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会員数の動き
平成 30 年 9 月 30 日時点

事業協同組合（連合会含む）

1,180

協業組合

12

火災共済協同組合

1

商工組合

22

信用協同組合

6

商店街振興組合（連合会含む）

44

その他（株式会社、社団法人等）

31

企業組合

75
計

1,371 会員

全道大会の決議等に基づく要望活動

会長、副会長が国・道に対し要望！
10月17日、
尾池会長と副会長6名が中小企業団体全道大会（8月8日、札幌市にて開催）で決議された景気・地
域経済対策など中小企業に関する要望と、北海道胆振東部地震の発生を受けてまとめた復旧・復興に関する要
望について北海道及び北海道経済産業局に対する要望活動を実施した。
当日は、道庁に高橋はるみ知事、北海道経済産業局に三木一弘産業部次長を訪ね、尾池会長から要望書を手
渡し、中小企業・小規模事業者の切実な現状を訴えた
うえで要望の実現をお願いした。

中小企業・小規模事業者の
振興・発展に関する要望

北海道胆振東部地震の復旧・復興に関する要望

1．
景気・地域経済対策

1．停電による損害に対する支援措置

2．
人材・雇用対策

2．ものづくり補助金の優先採択

3．
中小企業・小規模事業者対策

3．事業継続のための非常用電源の設備に対する助成

4．
官公需対策

4．再生可能エネルギーの活用体制の整備

5．
商店街対策

5．消費税率の引き上げの慎重判断

砂川道路管理協同組合

創立10周年記念式典・祝賀会を開催！
9月20日、砂川パークホテルにおいて砂川道路管理協同組合（川端宏昌理事長、組合
員13人）
の創立10周年記念式典、祝賀会が開催された。
同組合は、
任意団体である砂川除雪組合が母体となり、道路の除排雪や維持管理業務
を共同受注するため、平成20年に設立。近年は、市民の安全を守るため、除排雪作業の
精度向上に注力するとともに、研修会の開催など人材育成事業にも取り組んでいる。

川端理事長

式典では、川端理事長が冒頭の挨拶で先人や関係者への感謝の言葉
とともに
「行政サービスの一翼を担い、
今後市民の皆様に信頼され、
より
良いまちづくりに貢献できる組合を目指す」
と今後に向け決意を述べ、
その後、
組合功労者9名に対し感謝状が贈呈された。
引き続き行われた祝賀会は、
地元で活動するブラスバンドによる演奏が
行われるなど、
大いに盛り上がり、
節目を祝うにふさわしいものとなった。
ニュースレポート中央会2018.
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第8回ニッポン豆腐屋サミットin札幌開催！
9月29、
30日の2日間、
ホテルポールスター札幌においてニッポン豆腐屋サミットin札幌が開催された。
このイベントは、全国の豆腐製造業の後継者と業界組織の若手幹部候補が中心
となって、相互交流を通じて、未来の豆腐業界を構築するため、平成23年から始め
られた。
第8回目を迎えた今回は、
北海道豆腐油揚商工組合青年部が中心となり、
北
海道命名150年を記念して、北海道大豆の品質の良さ、豆腐のそのものの魅力を日
本一の大豆生産地である北海道から全国に発信するため札幌での開催となった。

品評会出品商品の試食会

2日間にわたって開催されたサミットでは、初日からセミナーの開
催や全国の若手経営者によるグループディスカッション、同時開催さ
れた「第4回豆腐品評会」に出品された商品の試食会、交流懇談会など
多彩なプログラムが繰り広げられ、2日目もTEAM NACSの森崎博之
氏による講演や品評会入選者の表彰式などが行われ、全国から集まっ
た200名を超える参加者が大いに交流を深めた。

平成30年度

組合運営実務講習会開催！

組合運営実務の基礎知識の習得や「中小企業組合検定試験」受験のための事前講習を目的とした「組合運営
実務講習会」が、9月19日から21日の3日間にわたり開催された。基礎知識を習得する前半の部と受験対策を
ねらいとする後半の部の2部構成で実施し、約20人が参加しました。
講師は、中小企業組合士の資格をもつ北海道医師協同組合 深澤晴郎事務局長（組合制度後半の部）、北海道
税理士協同組合 藤原善樹事務局次長（組合運営後半の部）の両氏のほか中央会職員3名が務めました。

組合制度
（前半）
担当
平松主事

組合制度
（後半）
担当
深澤事務局長

組合運営
（前半）
担当
小枝主事

組合運営
（後半）
担当
藤原事務局次長

組合会計担当
桔梗原主査

中小企業組合士とは？

中小企業組合士は、中小企業組合に従事する役職員の資質の向上を図るため、その職務の遂行に必要な知識

に関する試験（中小企業組合検定試験）を行い、合格者の中から組合等での実務経験が3年以上ある方に対し
て与えられる称号です。
平成30年6月1日現在で、3,219名の方が中小企業組合士として中小企業組合はもちろん、中小企業団体中
央会をはじめ、連携組織を支援する様々な分野で活躍しています。

中小企業組合検定試験とは？

中小企業組合検定試験制度は、昭和49年度から実施されている中小企業組合士の資格取得のための試験制

度です。
試験科目は、
「組合制度」
「組合運営」
「組合会計」
の3科目で、
全てに合格することが求められます。
試験は例年
12月の第1日曜日に実施されており、
合格発表は翌年3月1日
（土・日・祝日の場合は翌日又は翌々日）
です。
合格率はおおむね50パーセント前後です。3科目の一部に合格した場合には、合格科目については3年間有
効となり、
残りの科目のみを翌年以降に受験することができます。
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つながる ひろげる 連携の架け橋

