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巻　頭

　会員並びに関係者の皆様、明けましておめでとうございます。お健や

かに令和2年の新春をお迎えになられたことと、心よりお慶び申し上げま

す。

　さて、昨年は、日本が議長国を務めたG20や、天皇陛下の御即位、平

成から令和への改元、ラグビーワールドカップの開催など記憶に残る年

でありました。しかし後半には台風による大雨の影響で関東、東北を中

心に甚大な被害がもたらされ、現在も復旧に向けた様々な取り組みが行

われております。あらためて被災された方々に対してお見舞い申し上げ

ます。

　経済に目を転じると、米中貿易摩擦に関しては、全面的な合意のハードルは高く、製造業を中心に

不確実な状態が続いております。景気についても下降局面がうかがえるなど力強さを欠く年でもあり

ました。中小企業・小規模事業者においては特に人材不足や働き方改革によるしわ寄せ、最低賃金の

上昇によるコスト増など、厳しい状況が続いております。

　こうしたなか、本会では人材の確保・定着や生産性の向上を最優先に取り組み、女性・高齢者・外

国人など、多様な人材の活用とともに、業務運営の見直しも含めた働き方改革の推進や、IoT など革

新的技術の活用を通じた生産性の向上について情報提供に努めてまいりました。また、経営者の高齢

化や後継者不足により、中小企業・小規模事業者の廃業数が増加を続けている中、改正された事業承

継税制を活用するなど、円滑な事業承継を支援してきました。

　令和の時代の新しい組合と中央会のあり方を見つめ、また現場の声を大切にしながら、頼られる中

央会となるよう業務執行体制の充実を図りつつ、会員皆様に対する支援の充実・強化に取り組み、中

央会の社会的プレゼンスの向上に努めていく所存です。

　今年はいよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。外国人旅行者による関連需要

が見込まれ、中小企業・小規模事業者のビジネスチャンスが更に拡大されることでしょう。

　皆様におかれましては、協同の精神の下に「連携」をキーワードに、経済の好循環を神奈川県より実

現させるため、県や国の中小企業施策を活用しながら、経営革新及び経営基盤の強化に向けた活動に

取り組まれ、この激動する時代を乗り切っていただきますよう衷心より念願するものであります。

　昨年に変わらぬご支援、ご協力をお願い申し上げ、年頭のご挨拶といたします。

年頭のご挨拶

神奈川県中小企業団体中央会

会　長　　森　　　洋
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　明けましておめでとうございます。

