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「窓」を通して
生活の豊かさを実現

ガラス会館

理事長

古川 次一

氏

中で現在は62名の組合員となって
います。

時代と共に業界も変遷
硝子業界は元々、住宅建築の際に
建具業界と共同した存在でした。建
具屋さんが窓枠を作り、
ガラス屋さん
がガラスを切ってはめ込む、建築現
場で危険なガラスを安全・正確に扱
うには知識と技能が必要とされる職
業でした。時代と共に素材や工法が
変化し、木造住宅からプレハブ住宅、

組合設立と職業訓練校開校

先輩諸氏の献身的な努力による訓

コンクリート建築へ、窓枠もアルミ
サッシに変わるなど、
当業界としても
岐路に立たされた時期がありました。

当組合は、昭和31年11月、68社の

練校開設で組合員の技術向上・資格

組合員により設立しました。昭和40

取得が進むこととなり、令和元年11

現在では、我々の仕事は、
いわゆる

年頃から、硝子施工に係る技術者の

月には厚生労働大臣より表彰してい

ゼネコンによるマンションなどの大

育成と検定試験合格者輩出による地

ただきました。経済的基盤を支える

型工事に伴う大量納入加工もの、
ハウ

位の向上を図るために職業訓練校の

協同組合と技術者を育成する訓練校

スメーカーによる企画ものの戸建て

開校を目指し、小学校の教室等を借

が、業界の両輪として発展に寄与し

住宅、
リフォームや修理・修繕などの

りての地道な取り組みの結果、20年

てきました。

地元のお客様に密着した個別対応の

あまりの歳月を経て昭和61年1月に
「職業訓練法人

広島硝子施工高等

職業訓練校での作業風景①
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職業訓練校」の開設に至りました。

広島県中小企業団体中央会

組合員数は最盛期200名を超えた
時期もありましたが、様々な変化の

職業訓練校での作業風景②

大きく三つに分類されます。
硝子施工技術の特性上、他の業界

令和元年度「職業能力開発関係表彰」
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機能ガラスの例

より豊かにするような、
そういった提
案力が求められていると思います。
寒い時期に結露に悩まされている
お客様には高断熱な複層ガラスと二

複層ガラス

高断熱複層ガラス

遮断複層ガラス

高い断熱性で省エネに効果

防犯ガラス

合わせガラス

割れにくく高い防犯性能

重サッシや樹脂製サッシを組み合わ
せる、安全・安心をお求めの方にはガ

からの参入が難しく、
仕事としては安

ス、合わせガラス、強化ガラスなど、高

ラスが割れにくい防犯合わせガラス

定して硝子施工業者へ廻ってくるた

機能な素材や、その組み合わせによる

をお勧めするなど、専門業者として

め本来であればそれなりの価格が望

多機能な商品などが次々と生まれてい

自らの役割を具体的に発揮して行く

めるはずなのですが、個別のお客様

ます。サッシも、高断熱な二重サッシや

必要があります。

のリフォームなどを中心としている

樹脂製サッシ、デザイン性にすぐれた

窓ガラスに関するトラブルや要望

業者の仕事も、
ゼネコンやハウスメー

木製サッシ、さらには複数の素材を組

について最初に相談される窓口は

カーなどの大量納入品の低価格化に

み合わせた複合サッシなどがあり、
ガラ

様々ですが、最終的にはガラス屋さ

影響され、
総じて厳しい単価を余儀な

ス素材との組み合わせによりバリエー

んが各家庭に伺って対応していま

くされています。

ションは益々多岐に渡っています。

す。そこで個別のお客様との繋がり・

社会環境やガラス素材の
変化に対応

リフォームなどの現場でも、どの

関係が生まれ、対応次第ではお客様

場所にどのガラスとサッシを組み合

の更なるご要望を掘り起こすことが

わせるのか、専門的な知識が必要と

可能となります。しかしながら、殆ど

なる場面が増えて来ています。

の組合員は職人気質で口べたなた

硝子施工業界でも他の業種・業界

ただ後述するように、専門的な最

に劣らず高齢化が進んでおり、当組

新の知識が十分でなかったり、あっ

合の組合員も８割が70才を超え、今

ても有効に活かせていないのではな

後5年で半減するのでは無いかと危

いか、と感じています。

惧しています。
少子化・高齢化や住宅寿命の長期
化により工事件数は減少傾向にある
中、それを上回る勢いで施工業者の

ていないのが現状です。
そのため商品知識や業界動向に関す
る講習会に加えて、提案力や接客力を
向上させる取り組みを始めています。

硝子施工業者のこれからの
価値提供

人数が減っていくため、将来の業界

大量に生産され規格化された窓・

の存続が危ぶまれるところです。そ

サッシについては、今後工場内での

のため、施工技術者の育成や新卒者

完成度合いがさらに高まっていくと

の業界参入などに必死に取り組んで

予想されます。

いますが、魅力ある仕事としてのア

我々「町のガラス屋さん」が生き

ピールが出来ず、中々結果に繋がら

残っていくためには、
一人一人のお客

ないもどかしい状況にあります。

様の要望に応える技術力と共に、
お客

一方で、ガラスの種類は、複層ガラ

め、折角の機会を活かすことが出来

様の暮らしの困り事を解決し、
生活を

単なる硝子施工職人から、
「 窓」を通
じて生活を豊かにする暮らしのパート
ナーへと成長することが、
我々硝子施工
業者の生き残る道だと考えています。
（取材：主席指導員

松村誠）

広島県板硝子商工業協同組合
〒733-0012
広島市西区中広町3-1-58
T E L：082-293-0885
FAX：082-293-3242
http://www11.ocn.ne.jp/_~h-glass/
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「令和２年度中央会通常総会」を開催

