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森洋さんの全国中央会 会長就任を祝う会 開催
参加者総数
859名
お忙しい中、多くのご
来場誠にありがとうござ
いました !!

令和元年９月30日
（月）に横浜ロイヤルパークホテル
（横浜市西区）
、「鳳翔の間」にて「森洋さんの全国中央会 会長
就任を祝う会」が開催されました。当祝う会は黒岩祐治 氏を発起人代表、本会役員一同他を発起人として、神奈川県
中央会 森会長の全国中央会会長就任を祝うために開催したものです。国や県の行政関係者、都道府県中央会会長、
本会会員、業界関係者等が一堂に会しました。
当祝う会には多くのご来賓が出席され、下記の通りご挨拶されました。

【菅原一秀 経済産業大臣】
森会長は全国中央会副会長に2期4年間就任され、全国の中小企
業のために汗を流してこられました。特に、事業承継体制の円滑化
や各災害に対する支援は、森会長なくして今日に至らなかったと
思っています。今後は全国中央会会長として、益々ご活躍されます
ことを祈念いたします。

【小泉進次郎 環境大臣】
森会長は私と同じ横須賀出身で、私の後援会長にも就任いただい
ており、こんなに心強いこと、そして、今日の日が嬉しいことはあ
りません。これからは森会長を中心とした中小企業の皆さんと環境
省の連携をより深めていきたいと思います。本日は誠におめでとう
ございます。
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【自由民主党 税制調査会

甘利

明 会長】

森会長の全国中央会会長就任は多くの方にとって長年の悲願でし
た。今後は全国300万の事業者のリーダーとして、陣頭指揮を執っ
ていただきたいと思います。今後も益々ご活躍されることを祈念し
ております。

【全国中小企業議員懇話会

逢沢一郎 座長代理】

森会長が全国中央会会長にご就任されたことを心よりお喜び申し
上げます。全国の中小企業のトップリーダーである森会長をはじめ
とした皆さんと連携し、未来を切り開いていきたい、そう心から思っ
ております。

【自由民主党 神奈川県支部連合会 小此木八郎 会長】
森会長には日頃からお世話になっており、苦しい時にも支えてい
ただき、色々なアドバイスをいただいております。今、苦しんでい
る中小企業の皆さんにしっかりと手を差し伸べ、森会長とともに、
日本経済を盛り上げて参りたいと思います。

また、全国中央会会長に２期４年就任し、団体の発展に尽力された全国中央会前会長 大村功作 氏
（現東京都中央
会会長）に花束と記念品が贈呈され、大村前会長は「森会長には、副会長として、また、会長代行という立場で私を支
えていただきましたことをこの場を借りて厚く御礼申し上げます。森会長は、企業運営だけでなく、中央会運営に関
しても幅広い知識をお持ちで、人間関係も幅広いので、本当に安心できる会長です。これからも益々ご活躍されます
ことを祈念いたします。」と挨拶されました。
大村前会長よりバトンを引き継いだ森会長は「本日ご出席いただきましたご来賓並びに参加者の皆様には心から感
業者が、本当に元気にならなければ、日本経済再生はありえ
ません。足元を見ますと、深刻化する人手不足問題や事業承
継問題、消費税増税、最低賃金引き上げ等、我々を取り巻く
環境は大変厳しい環境にあります。これを一つ一つ、丁寧に、
取りこぼさずに、いかに、中小企業・小規模事業者のために
なるかということを模索して取り組んでいきたいと思ってい
ます。そのためには、全国中央会が頼られる団体でなくては

森会長︵左︶と大村前会長︵右︶

謝を申し上げたいと思います。私ども、中小企業・小規模事

なりませんし、各都道府県中央会とも、十二分に連携を図っ
ていく所存です。
」
と感謝の意を表し、
決意を新たにしました。
次に乾杯挨拶を神奈川県商工会議所連合会 上野 孝 会頭より賜り、盛会の後、当祝う会は神奈川県中央会 坂倉副
会長により閉会となりました。
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特

集

「高精度・難加工技術展2019」に
（モノづくりパビリオンwithかながわ2019）
（モノづくりパビリオンw
ンwit
ith
th
hかながわ2019）

12社で共同出展
製造業において近年高まって
いる高精度・高難度加工への需
要に対応する力を持つ企業の技
術や製品を広くPRする展示商談
会「高精度・難加工技術展2019」
（主催・日刊工業新聞社）が開催
され、本会支援により共同出展
を行いました。