　オリンピックイヤーがスタートしました。先の東京オリンピックの時、

私は小学4年生でした。当時、発売されたばかりのカラーテレビが学校の

理科実験室に置かれていて、授業中にみんなでボクシングの試合を見ま

した。カラーテレビというものはこんなに美しいものかと衝撃を受けた

ことを今も鮮明に覚えています。

　あれから56年。携帯電話でテレビが見られるのは当たり前、わざわざ

店に行かなくても片手で携帯電話をいじるだけで商品は買えてしまう。

ドローンが空を飛んで物は運ぶわ、簡単に空撮をこなすわ。ロボットは大活躍し、ALS（筋萎縮性側

索硬化症）の患者さんが、分身ロボットを活用して、県のアドバイザーを委嘱されるまでに…。

　あの当時、鉄腕アトムが見せてくれた未来の社会、いや、それを上回る社会が今や現実のものとなっ

ています。当時、100歳以上の人は全国で100人を超える程度だったのが、今や7万人を超えるほどに、

人の寿命も延びました。ガンとともに生きていくことも珍しい話ではなくなりました。

　そんなに進歩した時代にあって、私たちは当時の日本人よりも幸せになっていると言えるでしょう

か？刑法犯認知件数も交通死亡事故件数も火災件数も大幅に減りました。しかし、虐待、家庭内暴力、

いじめ、あおり運転、特殊サギなど、心が寒くなるようなニュースは一向に減る気配がありません。

大地震、台風、大雨など自然災害はかつてより、パワーアップして我々を襲ってくるようになりました。

　将来への不安感はむしろ当時より増えているのではないでしょうか。人と人との関係性が希薄にな

り、コミュニティのチカラが落ちたと感じる人も増えています。

　そんな中で迎える東京2020オリンピック・パラリンピック。開催自治体として昨年のラグビーワー

ルドカップ2019TM の流れを生かし、みんなで心をひとつにして、世界中に日本の良さ、日本人の素

晴らしさをアピールしたいですね。そして、私たちが忘れかけていた私たち自身のパワーを再発見し、

活力あふれる明るい日本、神奈川を取り戻したい！新年にあたって強くそう思う次第です。

感動を、ふたたび。
世界へ、神奈川で。

神奈川県知事

黒 岩 祐 治
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特　集

URL：https://www.youtube.com/watch?v=_NfG1ED8bww

動画タイトル：「中小企業等協同組合法施行70周年及び中小企業団体の組織に関する法律施行60周年記念式典」

※本動画は全国中央会がさくら TV（https://www.masaki-eizo-foundation.com/）に作成依頼を行い、収録さ

れたものです。

　令和元年11月26日（火）、ANAインターコンチネンタルホテル東京（東京都港区赤坂）にて、全国中小企業団体中

央会（以下、全国中央会）並びに都道府県中小企業団体中央会が主催となり、「中小企業等協同組合法施行70周年（昭

和24年７月１日施行）及び中小企業団体の組織に関する法律施行60周年（昭和33年４月１日施行）記念式典」が行わ

れました。当日は全国から多くの参加者が集まり、全国中央会 森会長の主催者挨拶、宮本周司経済産業大臣政務官

をはじめとした各代表者の挨拶の後、計117の中小企業団体及び590の中小企業組合関係者がその功績に対し、表

彰を受け、本県からは４組合と10名が受彰されました。受彰された皆様、誠におめでとうございます。

　なお、本式典の様子は下記URLに動画で公開をされております。本会飯島副会長や水野副会長のインタビュー等

も収録されておりますので、ぜひ一度ご視聴ください。

表彰状授与の様子 全国中央会 森会長（右から２人目）と本県の受賞者

「中小企業等協同組合法施行70周年及び中小企業団体の
組織に関する法律施行60周年 記念式典」 

「中小企業等協同組合法施行70周年及び中小企業団体の
組織に関する法律施行60周年 記念式典」 

～ 本県から4組合10名が受彰!  ～
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理 事 長

理 事 長

原 　 宣 幸

職 　 員　

山 本 知 宏

佐　藤　　　明

高 橋 更 一

事 務 局 職 員　

事業課長代理

事 務 局 員

事 務 職 員

事 務 局

主 　 任　

企 画 室 長　

飯 島 文 男

水 野 堅 市

昭和36年11月 9 日

小 榑 仁 子

昭和43年 2 月29日

昭和53年 6 月 9 日

平成 6 年12月14日

渡 邉 摩 弥

長　谷　やよい

大　関 　　　武

工　藤　理恵子

藤 木 浩 美

川 上 利 子

戸 川 孝 則

横浜市下水道管理協同組合

ワイ・アール・ピー情報産業協同組合

神奈川県管工事業協同組合

神奈川県電気工事工業組合

横須賀食肉事業協同組合

横須賀艦船造修事業協同組合

横浜市グリーン事業協同組合

横浜市内装事業協同組合

神奈川県石油業協同組合　

大和市リサイクル事業協同組合

神奈川県表具経師内装協同組合　　

横須賀市資源回収協同組合

協同組合藤沢市建設資源リサイクルセンター　

横浜市資源リサイクル事業協同組合

【経済産業大臣賞　協同組合等功労者】

【国土交通大臣賞　優良協同組合等】

【中小企業団体の組織に関する法律施行60周年の部】

【中小企業庁長官賞　優良協同組合等】

【中小企業等協同組合法施行70周年の部】

役　職

代表者名

役　職

代表者名

役　職

氏　名

設立年月日

氏　名

設立年月日

氏　名

団　体　名

団　体　名

団　体　名

団　体　名

団　体　名

全国中小企業団体中央会会長表彰

中小企業等協同組合法施行70周年の部

優良組合・組合功労者 本県受賞者一覧
（順不同・敬称略）

組合専従優良職員 本県受賞者一覧
（順不同・敬称略）
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★当制度の詳細については下記URL の神奈川県ホームページにて
ご確認頂けます。