伊藤会長、5期目へ。新副会長に林氏が就任

開会挨拶をする伊藤会長

広島県中小企業団体中

て説明がなされた。また、新型コロナウイルス感染拡大防止

央会は、6月17日、メルパ

による中小企業への影響対策に関して、本年度、当会が広島

ルク広島にて令和２年度

県より指導強化として補助金を受け、専門家派遣等、影響を

通常総会を開催した。な

強く受ける中小企業者への支援に積極的に取り組んでいる

お、本総会は出席者及び職

こと、ものづくり補助金とそのフォローアップ事業の実施

員の新型コロナウイルス

などについて報告を行った。

感染防止対策に努め、例年

に比べて大幅に規模を縮小し開催した。
開会に先立ち、伊藤会長より開会の挨拶が行われた。その

なお、本総会では役員改選が行われ、伊藤会長が会長に選
任され、5期目に入った。また理事59名、監事3名が就任さ
れた。

後、各議案に対する審議が行われ、いずれも原案通り承認可

総会終了後に理事会が開催され、副会長及び専務理事が

決された。本総会においては、平成29年度からスタートし

選任された。退任された西浦副会長に代わり、新副会長に林

た第五次3ヵ年計画の総括及び本年度からの新たな3ヵ年

恵介氏（広島県中小企業共済協同組合理事長）が選任され、

計画「広島県中央会ビジョン2020」
（6月号に掲載）につい

また、5つの専門委員会の新委員の報告が行われた。

● 中 央 会 新 会長・副会長・専務理事
会
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長

伊 藤
學 人
協同組合広島総合卸センター

副 会 長

川 田
淳 雄
東友会協同組合

副 会 長

山 本
明 弘
広島市信用組合

副 会 長

松 本
眞
広島県東部機械金属工業協同組合

副 会 長

福 井
弘
協同組合ベイタウン尾道

副 会 長

林
恵 介
広島県中小企業共済協同組合

副 会 長

大 谷
博 国
広島県菓子工業組合

専務理事

石 田
文 典
広島県中小企業団体中央会
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コロナ禍でがんばる組合・企業の
取組みを紹介します！
新型コロナウイルス感染症による影響が深刻さを増す中にあっても、苦境を乗り切るための工夫を凝らした取
組みが行われています。組合組織の強みを活かした事業、新たな企業連携、市場変化対応による新商品開発など、
協同・連携、
相互扶助に積極的に取組んでいる会員組合・企業をご紹介致します。

寄付・支援活動
「マスクでつなごう、ひろしま愛」

広島市中央部商店街振興組合連合会

「誰も使おうとし
ない政府配給マス

当連合会では、今後さらに賛同してくれる店舗を増やし
ていき、8月31日までマスクの寄贈を呼びかけていくこと
としている。

おそろいＴシャツでワンチームとなって苦境を
乗り越える！

クを何とか有効活
用できないか？」と

新型コロナの影響に

の思いから、広島市

より商店街の売上が落

に寄贈先を相談し

ち込む中、コイン通り

たところ、
「 保育園

商店街振興組合は社会

などは足りている

を取り巻く暗いイメー

が、市立の学校では

ジを払拭し、
「コロナに

足りない所がある」ということで寄贈を快諾して頂き、
「マ

負けないコイン通り商

スク寄贈者と足らないところ（＝学校）を、街中（＝商店街）

店街」のイメージを前

が愛でつなぐ」という企画を考えた。

面に押し出してPRす

広島市中心部の商店街等が協力して開始した「マスクで

コイン通り商店街振興組合

るために、商店街全体

つなごう、ひろしま愛｣は、こうして始まった。プロジェクト

の「おそろいTシャツ」

に賛同した各商店街の店舗に「マスク寄贈箱」を設置し、マ

を製作し、商店街の110店舗に配付した。

スクを寄贈された方には『みんなで応援！広島プロスポー

Tシャツのデザインは、硬貨を製造する造幣局広島支局

ツ支援Ｔシャツ』が抽選で50名様に当たる応募券を進呈。

にちなんだ10円玉の｢一○｣と商店街の名物スポットであ

集まったマスクは広島市教育委員会を経由して広島市立の

る金持稲荷大社の鳥居を円（＝縁）の字に見立て、｢金運アッ

学校に届ける取組みである。

プ｣のイメージを前面に押し出したものとなっている。

新型コロナウイルスによる外出自粛で広島市中央部の商

コロナ禍の影響は大きく、同商店街でもほとんどの事業

店街は今まで見たことがない風景となった。自粛解除後の

者が影響を受けているが、緊急事態下における影響の受け

今はお客様も8割程度まで戻った感があるが、マスクの寄

方は様々で、組合として一律の対応では効果がないと考え

付も兼ねて商店街にもっと足を運んでもらえればとの思い

た。そこで3月から各店舗の聞き取りに回り、テイクアウト

で取組んでいる。

のお店のチラシ作りや販売のお手伝い、フェイスブックで

広島県中小企業団体中央会
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の情報発信など、各組合員の希望に応じた支援を実施して

