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第70回中小企業団体全国大会 開催
「経済の好循環を実感できる中小企業・小規模事業者の生産性向上支援等の強化」
、
「地域活性化を担う中小企業・小規模事業者に対する支援の拡充」
などを要望決議

第70回中小企業団体全国大会
（全国中央会／京都府

が直面する課題に前向きに対応していくには、個々の

中央会主催）が平成30年9月12日
（水）午後2時30分よ

自助努力だけでは限界があるため、中小企業組合をは

り、
「明治150年

歴史と文化、地域を支える中小企

じめとする連携組織での取り組みが重要です。そこで

業が未来を拓く」をキャッチフレーズに、上七軒歌舞

本大会では、中小企業団体及び中小企業から強く要望

練場、西陣織会館
（共に京都府京都市）の２会場で開催

されている16項目の決議を採択しました。

され、中小企業団体の代表者約1,700名が全国各地か
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ら参集し、神奈川県からも93名が参加しました。本

大会は、全国中央会 大村功作会長の開会挨拶で始ま

大会は、中小企業者で組織する全国約3万組合等の意

り、京都府中央会 渡邉隆夫会長の開催地挨拶、西脇

見を総意として取りまとめ、内外に広く表明するとと

隆俊京都府知事、門川大作京都市長より歓迎の挨拶、

もに、政府等に対して中小企業の実情と振興施策を訴

大串正樹経済産業大臣政務官、牧原秀樹厚生労働副大

え、中小企業の持続的な成長と豊かな地域社会の実現

臣、上月良祐農林水産大臣政務官など多数の来賓の方

を図ることを目的として開催されています。

の挨拶が行われました。

景気は、緩やかに回復しているとされているもの

続いて、京都府中央会 渡邉隆夫会長が議長に、鹿

の、地域経済・雇用を支える地域の中小企業・小規模

児島県中央会 小正芳史会長、福井県中央会 稲山幹夫

事業者においては、アベノミクスの成果による経済の

会長がそれぞれ副議長に選任され、
議事に入りました。

好循環は実感できておらず、現下の深刻な人手不足、

大会決議案が上程され、全国中央会 長谷川正己副会

さらには、豪雨の影響も相俟って、中小企業・小規模

長（愛知県中央会会長）より、中小企業・小規模事業者

事業者の経営環境は一層厳しい状況が続くことが予想

の生産性向上、震災復旧・復興支援、豪雨等による災

されています。被災地をはじめとする全国各地の中小

害対策等を実現するため、中小企業対策の拡充に関す

企業・小規模事業者は、現在、事業の再生・存続に向

る16項目の決議案の意見発表が行われ、採択されま

けて懸命の努力を続けております。また、中小企業・

した。

小規模事業者は、全国各地で頻発する自然災害をはじ

さらに、本大会の意義を内外に表明するため、京都

め、人口減少による国内市場の縮小、原材料費の高騰

府中小企業女性中央会 伊庭節子会長が、
「大会宣言」

や設備の老朽化、人手不足の深刻化とそれに伴う人件

を高らかに宣し、満場の拍手の下、採択されました。

費の上昇、働き方改革、後継者難による事業承継の困

次に、自由民主党 山口泰明組織運動本部長、公明党

難化等、多様な課題を抱え、その対応に苦慮していま

竹内譲中小企業活性化対策本部副本部長より政党代表

す。このような状況の中で、中小企業・小規模事業者

挨拶が行われました。
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引き続き、優良組合39組合、組合功労者73名、中