URL：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/cnt/f536236/

◆当制度についてのお問合せ先◆

神奈川県中央会　連携開発部
TEL：045-633-5132

　令和元年11月20日（水）、神奈川県庁本庁舎4階正庁（横浜市中

区）にて「令和元年度 神奈川がんばる企業エース 認定式」が行わ

れました。

　神奈川県では、新サービスの提供や新商品開発を行い売上を伸

ばした等、ビジネスモデルの革新を成功させた企業を公募し、認

定要件に適合した企業を「神奈川がんばる企業」、「神奈川がんば

る企業エース」に認定し、企業情報や取組内容について積極的に

情報発信をしています。当認定制度は「がんばる中小企業発信事

業」の取り組みの一環であり、積極的な情報発信によって認定企

業の社会的認知度や従業員等のモチベーションの向上を図り、更なる成長を促進するとともに他の企業に認定企業を

参考にしていただくことで、新たに独自の工夫等を実施するなど波及効果を生み出し、業績アップや黒字化につない

でいくことを目的としています。

　「神奈川がんばる企業」の認定企業の中で、特にビジネスモデルの独創性や地域への貢献度が高い企業を「神奈川が

んばる企業エース」として認定しており、今年度は「神奈川がんばる企業」の認定が38社、そのうちの10社（受賞者は

右頁を参照）が「神奈川がんばる企業エース」として認定を受けました。認定式では黒岩県知事より認定者に認定書と

楯が手渡され、今後の事業活動の更なる発展を祈念する旨挨拶がありました。

　今年度の募集は終了しましたが、毎年度、一定期間公募を行っておりますので、皆様も認定に向けてチャレンジし

てみてはいかがでしょうか。神奈川県中央会も推薦機関として認定に向けたお手伝いをさせていただいておりますの

で、制度にご興味がありましたら、下記お問合せ先までお気軽にご連絡ください。

県知事（左）から楯と認定書を受け取る認定企業 認定企業と県知事の集合写真

度年年年年年年元元元和和和令和令令令令令 度度度度度年年年年年年年年年年年年年年年令令令令令令令令令和和和和和元元元元元元元元元元元 度度度度度度度度度度度度度度和和和和和和和和元元元年元元和 度度年元年度度年度年年和和和 年令令令令令令令令 元元 度令令令令令令令令令令令和和和和和元元元元元元元元年令令令和和和和和令令令和和元和和令 元和元元元元元元元年年元和令 元元元年年年和令令令和令和元和 度年度度度度年年年年度度年度年年年年度度度度度度年度度年年度度度年年年年度度令和令 年度度度和和和和和和和和和 年度度令令 度度元元元元元元
業業エエエエエエエエ スエエエエエ スススエエエ ススエエエ ススススススススススススススス業業業業業がががんんんんんががががんんんばばるるるるるるるばんばばん るばんんんんんんばばばばるんんばるるるんんんんばるる企企企企企業企るる企企る企る企企業企る企企がががががががががが川川川川川川川川川川川川川川川川奈奈奈奈奈奈奈奈神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神奈奈奈奈奈奈奈川川川川川川 業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業川川川川川奈奈奈 企企企企企企企企企企企るるるるるるるるるるるるるるんんんんんんんんんんんんんががががががががががががが ばばばばばばばばばばばばばばばばば ススススススススススス川川 エエエエエエエエエエエエ川川奈奈 ば 企企企がががが るるががが ーーーーー神奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈 企企企企企奈 企企企企がが ば神神 業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業企企企企企企企企企企業業企企企企企企企企企企業企業業業企企企業企企企企業企業企企企企業業業業業業業業川川川川川川川川川川奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈奈川奈奈奈奈奈奈奈奈川川川川川川川川川川神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神 スススススススススススススススススススススススんんんんんんんんんんんんんんんんんんん るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるががががががががががががががが ばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばば川川川川川川川川川川川 エエエエエエエエエエエエエエエエエエエるばばばばばががががががががが神神 ーーーーーーー神神奈奈奈奈 業業業
式定定定定 式式式式式定定定認 定認 定定 式式式式式式式式認認認認認 定定定定定定定定定定定定定定 式式式式式式式認認認認認 式式式式定認認認認認認認 式認 式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認 定定定定定定

令和元年度
神奈川がんばる企業エース

認　定　式

令和元年度
神奈川がんばる企業エース

認　定　式
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長年培った印刷技術を応用し、防水かつ高硬度長時間残光の機能を持った蓄光塗料を印刷したシールを、釣具メーカーに
販売し売上増加を実現。