第70回中小企業団体全国大会開催

〜明治150年 歴史と文化、地域を支える中小企業が未来を拓く〜

9月12日、
「つながる ひろげる 連携の架け橋」
を合言葉に、京都市において、第70回中小企業団体

全国大会が開催され、全国から約2,000名
（うち北海道39名）
の関係者が参加した。
主催者の大村功作 全国中央会会長と開催地の渡

会優秀専従者21名の表彰式が行われ、本会から優良

邉隆夫 京都府中央会会長の挨拶で開会し、来賓の政

組合として北海道パン・米飯協同組合（伊原潤司理事

府与党代表者から祝辞を受けた。

長）が、組合功労者として小樽地方電気工事協同組合

議事は、
渡邉会長を議長に進められ、
豪雨や台風で

花和嘉貴理事長、札幌左官工事業協同組合 出村良治

被災した事業者の救済措置のほか、
事業承継や働き方

理事長、北海道食糧事業協同組合 武田俊昭理事長の

改革などへの支援など、
全国の中小企業・小規模事業

3名が表彰された。

者の持続的発展を実現するための対策の拡充に関す

最後に、次期大会については、来年11月7日に鹿児
島県にて開催することが発表され、大会旗が開催地

る16項目を決議した。
議事終了後、伊庭節子 京都府女性中央会会長から
大会宣言があり、満場の賛同を得て採択された。

の小正芳史 鹿児島県中央会会長に引き継がれ閉会
した。

引き続き、優良組合39組合、組合功労者73名、中央

渡邉京都府中央会会長

左から出村理事長、花和理事長

伊原理事長

次期開催地へ大会旗が引き継がれた

全国大会決議
Ⅰ．
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
中小企業・小規模事業者対策の加速化／生産性向上・経営力強化に対する支援の拡充／事業承継・後
継者育成への支援の拡充／中小企業組合・中央会等に対する支援の拡充
Ⅱ．
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
官公需対策の強力な推進／海外展開に対する支援の拡充／まちづくりの推進、
中心市街地の再生支援
Ⅲ．
震災復旧・復興支援、豪雨等による災害対策の拡充
震災、
豪雨災害に対する復旧・復興の更なる推進／福島の復興・創生に向けたきめ細やかな対策の実
施／地域の防災・減災対策の強化と国土強靭化の推進
Ⅳ．
中小企業・小規模事業者の積極的な事業活動を支える環境整備
中小企業金融施策の拡充／中小企業・組合税制の拡充／中小製造業等の持続的発展の推進／卸売・小
売業、サービス業、流通・物流業に対する支援の拡充／中小企業の実態に応じた独禁法の執行／中小
企業の実態を踏まえた労働・雇用・社会保障対策の推進
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組合イベントスケジュール
2018〜2019 冬
道内各地で組合が開催するイベント情報をまとめました。

楽しいイベントが目白押しとなっていますので、是非参加してみてください。
※詳しい情報は、各イベントお問合せ先にご確認ください。

また、記載されている内容は変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

道

央

道

協同組合十字街商盛会

札幌市商店街振興組合連合会

札幌市

第12回まちの灯り
1月下旬
（予定）

札幌市商店街振興組合連合会では、市内商店街の参加協力
をいただき、毎年
「まちの灯り」
を開催しています。冬の身近
なイベントとして、商店街と地域住民、学校関係者などが協
力して、手作りのアイス
（スノー）
キャンドルを制作し、イベン
ト参加商店街に設置しています。

開 催 場 所：市内商店街各所
問 合 せ 先：札幌市商店街振興組合連合会
011-261-9586

函館市

第16回水道凍結防止作戦
11月29日
（木）
・30日
（金）

平成14年から水道利用者の市民サービスの一環として、水
道凍結防止の啓発イベントを行っています。会場には、市民
の皆さまの水回りに関する質問に答える相談コーナーや水
道修繕作業の様子を伝えるパネル展示などを設けます。ま
た、省エネ・エコをPRする
「暮らしの省エネサポート広場」
も
同時開催します。

開 催 場 所：札幌駅前通地下広場 北3条交差点広場 西側
問 合 せ 先：札幌市管工事業協同組合
011-222-1811
千歳市環境整備事業協同組合

千歳市

遺跡公園雪上パークゴルフ場
1月上旬〜2月下旬
（予定）
※積雪の状況による

毎年、千歳市にある遺跡公園内に雪上パークゴルフ場をオー
プンしています。コースは、敷地内の雪を圧雪して造成され、
芝生と違い摩擦が少ない雪上コースには、その珍しさから多
くの愛好家が訪れ、冬空の下、快音を響かせています。

開 催 場 所：遺跡公園
（千歳市清流2丁目）
問 合 せ 先：千歳市環境整備事業協同組合
0123-25-6900
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2018十字街商盛会
歳末福引大売出し

売り出し日 12月15(土)〜23日(日)
抽選日
12月21(金)〜24日(月)

この大売出しは、
ご愛顧いただいたお客様に対する一年の謝
恩祭です。今年も豪華景品を準備して皆様のお越しをお待ち
しております。

開 催 場 所：函館市地域交流まちづくりセンター1階
特設会場
問 合 せ 先：協同組合十字街商盛会 0138-22-1538
函館朝市協同組合連合会

札幌市管工事業協同組合

札幌市

南

函館市

光の夜市2019
～朝市キャンドルナイト～
2月上旬の土曜日
（予定）

函館海上冬花火と、函館朝市ひろば周辺にキャンドルを灯す
「シーニックdeナイト」
に合わせ、函館朝市が1年に1日だけ
「夜市」
になるイベント。各参加店舗でワンコイン(500円)
セールを実施するほか、抽選会なども実施予定。

開 催 場 所：函館朝市
問 合 せ 先：函館朝市協同組合連合会
0138-22-7981
江差町歴まち商店街協同組合

江差町

第8回江差・北前のひな語り
2月中旬〜3月中旬
（予定）

いにしえ街道の通りに面した店先や玄関先におひな様を展示
し、訪れた方々に暖かな空間を提供しながら交流を楽しみま
す。また、拠点会場の
「壱番蔵」
には道内外から贈られた人形
を数多く展示するほか、ステージイベントも予定しています。

開 催 場 所：いにしえ街道一帯
問 合 せ 先：江差町歴まち商店街協同組合
(江差町商工会内) 0139-52-0531

道北

道東
道央

道

道南

東

帯広名門通商店街振興組合

帯広市

名門秋まつり とかち名門の夕べ
11月27日
（火）

道

北

旭川銀座商店街振興組合

旭川市

銀座食べマルシェ
1月末
（未定）

銀座仲見世通りを会場に
「銀座食べマルシェ」
が開催されま
す。良質な食材が豊富に揃う銀座商店街ならではのメニュー
を堪能していただくため、商店街にある飲食店に加え、商店
街で食材を仕入れている飲食店まで多数出店します。

開 催 場 所：旭川銀座通り商店街
問 合 せ 先：旭川銀座商店街振興組合
0166-23-1210

歌謡ショー
（中村仁美：日本クラウン）
と併せて、2018新酒十
勝ワイン・ビール・焼酎・ウィスキー、ウーロン茶などフリード
リンクとビュッフェ
（秋の十勝の味覚料理）
の提供、さらに、お
楽しみ大抽選会も開催します。
（チケット6,000円）