◆高精度・難加工技術展2019開催概要◆
開催日時：9月4日（水）〜6日（金）10：00〜17：00
開催場所：パシフィコ横浜

展示ホール（横浜市西区みなとみらい1−1−1）

出展者数：270社
来場者数：56,185名（同時開催の他展示会を含む）

本会では、「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金（ものづくり補助金）フォローアップ事業」を活用し、
神奈川県内のものづくり補助金の補助事業者の販路開拓支援を行っています。本展示会では、神奈川県の展示区画と
して設置された
「モノづくりパビリオン with かながわ2019」内にブースを設け、ものづくり補助金の補助事業者12
社で共同出展を行いました。
参加企業各社は、事前に開催された研修会において出展効果を高めるためのノウハウを身につけ、参加企業同士の
交流も行いました。その結果、展示会期間中にはお互いのブースの作り方や商談方法についてアドバイスを送り合い、
来場者の反応を見て展示内容に手を加えるなど、積極的に自社の PR に取り組んでいました。
展示会終了後には、
「３日間とも来場者
が多く対応に忙しかった」
、「競合する業種
が少なかったため、自社事業に関連する悩
みを持つ方が数多くブースを訪れてくれ
た」
、
「期待以上に多くの商談につながりそ
うである」等大きな手応えを感じている声
が多く聞かれました。
本会では今後も、ものづくり補助金採択
事業者に限らず、県内中小企業組合および
組合員企業の皆さまを対象に、販路開拓支
援を積極的に行っていく予定です。
4

商工神奈川 2019年10月号

展示会開会式

神奈川県中小企業団体中央会
神奈川県中小企業団体中央会 ものづくり補助金フォローアップ事業
ものづくり補助金フォローア
アップ事業 出展企業一覧
出展企業一覧
覧
（順不同）

株式会社ツジマキ
株式会社
株式
会社ツジ
会社
ツジマキ
ツジ
マキ
（横浜市）
（横浜市
（横
浜市）
）

マイクロ・スクェア株式会社
マイクロ
マイ
クロ・ス
スクェ
クェア株
クェア株
ア株式会
式会社
式会
社
（相模原市）
（相模原
（相
模原市）
市）

湘南デザイン株式会社
湘南デザ
湘南
デザイン
デザ
イン株式
イン
株式会社
株式
会社
（相模原市）
（相模原
（相
模原市）
市）

株式会社荏原精密
株式会社
株式
会社荏原
会社
荏原精密
荏原
精密
（横浜市）
（横浜市
（横
浜市）
）

株式会社アピック
株式会社
株式
会社アピ
アピック
ピック
（川崎市）
（川崎市
（川
崎市）
）

有限会社啓
有限会社
有限
会社啓
会社
啓
（相模原市）
（相模原
（相
模原市）
市）

株式会社キョーワハーツ
株式会社
株式
会社キ
会社
キョーワ
キョ
ワハー
ハーツ

有限会社川田製作所
有限会社
有限
会社川田
会社
川田製作
川田
製作所
製作
所

（横浜市）
（横浜市
（横
浜市）
）

（小田原市）
（小田原
（小
田原市）
市）

株式会社コーケン
株式会社
株式
会社コ
会社
コーケン
コー
（横浜市）
（横浜市
（横
浜市）
）

株式会社第五電子工業
株式会社
株式
会社第五
会社
第 電子
第五
子工業
業
（相模原市）
（相模原
（相
模原市）
市）

株式会社
株式会社 JKB
JKB
（川崎市）
（川崎市
（川
崎市）
）

リカザイ株式会社
リカザイ
リカ
ザイ株式
ザイ
株式会社
株式
会社
（川崎市）
（川崎市
（川
崎市）
）

※掲載している各ブース画像は展示会初日開始時のものとなります。
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かながわ商店街まつり
開催のお知らせ
神奈川県商店街振興組合連合会及び神奈川県中小企業団体中央会が主催となり、10 〜 12 月に県内
の商店街で開催されるイベントを下記ホームページにまとめさせていただきました。カレンダー形式で
スケジュールも確認しやすくなっておりますので、是非、この機会にご自身の地元や地元以外の商店街
イベントにも参加してみてはいかがでしょうか。県内には魅力あふれる商店街が溢れていますので、楽
しんでいただけること間違いなしです！！

【ホームページＵＲＬ】

ｈｔ
ｔ
ｐ：//ｍｙｍａｃｈi.ｊ
ｐ

【専用ＱＲコード】

ＱＵＯカードが当たる！
「わたしのまちの商店街」
ＳＮＳキャンペーンも実施中！
！
かながわ商店街まつりのイベント期間中に上記特設ホーム
ページに記載されているキャンペーン参加対象商店街で撮影
した写真を SNS に投稿し、審査員により上位に選ばれた方
に QUO カード等の素敵な商品が当たります！どなたでも
キャンペーンにご応募可能ですので、お買い物をしたり、イ
ベントを楽しみながら、お気軽にご投稿ください !!

