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巻　頭

「令和元年度 中小企業団体交流大会
　　　　～組織の継続のために～」を開催
「令和元年度 中小企業団体交流大会
　　　　～組織の継続のために～」を開催

　本会は、令和2年2月19日（水）、ロイヤルホールヨコハマ（横浜市中区）において「令和元年度中小企業団体交流大

会」を開催しました。今年度は大会テーマを「組織の継続のために」とし、当日は200名を超える参加者にお集まりい

ただき、本会 森 洋 会長の開会挨拶と神奈川県産業労働局 副局長 野田久義 氏からご挨拶を頂戴し、幕を開けました。

　県内で組織の活性化に取り組む２つの組合様をお招きし、各組合の取組を紹介する事例発表を行いました。

　当組合は川崎市を中心とした地域の道路貨物業者約130社で構成されてお

り、組合への加入促進を図るため、事業者にとって魅力のある組織づくりに注

力しています。組織づくりの柱とするべく新たに取り組んでいるのが経営相談

事業で、組合員のための事業承継支援やホームページ作成支援、人材不足解消

のための就職フェアの開催等、様々な面で組合員のサポートをしています。今

後も「組合員の事務所に訪問する」、「社長の良き相談相手になる」をモットー

に、支援機関と連携を図りながら組織継続に取り組んでいきます。

　当組合は横須賀市の再生資源卸売業者18社で構成されています。組合員のほ

とんどが小規模事業者であり、一社単独での事業拡大には限界がある一方で、

組合として連携することで地域への密着性や共通のサービス意識といった一体

感を強みに、長期にわたって横須賀市内の資源回収業務を担っています。業務

にあたっては、安全安心な作業を心掛けるだけでなく、地域住民と顔なじみに

なること、どんな状況でも資源物の回収を正確かつ確実に行うことを大切にし

ています。また、組合員の経済的地位向上のため、厳密な経費計算に基づいて

行政と奨励金の交渉を行い安定的な利益を確保し、それを従業員の給料に還元

して良質なサービスの提供を続けています。

① 川崎地区貨物自動車事業協同組合　事務局長　木村秀文 氏

② 横須賀市資源回収協同組合　理事長　藤田和秀 氏　

神奈川県 産業労働局 野田副局長本会 森会長

事例発表

商工神奈川3月号.indd   2 2020/03/09   18:07:04



3商工神奈川　2020年3月号

　事例発表、講演会終了後には、交流懇親会が開催され

ました。交流懇親会には株式会社商工組合中央金庫 横浜

支店長 島名浩一 氏や大樹生命保険株式会社　中央会推進

グループ長 足代真伸 氏をはじめとした多くのご来賓が出

席されました。開会にあたっては、本会 坂倉 徹 副会長

の挨拶があり、大樹生命保険株式会社　横浜支社長　峰

岸健一 氏の乾杯挨拶で懇親会がスタートしました。懇親

会では、組合同士が業種の壁を越えて交流を深めるだけ

でなく、事例発表者や講演企業担当者と積極的に交流を

図る姿が印象的で、非常に有意義な時間となりました。

中締めは本会　内田 了 副会長が行い、盛会の後、本交流

会は閉会となりました。

　当社は東京の下町情緒が色濃く残る江東区亀戸に本社

を置く老舗和菓子メーカーで、創業時からの看板商品で

ある「元祖くず餅」の提供をはじめ、伝統を守りつつ、時

代のニーズに合わせた様々な商品の提供を行っています。

　渡辺氏は代表に就任してから、先代から勤めている従

業員と時に意見を衝突させながら、足掛け７年にわたり

社内環境を大幅に変革させ、見える化、システム化を行

い、社員ひとりひとりが主役になれる環境づくりを始め

ていきました。企業におけるリーダーの役割はブランド

価値を高め、顧客を創造することですが、そのブランド

は社員が生み出すことが多く、渡辺氏自身もそれらの気

づきから、専門家の協力を仰ぎ、マネジメント方法を一

新していきました。

　その他にも、社内で役職を問わず、全体会議で発言す

る機会を設けたり、管理職を投票で決定する「リーダーズ

総選挙」を実施する等、社員ひとりひとりが積極的に経営

に関われるような工夫を行っています。利益獲得を第一

とせず、社員の幸せに繋がる「楽しさ」や「ワクワク」を何

よりも大事な判断基準とする経営手法に今後も注目が集

まるばかりです。

「新卒7,000名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～」
株式会社船橋屋　代表取締役　八代目当主　渡辺雅司 氏