開 催 場 所：ホテルグランテラス帯広
問 合 せ 先：0155-22-1670
（田五作：萩
釧路和商協同組合

釧路市

2019年

氷彫刻世界大会

2月6日
（水）
〜11日
（月）
氷彫刻の競技大会としては、国内で唯一実施される公式国際
大会で、旭川冬まつりにあわせて行われます。旭川買物公園
で約40時間にわたり競技が実施され、旭川冬まつりの期間
中作品が展示されます。夜には作品がライトアップされ、昼
間とは違った幻想的な様子が見られます。

開 催 場 所：旭川買物公園
問 合 せ 先：旭川市観光スポーツ交流部観光課

ど〜んと市
12月上旬予定

今年一年の感謝を込めて、お歳暮の大特価セールや、現金な
どが当たる富くじ抽選会を数日間にわたり開催予定。この機
会に北海道の新鮮な名産の数々を釧路和商市場で、お楽し
みください。

開 催 場 所：釧路市黒金町13丁目25和商市場内
問 合 せ 先：釧路和商協同組合

旭川平和通商店街振興組合

旭川市

史之）

0154-22-3226

北見地方食肉事業協同組合

北見市

北見厳寒の焼き肉まつり
2月1日
（金）
（ 予定）

北見の焼き肉文化をPRしようという転勤族の発案から始まっ
た名物イベントです。マイナス10℃前後の夜空の下、箸の手
を休めることなく、肉を味わう参加者で盛り上がります。当組
合では、使用する肉類を提供しています。

開 催 場 所：北見芸術文化ホール駐車場
問 合 せ 先：北見市観光協会

特設会場

0157-32-9900
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V I E W

働 く

女性リーダーインタビュー
02

VOL.

帯広市商店街振興組合連合会 杉山輝子理事長

第 2 回目は、帯広市民のソウルフードと言われる「満寿屋パン」の三代目社長を務め、今は会長と帯広
市商店街振興組合連合会の理事長として活躍されている杉山輝子さんに取材しました。組合のリーダー、
そして企業の会長という二足のわらじを履きこなす杉山さんの原動力に迫りました。

帯広市商店街振興組合連合会

理事長

杉山 輝子さん

二代目社長であった夫の後を継ぎ満寿屋の社長となり、十勝の
小麦を活かしたパン作りでその名を広めて地域に貢献。現在は長
男が社長を継ぎ会長に就任されています。会社経営の傍ら、地域
の商店街振興組合でも活躍されています。
・株式会社満寿屋商店
代表取締役会長
・帯広栄通商店街振興組合 理事長

‖満寿屋の社長としてのエピソードについてお聞かせください‖
先代社長であった夫が44歳で他界してから、跡を継ぎ社長になりました。夫が亡くなる一週間前に病室に
呼ばれ、
「十勝産小麦を世間に広めていってほしい」など、やってほしいこと、やるべきことを言われました。そ
の後は夫の遺志を継ぐことを第一に考え、
「やらなきゃならない」という思いでここまできました。よく「苦労
なさったんですね」と言われますが、義理の両親や、会社の従業員が支えてくれたおかげでやってこれたこと、
必死だったこともあり、今振り返ってもあまり苦には感じていません。自分の代で店舗数を増やしたのも会社
を守るためでした。
トップとして意識したことは、気持ちの切り替えや、優先すべきことを柔軟に変えること。そして、子育てと
仕事の両立でいつも時間がないので、ないなりに時間をうまく活用することです。人目を気にしていたら何も
できなくなるので、たとえ奇抜と思えるようなことでも「必要だったからしたのだ」と割り切って行いました。
今は日によって実施しないときもありますが、夜9時半以降に、仕事や飲み会帰りの人のおみやげとして
「夜のパン屋」
という夜間販売を行っています。

‖組合理事長としての取組‖
帯広栄通商店街振興組合のメインイベントである「アッピアロード祭」では、街路に市内幼稚園児の絵をラ

満寿屋の名物パン
「白スパ」

6
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「やらなきゃならない」
という思いでここまで
やってきた。
ミネート加工して飾るストリート絵画展を行っています。今年で28回目を迎え、毎年1000枚もの絵が商店街
を彩り、通行客の目を楽しませています。私もラミネート加工する作業に参加しているのですが、前に見た子
の画力が上がっていく様を見るのが毎年の楽しみになっています。そのほか、街路灯のLED化、イルミネー
ションのLED化などで環境への配慮や電力削減を行ったり、商店街まちづくり事業補助金を活用して防犯カ
メラの設置を進め、安全・安心に配慮した商店街づくりを実現しました。

‖組織のリーダーを担うにあたり、女性が直面する課題とは何でしょうか？‖
男性社会ということを踏まえて経営してきました。もちろん「女性」という前提での対応をされていると感
じる場面はありますし、意地悪な対応をされたこともありました。ものの言い方ひとつをとっても、男性が言
うと「できる社長」でも、女性が答えるときつく思われたり、ヒステリックに感じられる場面もあります。なの
で、そう思われないように常に笑顔を心がけています。最近はお付き合いで必要な時もありますが、子供のた
めにも夜は出かけないなど、子供を持つ女性だと男性のような付き合い方は難しいと感じる場面もあります。

‖ワークライフバランスを保つコツ‖
自分の中での優先度は「会社＞従業員＞自分の子ども3人」でいましたが、子供がまだ小さいうちは、何もな
ければ午後5時に、長くても仕事は午後8時までと決めていました。子供の参観日も時間を割いて毎回出席し
ました。
公私のどちらかを捨てるようなことはせず、でも公私をくっきり分けるようにしました。

＊おわりに
伴侶の急逝により会社を継ぐという波乱万丈な経緯でしたが、
亡くなった旦那様の地域を第一にするという遺志を
大切にしながらも、杉山さんならではの会社や従業員、地域を大切に思われている母親のような経営者視点を感じま
した。
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税 理 士 が