全国中央会 大村功作会長から鹿児島県中央会 小正芳

央会優秀専従者21名の表彰が執り行われ、本県では、

史会長へ継承され、小正会長が次期開催地会長挨拶を

以下記載の方々が受賞されました。

行いました。その後、独立行政法人中小企業基盤整備

表彰式の後、次期全国大会は、2019年11月7日 ( 木 )
に鹿児島県において開催することを決定し、大会旗が

機構 高田坦史理事長のかけ声で万歳三唱後、閉会し
ました。

県内の受賞者の方々
優良組合

組合功労者

川崎自動車整備事業協同組合

髙 橋 秀 美

理事長 青 木 一 孝 氏

氏

神奈川県住宅保全協同組合
理事長

組合員数 10名

中央会優秀事務局専従者
本会業務推進部 主査

（順不同）

組合功労者

小野間 明 子
髙 木

宏

氏

警備業横浜協同組合
理事長

京 都 交 流 会
第70回中小企業団体全国大会の開催に合わせ、神

の紹介が行われました。続いて本会 森洋会長の挨

奈川県のプレゼンスを全国に示すとともに、参加者

拶の後、
全国大会表彰受賞者の紹介が行われました。

の懇親を深めることを目的に、本会、かながわ女性

次に、来賓を代表して全国中小企業団体中央会 大

経営者中央会、神奈川県中小企業青年中央会、神奈

村功作会長、株式会社商工組合中央金庫 片山雅史横

川県中小企業団体事務局長協会の4団体で京都交流

浜支店長、三井生命保険株式会社 堀江智常務執行役

会を開催し、125名が参加しました。

員営業推進統括本部長より挨拶があり、かながわ女

交流会は、本会 飯島文男副会長が司会進行を務

性経営者中央会 吉水啓子会長の乾杯の発声で歓談に

め、声楽家・ピアニストによるオープニングセレモ

入りました。歓談中には、舞妓・芸妓による京舞が

ニーの後、本会 坂倉徹副会長の開会挨拶が行われ、

行われ会場は大いに盛り上がりました。最後に、本

次にかながわ女性経営者中央会 吉水啓子会長、神奈

会 大久保慶一副会長の閉会挨拶が行われ、盛況の

川県中小企業青年中央会 石川泰成会長による各団体

うちに閉会を迎えました。

オープニングセレモニーの様子

本会

森会長挨拶
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「地域資源活用セミナー＆交流会」を開催
平成30年9月25日
（火）、大磯町役場保健セン
ター（大磯町）にて、
「地元を元気にする！地域資
源活用セミナー＆交流会」を開催しました。本事
業は、大磯町商工会との共催により、大磯及びそ
の周辺地域を中心とする商工業者、農林漁業者、
行政、支援機関を対象に実施され、当日は町内外
から30名が参加しました。
冒頭では、感性価値創造研究所 代表 三輪清一
氏より
「地域資源を活用した地域活性化」という
テーマで講演があり、 地域資源とはなにか？ 地
域資源をブランド化するにはどうすれば良い
か？ など、地元ならではのものを活用した地域
活性化のポイントについての解説がなされまし
た。次に、今年地域資源認定を受けた有限会社ラ
メール洋菓子店 代表取締役 大関博之氏より、パ
ネルディスカッション形式で事例紹介が行われ、
新商品の開発秘話に、参加者は終始頷きながら聞
き入っていました。最後に、本会担当者より、県
内事業者向けの支援メニューに関する説明が行わ
れ、前半部を締めくくりました。
後半部では、地域や業種の垣根を越えての交流

会を実施し、参加者同士で自由に交流が行われま
した。地域資源認定を受けた有限会社ラメール洋
菓子店のスポンジ菓子や、認定後に新たに商品化
されたジャムやクラッカーも提供され、交流会に
も参加頂いた大関氏には、たくさんの質問が飛び
交っていました。終了時刻直前まで、参加者同士
の活発な情報交換、名刺交換が行われ、盛況のう
ちに本セミナーを閉会しました。

【地域資源活用に関するお問合せはこちら】
本会 連携開発部 TEL：045-633-5132

PÂTISSERIE LA MER
認定企業
紹
介

・会社名：有限会社ラメール洋菓子店
・所在地：神奈川県高座郡寒川町宮山923-7
・設 立：平成元年7月 従業員：26名
・代表取締役：大関 博之

本セミナーで事例紹介企業としてご登壇頂いた有限会社ラメール洋菓子
店は、寒川町に店舗を構える創立35年の洋菓子店です。看板商品である、
お客様から「天使のスポンジ」と称されるスポンジ菓子は町内外で人気を博
しており、当社はこの独自のスポンジ技術を活用して平成30年2月に県内
産の果物 ･ 野菜を活用したスイーツの開発で、寒川町の事業者では初めて
地域産業資源活用事業計画の認定を受けました。
本事業による商品は、神奈川県の大地の恵みに感謝を込めて『大地のスポ
ンジ』シリーズとして展開されており、すでに第1弾「小田原のオレンジ」
「海老名のいちご」
「海老名のトマト」を使用した3種類のスポンジ菓子が販
売されています。素材本来の味が最も引き立つ時期を見定め、新鮮なフルー
ツをギュッと凝縮した風味豊かなジュレに仕上げ、スポ
ンジに閉じ込めました。さらに夏からはジュレを応用し
たジャムも新たに商品化されており
「これまで町外には
商品をあまり出してこなかったが、『大地のスポンジ』シ
リーズはギフト商品やお土産物など積極的に町外でも展
開し、神奈川・寒川町を知っていただけるような商品に
育ってほしい」とのことです。
（お問合せ先：有限会社ラメール洋菓子店
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0467-74-6141）

成田公認会計士事務所
所 長

成田博隆 先生

私どもの組合は３月末日が決算日です。今事業年度の２月末日に翌期事業年度の4月1日
から3月31日までの1年間分の生命保険料を支払い、法人税の基本通達に従ってこれを当
期の損金に計上する予定ですが、特に問題はありませんか。

A1．
法人税基本通達2-2-14 短期の前払費用については
次のように定めています。
「前払費用（一定の契約に基
づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用
のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受け
ていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14に
おいて同じ。
）の額は、当該事業年度の損金の額に算入
されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支
払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの
を支払った場合において、その支払った額に相当する
金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損
金の額に算入しているときは、これを認める。」
この通達により、決算期末日に翌月又は翌事業年度
の期首から期末日までの一年間分の地代家賃、リース
料、支払利息、保険料等時の経過と共に発生する費用
については支払時に損金経理することは実務上しばし
ば見られるところです。
ご質問のケースでは
「前払費用の額でその支払った日
から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払っ
た場合において」の部分に照らしてみると、支払日の2
月末日から起算すると翌年度の3月末日までは1年1ヵ
月となり、1年を超えて提供を受ける役務に係るもの
を支払った場合に該当することになります。従って、

Q2.

13

回

Q&A

第

Q1.

組合

組合運営に関するよくある
質問に、本会の無料個別専
門相談を担当している、弁
護士、税理士・公認会計士
の先生方がわかりやすくお
答えします！

ご質問の保険料については損金経理することは出来ま
せんので、会計上は前払費用として流動資産の部に計
上し、翌事業年度に保険料勘定として費用計上するこ
とになります。
もし、支払われた保険料が期末月である3月から翌
年の2月末日までを対象期間とする保険料であれば支
払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの
を支払った場合に該当しますので、損金に算入するこ
とが出来ます。
尚、3月25日に翌期事業年度の4月1日から3月31日
までの1年間分の生命保険料を支払ったときは、厳密
に言えば支払日から起算して1年分を超えるため、こ
のような支払は損金に算入することが出来ないのでは
ないかとの疑問もありますが、国税庁のホームページ
で公開されている「短期前払費用の取扱いについて」の
事例4では3月下旬に支払った場合について損金算入で
きるものとして取り扱われるため、税務当局は決算月
の支払であれば損金算入を認めるものと思われます。
また、この通達によって損金経理するためには「その
支払った額に相当する金額を継続してその支払った日
の属する事業年度の損金の額に算入している」ことが要
件として加えられていることも忘れてはなりません。
注 回答内容は個別の組合の事情によって異なる場合があります。
○