交流懇親会

講演会

　以上のような内容で本年度の中小企業団体交流大会も盛況に開催されました。ご参加いただいた皆様、ご講演・事

例発表いただいた皆様、誠にありがとうございました。

交流懇親会の様子
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特　集

令令和和和元元元年年度度度令和元年度 中小企業労働事情実態調査報告中小企業労働事情実態調査報告
　本会では、中小企業における労働事情（経営状況、労働時間、雇用環境、賃金など）を的確に把握し、適切な労働
対策を樹立することを目的に、「中小企業労働事情実態調査」を実施しています。
　本調査は、毎年７月１日を調査時点として全国一斉に実施されており、本県では県内中小企業1,500事業所を対
象に郵送調査を実施し、609事業所より回答をいただきました。
　本稿では令和元年度の報告書の中から、「経営状況」、「有給休暇」及び「新規採用」についてご報告します。

経営状況について

経営状況

　現在の経営状況は１年前と比べて、「良い」19.3％、「悪い」33.4％、「変わらない」47.3％となっている。「良い」
が前年23.5％に比べ、4.2 ポイント減少、逆に「悪い」が前年 27.3％に比べ、6.1 ポイント増加している。
　業種別でみると、製造業では「良い」17.6％（前年 25.8％）、「悪い」36.6％（同 24.6％）、「変わらない」45.8％（同
49.6％）となっており、非製造業では「良い」22.0％（前年 20.4％）、「悪い」28.2％（同 30.9％）、「変わらない」
49.8％（同 48.7％）となっている。

経営上の障害

　現在どのようなことが経営上の障害となっているかについては、「人材不足（質の不足）」が53.9％（前年比＋5.8
ポイント）で前年と同様に最も多い。次いで、「労働力不足（量の不足）」32.9％（同－3.7ポイント）、「販売不振・受
注の減少」32.8％（同＋8.3ポイント）、 「原材料・仕入品の高騰」26.1％（同－1.8ポイント）の順となっている。前
年5位であった「販売不振・受注の減少」が3位に浮上している。
　業種別でみると、前年に引き続き、製造業と非製造業いずれにおいても「人材不足（質の不足）」が最も多く、製造業
では50.9％（前年比＋2.3ポイント）、非製造業では59.0％（同＋11.7ポイント）となっている。次いで、製造業では「販
売不振・受注の減少」38.3％（同＋12.8ポイント）、非製造業では「労働力不足（量の不足）」 43.2％ （同 -0.9ポイン
ト）となっている。

経営上の障害（業種別の上位5位）
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年5日の年次有給休暇の取得（付与）義務について

　有給休暇取得義務への対応については、「計画的付与制度を活用する」と回答した企業が32.2%と最も多く、全国

平均28.2%と比べ4ポイント上回る結果となり、次いで「取得計画表を作成する」（27.9%）、「使用者からの時季指

定を行う」（24.9％）、「具体的な方策を検討中」（21.4%）の順となっている。

平成31年3月新規学卒者の初任給

　平成31年3月新規学卒者の平均初任給額（加重平均：採用者１人当たり）は、技術系では「大学卒」が208,778円と

最も高く、全国平均200,063円と比べても8,715円高い額となった。事務系でも「大学卒」が205,896円と最も高

く、全国平均198,721円との差は7,175円（前年度5,052円）であり、全国平均との差がさらに開いている。

　業種別でみると、製造業では「大学卒：技術系」が207,509円で最も高く、前年の213,914円より6,405円減少

している。非製造業では「大学卒：技術系」が211,875円と最も高く、製造業とは逆に前年の204,694円より7,181

円上昇している。

取得計画表を作成する

使用者からの
時季指定を行う

計画的付与制度を
活用する

就業規則を見直す
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具体的な方策を検討中

特に考えていない
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　スーパーマーケットなど小売業者を中心とした大型食品展示会「スーパーマーケット・トレードショー（SMTS2020）」

が幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催されました。本展示会は令和2年2月12日～14日の3日間、出展者数2,326社で

開かれる国内最大級の食品展示会となっており、外食・中食業界の展示会「第5回外食 FOOD TABLE」「デリカテッ

セン・トレードショー2020」「第15回こだわり食品フェア2020」の4つの展示会が合同で開催され、3日間で延べ、

80,428名が来場しました。

　本会では神奈川県下の中小企業・小規模事業者のビジネスチャンスの拡大並びに神奈川県の地域産品のPRを目的

に8事業者による共同出展を行い、出展商品と共に神奈川県の魅力をお伝えしました。

　今年は新型コロナウイルスの影響により、マスクを着用する等、例年とは異なる雰囲気のなかでの開催となりまし

たが、出展者からは「狙っていたターゲットと商談することができた」、「新規顧客の開拓に繋がった」との声があり、

非常に有意義な出展となりました。

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

株式会社坂口屋

横濱ワイナリー株式会社

合同会社わざあり

株式会社ナチュレ

有限会社野澤作蔵商店

株式会社菱和園

有限会社山上蒲鉾店

株式会社ストロングハート

横浜

横浜

相模原

小田原

小田原

寒川

小田原

茅ヶ崎

事　業　者 地　域

出展者一覧
（順不同）

第54回
スーパーマーケット・トレードショー2020に

“初”出展!

第54回
スーパーマーケット・トレードショー2020に

“初”出展!

出展者の集合写真 商談の様子
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㈲山上蒲鉾店
（小田原市浜町3-15-2）

㈲野澤作蔵商店
（小田原市浜町3-1-47）

（同）わざあり
（相模原市南区南台5-1-1）

㈱坂口屋
（横浜市緑区十日市場町900-1）

㈱ストロングハート
（茅ケ崎市東海海岸北1-2-4）

㈱菱和園
（高座郡寒川町倉見1134）

㈱ナチュレ
（小田原市前川435-2）

横濱ワイナリー㈱
（横浜市中区山下町１）

極上蒲鉾　白

小田原みかんホワイトチョコレート

にんにくオリーブオイル我力

PALE ALE

Strong Bar milk WHITE

RA 有機煎茶　金

神奈川県産桜ゼリー

hamawine Koshu 2018

化学調味料無添加　体に優し
い美味しい蒲鉾　「魚・水・技」
を極めた特別な小田原蒲鉾
天然生グチの旨味と歯を押返
すしっかりとした歯ごたえの
ある何枚食べても飽きの来な
い蒲鉾です。

ほんのり香る小田原みかんを使った
チョコレート
ホワイトチョコレートの濃厚な甘み
とみかんの酸味が絶妙な飽きのこな
いサッパリとした逸品です。

にんにくに含まれる有効成分「アホエ
ン」を抽出した、にんにくオリーブオイ
ル
相模原産のにんにく、エキストラバー
ジンオリーブオイルにその有効成分「ア
ホエン」をたっぷりと抽出した食品添加
物不使用のにんにくオリーブオイル。
パスタやサラダにかけたり、トースト
にも合い、にんにく風味が最高です。

横浜生まれのクラフトビール
インターナショナルビア
カップ2018銅賞受賞。
グレープフルーツなどの
柑橘系の爽やかな香り。
クリーンな苦みがお食事
によく合います。

シンプル処方＆無添加、しかも美味しい本格派アス
リートのためのプロテインバー
強くしなやかなカラダを作る、これ以上ないシンプル
処方ながら20g の
たんぱく質と10g
の食物繊維を含みま
す。

有機認証とレインフォレスト・アライアン
スの認証取得！安心・安全で美味しい煎茶
レインフォレスト・アライアンス認証と有
機認証をダブルで取得している、安心・安
全で美味しい煎茶として満足いただける
味へのこだわりも併せ持った煎茶です。

神奈川県名産の八重桜を使用
ゼリーの中に入っている八重桜は4
月下旬に咲いたものを手作業で収穫
しています。
一輪一輪咲いた八重桜を目と舌でお
楽しみいただける春のゼリーです。