製造工程の一部機械化により生産性向上を改革。安定的な製品の供給による増収及び労働環境の改善を実現。

長時間労働からの脱却を目指した就業規則の改定等の働き方改革を実施。また、独自の受注生産管理システムにより生産
性向上を実現。

坂本竜馬にちなむオリジナルメニューの提供や、地域の歴史サークルを主催。歴史ファンが集い・学び・発信する「よこす
か歴史の交差点」事業をスタートし売上が増加。

「とにかく早い製造業のコンビニ」というミッションのもと、小ロット試作から量産まで幅広いニーズに対応できる社内一
貫生産方式を実現。

国産、神奈川県産（特に小田原産）の農産物にこだわったゼリーを製造・販売。展示会出展により販路開拓を実現。

自社既存製品の「あかもく醤油」と「湘南スパイシーオイル」をブレンドした「スパイシーあかもく醤油」を開発し、従来の市
場にない製品を提供。

軽量薄型等の特性を持った従来にない吸遮音材を開発。特許や公的機関による性能証明を取得し競合他社と差別化を実現。

独自のメッキ加工により、競合他社との差別化を実現。また、タイ工場のライン新設により生産性を向上。

自社の課題を見える化した上で、製品と工程の標準化に取り組み、顧客の要求に応える新商品を増やした。

１.株式会社ツジマキ

２.株式会社クロスメディア

３.マイクロテック・ラボラトリー株式会社

４.やきとり竜馬におまかせ

５.株式会社タシロ

６.株式会社ナチュレ

７.株式会社 TAC21

８. 株式会社静科

９.大同工業株式会社

10. 株式会社ムラタ

業種及び主な取扱品目

業種及び主な取扱品目

業種及び主な取扱品目

業種及び主な取扱品目

業種及び主な取扱品目

業種及び主な取扱品目

業種及び主な取扱品目

業種及び主な取扱品目

業種及び主な取扱品目

業種及び主な取扱品目

取組の概要

取組の概要

取組の概要

取組の概要

取組の概要

取組の概要

取組の概要

取組の概要

取組の概要

取組の概要

所在地

所在地

所在地

所在地

所在地

所在地

所在地

所在地

所在地

所在地

シルクスクリーン印刷

ガラス繊維を使用した縫製業

ロータリエンコーダ及びダイレクトモータ製造、販売

やきとり居酒屋

機械器具製造業、精密板金加工及び精密機器加工

県内産フルーツゼリー製造、販売

地場産品を活用した加工商品の企画・開発

製造業、吸遮音材「一人静」（特許取得）

自動車樹脂部品成型、メッキ、塗装

自動製袋機製造・販売・修理

横浜市南区

相模原市緑区

相模原市南区

横須賀市

平塚市

小田原市

逗子市

厚木市

大和市

高座郡寒川町

令和元年度　神奈川がんばる企業エース認定企業　　※順不同
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8 商工神奈川　2020年1月号

組合個別
専門相談
組合個別
専門相談

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！

組
合
組
合
組
合

第

回

第

回

第

回
28Q AQ A&&

令和2年

◎法律、税務・経理　2月5日（水）・26日（水）
午後1時～4時　本会会議室にて

●電話予約をお願いします。　本会 業務推進部 TEL：045-633-5131

■ 次回日程

●通常相談は無料、秘密厳守●

A．
１．組合員は、代理人によって、総会における議決権
を行使することができます。組合法11条2項に「組合
員は、定款の定めるところにより、・・・代理人をもっ
て、議決権又は選挙権を行うことができる。」と明記
されています。組合員は、総会で代理人をもって議
決権を行使することができるのです。
　これに対し、理事は、代理人によって、理事会に
おける議決権を行使することができないと解されて
います。なぜ、組合員の議決権の行使と、理事の議
決権の行使とで，代理人による行使ができるか否か
が異なるのでしょうか。組合の理事は、組合との間
の個人的な信頼関係に基づき選任され、この信頼関
係に基づき形成された組合と理事との関係は委任に
関する規定に従うとされています（組合法35条の3、
善管注意義務）。
　また、理事は、法令、定款及び規約並びに総会の
決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わな
ければなりません（組合法36の3第1項、忠実義務）。
このように、組合との間の信頼関係に基づく委任契
約に従って善管注意義務及び忠実義務を負う理事
は、その権利の行使及び義務の履行に際しては、自
らの意思と行為をもって行うべきであると解されて
いるのです。法律上も、以下のとおり、組合員の議
決権行使の方法と、理事の議決権行使の方法は明確
に区別されています。組合法36条の6第3項では「組
合は、定款の定めるところにより、理事が書面又は
電磁的方法により理事会の議決に加わることができ
るものとすることができる。」と規定しています。
　一方、前出の組合法11条2項では「組合員は、定款
の定めるところにより、・・・、書面又は代理人をもっ
て、議決権又は選挙権を行うことができる。」と、３
項では「組合員は、定款の定めるところにより、・・・、
議決権を電磁的方法により行うことができる」と規定
しています。すなわち、組合法は、理事会では「代理

人をもって」の議決権の行使を認めていない一方、総
会では「代理人をもって」の議決権の行使を認めてい
るのです。

２．では、理事は、自ら理事会の開催場所に出向いて
出席しなければならないのでしょうか。上述のよう
な善管注意義務・忠実義務を負った理事は、自ら理
事会に出向き出席して、議決権を行使することが好
ましいことは間違いありません。
　しかし、一方で、書面又は電磁的方法による議決
権の行使も法律上認められています。また、組合法
施行規則66条3項には、理事会の議事録に記載しな
ければいけない事項が列挙されていますが、その1号
では「理事会が開催された日時及び場所（当該場所に
存しない役員等又は組合員が理事会に出席をした場
合における当該出席の方法を含む。）」と規定されてい
ます。すなわち、法律及び規則は、理事が理事会に
出席する方法として、開催場所に実際に身をおくだ
けではなく、他の方法で参加することも許容してい
るのです。
　例えば、電話会議やウェブ会議で理事会を行えば、
その会議に電話やウェブを利用して参加した理事
は、理事会に出席したとみなされるわけです。

３．ここで、冒頭のQに対する答えです。
　理事には、理事会に出席する義務はありますが、
理事会に出席するための方法は、開催場所に実際に
身をおくことに限られず、電話やウェブで参加する
方法も許容されます。
　しかし、代理人により参加することは認められま
せん。
　また、理事が、理事会において議決権を行使する
ための方法は、定款に定められた書面又は電磁的方
法に限られます（36条の6第3項）。代理人による議決
権の行使は認められません。

○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。

理事には理事会への出席義務があると聞いたのですが、本当ですか。都合がつかない場合に
は、代理人に出席させることは可能ですか。

Q.