本年の5月より「中小事業主掛金納付制度」がスタートしたと聞いておりますが、その内容
を教えて下さい。

A2．
この制度は、個人型確定拠出年金に従業員が加入し
ている場合、企業が中小事業主掛金を上乗せして拠出
する制度で、2018年5月より施行されました。この制
度を導入するための要件は次の通りです。
①従業員数が100人以下であること
②企業年金を実施していないこと
③加入者掛金を事業主払込
（給与天引き）により納付
すること
④中小事業主掛金納付制度（iDeCo ＋（イデコプラ

組合個別
専門相談
●通常相談は無料、秘密厳守●

ス））を実施することについて労使合意をすること
掛金については加入者掛金と事業主掛金の合計が、
月額5,000円〜23,000円以下の範囲で1,000円単位
で決定できます。
この制度は従業員にとって所得税や社会保険料の増
加を伴わないものであり、企業は上乗せした掛金の額
を経費処理できるため、従業員のモラールの向上や優
秀な人材を確保するために役立つものと期待されます。
注 回答内容は個別の組合の事情によって異なる場合があります。
○

■ 次回日程

平成30年

◎法律、
税務・経理

11月 7 日（水）
午後1時〜4時

●電話予約をお願いします。

本会会議室にて

本会 組織支援部 TEL：045-633-5133
商工神奈川 2018年10月号
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「元町クラフトマンシップ・ストリート フードフェア 2018」を開催
商店街振興組合元町クラフトマンシップ・ストリート
平成30年9月8日
（土）・9日
（日）の2日間にかけて、

トは1,000円分を900円で購入する事ができ、当日チ

商店街振興組合元町クラフトマンシップ・ストリート

ケットは現金だけでなく Suica や PASMO でも購入で

が
「元町クラフトマンシップ・ストリート

フードフェ

きるよう端末が準備されていました。来場者が対象商

ア 2018」を開催しました。当フェアは、2000年11月

品を購入するために30分以上並ぶ店や、対象商品が

に「元町小町フードフェア」としてスタートし、2005

途中で売り切れてしまう店が出るなど、大盛況のうち

年の街路整備工事による休止を除いて毎年開催し、

に終了を迎えました。

2006年から現在の名称となり今年で18回目を迎えま
した。
約50店舗の出展者が腕によりをかけ、和洋中様々
な料理やデザート、お酒等約150種類のフードフェア
対象商品を店頭の販売スペースで販売し、2日間で来
場者が13,000人にものぼりました。また、食べ物だ
けでなくネイルアートやフットケア、マッサージ等の
サービスも行われ、飲食スペースも多数用意され、来
場者は食事やサービスを満喫しました。フードフェア
対象商品は全てチケットによる販売で、前売りチケッ

第36回神整商・神整振フェスティバルを開催
神奈川県自動車整備商工組合
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神奈川県自動車整備商工組合（神整商）と一般社団法

レンジャー」ショー、震度体験車による地震体験コー

人神奈川県自動車整備振興会
（神整振）は、平成30年

ナーなど、家族ぐるみで楽しめる内容が企画され、組合

9月9日（日）、パシフィコ横浜展示ホールにおいて「第

員・会員とその家族など多くの来場者で賑わいました。

36回神整商・神整振フェスティバル」
を開催しました。

また、会場には障がい福祉事業所による「まごころ

神整商・神整振では、組合員並びに会員相互の意識

商品販売会」が設けられ、各事業所で製作された商品

の高揚を図り、日頃の団体活動に対する協力に感謝す

の展示販売を通して、障がいのある方々の所得向上と

るため、毎年共催で標記フェスティバルを開催してい

生活の充実につなげるための取り組みも行われました。

ます。フェスティバルでは、機械工具等の展示・実演

なお、会場内の各支部出展コーナー等には募金箱が

販売のほか、県内25支部による特産品等の販売、青

設置されたほか、機械工具オークションの一部にチャ

年部主催による支部対抗ラムネ早飲み大会、お楽しみ

リティ枠が設けられ、集まった募金等は、交通遺児支援

抽選会、
「快盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パト

のために神奈川新聞厚生文化事業団に寄託されました。

参加者で賑わうフェスティバル

震度体験車による地震体験コーナー
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貨物自動車ドライバー合同面接会を開催
川崎地区貨物自動車事業協同組合
川崎地区貨物自動車事業協同組合では、平成30年9