低アルコールでも複雑味とコクが楽し
める新しい甲州ワイン
日本の甲州ぶどうをステンレスタンク
で７ヶ月熟成。アルコール度数が低い
にもかかわらず、複雑味がありコクが
ある味に仕上がっています。

＜出展商品を一部ご紹介＞
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　令和２年2月5日（水）～7日（金）の3日間、パシフィ

コ横浜（横浜市西区）にて「テクニカルショウヨコハマ

2020」が開催されました。今年で41回目の開催を迎

える当展示会は素材・部品・研究開発・製造及び福祉・

環境問題等、ハードとソフトの総合的な県下最大級の

工業技術見本市として地域に根付いています。出展者

数は毎年増加しており、今年も県内企業を中心とし

た約800社（団体）が出展し、来場者は30,000名を超

え、名刺交換や商談が行われるなど、会場は大いに賑

わっていました。

　当日は出展ブースの他に特設ブースが設けられ、昨

年の台風15号・19号で被災した金沢地域の復旧に携

わる「LINKAI 横浜金沢」による取り組みが紹介される

等、来場者の注目を集めるイベントも開催されていま

した。

　また、本会出展ブースでは、神奈川県綾瀬工業団地

協同組合、ワイ・アール・ピー情報産業協同組合、神奈

川県スクリーン ･デジタル印刷協同組合等との共同出

展を実施しました。出展者からは「ビジネスに繋がり

そうな企業と面談できた」、「新規顧客の開拓に繋がっ

た」との声があり、非常に有意義な展示会となりまし

た。

「テクニカルショウヨコハマ2020」に出展

出展ブース企業の皆さま本会出展ブース

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

有限会社光製作所

株式会社野口製作所

株式会社ナウ産業

有限会社加川製作所

株式会社ステップ

株式会社エンベデッドプロ

株式会社ガウディ

山下システムズ株式会社

※組合として出展

五洋工業株式会社

神奈川県綾瀬工業団地協同組合

ワイ・アール・ピー情報産業協同組合

神奈川県スクリーン ･デジタル印刷協同組合

※単独企業として出展

会　社　名 所　属　組　合
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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
29Q AQ A&&

令和2年

◎法律、税務・経理　4月8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　中小企業等協同組合法上の規定
　組合法は53条の4で「総会の議事については、主務
省令で定めるところにより、議事録を作成しなけれ
ばならない」と総会の議事録作成について規定してい
ます。
　他方、36条の7では「理事会の議事については、
主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、
議事録が書面をもつて作成されているときは、出席
した理事及び監事はこれに署名し、又は記名押印し
なければならない。」と理事会の議事録作成について
規定しています。理事会の議事録には、出席した理
事の「署名」あるいは「記名押印」が必要であるのに対
し、総会の議事録ではこれらは不要であるという大
きな違いがあります。

２　旧商法会社法の規定
　会社法施行前の旧商法244条では、株主総会議事
録が書面で作成されているときには、議長及び出席
した取締役が署名することが必要と明記されていま
した。（署名だけでなく、記名押印も可能）
　ところが、会社法が施行されると、株主総会議事
録について定める318条において、これらの人物の
署名・記名押印を必要とする規定が省かれることに
なりました。
　一方、取締役会議事録については、369条3項で「出
席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記
名押印しなければならない」と規定されています。会
社法でも、取締役会の議事録には、出席した取締役
の署名あるいは記名押印が必要であるのに対し、株
主総会の議事録ではこれらは不要であるとされてい
るのです。

３　会社法立法担当者の解説
　この点について、会社法立法担当者は「株主総会の
議事録に対する出席取締役等の署名には、取締役会

議事録に対する署名とは異なり、法的な意味がなく、
偽造や真正性の問題が署名や記名押印を要求するこ
とによってどれだけ解消されるかについても程度問
題にすぎないことから、特に法令上、署名等を義務
づける必要性がないと考えられたため」と説明してい
ます。