3

分

解 説 ！

今こそ勉強しよう！
得する事業承継税制について 2

公認会計士小島史資事務所
所長
税理士・公認会計士

皆様、こんにちは。今年は災害が多く、北海道も大
きな地震や相次ぐ台風に見舞われ甚大な被害が出て

小島 史資 氏

は取り消されないとされており、実質的に雇用確保
要件は撤廃され、実行しやすい制度となりました。

いますね。
自然の脅威に翻弄される日々ですが、この

また、贈与者（株式所有者）は、従来先代経営者に限

ようなときにも事業は継続していかなければなりま

られていましたが、特例制度では、役員未就任の株主

せん。事業の承継についても同様で自然災害の影響

や親族以外の株主でも贈与者となることができます

で遅れてしまうことは避けねばなりません。

（この点は従来の承継税制についても改正されまし

今回のテーマも前回に引き続き事業承継税制とし

た）。要するに母や伯父、伯母、あるいは親族外の株主

ました。万が一のときに備えるためにも余裕をもっ

からも特例税制の中で株式贈与を受けられるように

て中期的に取り組まねばならない課題ですので是非

なったということです。

参考にして下さい。

受贈者（株式をもらう側）の適用対象も拡大されま
した。従来は、筆頭株主になる代表者（例えば長男）に

まずは、
前回の復習をしましょう。認定経営革新等

限られていましたが、今回の特例では「特例承継計画

支援機関
（以下、認定支援機関）の指導・助言を受けて

に記載された代表権を有する後継者で、総株主等議

作成された
「特例承継計画」を都道府県へ提出するこ

決権の10％以上を有することとなる上位2名又は3

とが条件で、それは2018年4月1日から2023年3月

名が対象」となります。

31日までの5年間の提出期間となります。事業承継

最大3名までの後継者を対象とできる制度に見直

は会社にとって経営改善を目指す、あるいは、さらに

されたということで、例えるなら、長男以外の承継者

高い収益性を達成できる会社への磨き上げを行う絶

も等しく承継税制を使うことができるようになった

好の契機だと考えます。

ということです。

今回の特例事業承継税制の最大の目玉は「全ての
株式」が対象になるということです（従来は3分の

留意点もご説明しましょう。贈与税の要件を確認

2が限度でした）。そして、適用対象株式等の評価額

します。まず先代経営者の要件ですが、贈与までに代

の100％に相当する金額に相続税額が猶予（従来は

表権を返上する必要があります。そして、後継者です

80％相当でした）されることも特色です。

が「20歳以上であり、かつ、役員就任後3年を経過し

さらに、
従来
「使いづらい」と指摘されてきた「雇用

ていること」が大事になります。

確保要件」も実質撤廃されました。これは5年平均の

続いて、相続税の要件を確認します。先代経営者の

従業員数が贈与時又は相続時の従業員数の80％を

要件は、会社の代表者であったこと（直前に代表者で

下回らないようにしなければならない、というもの

あってもなくても良い）、そして、後継者は相続日の

です。この要件を満たせないと「認定取り消し」にな

直前において特例認定承継会社の役員であったこと

るため、将来見通しに迷う多くの経営者が二の足を

及び相続開始の日の翌日から5ヶ月を経過する日ま

踏んだのです（例えば、5人の従業員の会社は3人に

でに代表権を有していることです。

減ってしまうと認定取り消しになってしまう）。
紙面の関係上、今回は制度の要諦に留めました。枝
今回の特例制度では、認定支援機関が「下回った理
由を記載」
し、
会社が書類を提出した場合等には認定
8
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葉末節は会社の担当税理士に聞いてみると良いで
しょう。

i

nformation

経済産業省北海道経済産業局からのお知らせです
平成30年度
「下請取引適正化推進講習会」
を開催します！
〜毎年11月は下請取引適正化推進月間です〜
経済産業省北海道経済産業局では、11月29日
（木）
に
「下請取引適正化推進講習会」
を開催します。
本講習会は、
「下請取引適正化推進月間」
の事業の一環として開催するもので、下請取引の適正化を一層
推進するため、
「下請代金支払遅延等防止法」
及び
「下請中小企業振興法」
の趣旨・内容を説明します。
また、今回の北海道胆振東部地震に関連して、親事業者に対し下請事業者への必要な配慮等について要
請しましたので、併せて説明します。
●開催概要
【日 時】平成30年11月29日
（木）
13：30〜16：30
【会

場】札幌第一合同庁舎2階講堂

【主

催】経済産業省北海道経済産業局

【定

員】250名
（先着順）

（札幌市中央区北8条西2丁目）

【参加費】無料
【内

容】1．
下請代金支払遅延等防止法の解説
2．
下請中小企業振興法の解説
3．
質疑応答

【 U R L 】http://www.hkd.meti.go.jp/hokic/20181002/index.htm
●申込方法
会社名・所在地・氏名・電話番号を明記の上、11月22日
（木）
までに以下の申込先あて、FAX 又は E-mail
によりお申込みください。
※ご提供いただいた情報は、本講習会開催の目的以外には一切使用いたしません。
●申込にあたっての注意
・申込みは原則として先着順で受付し、定員に達し次第、締め切らせていただきます。
・申込み可能人数は、会場の収容数の関係から、1事業所当たり原則2名以内とします。
●申込・問い合わせ先
経済産業省北海道経済産業局

産業部

中小企業課

T E L：011-709-2311
（内線2579）
FAX：011-709-4138
E-mail：hokkaido-chusho@meti.go.jp
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ものづくり補助金活用事例紹介

第33回

自動 3D 複合型 4 軸木工旋盤の開発
第33回目は、
「旭川機械工業株式会社」
（平成26年度補正ものづくり・商業・サービス革新補
助金）
の取組について紹介します。

会社の概要
旭川機械工業株式会社は、昭和22年に旭川市で

よって木工製品の加工を行います。マシンに読み込
ませる加工プログラムは、
STL
（三次元CADデータ）
で作成したデザインを専用ソフト
「WOOD CAM」

水産加工機械を製作する企業として創業。
「旭川機

に取り込めば自動作成されるため、
特殊な知識が必

械工業の原点は、
「ものづくり」
。
これからも喜ばれる

要なデータ変換作業を必要とせず、
誰でも簡単に複

「ものづくり」
を行い続けることが、旭川機械工業で

雑な切削加工ができることを目指したものでした。

仕事をする全員の使命」
を企業理念にお客様と向き
合い、かゆいところに手が届く、想いを込めた製品
づくりを続けています。
昭和45年には、同社が開発した竹輪製造機が北
海道地方発明表彰で優秀賞を受賞。その後も第6
回ものづくり日本大賞 ものづくり地域貢献賞の受
賞などさまざまな表彰を受けたほか、経済産業省
「はばたく中小企業・小規模事業者300社」
に選ばれ
るなど、高度な技術と経験に裏打ちされた同社製品