直接企業の担当者と面談できるとあって、トラックド

月14日（金）にハローワーク川崎
（川崎市川崎区）にお

ライバーや当業界に興味のある24名が参加しました。

いて貨物自動車ドライバー合同面接会を開催しました。

組合担当者は、「社会全体として人手不足が問題視

当面接会は、組合が企画のもと、ハローワーク川崎

される中、当業界ではドライバー不足が特に深刻化し

との共催、川崎市の後援により今回初めて実施されま

ている。今回は初めて実施するため探りながらでは

した。当日は組合員企業9社がブースを設け、また、

あったが、少しでも組合員企業の雇用促進と業界の知

組合ブースも設置し業界全体についての質問等も受付

名度アップにつながるよう事業を検討、実施していき

けました。事前予約が不要で、紹介状や応募書類の準

たい。」と述べていました。

備をする必要なく手軽に参加することができ、その上

組合のロゴマークの商標登録について
横浜市一般廃棄物許可業協同組合
横浜市一般廃棄物許可業協同組合は、横浜市内の

ていない業者に依頼することも多く、トラブルの原

事業所から排出される事業系一般廃棄物を市内4か

因となっていました。そこで当組合では、組合全体

所の焼却工場に収集・運搬する業務を担っています。

で違法業者との差別化・組合員の意識向上・組合員

引っ越しなどで一時的に多量に出る廃棄物に関し

増強を目的に組合独自のロゴマークを作成すること

ては、市民の方も市の処理施設に自身で持ち込む

になりました。

か、一般廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に処理

クラウドソーシングを利用し、60点もの応募を

を依頼することになっています。しかし、許可を得

もとに理事会での検討会を重ね、組合のロゴマーク
が完成しました。クラウドソーシングを利用するこ
とで第3者目線の意見を取りいれることができ、有
意義な検討・作成ができました。
商標登録を行い、組合
のオリジナルロゴとして
市民の皆さんに対し、地
域のイベントなど今後の
周知に役立てていく予定
です。
登録を受けた組合ロゴマーク
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アンテナショップ「延命くん」のオープン
協同組合ほっと鶴巻
協同組合ほっと鶴巻は平成30年9月22日（土）
、鶴
巻温泉南町商店会より委託を受けて、アンテナショッ
プ
「延命くん」
をオープンしました。
「鶴巻温泉駅南口周辺整備事業」による駅前広場の整
備にあわせて、鶴巻温泉南町商店会はアンテナショッ
プを開設することになりました。そこで、既に秦野市
から市営温泉施設の売店等の受託運営の実績がある、
鶴巻温泉駅周辺の中小商業者で組織する協同組合ほっ

と鶴巻へ運営を委託し、「神奈川県商店街魅力アップ
事業」を活用して店舗を開設しました。
アンテナショップの店舗名である
「延命くん」は、鶴
巻温泉駅の近くにある、江戸時代より長寿を願う地蔵
として地元で信仰され続けている「延命地蔵尊」から
とったものです。
当ショップでは、地域住民が必要とする日用品のほ
か、組合員が取り扱う秦野の特産品や、地場の野菜を
販売しています。現在はプレオープンの段階ですが、
今後は取扱商品をより充実させて、鶴巻温泉地区の魅
力を伝えるイベントの開催も計画しています。
店舗住所
神奈川県秦野市鶴巻南1-1-6
組合連絡先
TEL：0463-77-1056
休業日
毎週月曜日及び年末年始
営業時間
10時〜18時

&+828.$,

中 央 会トピックス
会 トピックス
ス

723,&6

神奈川県中小企業団地組合連絡協議会

第42回通常総会を開催
神奈川県中小企業団地組合連絡協議会は、平成30
年9月3日（月）、
「ホテル横浜ガーデン」
（横浜市中区）
にて、第42回通常総会を会員20名の出席のもと開催
しました。
当協議会は、県内の団地組合を会員として昭和51
年6月に設立。神奈川県中小企業団体中央会に事務局
を置き、県内の団地組合27組合で構成されています。
会員組合及び傘下企業間の情報交換を行うとともに、
研鑽強化を目的に活動しています。
総会では平成29年度事業報告、決算報告並びに平
成30年度事業計画、収支予算等の議案について審議
が行われ、全議案満場一致で承認されました。
総会後には、ポリテクセンター関東 小林信 氏より
「生産性向上人材育成支援について」、神奈川働き方
改革推進支援センター 久野雅志 氏より「最低賃金制
度・賃金引上げに向けた支援策について」と題して、
多くの中小企業者の課題である人材不足への対応策に
ついて、人材育成や設備投資の観点からアプローチす
る各種支援策の概要や活用事例について説明が行われ
ました。
8

商工神奈川 2018年10月号

講演終了後には懇親会を開催し、参加者同士の交流
懇親を図り、会場は大いに盛り上がりました。

神奈川県中小企業団地組合連絡協議会に関するお問
合せはこちらまでお願いします。
【お問合せ先】
TEL：045-633-5132
本会 連携開発部内

アビリンピック神奈川 2018
〜「高い技術・高い志」
ここに集結！〜
第16回 神 奈 川 県 障 害 者 技 能 競 技 大 会「 ア ビ リ ン ピ ッ ク 神 奈 川
2018」を、以下のとおり開催いたします。見学は自由ですので、企
業の皆様も是非ご来場ください。
「アビリンピック」は障害のある方々が日ごろ職場や学校等で培っ
た職業技能を互いに競い合うことにより、その職業能力の向上を図
るとともに、企業や社会一般の方々が障害者雇用に対する理解と認
識を深め、その雇用の促進を図ることを目的として開催しています。
今大会には108名の選手が全12種目の競技に参加して、日ごろ培っ
た職業技能を競います。
神奈川大会で優秀な成績を収めた選手は、神奈川県知事の推薦により全国大会に出場できます。さらに全
国大会で優秀な成績を収めた選手は、概ね4年に1回開催される国際大会へ参加することができます。
★「アビリンピック（ABILYMPICS）
」とは、障害者技能競技大会の愛称で、「アビリティー（ABILITY・能力）」と「オリンピック
（OLYMPICS）」をあわせた造語です。

○日

10月25日（木）13時〜15時半（機械 CAD 競技）
平成30年10月27日（土） 9時〜15時半（機械 CAD 競技を除く11種目）

時 平成30年

○競技種目 DTP、機械 CAD、電子機器組立、ワード・プロセッサ、ホームページ、ビルクリーニング、
表計算、パソコンデータ入力、縫製、喫茶サービス、製品パッキング、オフィスアシスタン
トの12種目
○会