４　まとめ
　組合法の解説本の中には、会社法の施行に伴い、
組合法上も総会議事録への出席理事の「印鑑不要」と
いう取扱いに変更になった、などと解説しているも
のがありますが、極めて不正確な記載です。旧会社
法でも出席取締役は「署名」をすれば足り、押印は記
名とセットで要求されていたに過ぎないからです。
出席取締役は議事録に署名をすれば押印をする必要
はなかったのです。
　いずれにせよ、組合法上、理事会の議事録には、
出席した理事の「署名」あるいは「記名押印」が必要で
あるのに対し、総会の議事録ではこれらは不要であ
るという違いがあるのは、会社法立法担当者の解説
内容も考慮すると、以下のような理由に基づくもの
と思われます。
　すなわち、総会議事録は株主総会の議事進行をは
じめとする事実を記載しておくことを主な目的とし
て作成されるのに対し、理事会議事録は理事会に出
席した取締役が理事会の決議に賛成したか反対した
か等を記載し、その記載内容を各理事が承認したか
どうかを明らかにし、その議決についての責任の所
在を明らかにすることが期待され作成されるという
違いがあるからだと考えられます。
　とはいえ、登記関係書類としての議事録は理事の
押印が必要とされるケースがあることは事実です
し、組合の内部文書として保存するためにも法律の
規定では署名や記名押印が要求されていないにもか
かわらず、総会議事録に理事の押印をしている組合
が多いのではないでしょうか。
○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。

　もうすぐ通常総会の時期を迎えますが、総会議事録には出席した理事の署名あるいは記名押印は必要で
すか。理事会議事録の場合はどうですか。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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2020  1月2020  1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

-36.5％

-38.1％

-35.8％

4.3％

4.8％

4.0％

-6.8％

-4.8％

-7.5％

-13.5％

-9.5％

-15.1％

-36.5％

-38.1％

-35.8％

-17.6％

-9.5％

-20.8％

-23.8％

-23.8％

―

-16.2％

-14.3％

-17.0％

-41.9％

-42.9％

-41.5％

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）

メッキ

金属製品

工業中心の複合業種

指定業者（船舶）

景況感はよくない。来客人数も減少気味。値上げ実施組合員は
売上利益を確保。

令和元年12月の清酒課税移出数量の特定名称酒は対前年比
92.12％と下回った。さらに、特定名称酒以外の普通酒も対
前年比84.88％と下回ったため、合計で対前年比96.28％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、商品力が豊
かな一部の業者にとっては、影響ないとの声もある一方、従
業員の定着が図れず、人手確保がままならない業者もいる。
2019暦年の全国の着工戸数は905,123戸、前年対比▲4.0％
で、神奈川県の着工戸数は73,209戸、対前年比＋1.0％

１月の売上は前年に比べ工場、会社関係の製造業を中心に減っ
ている。個人商店向け日除けテントを主な仕事にしている会
社は例年仕事量がなくなっているようである。また、後継者
不足による廃業も後を絶たない状況。

国産魚（アジ、イカ、サンマ等）不足で原料確保は厳しく、仕
入価格は高騰。結果、一部商品に欠品も生じ、注文に十分に
対応できない状況から売上減少を招いている。正直、商品値
上げで売上増を図りたいところだが、現下の状況では、それ
も叶わず、厳しい経営が強いられている。

年末年始の休業が長めの会社が多かったが、年始の動きも少な
く、例年より仕事量は少なかった。夏のオリンピックを控え、
年度末からの動きに期待したい。

当組合ではどんな時代に移り変わろうとも、関わる全ての人々
が「幸せ」になる産業を目指そうとする上部団体のスローガン
の周知・普及を企画し、セミナーを開催する予定。

組合各社の操業は順調であり、その中でも順調に売り上げを伸ば
している組合企業に景況を聞いたところ次のようにコメントして
いました。「一昨年夏から始めた新規事業の売り上げは順調であ
り、会社全体では増販を継続している。従来からの製造品につい
ては、国家間の貿易摩擦、中東の不安定な状況及び環境問題の影
響を受け苦戦しているものの、１月の売り上げは前年を上回った。」

ゼネコン受注残が高止まりする等、足元の需要に失速感はない。
しかしながら、輸送力と人材不足が一部で目立ち、生産全体の勢
いを妨げている。加えて、地域によっては生コン向け出荷が軟調
の兆し。結果として出荷に大きな変化は見受けられなかった。