3Dターニングマシン

は、
全国から高い評価を受けています。

ものづくり補助金申請の経緯
しかし、従来の製品は、木材を回転させる旋盤、
チップソー、ルーターの3軸制御であったため、細か
な凸凹や中をくりぬくなどの複雑な加工では、削り
残しが発生するなど技術的に問題があり、
デザイン
性も低く、多様化する顧客のニーズに対応できずに
設計から据付工事まで一貫して迅速に対応

いました。
また、加工時に出る粉じん対策ができていなかっ
たほか、CAMソフトの計算スピードが遅く、複雑な

3D ターニングマシン
同社の製品である3Dターニングマシンは、三次

10

形状のデータ化が困難で、変換作業に膨大な時間
がかかるなどの課題を抱えていたため、企業への導
入が進まない状況にありました。

元加工ができる木工旋盤で、高速回転するチップ

そこで、従来のターニングマシンをベースに機能

ソー
（丸鋸）
と精密彫刻などに使用するルーターに

をリニューアルしたマシンの試作、さらに高性能な
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旭川機械工業株式会社
代表取締役 関山 憲充
〒 079-8453
旭川市永山北 3 条 7 丁目 1-11
TEL 0166-48-7261 FAX 0166-48-7263
HP http://www.asahikawakikai.com/
CAMソフトの開発を行うため、
ものづくり補助金を
活用しました。

「誰でも」
「どこでも」使えることを目指す
試作した4軸制御によるターニングマシンは、
ま
だ試作段階のため、製品化には至っていませんが、
今後、実用化に向けて本体の小型化やフィギュアな
どのさらに細かい表現、自動化による無人での24
時間稼働など、
さまざまな顧客からの要望を取り入
れ、
さらなる改良に取り組みます。

自動で角材から様々な形状の製品を削り出す

デザインの再現性が大幅に向上
従来のターニングマシンは、ルーターが木材に対
して直角方向にしか加工できず、微細な表現ができ
なかったため、試作機では、ルーターを左右にスイ

航空機など複雑なデザインも再現できる

ングできるよう改良。軸を増やし、4軸制御にするこ
とで加工できるデザインに大きな幅ができました。
また、4軸制御となったことで、
より複雑な加工プ

おわりに

ログラムを作成する必要があったため、CAMソフト

関山真教常務取締役は、
「 10年前、変わりゆく社

も高速計算できるよう大幅に改良。3次元スキャ

会経済環境の中、今私たちが変わらなければ、時代

ナーを導入することで、複雑な形状をより正確に

の流れに取り残されていくという危機感を覚えまし

データ化できるようになり、多様な顧客のニーズに

た」
と当時について触れ、
「お客様の要望を取り入れ

応えることができるようになりました。

た機械開発を行ってきたノウハウを活かし、3Dター

粉じん対策については、マシンにカバーを取り付

ニングマシンの開発に着手しました。今後も挑戦し

け、
カバーが閉じていなければ、
可動しないよう設定

ていく気持ちを忘れず、社員一丸となって邁進して

しました。この改良は、作業者の安全性の大幅な向

いきます」
と今後に向けた意欲を話していました。

上にもつながりました。

今後、同社の3Dターニングマシンで誰もがより
簡単に思い描いたとおりの作品や製品を実現でき
るようになる日が来ることが楽しみになりました。
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9月の道内景況
全業種で大幅に悪化

情報連絡員レポート

地震・停電の影響が顕著に

概 況

主要 DI 値の推移

主要DI値の推移では、北海道胆振東部地
震とブラックアウトの影響から全ての項目
で大幅に悪化した。
製造業、非製造業ともに「景況」
「 売上高」
「収益状況」が前月から大幅に悪化し、他の
項目についてもほとんどが悪化するなど、
業種を問わず災害による事業活動への重大
な影響が浮き彫りとなった。

10.0

景況

売上高

収益状況

5.0
0.0
−5.0
−10.0
−15.0
−20.0
−25.0
−30.0
−35.0
−40.0

9

10

11

12

H30.1

2

3

4

5

6

7

8

9

景況天気図（前年同月比）

前月比

△24.2

△34.4

△40.6

△24.2

△34.4

△1.1
4.5

3.0

3.1

△4.6
△9.1

△9.4

△7.9
△6.1

△15.6

△16.7

30 以上

△11.2

→

5.4

雇 用 人 員

10 〜 29

△36.8

△1.8
7.0

5.3

△7.0
△7.0

△14.0

△7.0
△1.8

△8.8

8.9
△15.2

9 〜△ 10

△6.3

△ 11 〜△ 29

→

△11.2

△14.0

△9.6

→

△3.3

→

資 金 繰 り

△22.8

→

△12.4

△22.8

△0.3

→

△7.8

→

取 引 条 件

△1.8

→

5.6

△21.1

0.1

→

販 売 価 格

△32.1

→

△36.0

△17.5

△10.1

→

→

△17.8

△14.6

→

△6.1

△18.2

収 益 状 況

前月比

△34.6

→

→

△29.2

9月

△10.1

△25.9
△3.3

8月

→

△33.0

高

（凡例）

前月比

→

→

△20.0

上

9月

△13.0

業界の景況

売

8月

→

9月

非製造業

→

8月

製造業

3.5
△17.5

△14.0

→

全業種

△ 30 以下

天気図の見方 各景況項目について調査月と前年同月を比較して、
「増加」
（または「好転」）したという回答（構成比）から「減
少」
（または「悪化」）という回答（構成比）を差し引いた値
（D・I値）
をもとに作成。
その基準は上記のとおりである。
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製造業
・原材料価格の高止まりで販売価格が上がり、売上高の減少が続いていたところ
に、地震・停電の影響で原材料在庫と陳列商品の廃棄が重なりダメージは大きい。