場

神奈川障害者職業能力開発校
（相模原市南区桜台13−1）

○お問合せ先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
神奈川支部
高齢・障害者業務課（TEL：045-360-6010）
http://www.jeed.or.jp/location/shibu/kanagawa/

神奈川県最低賃金の改正のお知らせ
「雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。」 「使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。」
○平成30年10月1日から、神奈川県最低賃金は

時間額983円（27円引き上げ）となりました。

○神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
○次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金
③１か月を超える期間ごとに支払われる賃金
④時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
○中小企業・小規模事業者向けに各種支援策、無料相談を用意しています。
詳しくは下記の「神奈川働き方改革推進支援センター」にお問合せください。
※神奈川働き方改革推進支援センター（神奈川県中小企業団体中央会受託）
【本所：横浜】TEL：045-307-3775
【お問合せ先】

【出張所：海老名】TEL：046-204-6111

神奈川労働局労働基準部賃金室 TEL：045-211-7354
又は、最寄りの労働基準監督署
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8月 業界情報
製

情報連絡員の声
造

業
窯 業・
土石製品

食

酒 造
平成30年6月の課税移出数量は、特定名称酒合計は前年比
91.8％と前年を大幅に下回った。特定名称酒以外の普通酒も
前年比89.6％と引続き前年を大幅に下回った為、合計では前
年比91.5％と前年を下回る結果となった。

砕 石
猛暑・台風の影響で現場作業が遅れ、出荷が減少している。
ダンプ運転手、工場要因の不足が目立ち始め、生産・出荷能
力が下押しされるリスクに注意が必要。

料

工業塗装

ひもの
鉄

引き続き原料魚不足の為、注文数に対応できず、売上の減少
が止まらない。また、この先も好転する気配は無く、見通し
は暗い。

防衛産業分野不振のため、
民需分野への転換を図っている。5・
6月の売上が前年より上がったが、その分7・8月の売上が下
がった。例年に比べ2か月くらい動きがズレているようだ。
昨年9月より新型電気自動車が立上り、塗装部品の受注があ
り前年度より若干売上が増えたが、その他は前年度並み。

品

製 麺
工業団地（相模原市）

テントシート

夏の賞与は支給率1.0〜1.8ヶ月の状況。原油価格ＵＰによる
収益圧迫が今後、下半期に響いてきそうである。また、新卒
採用は依然厳しい状況が続いており、特に高卒についても、 大
学全入時代 を反映してか、就職希望者が極めて少ない。

繊

鋼

今年の夏は暑く、特に麺類はあまり売れなかったように思う。

維

・

工

売上は前年度と変わらず。8月も猛暑が続き、間仕切り、日
除け等の仕事が増えると思ったが、そうでもなかったようだ。
また、業界全体の高齢化が進み、特に後継者がいないところ
では廃業に近い状態が続き、その分の仕事が近隣の同業者に
回って来るなどしており、多少の人手不足感が出始めている。

業

工業団地（伊勢原市）
景気回復の実感なく、相変わらず、人手不足から受注断念するケー
スもあり。高速別納（ETC カード）利用も昨年比減が続いている。

金

木
木

住宅着工は減少局面で、小売、造り込み家具とも、売上は厳
しい。30年7月の全国住宅着工戸数は82,615戸で、前年同
月比△0.7％と２ヵ月連続の減少。神奈川県は6,016戸で△
9.6％と５カ月連続の減少。

属

材 ・
製 品

家 具

金属製品
企業の忙しさはこのところ変わらず。人材不足の解消に至ら
ず、ある企業は海外から就労者の受入をした。今後も同じよ
うに、日本で人材が集まらないのなら海外から就労者を受け
入れる方向に向かうのではないかと思っている。

メッキ

製 本
印

売上高、設備操業度にやや好転の兆しはあるが、月毎に上下
の振れがあり、喜べるほどのものではない。組合青年部の活
動が活発で、今年も展示会への出展が決まり、準備が始まっ
たところである。

今月も引き続き仕事量が少なく、お盆前のかけ込みはあった
ものの、お盆後の動きは少なかった。6〜8月は例年仕事量は
少ないが、今年は例年以上に少ないように感じられた。

刷

輸 送 機 器

印 刷
当組合では、印刷事業所から有機溶剤による健康被害を発生
させないため、VOC（揮発性有機化合物）測定機器を各支部に
設置した。これは VOC 濃度が一定レベルを越えるとメッセー
ジで通知されるもので、各組合員の事業所に持ち回りで設置
し、濃度を調べて行く予定である。

そ の 他 の
製 造 業

化 学・ ゴ ム

石油製品
原油価格の値上がりによりガソリン価格はリットル当たり20
円ほど昨年より高くなっている。７月以降の猛暑続きで、西
日本中心の豪雨の翌週は出荷量が大幅に落ち込んだが、その
週以外の週の出荷は好調で、100キロリットルを大きく上回っ
ている。

指定業者（船舶）
高齢化とドライバー不足に喘ぐ運輸業界でトラック輸送から
船便にシフトする動きが鮮明になり、カーフェリーの新造船
需要が高まってきている。乗客と車を同時に運ぶ船は設計等
が煩雑なため日本の造船会社が優位にあり、フェリー特需が
日本の造船復活の起爆剤となることを期待する。

工業中心の複合業種
8月の景況は先月と同じ横這い状況。人材不足は求人を出し
ても相変わらず解消できず、海外就労者や廃業した企業の従
業員の採用等で補い始めている。また、組合のホームページ
に求人情報も掲載している。