医療用アイソレーショ

きた。そうした取組みを経て、緊急事態宣言が解除された今

ンガウンの生産を日本

できることを考え、
「コロナに負けないコイン通り商店街」

政府から受注した。6月

として、組合員がワンチームとなって取組んでいる。

から7月にかけて約28
万着を生産し、厚生労働

土産品店で福袋を販売！尾道の味を知っても

らうきっかけに

省に納める。
新型コロナウイルス

尾道観光土産品協同組合

の感染拡大で、同ガウン

同組合が運

は需要が激増している

営する土産物

が、日本ではその多くを

店「 尾 道 え え

輸入に頼ってきた。ところが、新型コロナウイルスの影響で

もんや」は、組

輸入が停滞気味となり、日本国内での同ガウンの調達が急

合員の製造す

務となった。

る菓子や海産

早期の調達を目指す政府は、同組合の上部団体である日

物といった尾

本被服工業組合連合会に協力を要請。同連合会は、傘下の工

道の土産品を

業組合などを通じて、国内で同ガウンを生産できる工場の

詰めた福袋を発売した。価格は1袋1,080円。袋の中には4

確保に動き、政府の要請に応じた。

～5千円分のバラエティに富んだ商品が詰まっている。
新型コロナウイルスの影響で観光客が激減。組合店舗も

同組合傘下の6社は「医療現場で働く方々のご尽力に少
しでも貢献できれば」との思いで今日も生産を続けている。

売上の大幅減が続く中、広島県の休業要請に応じ、4月中旬
から5月末まで全3店を臨時休業とした。長い休業の結果、
組合員では4月・5月分の商品在庫を抱える形となり、更に

世界初！抗ウイルス抗菌フィルムRIKEGUARD®
使用のフェイスシールド量産開始

平岡工業株式会社

賞味期限が迫ってくる事態となっていた。
こうした状況を受け、組合の役員会で対策を協議。その

自動車用金型設計製

際、
「福袋を販売してはどうか」との声が上がった。福袋は安

作などを手がける同社

価で販売するため、組合の仕入先である組合員にとっては

は、新型コロナウイル

採算度外視になる。調整の難航が懸念されたが、フードロス

ス感染症に対する緊急

を削減しつつ、商品の味を広められるというポジティブな

支援として、フェイス

試みとして、組合員の同意が容易に得られた。

シールド「SUPER HG

杉原専務は「福袋はお客様に大変好評をいただいており、

SHIELD(スーパーエイ

開店前には30人の行列ができる日もある。これをきっかけ

チジーシールド)」の量

に尾道の商品を知ってもらえれば嬉しい。」と語った。

産・販売を開始した。

（※現在、福袋の販売は終了しています。）

当フェイスシールドは、額部分に通気孔のない全方位か
ら飛沫を防ぐことができる「01R（ゼロワンアール）」と、額

新事業・新商品開発への取組み
医療用ガウン28万着を組合員が生産

広島県アパレル工業組合

衣料品メーカーなどで構成される同組合傘下の6社は、
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部分に通気孔があり、くもりにくく動きやすい「02R（ゼロ
ツーアール）」の2タイプ。
抗菌・抗ウイルス性、安全性を認証するSIAA（抗菌製品技
術協議会）マークを取得した、リケンテクノスが開発する
「リケガードフィルム」を使った世界初のフェイスシールド

Hiroshima Prefectural Federation of Small Business Association

であり、5月に量産を開始し、医療機関や福祉施設への寄贈

受注の増加が見込まれている。

も行った。
7月には、熱中症対策と新型コロナウイルス感染拡大防
止を両立した、違和感なく日常にも溶け込みやすいデザイ

アクリル板で飛沫をガード！
オーダー品にも完全対応

株式会社ワイザーリンケージ

ン性のある「メガネ型フェイスシールド」を開発し、百貨店

（広島県東部機械金属工業協同組合組合員）

や学校などにも提供していきたい。

樹脂・プラスチッ

ウイルス感染を防止！消毒液の足踏みスタンド

を自社開発

クの卸売り・加工など
を手がける同社は、

株式会社和田製作所

（協同組合福山鉄工センター・広島県東部機械金属工業協同組合組合員）

新型コロナウイルス
の対策商品として、

新型コロナウイルス

飛 沫 防 止 ア クリル

の対策商品として、足

パーテーションを製

踏み式消毒スタンド

作している。規格品

「ステップトリガー」を

も扱っているが、注

開発した。金属プレス

文の殆どはオーダー

加工を行う同社である

品。
ユーザーの設置場所に合わせたサイズで製作している。

が、自社製品の開発は

製造業の景気低迷を受け、既存取引の売上が減少する逆

大正12年の創業以来

境の中、自社の強みを活かして勝負できる市場を見出した。

初めて。自社技術の応

4月頃は多くの同業他社もパーテーションを製作していた

用で、コロナ禍の逆境

が、6月以降も製作を続けている企業は減少。多くの企業に

をチャンスに変えた。

とって、
「材料の調達」
「販売先の確保」がハードルとなった。

施設入口などに設置

一方、同社は自社で卸売業も営んでいるため、材料の調達

されるトリガー式消毒

力に強みがあることに加え、事務機メーカーとタイアップ

スプレーは、使用者が

して製品を製作・販売するなど、販路面でも充実。また、製品

指でレバーを引く必要があるため、使用を敬遠されがち。同

の見栄えにも拘っており、ボート・脚部分ともにクリアで無

製品を使えば、トリガーに触れることなく消毒ができる。

駄のない、スタイリッシュな外観で他社製品と差別化して

プッシュ式消毒スプレーの足踏み式スタンドは世に広まっ

いる。評判を聞いた近隣の企業から直接注文が入ることも

ているが、トリガー式に対応した製品は未だに少ないこと

ある。

から、ニッチ需要の獲得を狙った。
また、同製品はステンレス素材のシンプルな構造で、持ち
運びも丸洗いも簡単。足踏みを動力とするので、災害時にも
使用でき、環境に優しいという特長もある。これらを実現し

同社が所属する広島県東部機械金属工業協同組合の事務
局は、同社のパーテーションを使用。藤井良朗事務局長は
「オーダー品なので事務所レイアウトにフィットしている。
安心して仕事ができ、重宝している。」と語る。