【キャンペーンへの参加方法】
1. 上記特設ホームページに記載されているキャン
ペーン参加対象商店街で写真を撮影
2. ハッシュタグ「#わたしのまちの商店街」または
入賞者へのプレゼント
「#かながわ商店街まつり」
をつけて Instagram、
【すてきな商店街賞】
twitter で写真を投稿
すてきな商店街の写真を投稿し、審査員に
3．応募完了！
※お一人で何回でも投稿いただけます

【キャンペーン実施期間】
2019年11月5日
（火）迄
【お問合せ先】
神奈川県中央会 組織支援部
TEL：045-633-5133
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より上位に選ばれた方、35名に QUOカー
ドをプレゼント！！

【商店街めぐり賞】
期間中に3か所以上の商店街の写真を投稿
し、審査員により上位に選ばれた方、35名
にQUOカードをプレゼント！！
★その他にも素敵な賞をご用意させていた
だく予定です

成田公認会計士事務所
所 長

成田博隆 先生

利用分量配当と売上割戻の違いについてよく分かりませんので、説明して下さい。

A．

売上割戻は一般企業の取引に関連してしばしば見
受けられるものですが、利用分量配当は事業協同組
合において行われるもので、剰余金処分案を通して
計上されるものであるにも拘わらず法人税法上損金
に算入できる制度です。つまり事業協同組合が組合
員との取引によって生じた共同事業等から生じた利
益の範囲内で利用分量配当の額を決定し、これを法
人税法上の損金に算入することができるのです。
両者の主な相違を次の表に纏めました。末尾には
中小企業等協同組合法及び定款参考例、法人税法等
の関連する規定を掲げましたので、ご参照下さい。

比較項目

25

回

Q.

Q&A

第

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！

売上割戻

利用分量配当

計上方法 剰余金処分による

損益計算書に費用として計上

中小企業等協同組合法第59
法人税法第60条の2
根拠法
条 第1項、第2項
算定基準が契約その他によって
金額の
組合員総会の承認があること
相手方に明示されていること
決定
当期所得から損失をてん補
し、利益準備金、特別積立金
及び教育情報費用繰越金を控
財源規制 除してなお剰余があるときに 特になし
はその内の組合と組合員との
取引から生じた当期利益を限
度とする

剰余金処分が定時組合員総会
で承認された日
ただし、損金算入時期は法人
計上時期
税第60条の2により、総会で
承認された日の属する事業年
度の直前事業年度となる

原則として対象となる物品又
はサービスを提供した日の属
する事業年度 ( 法人税法基本
通達2-1-1の11)
例外として、上記通達の取り
扱いを適用しない場合には売
上割戻の金額を通知又は支払
をした日の属する事業年度 ( 法
人税法基本通達2-1-1の12)

相手方
上記例外処理は認められず原
の 収 益 組合員総会の承認のあった日 則処理によること（法人税法
計 上 時 の属する事業年度
基 本 通 達2-1-1の12は 仕 入
期
れ割り戻しには適用なし）
事業別の損益計算書が明確に
されていること
利用分量配当について協同組
損金算
確定決算において費用計上す
合等の事業分量配当の損金算
入要件
ること
入に関する明細書を記入し、
かつ、申告書別表４で減算を
すること

組合個別
専門相談
●通常相談は無料、秘密厳守●

前期繰越利益を取り崩して利
用分量配当を行ったときは、
その他 当期所得を超えて行われた部 特になし
分については出資配当とみな
される点に留意すること

【中小企業等協同組合法】
（事業利用分量配当の課税の特例）
第 9 条 組合が組合事業の利用分量に応じて配当し
た剰余金の額に相当する金額は、法人税法（昭
和四十年法律第三十四号）の定めるところによ
り、当該組合の同法に規定する各事業年度の所
得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上、損金の額に算入する。
【定款参考例】
（配当又は繰越し）
第60条 本組合は損失をてん補し、第56条の規定によ
る利益準備金、第58条の規定による特別積立
金及び前条の規定による教育情報費用繰越金を
控除してなお剰余があるときは、総会の議決に
よりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に
繰り越すものとする｡
（配当の方法）
第61条 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度
末における組合員の出資額、若しくは組合員が
その事業年度において本組合の事業を利用した
分量に応じてし、又は事業年度末における組合
員の出資額及び組合員がその事業年度において
本組合の事業を利用した分量に応じてするもの
とする。
【法人税法及び法人税法基本通達】
（協同組合等の事業分量配当等の損金算入）
法人税法第60条の2
協同組合等が各事業年度の決算の確定の時にその支
出すべき旨を決議する次に掲げる金額は、当該事業年
度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 その組合員その他の構成員に対しその者が当該
事業年度中に取り扱つた物の数量、価額その他そ
の協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配
する金額
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