（水産食料品／全道）
・9 月に入りいよいよ生産が本格化してきているものの、生産量は若干昨年を下
回っている。今年暮れの塩カズノコ商戦の指標となる大手メーカーの大阪市場
仲卸店頭参考価格が発表され、昨年を大きく上回る価格で決まったと発表され
た。値上げをすれば需要が後退することはわかっているが、このところ生産コ
スト上昇を価格転嫁できていないため、やむをえない選択である。暮れの商戦
影響が気にかかるところである。
（水産食料品／留萌）
・9 月 6 日の地震により停電となり各社製造がストップした。早くから通電した
ところもガソリン不足が発生し車が走れないため、出荷することができず廃棄
しなければいけない商品が出た。企業によっては、数百万の損失となったとこ
ろもある。
（めん類／全道）
・相変わらず原料が高値のままで収益は下がっている。地震、停電の影響で 2 日
間工場が作業できず通信関係・物流関係の影響も数日あったため、その分マイ
ナスとなっている。
（水産食料品／函館）
・9 月 6 日に発生した北海道胆振東部地震による各メーカーへの影響は、いずれも大
きな被害に至らなかった。停電により、6 〜 8 日にかけてスーパー、コンビニが休業

し先行きが危ぶまれたが、復旧後は水を中心に売れ、増加に転じた。（飲料／全道）
・原木入荷が相変わらず悪いことに加え、9 月 6 日の胆振東部地震による停電の影響
で 2 日間の工場生産停止となり、生産量低下に拍車をかけた。 （一般製材／幕別）
・9 月は大型台風、大震災による経済的打撃は非常に大きい。

（パルプ・紙・紙加工品製造業／全道）
・9 月度の出荷数量、売上高については、アスファルト合材用を除き、工事進捗
の遅れ、胆振東部地震、大規模停電の影響もあってか、路盤用、生コン用など
で前年対比減少した。
（窯業・土石製品製造業／札幌・砕石）
・会員事業所の状況
修繕船工事関係の事業所は、9 月以降 10 月も低調で過剰人員が発生してい
る。仕上工、配管工、船大工等は減少、9 月から連続して出張している。

（金属製品／室蘭）
・9 月 6 日の地震で一部の印刷会社は、用紙供給元の卸商流通部門に多大な影響
を受け、用紙供給されず 9 月 9 日まで生産できなかったり、スーパーの商品
不足などにより 9 月 14 日頃まで、チラシの印刷が激減、売上にも影響してい
る。用紙卸商の話しでは 9 月は用紙需要が 30％減少して推移したとの事。売上
減と経費増が推察されるが、9 月収支は 10 月中旬頃にならないと分からない。

（金属機械工作／札幌）

非製造業（卸・小売・商店街・サービス業）
・胆振東部地震の影響が大きかった企業と、影響が少なかった企業で回答が大き
く分かれた。停電による物流の停滞で仕入れ・販売ともに商品が動かず売上の減
少、在庫の減少、収益の悪化といった影響が出たが、一方で生活必需品の需要が
反動的に高まり扱い品目によっては増収となっているところもある。地震による
予定外のコスト増加で収益面は悪化との回答が多数を占めた。
（各種商品／札幌）
・9 月 6 日早朝発生の北海道胆振東部地震について
地震そのもの人的・物的影響はなかった。ブラックアウトによる停電について
は、食品関係を扱う組合員に冷蔵品の廃棄などはあったものの、停電は当日の
夜または翌朝には復旧していたので、多くの組合員は被害を最小限に留められ
た。今後の対策を急務とし、BCP 策定などの検討に入るとの意見もある。当
組合としては、11 月に BCP に関する勉強会を開催予定。 （各種商品／帯広）
・地震の影響により一時は物流が滞り、商品在庫がなくなるなど売り上げでは前
年を上回る推移となった。現在は回復したものの、一部企業で物流センターの
損壊があるなどの被害があった。
（菓子／全道）
・9 月 6 日の震災の影響により、商品の流通に支障が起き、一部の発電機、バッ
テリー、電池商品の品不足がでた。
（電気資材／全道）
・台風・地震の影響で、納期のずれ・延期等が起こり、組合員に格差はあるが、
業績は悪化した。
（木材／全道）
・9 月 6 日の胆振東部地震と停電の影響で約 3 日間の売上が無く、その後も消費
マインドが低下し、衣料品を中心に前年割れとなった。燃料単価が昨年より上
がっているので辛うじて物販の合計では前年をやや上回ったが、遊興費の自粛
からかキャッシングが大幅に減少したのと、セキュリティ強化による費用の増
加で収益が大幅に悪化した。
（各種商品／旭川）
・胆振東部地震災害の大規模停電による影響は大きかった。食品スーパーを中心に
商品の品薄が続き売上減少となった。また災害の影響はホテルや飲食店にも大き
な影響があり、秋の行楽シーズンに巻き返しを望みたい。 （各種商品／苫小牧）
・9 月の各組合員の状況について
9 月の各組合員の状況だが地震・停電等の影響もあり、前半が厳しく、中旬以降
盛り返したが、全体的には厳しい状況だったとの声が多かった。
（各種商品／釧路）
・北海道胆振東部地震の直接的な地震被害はないが、風評被害による観光入込の低
下が大きい。加盟店全店を対象に今回の地震に伴う被害状況をアンケート調査した
ところ、施設や設備の損壊はほぼ皆無だが、生鮮物をはじめとする在庫品の廃棄や
営業損失に多大なダメージがあった。特に売上の被害額が大きい店舗で 300 万〜
400 万円、全店合わせて 3000 万円以上の損害額となっている。
（各種商品／函館）

・6 月以降小幅な上げ下げで推移していた原油価格が、8 月末から高騰し市場価
格も 5 月以来 4 ヶ月ぶりの値上げとなり、ガソリンで昨年比 24 円の高値と
なっている為、売上高は多少増加しているが、販売数量は、胆振東部地震の停
電により、殆どの SS が休業を余儀なくされたのに加え、地震の影響で 2 度の
連休も人の動きが無く、より一層厳しい経営環境となっている。