たのが、同社の金型造りの技術。金属プレス技能士、プレス

なお、同社ではフェイスシールドも製作しており、他社と

金型製作技能士など難関国家資格の1級を持つ技術者を多

連携しながら新しい発想のフェイスシールドの開発を進め

数擁しており、設計から製造までを自社で完結することで、

ている。

低価格と機能性を両立した。
販売先には、スーパーや飲食店、コンビニなどを想定。す
でに福山市内のラーメン店などで導入されており、今後も

広島県中小企業団体中央会
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「広島県」と「災害時における支援協力に関する協定」を締結
広島県遊技業協同組合

同組合の延川理事長は、今回の協定に対して「不幸にも自
然災害が発生した場合に、これまでも組合員が独自に、でき
る限りの協力を行ってきたが、県知事と文書による協定を
締結することで、組合全体で取り組むとの共通認識に立つ
ことが出来た。今後とも、様々な面で、日本一安全・安心な広
島県の実現に向けて、協力していきたい」と語られた。
従来、事業協同組合の事業は、組合員間の互恵的な共同事
業が活動の中心となっていたが、企業が取り組むCSR活動
が注目される中、中小企業が連携することで大企業にも出
広島県との締結式の様子

来ない地域貢献を実現するこうした組合活動が、今後一層
注目されるものと思われる。

今年の梅雨入り直後の令和2年6月12日、
「広島県」と「広
島県遊技業協同組合」の間で、災害時における応急対策活動
を円滑に進めるために、
「協定」を締結した。
近年、大雨、台風、地震などの自然災害が毎年のように激
甚化し、全国各地で発生しており、広島県民の安全・安心を
脅かすリスクが高まっている。特に近年では平成26年8月
と平成30年7月の豪雨災害のもたらした被害は、今なお癒
えぬ傷として記憶に新しい。この二度の災害時に、広島県遊
技業協同組合の組合員の内、広島市安佐南区、呉市や府中市
の被災地近くで店舗を構えるパチンコ店が、それぞれの駐
車場を災害警備で活動中の警察・消防・自衛隊等の緊急車両
豪雨災害時の現地の様子

の活動拠点として、また被災者、ボランティアの方々の緊急
避難場所として提供したことが、今回の協定締結のきっか
けとなった。
同組合は、組合員の約230店舗が県内全域を網羅してお
り、且つ、多くの店舗が広い駐車場を有している。この協定
により、県内で災害が発生した場合、県が同組合に連絡し、
被災地近隣組合員の有する駐車場の状況把握と提供につい
てスムーズに依頼できる体制が整うことになる。広島県が
災害応急対策の活動拠点をいち早く決定することで「災害
死ゼロ」を一層推進でき、また同組合としても社会貢献活動
を更に進めることに繋がると期待される。
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【協定の内容】
県は、次の応急対策業務等に関し、広島県
遊技業協同組合の組合員が管理している県内
施設の提供を依頼する。
・ 災害応急対策要員の活動拠点場所
・ 災害応急対策車両の一時集結場所
・ 防災資機材、支援物資等の一時保管場所
など

Hiroshima Prefectural Federation of Small Business Association

「持続化給付金」
に関するお知らせ

～支援対象の拡大・申請時の留意点等について～
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける中小法人・個人事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の
糧としていただくため、事業全般に広く使える「持続化給付金」を支給しています。
6月29日からは、これまで対象となっていなかった、今年創業したばかりの事業者などについても、申請を受
け付けることになりました。また、申請手続きをスムーズに行って頂けるよう、留意点などについてもご紹介い
たします。

１．支援対象の拡大

6月29日から、以下についても支援対象が拡大されることになりました。
（1）
主たる収入を雑所得又は給与所得として確定申告したフリーランスを含む個人事業者
今年の特定の月の売上が去年の1か月当たりの平均と比べて50％以上減っていることが条件で、最大100万
円を支給します。なお、サラリーマンの副業は対象とならず、収入が業務委託を受けた事業のものであること
を示す書類などが必要になります。

（2）
2020年1月～3月の間に新規創業された事業者
4月以降の特定の月の売上が創業から3月までの平均と比べて50％以上減っていることが条件で、最大200万
円を支給します。振込先口座の通帳の写しのほか、毎月の売上を税理士が確認した証明書類などを所定の様式
に従って提出する必要があります。

これらの申請はオンラインで受け付け、確認書類が多いことなどから支給までの期間は、2週間程度としている
通常の持続化給付金よりも長くなることが想定されます。

２．申請、審査、給付までの流れ

申請に必要な記載や提出資料の添付、さらに不備のあった場合の修正作業など、申請にかかる手続きは、全て持
続化給付金ホームページ上のマイページで行います。不備や疑義がなければ、概ね2週間で振込を行います。
不備が
あった場合や事務局側で審査・補正作業に時間を要した場合には、2週間程度経過した時点で、
「入金までにしばら
くお待ちいただきたい」旨をメール及びマイページで連絡しています。実際に給付金が振り込まれた場合には、マ
イページ上での案内はなく、登録住所へ給付通知ハガキを送付致します。

３．確認を必要とする項目や不備がある場合の対応について

申請されたものについて、何らかの確認を必要とする項目や不備がある場合には、給付までにお時間を要してし
まうことになります。迅速に給付金をお届けするためにも、申請の際などには、できるだけ以下の「よくある不備の
内容」
をご確認ください。

【よくある不備の内容】

・昨年や対象月の売上額について、申請内容と証拠書類の記載内容が異なる
・申請された口座番号や口座名義に誤りがあり、
送金ができない 等
※その他よくある不備は、事務局HPに掲載されております。

○添付書類全般に係る不備（持続化給付金事務局ホームページ）
https://www.jizokuka-kyufu.jp/news/20200527.html#document

４．詳細は必ず持続化給付金事務局ホームページで確認し支援機関にも確認を

申請時の不備を少なくするためにも、
「持続化給付金事務局ホームページ」で詳細を確認し、さらに支援機関や顧
問の会計事務所等に添付書類を確認してもらってから申請するようにしてください。
制度の詳細は、以下のとおり経済産業省ホームページにて公表しています。
（※内容は随時更新されています）