令和元年

◎法律、
税務・経理

11 月 6 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 業務推進部 TEL：045-633-5131
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三笠ビル商店街誕生60周年記念 「三笠商店街カレー」絶賛販売中!!
三笠ビル商店街協同組合
トである「記念艦三笠」と商店街とアサリが描かれてい
ます。価格は500円
（１ヶ／税別）となっており、商店
街内のタペストリーのある店舗で販売しておりますの
で、是非、この機会にご賞味してみてはいかがでしょ
うか。
※商品在庫がなくなり次第、販売終了となります。

商品パッケージ

三笠ビル商店街協同組合は商店街誕生60周年を迎
えたことを記念して、アサリを使ったオリジナルのレ
トルトカレー「三笠商店街カレー」を開発し、販売を
しています。当商店街は横須賀市大滝町にある防火壁
の共同ビルによる珍しい形態の商店街で、店舗数70
店で構成されております。
当商店街では、地域活性化を図るべく、他商店街が
地域色を出したオリジナル商品を開発していること等
を参考に、横須賀市のカレーが有名であることに注目
し、当商品の開発に着手しました。商品の開発期間は
1年以上にものぼり、市内の走水海岸が潮干狩りで有
名であることをヒントに、具材にアサリを選び、試作
を重ねました。パッケージには、横須賀の数々の歴
史や文化を七五調で表現されている話題の郷土カルタ
「横須賀カルタ」の絵札の絵柄を採用し、観光スポッ
【アクセス方法】
京急本線横須賀中央駅より徒歩約5分
【お問合せ先】
三笠ビル商店街協同組合 事務局 TEL：046-822-4100
（営業時間：水曜日・日曜日を除く10:00〜17:00）
【ホームページ】 http://mikasa-street.com/

「警備業横浜協同組合 30周年記念式典及び祝賀会」を開催
警備業横浜協同組合
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し、会場全体が一体感で包まれました。中でも、歴代
理事長や特徴的な受注業務の実績の映像は、各自がそ
の当時に想いを馳せていました。歓談時には、BGM
をクラシック演奏にするなど、参加者同士の会話が弾
むような趣向も凝らしており、素晴らしい演出となり
ました。
周年事業に相応しく、髙木理事長の「相互扶助の精
神による一致団結した組織活動が、現在の当組合を支
えている。」という理念が、全てに通じていることが実
感できる会となりました。周年事業は過去を振り返り
つつ未来を語る良い機会ともなりますので、他の組合
様の事例も参考にされながら企画されてみてはいかが
でしょうか。

表彰状授与の様子

式典及び祝賀会の様子

令和元年9月20日（金）、ホテルニューグランド（横
浜市中区）
「ペリー来航の間」にて「警備業横浜協同組合
30周年記念式典及び祝賀会」が来賓・関係団体・組合員
等総勢100名超の参加のもと、
盛大に開催されました。
第一部の記念式典では、組合功労者・永年組合員・
役員・事務局員・優良警備員の表彰をそれぞれ行い、
壇上にて表彰状の授与と記念写真の撮影をするなど、
それぞれの今日までの組合活動への貢献に対して感謝
を表しました。
第二部の祝賀会では、創立時のみなとみらい・山
下公園などの風景、警備業務として共同受注した横
浜マラソン・花火大会の写真などをスクリーンに映
し出しながら昔を振り返り、今日までの経過を共有