（燃料小売業／稚内）
・地震の時に交通機関が麻痺したため、自転車の修理や購入をする人が一時的に
増えたお店もあったが一過性のもの。除雪機やストーブの点検、修理が始まっ
てきている。
（自転車・自動車／全道）
・売上高対前年同月比 7.8％増加。9 月 6 日に発生した地震により缶詰、パン、
レトルト食品等売り上げ増となる。
（野菜・果実／札幌）
・組合全体の売り上げの昨年同月比 104％。震災の停電により店舗を閉めた日
もあったが、その後の反動による販売増があった。業種的に差はあるが、スー
パー、ホームセンターが増加した。
（各種商品／芦別）
・9 月 6 日に発生した北海道胆振東部地震により防災関連の機器の需要が高ま
り、需要が短期間に集中した。しかし電池や懐中電灯が西日本の集中豪雨と重
なったため品切れとなり、それほど売り上げは伸びなかった。予期せぬブラッ
クアウトにより電源を供給した地域店への信頼の高まりや、防災意識の高まり
から暖房器具などの需要が高まった。水力・風力・太陽光・バイオマス発電な
どの自然エネルギーの蓄電池の関心が高まり、エネファームによる自家発電へ
の関心が高い。
（電気機械器具／全道）
・9 月 6 日の地震による停電の影響で営業できない店多数。また、売り上げの中
心である日配品など入荷しないため売り上げが減少。
（各種商品／斜里）
・9 月 6 日の地震と 2 日間の停電により来街者が減り売り上げが減少した。

（商店街／網走）
・地震の影響で売り上げも宿泊客も多大なる損失が出た。
（ホテル・旅館／札幌）
・9 月 6 日に発生した胆振東部地震による北海道内 IT 企業関連の被害は、道内
全域で発生した電力供給停止によるものがほとんどであった。

（ソフトウェア／全道）
・9 月の十勝川温泉宿泊入込数は 22,326 人 全年度比－ 7,924 人、74％でし
た。胆振東部地震の影響によりキャンセルが相次ぎ、前年を大きく割り込ん
だ。特に道外客は、前年比 5,428 人減（55％）と半減するとともに、これま
で好調であったインバウンドにも大きく影響しました。9 月 30 日現在、キャ
ンセル数は 10,122 人。
（旅館／音更）

非製造業（建設・運輸業）
・9 月の業況は、台風 21 号、胆振東部地震により北海道各地で甚大な被害に遭
い電気工事においては各方面で復旧工事そして今後も復興工事と奔走してい
る。この災害で予定工事及び現工事に大きな問題が発生し、取消し、延期、中
止工事等々と資材の確保を含めて影響は少なくない。今後もまだまだ余震が続
いており予断は出来ない状況なので当工事組合は、各単協と連携を取り合いな
がら出来る限り対処することを取り決めしている。
（電気工事／全道）
・人材不足と 10 月 1 日から材料仕入れ単価の値上げが予定されるなど厳しい状
況は続いているが、売上や引き合いは増加傾向にあり業況は若干好転している
ものと見受けられる。
（左官工事／全道）
・組合員の業況
9 月は胆振東部地震の発生で大規模な停電の影響がどれだけのものか懸念され
たが、燃料、資材等の供給が確保され大事に至らなかった。また、台風の影響
もほとんど無く、工事は順調に進捗している。
問題点
10 月始めに発注予定の工事が 1 件告示されたが、11 月末までに完成予定な
ので秋枯れの様相となってきている。
地域の実情
補正予算による土木工事、建築リフォームの助成金の追加等により、建設業に

活気が戻りつつあるが、大型量販店のオープンを間近にひかえて、全体的には
郊外中心の販売網が形成され、街中の商店にも少なからず影響が出る可能性が
ある。燃料の値上げにより企業はもとより消費者にとって厳しい状況となった。

（管工事／名寄）
・胆振東部地震の影響は大きく、売り上げは減少している。特にバス業界は他よ
り多い印象がある。また、農作物の作況も悪く出荷が少ない。さらに燃料が例
年になく値上がりしていることも予想外である。
（一般貨物自動車運送／小樽）
・（荷動きについて）
軟弱野菜の出荷量は 8 月に引き続き長雨の影響で芳しくないものの、人参等は
おそまきの回復が若干あった。馬鈴薯・玉葱はほぼ順調。一般カーゴについて
は昨年と同レベル。ただし震災と大型台風の影響から積み置き車輌が増え、車
両の運行に偏りが出てしまい北海道・本州での車両繰りに差が出始め現在も続
いている。域内輸送も台風と震災の影響を受けた月となった。地震発生直後は
ほぼすべての輸送がストップしたものの、停電回復後には集中して貨物が動き
出したため車両不足の状態となったが現在は通常通りとなっている。

（一般貨物自動車運送／石狩）
・9 月は震災による停電の影響で信号停止となり運行不能、さらに給油もできず
売上高が大幅減となった。
（一般乗用旅客／苫小牧）
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支部だより
・宗谷総合振興局・留萌振興局管内
上川・宗谷支部（旭川市）所管／上川
駐在職員／西村事務所長・大瀧主事・毛利主事
第8回

得する街のゼミナール in あさひかわ開催！

「売り込み禁止」などのルール

旭川市の中心市街地4商店街振興組合とその周辺

があり、見返りに商品を購入さ

の商店・飲食店が中心となり定期的に開催している

せられるなどの心配がないの

まちゼミ。8回目を迎えた今回は、9月1日から10月

で、どなたでも安心して気軽に参加できます。

15日にかけて、全40講座が開かれました。

また、
「行ってみたいけど入ったことのないお店」

まちゼミとは、

や「今まで知らなかったお店」の発掘ができるのもま

商店・飲食店の店

ちゼミの大きな特徴です。

主や店員が講師と

まちゼミでは、スタンプラリーも開催しており、各

なり、専門店なら

講座でスタンプまたはサインをもらい、3個貯まる

ではの知識や情

と20名にまちゼミ参加店で使える500円割引券が

報、プロの技術や

当たる抽選に応募することができます。

コツを無料で教え

今後も定期的に開催する予定ですので、ご興味の

てもらうことがで

ある方は、次回開催にご期待ください。

きる少人数制のミ

旭川まちゼミ実行委員会にお問合せください。
TEL：0166-22-0005
イベントH P↓
http://www.kaimonokouen.com/event/3633

ニ講座です。
講師となる店側
にはその場での

釧根支部（釧路市）
第26回

所管／釧路総合振興局・根室振興局管内
駐在職員／田口事務所長・尾﨑主事

白糠カミングパラダイス開催！

9月1、2日の2日間、
「カミングパラダイス」通称“カ

初日は、あいにくの雨のため
予定スケジュールが大幅に変

ミパラ”が今年も盛大に開催されました。白糠南通り

更となってし

商店街協同組合（矢幡幸徳理事長

まいました

組合員19名）も

共催し、南通り商店街ハミングロードで行われたカ

が、2日目は、

ミパラは、地域の方々が自ら露店を出店するイベン

晴天に恵まれ

トで、
今年で26回目を迎えました。

多くの来場者
で賑わいまし
た。
カミパラ開催期間は、当支部の職員もお手伝いに
伺い、道外から来ていた観光客との交流のなかで、
「一般的なお祭りと違って、こんなに地元の方々が出
店しているイベントは初めて。食べ物も美味しいし、
楽しんでいきます」と笑顔で話してくれました。
また、特設ステージでは、大抽選会などが開催さ
れ、番号が読み上げられるたびに歓声が湧き起こり、
大いに盛り上がっていました。
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胆振支部（室蘭市）