横
浜
北
仲
通
り
法
律
事
務
所

　

弁
護
士

池
田
賢
史
先
生
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9商工神奈川　2020年1月号

　神奈川県綾瀬工業団地協同組合は昭和45年1月6日

に設立され、現在は、組合員23社、賛助会員23社の

合計46社で運営されています。組合員の業種はプレ

ス加工や板金加工など、製造業を中心に構成されてお

り、綾瀬市の産業の骨格を担っております。

　当組合は、創立50周年を迎えるにあたり、下記の

通り記念事業を盛大に開催しました。

　記念事業第1弾として、令和元年10月19日（土）、

「あやせ工業団地オープンファクトリー」を開催しまし

た。本イベントは、当工業団地内の企業27社が参加

し、工場見学や溶接体験やプレス体験などを通じて、

市民の方にものづくりの魅力を肌で感じてもらうこと

を目的として開催しました。当日は開催数時間前まで

雨に見舞われましたが、開会時には天候に恵まれ、当

組合の丸山理事長及び古塩綾瀬市長により、テープ

カットが行われました。各参加企業では、火花を飛び

散らしながらの溶接作業や大きなプレス機の操作など

貴重な体験ができ、工場内では普段聞かれない家族や

子供たちの歓声が響いていました。

　記念事業第2弾として、令和元年11月30日（土）、「創

立50周年記念式典」及び「記念演奏会」を綾瀬市オーエ

ンス文化会館（綾瀬市深谷中）にて開催しました。記念

式典では、当組合の大谷理事より50年の歩みについ

て紹介があり、設立当時の写真や海外視察研修等、過

去に開催されたイベントの写真がスクリーンに映し出

され、今日までの経過を共有し、会場全体が一体感で

包まれました。

　その後、市民の方も交えた記念演奏会が開催さ

れ、綾瀬市立綾北中学校マーチングバンド部『綾

北”Mercury winds”』とニュー・ジャズ・オーケスト

ラ『モール』による演奏が披露され、迫力ある演奏に盛

大な拍手が贈られました。

　そして、記念事業第3弾として、12月5日（木）、「創

立50周年記念祝賀会」をヨコハマグランドインターコ

ンチネンタルホテル（横浜市西区）にて開催しました。

祝賀会では、プロによる三味線の演奏やオペラが披露

されるとともに、組合員間において設立当時の苦労話

や思い出話など、交流が図られ、大いに賑わいました。　

　創立50周年を迎え、当組合丸山理事長は、「これか

らも組合の発信力を高めるとともに、地域との連携を

図り、継続的な事業運営に邁進していきたい」と語っ

ており、今後の当組合の発展に期待が高まるばかりで

す。

神奈川県綾瀬工業団地協同組合

創立50周年記念事業を開催

オープンファクトリーの様子

記念式典の集合写真

祝賀会の様子
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10 商工神奈川　2020年1月号

2019  11月2019  11月 業界情報業界情報 情報連絡員の声情報連絡員の声

売上高
景
況
天
気
図
（
前
年
比
）

全　

体

製
造
業

非
製
造
業

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

-37.8％

-52.4％

-32.1％

6.5％

4.8％

8.0％

-1.4％

0.0％

-1.9％

-12.2％

-9.5％

-13.2％

-36.5％

-52.4％

-30.2％

-24.3％

-28.6％

-22.6％

-28.6％

-28.6％

―

-8.1％

-4.8％

-9.4％

-36.5％

-47.6％

-32.1％

快晴

30以上

晴れ

10～30未満

くもり
10未満　
　～-10

雨
-10超～　
　-30未満

雪

-30以上

【天気図の見方】各景況項目について「増加」（または「好転」）業種割合から「減少」（また
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。

※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。

製　造　業

食

料

品

木
材
・
木
製
品

繊
維
工
業

印

刷

化

学
・

ゴ

ム

窯

業

・

土

石

製

品

鉄

鋼

・

金

属

そ

の

他

の

製

造

業

輸

送

機

器

パ　ン

酒　造

家　具

テントシート

ひもの

製　本

印　刷

石油製品

砕　石

工業塗装

工業団地（相模原市）

工業団地（相模原市）

工業団地（伊勢原市）

金属製品

工業中心の複合業種

指定業者（船舶）

11月天候悪化が響き、客足不足で、イベント等も中止が多く、
売上が減少した組合員が多い。パートの有給休暇運用・最低賃
金のアップは、人件費が増え、資金繰りが悪化した要因の一つ。

令和元年10月の清酒課税移出数量の特定名称酒は対前年比
90.90%と下回った。さらに、特定名称酒以外の普通酒も対
前年比67.87％と下回ったため、合計で対前年比86.51％と
下回る結果となった。