&+828.$,

中 央 会トピックス
会 トピックス
ス

723,&6

本会主催

「2019年度 エコアクション21審査員力量向上研修会
認証・登録事業者フォローアップ対策研修会
及び認証・登録10年継続事業者 感謝状贈呈式」を開催
令和元年9月4日
（水）ホテル横浜ガーデン
（横浜市中区）にて本会が主催となり、標記研修会及び感謝状贈呈式を開
催いたしました。
「エコアクション21」は、環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステムであり、中小企
業者の方でも取り組みやすく、神奈川県での認証・登録にあたっては本会が窓口となっています。本事業ではエコア
クション21の審査員、エコアクション21の認証・登録事業者を対象とし、下記の通り実施いたしました。
審査員力量向上研修会【グループディスカッション】
「エコアクション21」の審査員が6グループに分かれ、審査員同士で情報を共有し、「エコアクション21」の認証・
登録を受けた事業者に、今後の環境経営の在り方について提案する等、グループ毎に検討が行われました。
エコアクション21認証・登録事業者 フォローアップ対策研修会
第一部【審査員によるグループ発表】
上記審査員力量向上研修会で検討した内容について
「エコアクション21」の認証・登録者等へ有益な情報提供を
行いました。
第二部【事例発表】
「エコアクション21」の認証・登録を受けている株式会社ダイトーフジテック
（横浜市）による事例発表が行われ
ました。当社は産業廃棄物関連事業を実施しており、顧客からの要望や環境に携わる事業を実施していること等を
きっかけに、中小企業者でも取り組みやすい
「エコアクション21」の認証・登録を受けました。10年間、自社で策
定した環境計画に取り組んだことで、燃費が向上し、年間の燃料費を削減しながら、CO2の発生量を抑制し、環
境保全に貢献ができた等、様々なメリットを挙げていました。
第三部【講演会】
神奈川県政策局 SDGs 推進担当の太田部長より、神奈川県での SDGs の取り組みの紹介がありました。神奈川
県では、SDGs の普及促進のため、「かながわプラごみゼロ宣言」を掲げており、深刻化する海洋汚染、特にマイク
ロプラスチック問題に取り組むべく、プラスチック製ストローやレジ袋の利用廃止・回収等を行っています。この
ような取り組みを市町村や企業、県民とともに広げていくことで、2030年までのできるだけ早期に、リサイクル
に回らない、廃棄されるプラごみゼロを目指しています。
認証・登録10年継続事業者 感謝状贈呈式
「エコアクション21」の認証・登録10年継続事業者の方を対象に一般社団法人持続性推進機構の佐藤常務より感
謝状が授与されました（受賞者は下記の通り）。贈呈式の後、ご来賓を交えた交流懇親会が行われ、盛会の後、本事
業は終了いたしました。
順不同・敬称略
【受賞者一覧】

受賞者の皆様誠におめでとうございます!

【エコアクション21に関するお問合せ先】
神奈川県中小企業団体中央会 組織支援部
（エコアクション21 地域事務局かながわ）
TEL：045-571-1138
※営業時間 9:00〜17:00（土日祝日を除く）

向洋電機土木株式会社（横浜市）
株式会社 ECJ（横浜市）
株式会社ウェイスト・プランナー（横浜市）
株式会社ウサミモールド
（埼玉県川口市）
株式会社コスモシステム（相模原市）
株式会社三興
（茅ヶ崎市）
株式会社三凌商事
（東京都町田市）
株式会社ダイトーフジテック（横浜市）
株式会社タクミック
（相模原市）
株式会社千歳梱包（相模原市）
株式会社出羽商会（藤沢市）
株式会社中村製作所
（足柄上郡）
株式会社日進電装
（横浜市）
株式会社町田清掃社
（東京都町田市）
新横浜テクノヒルズ協同組合（横浜市）
東京ファインケミカル株式会社（横須賀市）
二光光学株式会社（相模原市）
有限会社伊豆精機製作所（横浜市）
有限会社タイワ（横浜市）
有限会社野中製作所（愛甲郡）
有限会社松栄精機（厚木市）
やまと工業株式会社（藤沢市）
商工神奈川 2019年10月号
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8月 業界情報
製

情報連絡員の声
造

業

食

パ ン

工業塗装

年々、夏の暑さがより厳しくなっており、昼間の店舗販売は
客数がダウン（まばらな来客）。パート・アルバイトの有給休
暇取得、最低賃金アップ。資金繰り悪化傾向となる。

マクロ的には、世界的な景気減速の影響を受けていると思わ
れる。ミクロ的には、防衛省向け新規取引先案件、５Ｇ新規
案件に期待する。
鉄

料

ひもの

工業団地（相模原市）
前月と変わらず、機械受注総額の減少を背景に、受注競争が
激しくなり、受注価格の低下傾向が顕著となってきた。
鋼

品

一部に前年比売上を伸ばした企業も見られたが、これは例外
で組合全体では売上が伸びない中で原料魚の確保が厳しく、
それに伴う仕入価格高騰が経営を圧迫している。加えて、働
き方改革、最低賃金引上げ等の社会的動きも目が離せず、今
後経営への影響が懸念される。