全
製造業
非製造業

︵前年比︶

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 雇用人員 業界の景況

-24.3％

2.1％

6.8％

-6.8％

-35.1％

-17.6％

4.3％

-12.2％

-28.4％

-13.0％

8.7％

-8.7％

-17.4％

-21.7％

-17.4％

4.3％

-4.3％

-26.1％

-15.7％

-29.4％

体

景況天気図

売上高

―
-29.4％

-4.2％

13.7％

-2.0％

-41.2％

-17.6％

（または「好転」）業種割合から「減少」
（また
【天気図の見方】各景況項目について「増加」
は
「悪化」
）
業種割合を引いた値（KJI）をもとに作成。その基準は次の通りである。ただし、
在庫数量はKJI値プラスの場合には雨、マイナスの場合には晴れの方向に表した。KJIとは、
「神奈川県情報連絡員調査指数」の略である。

快晴

晴れ

30以上

10〜30未満

くもり
10未満
〜-10

雨
-10超〜
-30未満

雪
-30以上

※この業界情報は、県下74名の連絡員からの情報をもとにしております。
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非

製

卸

売上は昨年と比較すると、少し悪かったようである。8月も
引き続き熱中症対策商品の強い引き合いがあったようだが、
商品の確保が難しく、うまく売上に結びつかなかったようだ。

商店街

菓子卸

造

毎年のことだが、商店街の性格上、お盆休みは人が街にいなくなり
閑散としており、売上は普段の月より少なめである。

連日の猛暑・酷暑に加え、8月上旬の台風や豪雨による被災等か
ら、国内客の消費減退が大きく影響している。ただ、インバウン
ドが相変わらず好調で、国内客の減をかろうじてカバーしている。

共同求人の取組み（共同告知、中途採用面接会）で徐々に採用は回復してき
ているが、採用格差＝労働条件整備の可否という企業間の差異が出ている。

建物管理
最低賃金アップもあり、賃金等が上昇している。

専門サービス（ダンス教室）
ー

酷暑の一ヶ月であった為か、外食へと向かう消費者（特に高齢
者）の動きが大変鈍かったようである。首都圏においては幸い
雨による大きな災害もなく、売上の落ち込みも、他と比べ、ま
だ良い方だと聞いている。また、日本だけに限らず、全世界的
な異常気象により、食材料費が徐々に高くなって来ている。

サ

売

料理材料卸

業

リサイクル
古紙市況は、中国の製紙メーカーに対する古紙の輸入ライセンスが増
加してきており、日本からの船積み数量が回復基調にあり、輸出が上
昇してきた。しかし、米中の貿易問題の影響が今後懸念されている。

8月は先月と同様、猛暑・酷暑と言われる異常な気温の中で、各組合教室の
生徒さんの多数の方達が9月検定・10月ダンスフェスティバルに向けてレッ
スンに励んでいた。まさに 健康づくり そのものの姿を見るにつけ、組合
の事業（行事）に理解ある方達が少しでも増えるよう努力するのみである。

プラント設計
ビ

仕事の話は徐々に出てきているので、秋以降に期待したい。

建

建築設計

今年は猛暑で、テレビ・ラジオ等で外出を控えるように呼び
掛けがあったためか、来客数が1桁〜10人程度の日が20日以
上続き、ひどい時はお客様が１人というときもあった。
ス

新聞販売
新聞無購読層の増加、購読者の高齢化が見られる。

業

小

8月売上高は、前年同月対比2.03％の増加。高温の日が連続して野
菜にダメージが続き、台風の通過もあったが、価格への影響も最小限
にとどまり、何とか前年並みの売上を確保。今後の見通しとしては、
大きい台風の通過さえなければ順調な出荷を迎えられそうである。

夏休み期間の為、組合主催セミナー・相談会は休止状態。7月度に行
政関係団体より受託した定期相談会は、高齢者・障がい者・生活困
窮者等が対象のものであり、最近当該相談の依頼が増えている。組
合としても採算を考えず当該相談ビジネスの実施に貢献してゆく。

自動車整備

青果（横須賀市）

8月1日より料金改定があり、お陰で28年・29年と比較すると売
上高1％増であったが、台数では5〜8％減である。入庫台数の減
少、設備の老朽化、人材不足、組合員脱退など、抱える問題もあり、
ますます厳しい状況であるが、今回の料金改定で、新年度に期待。

8月は、前月に続き、厳しい状況の中での販売となった。台風、豪雨、
高温、干ばつの影響を受け、青果物全般の入荷が減少し、葉物・果菜類
が高騰し、仕入れ荷揃えに非常に厳しい状況であった。需要も連日の猛
暑続きとお盆休みがあり、客足悪く、販売には苦戦した。総体的に相場
は、高値のため、販売量は前年比99％、売上高は前年比115％であった。

管工事業

業

住宅市場の動向は、好調のようであるが、現状としては、大き
な変化は見られない。
下期発注に向けた公共事業に期待したい。

売

毎年8月に入ると、夏物商品（エアコン）の需要は落ちてくる
が、本年は猛暑の影響もあり月末近くまで売上があり、電器
店さんの経営に大いに貢献した。

電気工事
一時的に好転しているが、消費税増税後が気になる。人材不
足ではあるが、変動が激しい景気状況で雇用の増加が難しい。
設

食 肉

大阪北部地震でブロック塀の倒壊による事故が発生した。
各自
治体は学校施設のブロック塀の安全点検を実施し、
撤去、
改修
などに動き出している。
地震を防ぐことは出来ないが、
対策を
徹底することで被害を減らす
「減災」は可能である。

