等もあって横ばいに
推移し、今後も現状で推移するとみられている。
運輸業（水運業）
●船員の高年齢化が進んでいると同時に若年船員が育っていないた
め、船員不足である。
運賃、用船料の改善が見られない。
その他（不動産業）
●4月は、公的評価（固定資産標準値評価）報酬の入金があったため、前
月比、前年同月比ともに売上高、収益状況、資金繰り等が好転している。

広島県中小企業団体中央会
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八橋装院株式会社

“付加価値の高い
自社ブランド構築で
活路を開く”
代表取締役

高橋 伸英

氏

“Ball's Material Sports Bag”

は、縫製加工という下請事業だけに
留まらず、第2の柱として自社独自
のノウハウを生かした事業展開が重
要と考えています。

「創業者の想い」から
「FUKUNARY」へ
当社の理念と行動規範は、創業者
の想いに基づいています。創業者が
ワイナリーで出会った、
「ワインに対
する愛と、なんとしてでも素晴らし
いワインを作る」というワイン職人
機に、国内企業数は1/4、業界人数も

の想いを、自身の服作りにかける想

1/5にまで減少し、国内市場に日本

いと重ね、自社工場のことをワイナ

製が占める販売割合も3％程度と非

リーにちなんで「FUKUNARY」と表

繊維加工、被服製造を生業としてい

常に低い水準にあります。縫製加工

現したことがきっかけです。そして

ます。広島市安佐南区を拠点に、従業

業は、納期面・価格面等で常に海外企

4年程前に、その「創業者の想い」を

員35人で、長年培ってきた布の縫製

業との競争にさらされている業界で

「FUKUNARY」としてブランド化い

加工技術と共に、合成皮革やビニー

す。その中で生き残っていくために

御社と縫製業界について
当社は、昭和36年に創業し、縫製、

たしました。

ル系の縫製加工も可能です。近年は、
ニューボール素材を活用した小物
やバッグ等の自社ブランドである
「FUKUNARY（ふくなりー）」を展開
しています。
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「リ・ボール・プロジェクト」
近年では、
「HIROSHIMAのものづ
くり」という接点から、バレーボー

縫製業は15年前と比べて、大手縫

ルの国際公式球認定を受けている

製メーカーが海外進出したことを契

「MIKASA」とコラボして、ボール

広島県中小企業団体中央会

Hiroshima Prefectural Federation of Small Business Association

当会が地域事務局を担っているものづくり補助金に採択された会員組合員企業の
経営トップの経営方針や未来への想いなどを紹介しております。
当コーナーが企業間連携や異業種交流へと繋がることを期待します。

改善効果も、
限界を迎えていると感じ
ています。さらに、近年は賃金上昇な
どの影響で固定費が上昇し、年々経
営が苦しくなっていると感じていま
す。中小零細の縫製業者は、
同じ製品
を2万着つくることはなく、
300着程
度つくって売れればいい方です。
更に
は、女性物の衣類など、サイクルがと
ても早い物も利益率が高くありませ
ん。
この先も縫製工場として生き残っ
ていく為にも、
自社ブランドを立ち上
「FUKUNARY feat. MIKASA」

げ、思い出を別の形で提供するよう

素材を小物やバッグに取り入れた

手の縫製会社ではマネできない、究

な、付加価値の高い製品を拡大して

「FUKUNARY feat. MIKASA」ブラ

極のニッチ市場であると考えていま

いくことが重要です。また、今後はど

す。このプロジェクトを進めるため

こにどう打ち出していくかをしっか

に必要な、人工皮革やビニール素材

りと考えなければなりません。
広島で

を加工する高度な縫製技術が当社に

あればカープ、世界の人が集まる東

蓄積されており、付加価値の高いブ

京オリンピックというように、
各方面

ンドを作り上げました。
その後、クラブ活動の思い出とし

と当社ブランドとの関連付けに取り
組んでいきたいと考えています。

蜂の巣－hachi no su－

て、愛用していたボールを再利用し
てほしいとの依頼や、複数のスポー

“Volleyballer's 4way BAG”

ツチームから、使い込んだボールを

ランドを構築できるものと期待して

活用したグッズ製作の問い合わせが

います。
“千菱－sen ryou－”

入り始めました。そこで、当社の新た
な試みとして、役目を終えて廃棄さ
れるボールを回収・再資源化し、新た

自社ブランドを海外へ

な価値を産み出す「リ・ボール・プロ

当社では、
ものづくり補助金を活用

ジェクト」を進めています。共通素材

して最新の裁断機等を導入し、そこ

による新品グッズとは異なり、使い

で省力化できた人員を縫製工程に配

込まれたボールを素材にした唯一無

置することができました。
しかし、縫

二のオリジナルグッズですので、大

製業は労働集約型産業であり、現場

八橋装院株式会社
広島市安佐南区西原1 丁目27-10
TEL：(082)874-1330
http://fukunary.co.jp
FUKUNARY

検索

広島県中小企業団体中央会
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TOPICS
通常総会終了後のお手続きはお忘れなく！
通常総会終了後は、所管行政庁及び法務局に対し、
各種届出が必要となります。
忘れずに届出を行ってください。