当月は、受注・売上は前年同期より増加したものの、直近3
か月と比較すると大きく減少した。月末の仕掛品が極端に減
少した。2月の生産はかなりの減少が予想される。1月末に令
和元年度補正予算が成立し、早期の執行が期待される。

状況は不透明さを増している。共同受電使用電力は暖冬の影響もある
ものの、操業度の低下により、前年同月比６～７％の状況が続いている。

売上は対前年比でプラスになるも、利益は横這いの状態が大勢。
政府・日銀発表の「緩やかな回復基調」の実感は現場では程遠い。

令和元年度は景況低位安定で不透明なまま経過。高速別納利
用実績前年比▲10％と景気を反映している。2020年の東京
オリンピック後の景気が気になる。

これから先の業況展望に不透明感が強く、物量減少の声も聞かれるよ
うになった。２月５日～７日の３日間にわたり、パシフィコ横浜にお
いて開催されたテクニカルショウ2020に当組合青年部が中心となり
出展。通路を挟んで片側５ブース２列で出展し、成功裡に閉幕した。

米中貿易摩擦が若干落ち着き始めた矢先に中国の新型コロナウイルス
の拡大によってまたまた大きな不安要素が生まれた。現在の状況を見
守るしかないが、長引けば経済に大きなダメージになりそうである。

変化なく、受注・収益減傾向は続いている、好転の兆しは全く
感じられず、今月は定時で終わるところも多くなっている。

2019年の輸出船契約実績が前年比15%減の914万総トンだっ
た。中国・韓国の造船業界の大型再編が続き受注競争は激しさを
増し、今後も暫く続きそうである。１月から適用された、排ガス
の硫黄酸化物排出規制強化に伴った影響も押し上げ材料としては
動きが鈍く新造船の契約には直接結びつかなかった様である。
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非　製　造　業

卸

売

業

小

売

業

サ

ー

ビ

ス

業

商

店

街

サ
ー
ビ
ス
業

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）

温泉旅館

商店街（川崎市）

医療業

ファイナンシャルプランナー

情報サービス業

建物管理

建築設計

警備業

管工事業

空調設備工事

畳工事

歯科技工

道路貨物（横浜市）

道路貨物（横浜市）

個人タクシー

不動産

売上は昨年と比べて少し悪かった。原因については特別な理
由が見つからず、今後が心配である。

売上については消費税増税後による影響か、前年同月比で減
少となった。依然、人材確保がボトルネックとなっている企
業が見受けられ、働き方改革の対応にも苦慮している。また、
昨年9月に発生した台風15号被災による海水が浸水し、設備
が破損。かつ、商品在庫も被災し、廃棄処分、マンパワーに
よる操業をしている状況。

1月は天候も安定しており、売上も若干の減少に留まる。引き
続き、人手不足による商品の発注単位の見直し、発注締切時間
の変更などの通知が日々送られてくる。また、着店時の運送屋
のサービスの規制などにより、自前で倉庫内の搬入頻度が多く
なり、人材不足のため、増々負担が多くなっていると思われる。

古紙市況は本年も中国向けの古紙輸出最大幅減少が続いており、横
浜市や川崎市の集団回収から撤退する業者が出てきており、状況は
悪化している。新たな輸出先等需要の改革が急務である。鉄スクラッ
プ市況や非鉄金属リサイクル市況は、新型肺炎による経済活動の停
滞が不安材料となり、海外市場は様子見ムードが続いている。

昨年同様、1月下旬は地域によって売上にバラつきがあった。

インフルエンザ予防や受験の時期を迎え、免疫力を高める乳
酸菌ヨーグルトの需要が好調に推移しており、定期的に配達
を希望するお客様が増加している。一方、牛乳宅配店におい
てはパート、アルバイトの人材不足が深刻化しており、人員
の確保には厳しい状況が続いている。

相変わらず入荷量は少ない。来店客も減り、納入業務に頼ら
ざるをえないが、利幅が少ない。

消費税が10％になり、じわりじわり不況の波が感じられる。
空き店舗も解決せず、茅ヶ崎駅前も空き店舗が多くなった。

1月に入り、中東情勢の緊張により原油価格が上旬に上昇し、
石油元売り会社の仕切価格と末端市場価格も上昇傾向にあっ
た。しかし、下旬にかけ、中東情勢の緊張がやや安定した状
況を受け、原油価格も落ち着きを見せ、若干下落傾向にあり、
元売仕切価格は下落した。