ファイナンシャルプランナー

青果（横浜市）

電化製品

商店街（相模原市）

温泉旅館

卸団地

菓 子

業

猛暑により店に客が来ない。

空調設備工事

鮮 魚

夏休み工事も終わり、今のところは落ち着いている会社とバタバタしている
会社がある。バタバタしているところは、人手不足などでの工期の遅れが原
因である。今後、2019年に向け人手不足が大きな問題になるのではないか。

輸入冷凍魚は高値で、海水温が高く、魚の鮮度は入荷時でも
良くないため、商品管理が難しい。

輸

共同店舗
空店舗増加の為、県・市の補助を活用し、商店会へ貸し出し集
客活動に努めている。市内全体において空店舗が増加しており、
この夏の暑さで外出を控える傾向があった為、集客が減った。

お盆休みと天候不順が重なったことにより、前月に比べて、大幅に売上
ダウンとなった。50cc クラスのスクーターがまったく売れなくなって
しまい、販売店の売上全体を下げてしまっている。その中でも125cc
クラスのスクーターが好調な為、9月以降の販売に期待を持っている。
商 店 街

商店街（川崎市）
8月は猛暑に台風発生と、目まぐるしく変わる天候不順等に
より、各店昨年対比では厳しい状況のお店が多かったようだ。
9〜10月はイベントが多く、忙しくなる。

その他の非製造業

オートバイ

畳工事
７月24・25日、パシフィコ横浜で「しごと・技能体験フェスタ」
が開催され、2日間で2,273名が体験したが、猛暑の割には中々
の数字だ。上部団体でも「匠の小学校（横浜市技能文化会館、7月
29日）」が開催され、約1,900名が来場した中、講習等を行った。

運

業

8月に入り、原油価格は大きな変動はないが、石油元売会社
のコスト面から、仕切価格が若干上下している状況である。
しかしながら、継続的な需要減の状況や一部地域の販売価格
の下落により、夏場の商戦も安値激化しており、経営環境は
相変わらず悪化の一途を辿っている状況である。

業

燃 料

道路貨物
異常な猛暑で、飲料水や家電製品の配送が前年より３割程度増えた。しかし、
配送車両不足による運賃の上昇や、人手不足・働き方改革による労働時間短
縮などでの人件費高騰、ガソリン価格の上昇等で、収益が圧迫されている。
業界のイメージの低下で、仕事はあるが、人が来ない状況が続いている。

歯科技工
各事業所が猛暑対策の為、長めに夏休みを取り、粗利益は前年度と比
べ6.4％減少した。歯科業界全体の急速なデジタル化に対応しなけれ
ば利益を確保することができず、続々と発信される情報を吸収しなが
ら知識を広め、デジタル化に関係する設備投資を行うことが対応策だ。

不動産
毎年8月は営業日数が少ないので売上は落ちる。新築戸建やマンション
の価格が高止まりしており、建築コストが上昇しているので仕方ない気
もするが、数年後に中古住宅となった時に売却希望価格と市場価格との
ギャップに仲介業者として苦労するのではないかと、今から不安になる。
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かながわ「産業 Navi 大賞」2018 表彰式を開催

PR
PRひろば

（一般財団法人神奈川県経営者福祉振興財団）

一般財団法人神奈川県経営者福祉振興財団（共催：神奈川県福祉共済協同組合）は、平成30年9月6日（木）、県
民共済みらいホール（横浜市中区）にて、かながわ「産業 Navi 大賞」受賞企業の表彰式を開催しました。
かながわ「産業 Navi 大賞」は、今年で9回目を迎え、同財団が神奈川
県内の中小企業の継続的な発展とビジネスチャンス創出を目的として、
県内中小企業で開発・考案した、サービス（新しい販売手法等）・製品・
商品・技術等により、売上の向上や販路の拡大等、具体的な事業効果が
でたものを表彰・支援するものです。
さまざまな分野で活躍する中小企業・個人事業所から下記の10企業
が受賞しました。
●大 賞

株式会社ルーヴィス

●優秀賞
【ものづくり部門】 株式会社ホクエツ
【サ ー ビ ス 部 門】 株式会社ジンボ
【販 売 部 門】 うりんぼう
【その他ビジネス部門】 株式会社芝技研
●奨励賞
株式会社光レジン工業

空き家サブリース「カリアゲ」
微酸性電解水生成装置
HEV スペクトル解析サービスによる眼鏡販売
〜 PC-SPECTRUM64／ HEV2
と
神奈川県産経木の折箱の「おもてなし弁当」
NEW ロゴマークで売上 UP!
深孔加工技術の海外展開