所管／胆振総合振興局管内
駐在職員／中條事務所長・大西（雅）主事

会員組合の取組事例のご紹介

『苫小牧廃棄物協同組合』

『苫小牧塗装工業協同組合』地域貢献・ゴミ拾い
当組合は、昭和45年設立、塗装業を営む18名の組
合員で構成されています。

リサイクル川柳
当組合は、
家庭系一般
廃棄物の収集・運搬業務

個人住宅の塗装工事を行う際、仮設トイレがない

が平成25年7月から苫

ため、近隣の公園のトイレを使用する機会が多いこ

小牧全地区で民間委託

とから、公園のトイレや遊具等の塗装の塗り直しを

に移行された際に、
その

するボランティア活動を行っています。

業務を受注することを

また、苫小牧市では郵便番号が053から始まるこ
とに由来して春と秋の年2回「053（ゼロごみ）の日」

目的に設立されました。
当組合では、
新たな試みとして、
家庭のごみ出しマ

を定め、
市内の一斉大掃除を行っていますが、当組合

ナーの向上、
不当投棄防止、
リサイクルの取組など、
環

ではこれにも毎年参

境を守り育てる意識の向上を目的に
「リサイクル川柳」

加するなど、地域へ

を募集しています。
普段の何気ない自身のゴミの出し

の奉仕とまちの景観

方やリサイクルについて、
改めて考えることができる

を守るために精力的

ユニークな取組として関心を呼んでおり、
苫小牧市民

に活動を行っていま

はもちろんのこと、
市外のどなたでも応募できます。

す。

空知支部（岩見沢市）

是非、参加してみてはいかがでしょうか。
所管／空知総合振興局管内
担当／連携支援部 伊藤主任

深川・北空知の観光アプリご存知ですか？
深川市・妹背牛町・北竜町・沼田町・秩父別町の1市
4町で構成され、北空知の様々な情報を知ることが

味しいお米について学べる体
験型の観光アプリ「深川おかわ
り」が配信されています。

できるサイト「北海道きたそらち観光インフォメー

このアプリは、
お米についての学習と遊びをテーマ

ション」において、スマートフォン向けアプリ「北海

にライスランドふかがわ王国のキャラクターが市内

道きたそらち観光ガイド」が配信されています。

の観光をナビゲートしてくれるものです。
GPS機能を

このアプリは、北空知の各エリアの観光マップが

使い歴史文化施設な

見られるほか、今の気分に合わせておすすめの観光

どを楽しく巡る
「謎解

スポットを紹介してくれる「おすすめの観光スポッ

き探 偵団」や飲 食 店

ト診断」
という機能を搭載しています。

やイベントを紹介し

また、
深川市のサイトからは、楽しく遊びながら美

ているサイト
「深川い
ただきます」など4つ
のコーナーを楽しむ
ことができます。
2つのアプリを活
用し、
北空知の魅力に
触れてみてください。
ニュースレポート中央会2018.
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小規模企業共済制度
ポイント ❶

ポイント ❷

常時使用する従業員が20名以下
（商業・サービス業では5名以下）の個人事業主、
個人事業主の共同経営者（2名まで）
及び会社の役員の方が加入できます。
無理のない掛金、税制面での大きなメリット！

掛金は毎月1,000円～70,000円（500円単位）の範囲内で
自由に選択できます。
● 掛金は全額所得控除、
受取りは「退職所得扱い」
（一括受取）
または
「公的年金等の雑所得扱い」
（分割受取）
となります。
●

ポイント ❸

事業資金の貸付け・災害時のサポートもあります！

事業資金等の貸付制度が利用できます
（担保・保証人不要）
。
● 地震・台風、
火災等の災害時にも貸付けが受けられます。
●

全国加入者
約 30 万人の
実 績！

経営セーフティ共済制度

ポイント ❶ 中小企業で、引き続き1年以上事業を行っている方が加入できます。
● 取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難となった時に貸付けが受けられます。
● 取引先との商取引の事実確認だけで、
迅速に貸付けが受けられます。

税制面での大きなメリット！
ポイント ❷ 無理のない掛金、
● 月額5,000円～200,000円
（5,000円単位）
の範囲内で自由に選択できます。
● 掛金は全額
「損金
（法人）
」
または
「必要経費
（個人事業）
」
に算入できます。
ポイント ❸ 最高8,000万円まで貸付けが受けられます。
● 掛金総額10倍の範囲内で、
回収困難となった売掛金債権等の額
貸付けを受けた場合、
貸付額の10分の1の額が、
積立てた
● 貸付条件は
「無担保・無保証人」
「無利子」※ただし、
掛金から控除されます。
ポイント ❹ 40ヶ月以上掛けていれば、
● それ以降掛金を掛けなくても、
共済金の貸付けは受けられますので安心です。
● 解約しても共済金の貸付けを受けていなければ積立てた掛金の全額が戻ります。

本制度は、法律に基づき独立行政法人
中小企業基盤整備機構が運営しています。

（独）中小企業基盤整備機構
共済相談室
TEL 050-5541-7171

札幌支店 札幌市中央区北2条西3-1-20 TEL 011-241-7231

旭川支店 旭川市五条通9-1703-81 TEL 0166-26-2181

函館支店 函館市若松町3-6 TEL 0138-23-5621

釧路営業所 釧路市大町1-1-1 TEL 0154-42-0671

帯広支店 帯広市西三条南6-20-1 TEL 0155-23-3185

〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西7丁目 プレスト1・7 3階
TEL 011-231-1919 FAX 011-271-1109
ホームページアドレス https://www.h-chuokai.or.jp
発行日／平成30年11月1日
（毎月1日発行）
＊この機関誌は、誰もが読みやすい
ユニバーサルデザインフォントと
環境にやさしい植物油インキと再
生紙を使用しています。