工業団地（相模原市）

繊 維 工 業

テントシート
・

8月も前年に比べ売上は減少しており、特に8月は大型連休が
あり、各社前月以上に売上は下がったようだ。その中、今年
は帆布製品製造の技能検定があり、当組合でも10年ぶりに
18名が受験をすることになり、人材育成に力を入れている会
社も多いようである。

工業団地（伊勢原市）
金

木
木
材 ・
製 品

家 具

属

印
刷

今年は印刷・製本共にお盆の時期も休まない会社が例年より
多く見られた。そのためか、お盆明けは製本の仕事量が多かっ
た。

景況、先行き不透明。引き続き低位安定で、今年度後半の受
注も見込みが立たない。

メッキ

住宅着工は横這い局面。小売、造り込み家具とも、売上、採
算は厳しく、不振が続く。また、消費税増税による駆け込み
需要に乏しく、今後一層厳しくなるとの見通しが多くの業者
にある。消費税の影響も含め、今後の動向を見守りたい。

製 本

恒常的な人不足感が続いている。10月１日よりの最低賃金引
上げに際し、派遣社員、外国人技能実習生に引上げ要請あり。
固定費の増加が利益圧迫要因となる懸念あり。

組合員の生産額は前年同期とほぼ変わらず。二極性もそのま
ま継続している。台風15号の影響は軽微。生産体制に影響が
でたり、近隣に迷惑をかける事態はなかったようだ。

金属製品

化 学・ ゴ ム

8月度は大手企業もお盆休みとあって、大きな動きはないが、
やはり半導体系企業・通信系企業の仕事量の減少傾向は変わ
らない。このところ円高が続いていることも輸出企業には重
い。

石油製品
輸 送 機 器

低迷を続けていたガソリン出荷量が、7月末から8月の旧盆期
間に向けて回復してきた。8月上旬のガソリン出荷量は、12
月以来32週ぶりの100万キロリットル超えとなったものの、
前年同時期比でみると93.4％に留まっている。ガソリン出荷
量の減少は大きな流れであるが、週の出荷量が90万キロリッ
トル台に留まることを期待している。

その他の
製 造 業

窯
業 ・
土 石 製 品

砕 石
地域によって景況感に隔たりが出てきているものの、総体的
に需要・単価とも上昇基調は崩れていない。しかしながら単
月では、夏休み・働き方改革などによる稼働日数の減少や人
手不足もあって出荷は小幅減、収益は横這いとなった。

指定業者（船舶）
日本船舶輸出組合の発表では、6月の輸出船契約実績は17隻・
71万3千総トンであった。依然として、受注環境は厳しく、
国内外の船主からの引き合いは少ない。鋼材価格の上昇や円
高の影響もあって採算面の厳しさも増している。

工業中心の複合業種
受注が減少傾向の企業が増え、低迷の状況が続いている。米
中・日韓経済の影響も出始めている様子で、先行きの不安感
がさらに増してきそうである。

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

-29.7％

6.5％

-9.5％

-14.9％

-40.5％

-25.7％

-9.5％

-14.9％

-36.5％

-14.3％

9.5％

-9.5％

-9.5％

-42.9％

-19.0％

-9.5％

-4.8％

-28.6％

-18.9％

-39.6％

体

景況天気図

売上高

―
-35.8％

4.0％

-9.4％

-17.0％

-39.6％

-28.3％

（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

造

業

卸

温泉旅館

売上は昨年と比べて悪かったようである。原因としては、天
候や人手不足によってお客様に十分なサービスが提供できな
いことや、そのお客様が減少していることなどが挙げられ、
複合的な問題のようだ。

夏休み期間で日本人の家族連れが増加したが、お盆以降が伸
びない施設が多かった。
サ

菓子卸

病院については、7月から一転して、高温による高齢者の入
院が増加し、どの病院もベッド満床状態であった。人手不足
による退職者の増加があり、採用コストが増加している。

金属原料
ー

売

全体的に売上減少基調であるものの、直近においては大きな
変化は見受けられない。人材の確保がボトルネックとなって
いる企業が見受けられる。その対策について、常に企業側は
苦慮している状況。9月以降は、若干増収の見通しある企業
が多く見受けられる。

建物管理
人材不足。

ファイナンシャルプランナー

料理材料卸
ビ

稼働日数が前年より少なく、売上も減少傾向にある。発送運
賃等の値上がりにより、商品の値上が進んでいる。10月の消
費税値上を控え、軽減税率対応の準備に追われている。

医療業

8月は対象先の休みも多く全体的に各分野で低調である。ホーム
ページの改良にともない、個別相談の件数が少しずつ増加して
いる。さらに改良し、幅広い顧客層へのアプローチをいたしたい。