○持続化給付金に関するお知らせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
○申請ページ（持続化給付金事務局ホームページ）
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

広島県中小企業団体中央会
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お

知 ら

せ

広島市優良技能勤労者表彰の推薦を受け付けています
広島市経済観光局雇用促進課
広島市では、永く同一の職業に従事し、技能の向上や後輩の育成に努めておられる勤務成績の優秀な技
能者等を毎年表彰しています。
本年度分は、８月21日
（金）
まで推薦を受け付けます。
事業主の皆さんは、所属される職種組合等を通じて候補者をご推薦下さい。
（推薦手続き、必要書類等は
各職種組合等に送付しています。
）
◉

表彰の対象者

◉

◉

以下の職業に従事されている方が対象となります。
ア 専
 門的・技術的職業従事者
（法務従事者、
教員、
宗教家並びにその他の専門的職業従事者中の
図書館司書、
学芸員及び個人教師を除く。
）
イ 販 売従事者（商品販売従事者中の小売店主、
卸売店主及び飲食店主を除く。
）
ウ サービス職業従事者
エ 保 安職業従事者（自衛官、司法警察職員並び
にその他の保安職業従事者中の看守及び消
防員を除く。
）
オ 農林漁業従事者
カ 生産工程従事者
キ 輸送・機械運転従事者
ク 建設・採掘従事者
ケ 運 搬・清掃・包装等従事者（郵便・電報外務員
を除く。
）

◉

表彰の要件等

◉

推薦いただく方は、令和２年６月１日現在で次のす
べての要件を満たしていることが必要です。
ア
イ

ウ
エ
オ
カ

広島市内の民間企業に勤務していること。
同一の職業に20年以上の経験があり、今もそ
の職業に従事していること。ただし、障害者
及び高齢者の方については、経験年数を10年
以上とします。
管理職でないこと。
勤 務成績が優秀で他の勤労者の模範と認め
られること。
過去、優良勤労者として市長表彰を受けたこ
とがないこと。
満年齢が40歳以上であること。ただし、障害
者の方には年齢制限を設けません。

令和元年度の表彰者の所属する団体
（順不同） ◉

広島県鋳物工業協同組合、広島広告美術協同組合、広島食品工業団地協同組合、広島輸送ターミナル協同組合、協同
組合広県繊、相互個人タクシー協同組合、中国遊技機商業協同組合、引越専門協同組合中四国、広島安全施設業協同
組合、広島内装表具協同組合、広島クレーン建設業協同組合、広島県左官業協同組合、広島県自動車電装品整備商工
組合、広島県電気工事工業組合、広島県針工業協同組合、協同組合広島総合卸センター、出島工業会協同組合、東友
会協同組合、一般社団法人広島県警備業協会

広島市ホームページもご覧ください。
〈アクセス方法〉
広島市総合トップページ > 事業者向け情報 > 雇用・労
働 > 勤労者福祉 > 広島市優良技能勤労者表彰
〈URL〉
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/112/5356.html
令和元年度表彰式の様子

お問合せ先
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広島市経済観光局雇用推進課 082-504-2244（直通）

Hiroshima Prefectural Federation of Small Business Association

お 知

ら

せ

働き方改革に取り組む企業の皆様へ広島市からのお知らせ
「無料相談」のご案内
女性や若者が働きやすい職場環境づくりに取り組む中小企業を対象に、専門家を派遣し、無料相談
を実施します。
女性や若者が活躍できる職場環境づくり、人材育成、働き方改革関連法への対応等について、専門家
のアドバイスを受けてみませんか。
～相談員の例～

・社会保険労務士
・広島労働局職員
・広島県働き方改革・女性活躍推進員
・キャリアコンサルタント
等

～相談内容の例～

・人手不足で採用をしたいが、人材が集まらない
・女性管理職を増やしたい
・仕事と家庭の両立を進めたい
・若手社員の定着率を上げたい
等

「コンサルティング経費補助」のご案内
女性や若者が働きやすい職場環境づくりに取り組む中小企業に対し、コンサルティング経費の一部
を補助します。

○補助対象となる取組

・女性の就業及びキャリアアップの促進
・働き方改革関連
（非正規社員の処遇改善、
年次有給休暇取得推進、
法定時間外労働の削減等）
・その他女性や若者が働きやすい職場環境づくりに資すると認められる取組

○補助対象者

広島市内の中小企業

※広島市税を滞納している等、補助金交付にふさわしくない行為があったと認められる事業者は、補助金交付の対
象となりません。
詳しくは広島市ホームページ掲載の補助金交付要綱をご覧ください。

○補助金額
取組内容

補助率

補助限度額

えるぼし又は
ユースエールの取得を目指す取組

コンサルティング経費の2分の1以内

20万円

その他の取組

コンサルティング経費の2分の1以内

5万円

※えるぼし・ユースエールは国の優良企業認定です。

お申込み・お問い合わせ先 まずはお気軽にお問い合わせください。

広島市HP

広島市経済観光局雇用推進課

TEL：082-504-2244 FAX：082-504-2259
E-mail：koyou@city.hiroshima.lg.jp

（無料相談）

（コンサルティング経費補助）

広島県中小企業団体中央会
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5月
業

動向項目

種

増加･上昇･好転

情 報 連 絡 員 報 告 から

前 月 比
売上高

業界の景況

前 年 同 月 比
売上高

業界の景況

業

食 料 品

卸 売 業

繊維･同製品

小 売 業

木材・木製品
印

前 月 比

動向項目

種

売上高

減少･下落･悪化

変らず

前 年 同 月 比

業界の景況

売上高

業界の景況

商 店 街
サービス業

刷

（自動車整備・広告・警備・情報サービス）

化学・ゴム

建 設 業

窯業・土石製品

運 輸 業

（工事業）

そ の 他

鉄鋼・金属製品

（不動産業）

一般機器

景況DI値の推移 （前年同月比）

電気機器
輸送用機器

DI値(％)
0.0

（自動車・造船）

そ の 他

（家具・装備品）

広島
全国

-10.0
-20.0
-30.0
-40.0
-50.0

（注）
DIとは、ディフュージョン・インデックス
（Diﬀusion Index）
の略で、
「増加」
・
「好転」
したとする企業割合から、
「 減少」
・
「悪化」
したとする
企業割合を差し引いた値です。