住宅着工は減少局面、オリンピック需要も底をつき、小売、
造り込み家具、修繕とも、売上・採算は厳しく、不振が続く。
消費税増税後の落ち込みは、駆け込みもなかったことにより
大きな変動ではない。

11月は９月の台風15号関連の保険が決まり始め、受注がだいぶ
増えてきた。また、10月の19号関連も徐々に決まり始め、来年
１～２月まで台風関連の仕事は続きそうである。ただ、台風被害
以外の仕事は例年に比べ、減少しており、今後が心配。

業界を取巻く問題としては、全国的にイカ、サンマ、金目鯛等が
不漁で原料魚高騰を招き、苦しい経営を迫られた月であった。

10月に引き続き、動きは鈍かったように思える。業界関連団
体と合同で設備メーカーの見学会を行い、交流を深めることが
できた。

当組合は12月にパシフィコ横浜円形広場でイベントを開催す
る予定で、企業や学生がサンタとなって、笑顔をプレゼント
する内容で、玩具や文具等のノベルティ、クリアファイル、ノー
ト、メモ帳等を入れる袋を提供している。

組合員各社は台風による被害からほぼ復旧し、操業は順調で
ある。最近、設備がほぼ復旧した組合員に業界の景況を聞い
たところ、「昨年秋から開始した新規事業の売上増により、会
社全体で増販を継続しているが、従来からの製造品について
は、米中貿易戦争及び韓国の日本製品不買運動等の影響を受
け、輸出は減少している。」と話していた。

足元の需要環境に悪化は見受けられないものの、台風19号による被
災影響が色濃く残っている。多くの組合員は構内道路の毀損等の回
復に至ったが、一部では、未だ生産能力が回復していない。その分、
出荷増の組合員もあり、業界内で売上の明暗が鮮明になっている。

米中貿易摩擦の問題で輸出産業が停滞しており、全般に製造
業は不調と思われる。当社では、内需特にセキュリティ関連（監
視カメラ等）や5G関連の受注が好調である。元年度補正予算
及び二年度の防災関連投資に期待する。設備投資したために
資金繰りが悪化した。

共同受電10月使用電力は前年同月比▲10.4％、４月～10月
の累積でも、▲7.1％操業度は低下している。

台風被害によるサプライチェーン毀損は予想より早く復旧の
目途が立つ。組合員の中には材料の値上げ攻勢が激しく、利
幅の圧迫する動きが出てきている。2020年五輪後の景況感
に危機感を持つ経営者もいる。

相変わらず、先行き不透明な状況で来年に向けて見通しが立
たない。

中小企業の受注減、収益減の状況は変わらず、好転の兆しがまだ
見えない。台風被害により部品供給先の工場が被害を受け、部品
が出荷できないことにより、仕事が滞る事態が発生。米中貿易摩
擦による景気減速も中小企業には大きなリスクとなっている。

ようやく一ヶ月半ほどして、台風被害も落ち着いてきたが、依
然、被災企業は７～８割の稼働率で、100％の稼働に戻るには、
まだ少々時間がかかりそうである。全体でも昨年よりは受注減
となっており、先行き不透明感は変わらない。

造船大手の JMUと今治造船が資本・業務提携することで合意
したと発表された。世界に目を向けると、韓国が1位の現代重
工と3位大宇造船が統合予定、中国では、1位と2位の船舶工業
が統合した。海外勢が規模の拡大する中、JMU株主は世界で
戦える造船会社として、もう一段の規模の拡大を望んだ模様だ。
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非　製　造　業

卸

売

業

小

売

業

サ

ー

ビ

ス

業

商

店

街

建

設

業

そ

の

他

の

非

製

造

業

運

輸

業

菓子卸

卸団地

料理材料卸

リサイクル

菓　子

乳製品

鮮　魚

共同店舗

燃　料　

青　果

商店街（藤沢市）

商店街（川崎市）

温泉旅館

医療業

ファイナンシャルプランナー

情報サービス業

建築設計

自動車整備業

電気工事

管工事業

空調設備工事

畳工事

建　具

歯科技工

道路貨物（横浜市）

個人タクシー

不動産

売上は10月に続き、昨年と比べて同じか、少し悪かったよう
だ。理事会では、軽減税率制度によって、事務作業が複雑に
なり、大変だという意見が多く聞かれた。

台風15号被災により、海水が浸水し、設備が破損、かつ商品
在庫も被災し、処分した。現在はマンパワーにより操業して
いる状況。売上については、今年、9・10月に比べ、回復し
たものの、前年同月比では減少。従来の営業状況を回復すべ
く、設備、在庫ともに早々に準備したため、資金繰りは多忙
な状況になっている。

11月に入り、10月とは違い、天候もまずまずで、売上増を
期待していたが、最終的に前年と変わりなく、10月の減少を
カバーするには至らなかった。12月は年末年始の外食の営業
日数は減る傾向にあるため、影響を受けそうである。