【所管行政庁】

（チェック）

○

決算関係書類提出書の提出

□

○

役員変更届書の提出
（役員に変更があった場合）

□

○

定款変更認可申請書の提出
（定款変更を決議した場合）

□

【法務局】

（チェック）

○

代表理事変更登記の申請
（役員改選で重任の場合も必要）

□

○

改印届書の提出
（代表理事が別の方に変わった場合）

□

ご不明な点がありましたら、中央会の各組合担当者までお気軽にご相談ください。

【本所】
TEL：(082)228-0926 【福山支所】
TEL:(084)922-4258

中央会事業の公募について

（取引力強化推進事業・小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業）
5月号で事前告知した
「取引力強化推進事業」
及び
「小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事
業」
の公募を下記の期間で実施しています。
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【公募時期】

平成29年5月29日（月）～6月19日（月）

【公募内容】

広島県中央会ホームページをご覧ください。

広島県中小企業団体中央会

Hiroshima Prefectural Federation of Small Business Association

広島県中小企業団体中央会
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事 務 局 日 誌

5 月 May 2017

8日

●
（協）ベイタウン尾道

平成28年度卸商業団地機能向上支援事業

9日

●事務局代表者協議会

第2回役員会（中央会会議室）

第3回委員会（組合会館会議室）

10日

●中小企業組合士会

12日

●江波商店街
（振）まちゼミ研修事業（江波公民館）

第2回理事会

20日

●呉広告美術業
（協）特別講習会（呉建設会館）

22日

●第1回正副会長会議･第1回理事会・表彰委員会（メルパルク広島）

23日

●青年中央会

平成29年通常総会・懇親会（TKPガーデンシティPREMIUM・マツダスタジアム）

24日

●青年中央会

広島キッズシティ2017第2回運営委員会（ゆいぽーと）

26日

●
（協）広島総合卸センター

平成28年度卸商業団地機能向上支援事業景観事業委員会（第4回）
（中小企業会館卸センター会議室）
※太字になっているものが、
広島県中央会の事業・行事になります。

表紙 の
ことば
人並みに料理くらいは作れるようになりたい、という目
標を掲げて1年ほどが経ち、やっと調味料の使い方がわかっ
てきたところです。最近はステップアップして、主菜、副菜、
汁物など、三品以上できる限り作るようにしています。しか
し、案の定、同時に作業しようとすると、焦げ付いたり、煮込
みすぎたり、一品だけ早く出来すぎたりと、クオリティが下

湯来町発祥の名物料理
「山ふぐ」

がってしまいます。同時に2つ3つやろうとすると、どうして

山間の豊かな自然と綺麗な水に

も作業の生産性が落ちるし、ミスも増えがちです。料理は複
数でも、身体は一つ。一つの作業に集中して行えるように、

育まれた素材を活かした

出来上がりから逆算したり、作業を切り分けて工程管理し

特産品のこんにゃくを薄く切って、
大皿に花びら状に盛った様

たりできれば、落ち着いて味を調える時間も作れそうです。

子が「ふぐ刺し」そっくりなことから
「山ふぐ」
と呼ばれています。

仕事ができる人は料理もできるとよく言われますが、逆に、

湯来町の上質なこんにゃく芋で作ったこんにゃくは、歯ごたえが

伸びしろの大きい料理の腕が上がれば、仕事を上手く回す

よく、独特の臭みがないことが特徴です。
よく冷やして、
からし酢

スキルも身につくかもしれません。

味噌やわさび醤油でさっぱりとした清涼感を楽しみます。

（藤原）

メルマガ会員募集中
当会のメルマガにご登録いただいた方には、公の施策やセミナー案内状などの
「最新情報」
を定期的にお届け致します。
組合運営に係るお役立ち情報をお届け致しますので、是非ご登録ください！
！

ご登録はこちらのアドレスへご一報下さい。

会報
「中小企業ひろしま」
を購読してみませんか？
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広島県中小企業団体中央会

E-mail:chuokai@chuokai-hiroshima.or.jp
【税込・送料込】
１宛先につき 300円/月（300円/月×12=3,600円（年間購読）
購読に関して気になる点がございましたら、お気軽に御連絡ください！

当会情報調査部 会報担当者 まで

TEL：082-228-0926

Hiroshima Prefectural Federation of Small Business Association

広島県中小企業団体中央会
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広島市中区基町五ー四十四広島商工会議所ビル
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