-60.0
-70.0
R1.6

7

8

9

10

11

12

R2.1

2

3

4

5

情報連絡員からのコメント紹介
※本調査は５月の見通しについても調査をしている関係上、新型コロ
ナウイルスの世界的感染拡大に対する５月以降のコメントも掲載して
います。

食料品
●5月の出荷量は前月比38.2%減少、前年同月比32.3%減少となり、売
上高は前月比37.6%減少、前年同月比34.6%減少となった。
●新型コロナウイルスの影響により売上が上がったところ、下がった
ところがある。製造小売業の店舗が持ち直してきた感がある。業者に
よって明暗がわかれている。
繊維・同製品（繊維工業）
●引き続き、新型コロナウイルスの影響により、互いに面談を自粛し、
訪問営業が出来ず、営業活動が低下している。輸出もストップしてい
る。今後益々売上減少、収入減少、資金繰り悪化が予想される。
繊維・同製品（衣服・その他の繊維製品）
●新型コロナウイルスの影響により、特にカジュアルウエア、婦人服、
ユニフォームは今後影響が大きくなるのではないかと思われる。
木材・木製品
●国産材製材工場は減産局面に入っており、必要最小限の原木調達に
とどめ、適正な在庫の維持に努めている。
需要低下を受け、桧原木を中心に価格の下落が続いており、県内木材
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市場における出材量は減少傾向にある。
先行き不透明な状況が続いているが、緊急事態宣言の解除により営
業活動なども再開され、情報収集が進むことが期待される。少なくと
も、新型コロナウイルスの影響は6月以降に本格化すると見られる。
●今後6月、7月に向けて売上、景況感ともさらに悪化しそうである。
●＜全国＞
・令 和2年4月の全国の住宅着工戸数は69,162戸で前年同月比
12.9%減少
・季節調整済年率換算値では797千戸(前月比12.0%減少)
・利用関係別では、持家は21,015戸で前年同月比17.4%減少、貸家
は24,976戸で前年同月比15.4%減少
・分譲住宅は22,557戸で前年同月比3.6%減少
・木造住宅着工は38,840戸で前年同月比14.0%減少
・住宅着工動向は前年同月比10ヶ月連続で減少し、リーマン・ショッ
ク後並みの低い水準となっている
●＜広島＞
新型コロナウイルスの影響による全国の動きは国内外に及び本県に
おいても外出自粛や3密回避の要請で経済活動のみならず日常生活に
まで支障が出る中で、これまで高水準の稼働を保っていたプレカット
工場にも需要減退の声が聞かれる。業態や営業姿勢によって繁閑のば
らつきも大きく、売上減少、採算悪化、コロナショックで見通せない需
要動向、先行きの仕事量確保への警戒感、輸出関連の物流梱包の需要停
滞の影響など様々な不安要素を訴える声は多い。また、今後の経済活動
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の停滞で資金繰りを不安視する声も多く、今後の動向をしっかり注視
していく。
印刷（出版・印刷・同関連）
●Withコロナを見据え、色々なことを再度構築していく必要がある。
時代の変化に対応し、自社や業界が変革することで生き残りを図る必
要を感じている。
まずは、持続化給付金や雇用調整助成金など施策をフル活用し、堪え
忍ぶ日々である。
化学・ゴム（工業用ゴム製品）
●世界的に流行している新型コロナウイルスによる影響は、インバウ
ンド、サプライチェーン等広範囲に及び深刻な影響を及ぼしている。未
だ終息の時期も見通せず、今後多くの倒産が発生する可能性が高い。
早く感染拡大が止まり、自粛ムードが収まり、個人消費が回復すること
を願う。
かつて経験したことのない大不況に見舞われることになると思われ
る。工場の稼働率低下の原因が中国発のサプライチェーンの分断から
販売減によるものとなっている。
医療用ゴム製品などの一部業種を除き、かつてない厳しい状況が続
く見込みである。得意先の生産調整を受けて臨時休業の実施や不急投
資の凍結などを通じて従業員の雇用を死守していきたい。
化学・ゴム（プラスチック製品製造業）
●新型コロナウイルス感染拡大の影響で、業界全体が売上、設備操業度
ともに大幅に減少している。
各社資金繰りが懸念される。
窯業・土石製品
●出荷状況
2年 5月2,882㎥（前年比4.76%減少）
2年 4月3,004㎥
R1年 5月3,026㎥
鉄鋼・金属製品（鉄鋼業）
●団地内で数社、平日に休業している事業所がある。新型コロナウイル
スの影響だけでなく消費税率引き上げの影響も少なからずある様子で
ある。
先月倒産した当会敷地の隣地に買い手がつき、現在会員へ加入干渉
するよう働きかけている。
●3月末のマツダの2工場の操業停止により自動車部品メーカーは大
幅な業績低下に追い込まれている。
その他一般機械関係も操業率が20%～30%減少で推移しており、今
後も低下が見込まれる。
一般機器（一般機械器具）
●組合員の動向について、今後後継者不在による廃業や、土地代や流通
面からより条件の良い場所への移転などに伴う脱退が年に１，２社程
度でてくる可能性がある。
●今月の売上は、米中貿易摩擦や新型コロナウイルスの影響により、前
年に比べ設備操業度が低下しており、前月比7.5%減少、前年同月比は
40.4%減少となった。
前年同期に比べ、収益状況が悪化している。新型コロナウイルスの影
響で営業や出張に影響がでている。
テレワークが難しい開発部門に影響が出ている。
●新型コロナウイルスの影響により、急速に業況が悪化している。
電気機器（電気機械器具）
●今月の売上は、新型コロナウイルスの影響により海外との取引は
停止、国内は自粛により停滞したことで前月比5.4%減少、前年同月比
12.0%減少となった。資金繰りの悪化が出始めており、今後の不透明
感が強い。
輸送用機器（輸送用機械器具（自動車））
●組合員の業況は、ビジネス依存度の高い主要顧客（マツダ）の業況(生
産台数)に比例している。
・5月の国内自動車販売台数は全需が218千台、前年同月比44.9%減
少と8ヶ月連続の前年割れ。登録車は前年同月比40.2%減少と8ヶ