業

リサイクル

情報サービス業

古紙市況は、猛暑の影響により古紙発生量は芳しくなかった
が、今後10月の増税前の国内消費は一時的に増加すると見ら
れている。故繊維市況は、アジア市場での需要後退から、輸
出価格の低落傾向が長く続いているので、今後国内市場の需
要拡大が早急な課題となっている。

プラント設計

ス

現状、仕事があっても人員が不足することが多い。だんだん
と外国人労働者の人数が増加してきた。

建築設計

暑さのせいか、お客様が身体のことを考えて外出を控えてい
る。高齢者は特に外出しない。9月にかけてお客様にアプロー
チをしている。

業

菓 子

運

青 果

引合旺盛、人不足感あり。夏季休暇のため時間単価契約売上減少。

警備業

7月の低温長雨、日照不足による生育遅れや病害に加え、月
末の台風被害により、青果物全般にわたり入荷減で、特に果
菜類が高騰し、相場は高めで品揃えでは苦戦した。猛暑の影
響で、客足悪く、お盆休みもあり、需要は低調となり、一般
の小売商の販売は低迷した。

各種イベントが増加。売上・収益とも好転。

管工事業
建

小

乳製品
飲用牛乳の消費にブレーキがかかり、高齢者対象の宅配牛乳
は厳しい状況にある。4月の原乳価格値上げに伴い、売上高
の減少が続いている。

機材の景況は好況ではあるものの、工事に関する受注は低レ
ベルで停滞状態である。何とか売上高に向けた下期発注の公
共工事にありつきたい。

電気工事
設

売

電化製品

横浜市では昨年、今後30年間に小中学校350校を建て替える
計画を発表。年間10校以上と、昭和50年代から平成初期並
みのペースである。昨今、公共建築物の新築が少ない中、久々
の新築設計の機会となる。組合では、横浜市の意向調査や組
合事務所の技術の研鑽、
先進事例の研究、
見学等を考えている。

若手従業員の不足。人材育成が必要。一部の材料の不足
（電線
管、高圧ケーブル）。

空調設備工事

鮮 魚

夏休み工事など多くあり。そのために長期工事などが今まで
以上に忙しい。人手不足が一段と大きな問題になっている。

業

暑さの影響で夏物商品
（エアコン）が好調に推移した。シーズ
ン前と比較すると価格的には標準的な商品の販売構成が多い。

業

入荷量は、相変わらずの減少。更に、サンマの不漁が伝えら
れており、
「旬」
が味わえなくなるかもしれない。

畳工事

燃 料

6・7月からみると、一般事業売上が下がっている（収益悪化）。
秋になることが不安であるが、消費税10％がさらに不安である。
業

道路貨物（横浜市）
輸

本年4〜7月（4カ月間累計）
の高速利用料金は、前年比△9.4％
と低調であった。その主要因は、ドライバー不足による稼働
率の悪化。また、5月の稼働日数の減少も要因と思われる。
いずれにしても、ドライバー不足は深刻であり、回復・改善
の兆しは見られない。

業

8月に入り、原油価格の続落と為替相場の円高進行で原油調
達コストが大きく低下し、石油元売会社の仕切価格（JXTG）は
約4円 /ℓ下落。しかしながら、一部地域では仕切価格以上に
値下がりし、経営環境は悪化の一途を辿っている状況である。
ガソリン販売数量は前年比85％前後というＳＳ企業もあり、
経営がひっ迫している状態が続いている。

道路貨物（横浜市）

共同店舗
消費税増税
（10％）
による景気の悪化。茅ヶ崎市内、
特にショッ
ピングセンター付近のお店が閉店している。

店

連日の猛暑、しかも、50〜70代がメイン客層のため、商店
街への客足は鈍ると予測していたが、全体の来客数は前年を
上回った。特に、飲食部門、衣料部門が好調であった。逆に、
生鮮部門は10％近く客足が遠のいた。

商店街（川崎市）
街

7月の下旬から本格的な夏の陽気に変わって暑さが戻ってき
たが、それまでの売上減少を取り戻すほどの効果はない。10
月からの消費税増税を控えて、本来なら駆け込み需要がある
と思うのだが、あまり期待できそうもない状況が9月も続き
そうな感じである。

そ の 他 の 非 製 造

商

商店街（藤沢市）

人手不足により受注高が依然見込めない。

歯科技工
各事業所が長めの夏休みを取り、前年度と比べると売上は変
わらないが歯科用貴金属が高値を更新し、収益状況に影響し
悪化した。歯科材料の保険点数が上がらなければ受注も増え
ないし収益状況の改善はない。