古紙市況は、市中の発生量が減少しているが、国内外の需要
低下から、問屋の在庫数は高水準で供給余剰感が強まってい
る。輸出に関しては採算度外視で需給調整している状況であ
る。鉄スクラップ市況は、輸出価格の減少を受け、強気ムー
ドが続いている。

相変わらず、店頭売り上げは減少しており、注文やイベント
等で売上を出している。年末にかけて、組合お年賀商品の「千
寿」の販売に力を入れており、ポスターやかけ紙を配布し、新
聞等のメディアでもPRしている。

消費税増税が10月に実施されて以降、消費者の節約志向が強
まり、宅配商品においても月極契約の解約、客単価の減少が
顕著に表れてきている。冬場に向かい、インフルエンザの予
防とされる健康志向食品であるヨーグルト商品の伸びが期待
できる。

正月用商材の品薄が多く、早々に確保しなければならず、資
金繰りが大変。

空き店舗が埋まらず、景気が悪化。

11月に入り、原油価格の上昇により、元売石油会社（JXTG）は
2円 /ℓ上昇、11月下旬にかけても上昇傾向と思われる。末端
市場は100％転嫁ができずに、さらにガソリン等の売上額は
前年対比90％を割り込んでおり、収益は悪化している状況。

11月は寒暖差が激しく、天候不良が続き、消費需要が悪かっ
た。ギフト関連も期待したほどではなく、小売り販売は低迷
している状況。

10、11月は全体売上は低調に推移、特に軽減税率対象店舗
でない物販部門への増税の影響は大きい。紙発行のプレミア
ム付商品券回収も前月同様少なく、大型店舗に流れているの
か、全く恩恵がない。このままでは、12月の歳末商戦が心配
である。

今月は、雨の日が多く、気候も暖かかったり、寒かったりで
安定した日が少ないので、どのお店も厳しいようである。
キャッシュレス決済が徐々に増えてきていて、カード取扱の
多いお店は現金とカードが半々ぐらいになると言っていた。

台風被害の影響が続いており、新規受注は伸び悩んでいる。
海外客は引き続き好調だが、全体の売上減少分を補うまでに
は至らず。

例年にはなく、外来でのインフルエンザ陽性患者が増加した。
（例年の５～10倍）ワクチンはシーズン単位では、確保でき
ているが、患者増加により、品薄感がある。年末年始の長期
化により、入院患者の安定的な確保が課題である。

公共団体からの委託事業の受注件数が一部で増加に転じてい
る。協同組合への加入希望者は引き続き増加傾向。

社間で分散状況あり。（販売価格、取引条件や収益状況は平均
とすると増加と不変の間ぐらい）引合旺盛。人不足感あり。

この8月に「IR の実現に向けて」の横浜市記者発表があった。
経済界、商店街等は概ね賛成に意向が強いと思われるが、ま
だ、市民の中にはギャンブル依存症や治安の悪化を懸念する
声も多い。経済効果は大きく見込まれており、業界の中では、
一部大反対との声も聞こえるが、概ね静観し、オリンピック
後の公共的投資に期待している者も多いと思う。

台風の影響による受注量の増加。

工場などの設備投資の資金が前年より増加し、年間で見ると
大きな減少、悪化はないと思う。

年度も下期に入ったものの、大きな景況の変化もなく、推移
している。住宅分野のリフォーム、リニューアル工事の受注
が増えていることから、これらの景気で弾みをつけたい。

年末年始、工事が多くなると思われる。人手不足のために仕
事の調整が難しい。

組合売上は多少好転しているが、一般事業者は本業である畳
の仕事が減少し、苦しさが目立ってきている。それでも、他
業種の仕事（簡単な大工仕事等）を受け入れ、こなしている事
業主もいる。

各問屋の値上げにより、下請けへのシワ寄せがある。

本組合の売上は前年同月より26％減少し、粗利も22％減と
なり、収益状況は悪化した、消費税対策として、9月までに
材料を買い溜めしたのも一つの要因だが、各事業所の仕事量
が減り、歯科用貴金属も高値を更新し、材料代も騰がって好
転の兆しがみえない。

売上、収益、人員等、前年比と比較し、全て悪化している。

キャッシュレス機能では、法人タクシーに遅れを取っている
のが実情。電子マネーの利用も心待ちにしている事業者がい
る一方、未だにクレジット決済を持たない事業者も15％を超
えているのが、オリンピックに向け、旅行者も増加すること
を考えると早急な対応が必要だと思う。

2019年を振り返ると、地場の不動産業者の形態も変化して
おり、事業も少しづつだが、縮小している。人口減少は確実
に進んでいるので、街の不動産屋も人々の新しいニーズにこ
たえられるよう、色々な知恵を出さなければ、生き残るのは
難しい。
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ちょっと役に立つ話専務理事の No.27