月連続の前年割れ、軽自動車は前年同月比で52.7%減少と8ヶ月連
続の前年割れ。
マツダ車は同50.1%減少と2ヶ月連続の前年割れ
・ア メリカの4月の全需は711千台で前年同月比46.6%減少と2ヶ
月連続の前年割れ。マツダ車は同44.3%減少と2ヶ月連続の前年割
れ
・欧州の4月の全需は321千台で、前年同月比78.9%減少と4ヶ月連
続の前年割れ。マツダ車も同80.8%減少と4ヶ月連続の前年割れ
・中国の4月の全需は2,070千台で、前年同月比4.5%増加。マツダ車
も同1.0%減少と4ヶ月振りの前年超え・上記各地域の状況下、マツ
ダ車の4月の海外販売合計台数は42千台、前年同月比57.5%減少
で4ヶ月連続の前年割れ
・マツダの4月の輸出動向については、輸出台数は前年比89.3%減少
と7ヶ月連続の前年割れ
・マツダの4月の国内生産台数は、前年同月比86.5%減少と7ヶ月連
続の前年割れ
輸送用機器（輸送用機械器具（造船））
●県内2,500総トン以上の令和2年4月の船舶建造許可実績は4隻
105,940総トンであった。(前月6隻239,900総トン、前年同月2隻
47,700総トン)
なお、この4隻は輸出船で貨物船であった。
●中小造船業については、前月と大きな変化はない。