不動産
最近、大手企業グループ会社等から
「賃貸アパート・マンショ
ンの空部屋を借りて家電等の生活用品を揃え転貸したい」との
問い合わせがある。不動産業者がオーナーから1棟を借り上
げるサブリースはトラブルが増加し問題となっているのに対
し、１部屋だけの借上は参入も撤退も簡単にできる手法で、
異業種からの参入が始まっている。

商工神奈川 2019年10月号
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「全国朝市サミット2019 in 三崎朝市」
ひろば
開催のお知らせ

PR
PR

「全国朝市サミット2019」が11月3日（日）、三崎朝市会場（三浦市三崎）にて開催されます。
「全国朝市サミット」を主催する「全国朝市サミット協議会」は、日本各地の朝市の活性化や課題解決、情報交換・
交流、発展、地域振興などを目的に活動しており、現在15の朝市が参加しております。「全国朝市サミット」は、
協議会に参加する朝市が毎年持ち回りで開催しており、
今年度は三崎朝市協同組合を中心に三崎で開催されます。
当日は、三崎朝市名物の海鮮丼や厚木名物のとん漬丼による食のおもてなしや、三崎朝市の特徴である仲買人直
売の三崎まぐろをはじめとする新鮮な魚介類、地元農家直送の三浦野菜が勢ぞろいします。地元農協・農業高校
による出店や、全国各地特産品の販売、そして「全国銘酒まつり」も行われる予定です。
また、当日は港町まつり、みこしパレード、城ケ島大橋のライトアップなどさまざまなイベントが同時開催さ
れます。11月3日（日）は三崎が熱い !! ぜひこの機会に三崎まで足をお運びください。

【開催概要】
開催日時：令和元年11月3日（日）6：00〜15：30
開催場所：「三崎朝市会場」
三浦市三崎5丁目3806番地先
主

催：三崎朝市協同組合

アクセス：〈電車〉京浜急行三崎口駅から京急バス「通り矢行き」
「城ケ島行き」
「三崎港行き」で「三崎港バス停」下車
〈 車 〉横浜横須賀道路佐原 ICまたは三浦縦貫道路林 ICから国道
134号、県道26号線経由して三崎方面

緊急のお知ら
せ
らせ
令和元年10月７日付、黒岩祐治県知事及び林 文子横浜市長より、本会森会長宛に下記の依頼文
が届きました。ついては、各組合員に依頼の趣旨を周知徹底するよう、ご協力の程、よろしくお願
い致します。
【依頼文書の概要】

令和元年台風15号により被災した中小企業との取引に関する配慮について
令和元年台風第15号によって、横浜市金沢区の臨海部の企業を中心に、建物や機械設備等に甚
大な被害を受け、工場等の操業停止が確認されている状況です。
国、神奈川県、横浜市においては、復旧支援に努めていますが、貴団体におかれましても、被災し
た経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者が、一日でも早く復旧できるよう、貴団体に所属する
被災企業と取引関係にある事業者に対して、下記の事項について周知徹底を図るなど適切な措置
を講じていただくよう要請いたします。
記
１
２

12

被災企業の生産が一時停止していることをもって、取引関係を解消することがないよう、十
分ご配慮いただきたい。
被災企業に発注している製品等の納期についても、柔軟に対応していただくよう、十分にご
配慮いただきたい。
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逸
品
今月
の

『かながわの名産
100選』
より

編集後記
ようやく暑さがおさまり、日増しに秋も深
まってきました。街中の紅葉のピークはもう少
し先ですが、標高の高い山などでの紅葉狩り
シーズンはスタートしています。私は、普段は
神奈川の山や高尾山くらいにしか行かないの
ですが、今年は紅葉のきれいな北関東の山など
にチャレンジしてみたいと思います。
企画情報部担当者

情報募集
＃25 丹沢あんぱん
オギノパンが立地する丹沢山系にちなんで作ら
れたあんぱん。最大の特長は12種類の味が楽しめ
ること。しっとりとしたブリオッシュ生地にあん
こをたっぷり入れて包んだ人気商品。お土産によ
く利用される。
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）

『商工神奈川』
に
組合の情報を掲載しませんか？
★イベントの
告知をしたい
★組合の事業を
紹介したい
★取材に来てほしい

お気軽にお問合せ下さい！
【組合の情報掲載に関するお問合せ】
企画情報部 Tel 045-633-5134
もしくは組合担当者まで
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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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発行所／神奈川県中小企業団体中央会

〒231-0015 横浜市中区尾上町5丁目80番地
TEL.045（633）5131 FAX.045（633）5139