震災時に津波や家屋倒壊から命を守る防災・救命シェルター「CL-HIKARi」

株式会社アーバングラフィック 【GIS（地理情報システム）×スマホアプリ】
住民と行政を繋ぎ、まちの不具合を解決・改善する通報アプリ
株式会社菜の花商事

AMGH バーナー（遠赤外線炭火バーナー）

坪井食品株式会社

発祥の地 横浜から。半世紀の時を経て オリツルサイダー 復活

ＡＮＡテック株式会社

若きモノづくり集団の挑戦！製鉄
（造船）のまち
「横須賀」から生みだすオー
ダーメイドインダストリアル家具ブランド『Iron Life（アイアンライフ）』

の

専務理事

ちょっと役に立つ話

今回のテーマはこの季節にちなみ「スポーツイベン
ト」
についてです。
オリンピック・パラリンピック東京大会が１年半
後に迫ってきました。メダルが期待できそうな選手
の話で盛り上がったりしている今日この頃でもあり
ます。
でも、その前年にラグビーワールドカップが日本
にやってきます。全国12か所（県内では決勝と準決
勝を含む7試合）
、会期44日間、海外からの観戦客
は40万人を予想、その消費支出は1,057億円、全体
の経済効果は4,300億円とのことです。海外のラグ
ビーファンは日本の応援ツアーのように
「弾丸」では
ありません。1泊数万円の高級ホテルに宿泊しなが
ら自国チームを応援しつつ試合の合間に観光を楽し
みながら、ずっと滞在する本物のお金持ちらしいの
です。事前イベントも始まります。県内でもラグビー
のトークショーや体験教室など、盛り上げ系の関連
イベントがいろいろ展開されます。
オリパラとラグビーのイベントで、関連施設の整
備やインフラ投資だけでなく、宿泊、輸送、飲食、
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印刷、装飾、警備、清掃、情報サービスなど様々な
業種にニーズが発生しそうです。
さて、これらのビックイベントが終わると景気は
どうなるのでしょうか。熱が冷めて落ち着きを取り
戻すだけならいいのですが、落ち込むのは避けたい
ものです。幸い、オリパラの翌年2021年の秋に、
ねんりんピック
（全国健康福祉祭）が神奈川県内各地
で繰り広げられます。4日間の日程で選手、役員、
観客延べ40万〜50万人が参加する結構大きな大会
です。来年には実行委員会が立ち上がります。高齢
者スポーツだけでなく、
囲碁、将棋、マージャンなどの
文化交流大会や健康福祉機器展、美術展、音楽文化
祭も予定されていて、幅の広いところが特徴です。
高齢者の貯蓄額は何百兆円といいます。そうした
預貯金が消費に回りビジネスチャンスが広がること
を期待します。
ただ、同じ高齢者でも、我が家のように貯蓄せず、
車も持たず、常日ごろから美味美酒を求めて浪費し
ているような家庭には期待できませんが…。
（西村）

逸
品
今月
の

〜『かながわの名産
100選』より

編集後記
10月といえば体育の日でしょうか。体育の
日はもともと1964年の東京オリンピックの開
会式である10月10日を記念日としたものです
が、来る2020年にはいよいよ東京の地でオリ
ンピックが再び開催されます。オリンピック
を控えた2019年には元号も平成から変わるな
ど、新たな時代の幕開けを前に胸が躍ります
ね。
企画情報部担当者

労務全般専門相談
＃14 横浜クラシック家具
1863年英国人ゴールマンが横浜・元町に欧風家

䕿㏻ᖖ┦ㄯ䛿↓ᩱ䚸⛎ᐦཝᏲ䕿

具製造会社を設立。伝統と洗練されたデザインを
基に、年季の入った職人技を随所に生かした本物
の家具。
こちらのコーナーは「かながわの名産100選」より抜粋してい
ます。
「かながわの名産100選」は県 HP（http://www.pref.kanaga
wa.jp/docs/ya3/cnt/f300096/）
でもご覧になれます。

記事に関するお問合せはこちら
神奈川県 国際文化観光局 観光部 観光企画課
TEL：045-285-0739（直通）
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神奈川県中小企業団体中央会 会員の皆さまへ耳より情報！
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神奈川県中小企業団体中央会

ビジネスＪネクスト制度のご案内
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䖃䛣䛾䝏䝷䝅䛿ಖ㝤䛾≉ᚩ䜢ㄝ᫂䛧䛯䜒䛾䛷䛩䚹ヲ⣽䛿ၟရ䝟䞁䝣䝺䝑䝖䜢䛤ぴ䛟䛰䛥䛔䚹
ヲࡋ࠸ෆᐜࢆ࠾▱ࡾ࡞ࡾࡓ࠸ሙྜࡣࠊୗグࢩ࣮ࢺࢆࡈグධ࠸ࡓࡔࡁࠊ୕ఫᾏୖ㸦㸧ࡲ࡛㹄㸿㹖ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㈗♫ྡ

ᡤᒓ⤌ྜྡ

䛤ఫᡤ
䛤ᢸᙜ⪅ྡ
䠰䠡䠨

䠢䠝䠴

䛤┦ㄯෆᐜ

䠍䠊ぢ✚䜚䛜ḧ䛧䛔

䠘䛤㐃⤡ඛ䠚࠙ྲྀᢅ௦⌮ᗑࠚ

୕⏕ಖ㝤ᰴᘧ♫
ᶓᨭ♫
ᶓᨭ♫
⏫⏣ᨭ♫
•༡ᨭ♫

䠰䠡䠨䠖䠌䠐䠑䠉䠏䠐䠑䠉䠐䠎䠌䠍
䠰䠡䠨䠖䠌䠐䠑䠉䠐䠓䠐䠉䠐䠓䠔䠌
䠰䠡䠨䠖䠌䠐䠎䠉䠓䠎䠎䠉䠒䠏䠒䠔
䠰䠡䠨䠖䠌䠐䠒䠒䠉䠎䠏䠉䠏䠓䠎䠍

䠎䠊ㄝ᫂䛜⪺䛝䛯䛔

䠏䠊ຍධ䛧䛯䛔

࠙ᘬཷಖ㝤♫ࠚ

୕ఫᾏୖⅆ⅏ಖ㝤ᰴᘧ♫ ᶓᨭᗑᶓ➨ᨭ♫
ఫᡤ 䠖ᶓᕷ⚄ዉᕝ༊ᰤ⏫䠓䠉䠍 䠩䠵䠴䝡䝹䠐㝵
㼀㻱㻸 䠖 䠌䠐䠑䠉䠐䠒䠍䠉䠔䠎䠐䠑
㻲㻭㼄 䠖 䠌䠐䠑䠉䠐䠒䠍䠉䠌䠒䠕䠓
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