１月に入り、暖冬の影響で生育順調で、前進出荷が続いた。一
部日照不足等により、胡瓜、茄子、ピーマン等が高騰したが、
大型野菜、キャベツ、大根等を中心に例年に比べ、潤沢な入荷
状況であり、相場も安値であった。下旬になり、中国の新型コ
ロナウイルス感染症による観光客の激減により、納品関係では、
非常に厳しい状況であり、一刻も早い終息を祈るばかりである。

前月より売上客数ともにマイナス幅は減少したが、前年割れ
が続いている。売上高の高い生鮮部門で、お客様を呼び込め
ず、それが全体に影響している。キャッシュレス化は加速し、
前年同時期と比較して、クレジットカード利用率は112％、
IC カード利用率179％とそれぞれ伸びてきている。

正月は例年どおり１月４日まで満室の状況。その後、復興割の
おかげで順調な集客であったが、月末にかけて新型コロナウイ
ルスの影響があり、日本人客のキャンセルが発生し、若干減速。

令和2年は昨年末中国で発生した「新型コロナウイルス」関連
の情報で振り回されている。中国からの旅行客が激減し、さ
らに報道の影響で外での買い物も控えるようになっている。
また、天気も土日にかけて周期的に悪く、売上にかなり響い
ているようで、全ての業種で前年比超えは厳しいようである。

今年４月からの診療報酬改定（歯科報酬・薬剤報酬含む）があ
り、医療機関、特に急性期病院の生き残りをかけた患者獲得（救
急、手術患者など）が激しくなっている。医師の働き方改革は
2024年度からであるが、すでに労基署は大学病院から立入
調査を開始し、時間外労働などの不払いに対して指導・勧告
を行っている。

組合員の加入が増加傾向で、2020年1月6日現在、40名を超
えた。豊富な FPの人材を活用していく事業をさらに推進し
ていく予定である。

5G関連で売上・収益ともに増加傾向である。引合旺盛であ
るが、人手不足感は変わらず。

人手不足で、募集しても人が来ない。

神奈川県と建設関係４団体による「神奈川県県営住宅建替え
PPP/PFI プラットフォーム」が設立され、地元企業が参画し
やすい事業の検討が行われることとなった。しばらくは大規
模な建替えが進み、建築業界は年初より明るいといえようが、
建築士の高齢化や作り手不足等、懸念材料も多い。

各種イベント、公共工事、その他仕事量が増加し、売上増に
繋がっている。

令和元年度の公共工事の発注もほぼ終了したようである。今
後は工事の平準化対策としての債務負担設定によるインフ
ラ・ライフライン整備に期待したい。

今年に入り、仕事は少し落ち着いたようである。今年も去年
同様に人手不足の問題がある。夏以降からは仕事量が多くな
ると予想される。

上部団体、中部団体イコール下部組織の組合員が減少すると組
合運営が困難になる。今後もさらに脱退者が増える可能性が
あり、人材の高齢化や後継者問題で組合の存続も危ぶまれる。

「歯科技工士の人材確保対策事業」として1,511万6千円が令
和２年度予算に新たに組み込まれ、卒業早期の歯科技工士が
歯科医療機関等で研修を行える環境を整え、離職防止と資質
向上を図っていく。「AI」を始めとするデジタル技術の進歩は
目覚ましいが、歯科界の業態形態の改善にどのように活用し
ていくのかを考えるのは「人」の役目である。

人手不足による売上減少。

人手不足による影響で売上・収益が悪化している。政府・日銀
の景況感と大きく乖離している。先行も不安との声も大きい。

昨年10月１日に料金が改定され、再び２月１日に実質値上げ
となる料金改定が行われた。近距離の利用はしやすくなった
との声とメーターの上がるタイミングがあまりにも早く、料
金を受領するのが心苦しいというドライバーの声がある。お
客様もドライバーも慣れるのには少し時間がかかるだろう。