　今回は「漫画」についてです。ここのところ難しい
テーマに四苦八苦していたので、１月は軽い話題に
しました。
　今や世界に冠たる日本の漫画・アニメですが、私
が子どもの頃は「勉強の妨げになる」とか「内容が教育
上よろしくない」などと社会的評価は惨憺たるもので
した。それでも子どもの強い要望に屈する形で、親
は「少年画報」や「少年キング」を買ってくれました。
ちょうどテレビが普及し始めた頃で、鉄腕アトムや
鉄人28号、エイトマン、スーパージェッターなどＳ
Ｆ漫画に熱中したものです。
　それも少年時代を過ぎると、いつしか熱が冷めて
いきました。内容が幼稚に思えてきたことや、スポー
ツや音楽などに楽しみが広がったせいかもしれませ
ん。
　ところが、大学受験の勉強を始める時期になって、
また復活します。大ぴらに遊びに行けず家にこもっ
ていた中、妹がコミック好きでいろいろな作者の単
行本を買い集め、家の本棚に詰め込んでいたからで
す。それと、漫画の内容が青年にも通用するものに
進化していたのかもしれません。サイボーグ009は

全巻、何回か読み返した記憶があります。
　でも、一番感心したのは少女漫画でした。伊賀野
カバ丸、ベルばら、エースをねらえなど、友人には
言えませんでしたが、愛読しました。中でも最も好
きな漫画は萩尾望都の作品でしょうか。「ポーの一
族」シリーズは、絵もストーリーも抜きんでていま
す。昨年は宝塚でも上演していました。吸血鬼の少
年・エドガーが主人公。英国の貴族時代から現代の
スイスのギムナジウムまで様々なところを舞台に
し、時を超えて少年のままの姿で生きるエドガーの
描写からは生と死を考えさせられます。情緒豊かに
描かれる微妙な人間模様も魅力です。少し趣向は異
なりますが、SF ものの「11人いる」も傑作です。宮
沢賢治の座敷わらしの童話をヒントにしたようです
が、登場する青年たちの葛藤模様やラブロマンスも
盛り込まれ、大いに楽しめます。
　NHKの「なつぞら」の主人公たちより少しあとの生
まれですが、しっかり漫画やアニメに育てられた世
代でもあります。その結果、最初の大学受験には、
当然失敗するわけですが・・。
 （西村）

  令和元年度   中小企業団体交流大会
「組織継続のために」開催のお知らせ

PRRPRRPPRRPPRPPRPRRRPP ひろばひろばPRひろばPRひろば
　中小企業では、人手不足や労働生産性の伸び悩み、後継者不足等に直面するとともに、「働き方改革」、「消費
税軽減税率制度」等への対応に追われるなど、様々な課題が山積しております。
　本交流大会は、「組織の継続のために」をテーマとして、既存の事業だけでなく新しい取り組みに挑戦している
組合の事例発表と、時代に合わせた組織改革・人財育成に取り組み、新卒採用に17,000人の応募が殺到するま
でに成長した老舗和菓子店の事例を通して、組合運営や企業経営の活性化を図り、組合並びに企業間における交
流促進を目的に開催いたします。
　皆様のご参加を心よりお待ちしております。ご参加いただける方は別途送付させていただいた申込書に必要事
項をご記載の上、FAXにてお申込みください。

【開催概要】

開催日時：令和2年2月19日（水）15:00～19:00　※受付14:30開始

開催場所：ロイヤルホールヨコハマ 2階 「シャンボール」（横浜市中区山下町90）
※みなとみらい線 日本大通り駅から徒歩約3分

参 加 費：お一人　5,000円

開催内容：第１部　事例紹介　15:10～15:50 
川崎地区貨物自動車事業協同組合　事務局長　木村秀文 氏
横須賀市資源回収協同組合　　　　理事長　　藤田和秀 氏

第２部　基調講演　16:00～17:30
株式会社船橋屋　代表取締役　八代目当主　渡辺雅司　氏
テーマ：「新卒17,000人が殺到する企業の秘密

～社員ひとりひとりが主役になる組織づくり～」

第３部　交流懇親会　17:40～19:00

【お問合せ先】

本会　組織支援部　TEL：045-633-5133
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＃28  ヨコスカネイビーバーガー
　米海軍横須賀基地から横須賀市へ提供された海
軍の伝統的なハンバーガーの調理法のレシピを元
に誕生した、アメリカンな横須賀らしいグルメ。

　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）

今月
の逸
品『かながわの名産

　　　　　　100選』より

編集後記
　最近、親しい人たちやお世話になった方とお
別れする機会が多く、少し寂しく感じることが
ありましたが、その分、今年は新たな出会いが
あると思うと、嬉しい気持ちもあり、前向きに
頑張らなければ、と身が引き締まります。
 企画情報部担当者

【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

★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

『商工神奈川』に
組合の情報を掲載しませんか？

情報募集

お気軽にお問合せ下さい！お気軽にお問合せ下さい！
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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！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！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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