今年は正月休みが長く、本格的に仕事が始まったのが中旬頃
からなので、営業日数・契約件数とも少ない。物件の内見を
希望する方が多いので、2月には成約数が増えると思われる。
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ちょっと役に立つ話専務理事の No.29

　今回は「オノマトペ」についてです。人の名前では
ありません。擬音語とか擬声語、擬態語とかいい、
犬の鳴き声を「わんわん」、歩く時の様子を「てくて
く」、お天気を「ぽかぽか」とか表現するものです。
　動物の声のオノマトペは言語によって違いはある
ものの、世界中で比較的多く取り入れられています。
しかし、それ以外のオノマトペだと、まるで日本語
の専売特許のような感じになると言います。
　日ごろから使い慣れている私たちにとっては、実
に便利な表現方法です。もし「てくてく歩く」を違う
言葉で表そうとすると、結構難しいのではないでしょ
うか。「急がず、のんびりゆったり歩く」とかなるの
でしょうか。微妙なニュアンスが伝わらなくなるし、
何か味気ない表現ですよね。つまり、オノマトペは
簡便なだけでなく、豊かで繊細な表現方法でもある
ということだと思います。
　ただし、医療の世界では、少し事情が違うようで
す。私たちは普通に、痛みの状況を「ずきずき」や「し
くしく」「ちくちく」「ひりひり」、息切れでも「はあは
あ」「ぜいぜい」、心臓も「どきどき」といった具合に言
い表します。

　でも、これらの訴えは、個人によって意味するこ
とが微妙に異なっている可能性があります。たとえ
ば「ずきずき」は拍動する痛みなのか、激痛の継続状
態なのか、「ずきずき」だけでは判然としません。医
師としては、それでは困ってしまいます。医師の診
断（何の病気か決めること）は、患者の主訴・愁訴が
一つのカギになりますので、症状を正確に把握する
必要があるからです。
　ですから、医師の側がオノマトペを使うことはご
くまれです。通常、「鋭い痛みですか、それとも鈍い
痛みですか」とか「刺すような痛みでしょうか、押さ
えられるような痛みでしょうか」といった表現をしま
す。
　「心臓がどきどきする」と言ったら、昔は恋心を意
味したものですが、高齢者医療が身近になった今は
病気の話になってしまいます。医師との会話をスムー
スに進めるために、オノマトペを別の表現に置き換
えられるようにしておかないといけないということ
でしょうか。そろそろそんな時期に来ているような
気がしています。
 （西村）

  

本会のSNSのご紹介
PRRPRRPPRRPPRPPRPRRRPP ひろばひろばPRひろばPRひろば
　本会では、各種 SNSを鋭意更新中です。
　各種セミナー情報だけでなく、本会職員が訪れた組合の情報や日常の何気ない様子をお伝えしています。お気
軽にフォローしてください！

Twitter　フォローはこちらから

本会だけでなく、主に神奈川県内のお役立ち情報や組合情報を呟いています。
職員がプライベートで訪れたイベントの情報なども率直な感想とともにご紹介しております。
積極的にリツイートもしていますので、組合のアカウント等があればお知らせいただけると広
報のお手伝いになれるかもしれません。

facebook 公式ページ　フォローはこちら

主に本会の事業内容についてお知らせしています。商工神奈川の取材でお邪魔させていただいた際
のオフショットなども掲載していきたいと考えております。
ぜひご覧になってください。

Instagram　フォローはこちら

新設アカウントになります。まだあまり写真の数は多くありませんが、素敵な写真とともに中央会
のことや組合のことをお伝えしていく予定です。

これからも随時更新していきますので、ぜひフォローをお願いいたします。
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＃30  湘南ゴールド
　県農業技術センターが、「ゴールデンオレンジ」と「今
村温州」を掛け合わせて育成した、県オリジナルの柑橘。
十分な糖度とジューシーさ、爽やかな香りが特徴。３月
から４月に店頭に並ぶ。「幸せを呼ぶ新感覚オレンジ」。
　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
　早いもので3月の年度末になりました。PR
ひろばにて紹介させていただいた SNS以外に
もホームページやメルマガ、ブログなど様々な
コンテンツで情報発信を行っております。来年
度もより一層コンテンツの充実に努めてまい
りますので、引き続きご愛読よろしくお願いい
たします。
 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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