卸売業（総合）
●新型コロナウイルスの影響により、売上、収益、資金繰りが悪化して
いる。
●5月に入り、資金繰りへの影響が深刻化しており、金融機関から借入
を行う企業も出ているが一部には断られている企業も出ているようで
ある。新型コロナウイルスの影響がどこまで出ているのか、現時点では
予測不可能で先行きも不透明である。
「雑貨」においては、販売先の小売企業の売れ行きは鈍く、販売は減少
しており、引き続き見通しは厳しい。
「資材」においては、販売先の設備投資抑制等から受注が前年比減少
している。引き続き見通しは厳しい。
「食品」においては、スーパー向けの日配品・生鮮品は前年並み。外食
や土産品向けは引き続き厳しい。販売先によって濃淡がある。
「繊維」においては、販売先の休業や販売不振、展示会・商談会の中止
等で売上は減少している。引き続き見通しは厳しい。
5月から借入を行っている事業者もある。また、一部借入ができない
企業もあり、今後の事業継続が心配な組合員も出てきている。
卸売業（生鮮）
●新型コロナウイルスの影響により、業務用関係の売上げが減少して
いる。
卸売業（電設資材）
●3月の住宅着工状況より、電設資材仕上げの先々予測は、持ち家が9
月頃の仕上げが増加、貸家は12月頃の仕上げが増加、分譲は3月頃の仕
上げが増加予定。
新型コロナウイルスの影響で、建設業界は他業界より遅れて景況悪
化となり、5月までの影響は未だ少ないが、工事延期、中止、見積減など
の事態となっている。
卸売業（家具）
●今月は、第2週の自粛解除後、好調である。キャッシュレス消費者還
元事業の駆け込み需要や特別定額給付金の支給により、今後売上増加
が見込まれる。
卸売業（畳・敷物）
●新型コロナウイルスの影響により、各社思ったほど受注は伸びず扱
い量、販売も低調である。
い草の生産者は、先狩りも終え、梅雨の雨量とともに藺草が生長し伸
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びることを期待している。長物では160センチ程度に伸び、この「長藺」
が農家の収穫量に大きく関係する。そのため、圃場の管理(雑草、害虫防
除、施肥)が必要となる。徐光と水も重要である。粒と色合いが均一で色
段と虫食いが無いものを求め日々生産者は努力している。
小売業（各種商品小売業）
●卸売市場水産部の5月度の取扱高は前年比30%減少のまま推移、青
果部の取扱高は飲食関連の落ち込みを小売がカバーし前年並みとなっ
た。
非常事態宣言が解除され、飲食店も少しずつ営業を再開し始めてい
るが、以前の荷動きに戻るには相当の時間を要する。
収入が減少し、先行きに不安を持つ消費者の節約志向が強まり、客単
価が下がり始めた。購買意欲醸成に向け、スーパー各社の値下げ競争が
さらに強まる懸念がある。
接触を避ける新しい行動様式を推進しているためか、キャッシュレ
スが増えてきた。換金までのタイムラグからから資金繰りに影響が出
ている。ポイント還元が終了する6月以降、キャッシュレス決済手数料
の実質増加により収益悪化が懸念される。
●5月は薬局、手芸店以外の全ての業種において売上は大幅に減少し
た。テナント1店が営業再開の目処がたたず退店した。家賃の滞納が発
生するなど、組合運営に支障が出ている。
小売業（家庭用電気機械器具小売）
●今月の販売実績は前年同月比14.9%減少となった。商品別では、
薄型テレビ前年同月比15.6%減少、冷蔵庫同12.8%減少、洗濯機同
18.1%減少、IHクッキングヒーター同4.8%減少、電気温水器同4.2%
減少、エアコン同19.7%減少となった。
小売業（その他の小売業（燃料））
●売上は、前年同月比2割減少程度と推測される。数量的には4月に比
べて若干の改善が見られる。しかし、原油価格は既に上昇基調であり、
仕入価格が毎週高騰しているにもかかわらず中々小売価格に転嫁でき
ていない。数量に見合うだけの利益を確保出来ず、固定費の捻出にも苦
慮している。
商店街（各種商品小売業）
●呉市では感染者が1名と少なかったにもかかわらず、新型コロナウ
イルスの影響で5月の連休中に休業する店が飲食業、小売業、イベント
業を中心に増加し、全般的に売上高が激減している。さらに、政府の緊
急事態宣言の解除が行われたものの、新しい生活様式の導入(外出規制
が実質まだまだ続いている)に伴い、客足は戻っていないのが現状であ
る。特に、この地区では、個人に国が配布する布製マスクは未だ届かず、
特別給付金も一部の支給にとどまっている。事業者に関しては、持続化
給付金などの休業補償や緊急支援融資などの相談が依然として多く、
関係機関はその対応に追われている。当地区の夏の土曜夜市へも参加
しないことを表明する声が多くなっている。
サービス業（自動車整備業）
●車検台数は、前月比23.5%減少、前年比6.6%減少
車検場収入は、前月比23.4%減少、前年比7.2%減少
重量税・登録印紙の売上は、前月比16.0%減少、前年比18.1%減少
サービス業（広告業）
●新型コロナウイルス感染拡大の影響で前月よりさらに売上は減少し
た。また取引先の休業要請など、組合員にも大きな影響がでている。
各イベントの中止や広告宣伝の自粛など、今後の見通しが立たない
状況である。
サービス業（警備業）
●新型コロナウイルスの影響により、今後も売上、仕事量の減少が見込
まれる。
サービス業（情報サービス）
●新型コロナウイルスの影響により、電気通信業、電気工事業では現在
のところ特に影響がなく、予定していた案件を受注して対応している。
しかし、派遣業については案件の節目や、コロナウイルスの影響で案件
が中止になるなどで次の案件が決まらず戻ってくる社員もいる。面談
ができないため外出自粛が早く解除になることを願う。
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広島地区の受注計画は、ほぼ予定通り実施出来ているが、東京での受
注計画が新型コロナウイルスの影響により先行きが不透明である。特
に百貨店関係の開発予定が軒並み延期、中止になっており、今後どの業
種にまで影響してくるのか見えない状況である。
4月に引き続き、新型コロナウイルスの影響が出ている。ただ、5月に
入って地方の緊急事態宣言が解除となり、4月に滞っていた受注が一
気に入ることもある。今後の回復にすぐに対応できる準備をしておく
必要がある。
在宅勤務や移動制限等によりユーザー企業、弊社双方とも対面での
協議や新規開拓営業が出来ず、今後の受注遅れや減少を懸念している。
建設業（工事業）
●カーテン、敷物、壁装クロスの3品目合計について、5月度は前月比
9.2%増加、前年同月比27.3%増加となった。物件の延期や保留はある
ものの、新型コロナウイルスの影響による売上への影響は未だ顕著に
は出ていない。
建築工程の最後尾である内装仕上げ関係の新型コロナウイルスの影
響は、今後除々に顕在化していくことが予想される。夏以降の物件見積
もり依頼が減少している。
●新型コロナウイルスの影響により、仕事量が減少している。
●今月の工事受付件数は、前月比2.1%増加、前年比12.1%減少となっ
た。新型コロナウイルスの影響か否か来月以降も注視していく。
現状では未だ新型コロナウイルスの影響を受ける前に受注した工事
があるが、今の状況が続くと9月頃には受注予定がなくなる。秋口から
厳しくなるのではないかと予想している。
運輸業（道路貨物運送業）
●今月の売上高は、前月比、前年同月比ともに減少、収益状況も最悪の
状況となった。
新型コロナウイルスの感染拡大により全国に緊急事態宣言が発出さ
れ、先月は関東、関西方面からの往路貨物が減少したが、今月は自動車、
機械、鉄鋼、住宅関連等すべての業種において貨物量が減少し、ドライ
バーを計画的に休ませて雇用調整助成金を申請する事業者も出てきて
いる。リーマン・ショックの時には影響すら感じなかった事業者もいた
が、今回は全ての事業者が貨物減少による影響を受け、売上はかなり減
少している。
●5月は稼働日数が少ない上に、新型コロナウイルスによる緊急事態
宣言の影響で4月よりさらに物流量は減少し、収益も減少した。
そのような状況の中で、スーパー関連の食品、日用品、小口宅配関連
の物流は増加したが、その他は減少し、自動車関連輸送は大きく減少し
た。6月以降の物流量がどこまで復活するのか心配している。
●今月の売上は、前年同月比30%減少、前月比12.7%減少と厳しい状
況である。
運輸業（水運業）
●船員の高年齢化が進んでいると同時に若年船員が育っていないた
め、船員不足である。
運賃、用船料の改善が見られない。
その他（不動産業）
●前月比及び前年同月比は固定資産標準宅地評価作業と路線価作業の
報酬の入金があり、売上高、収益状況、資金繰りは好転している。
先月から広島県の地価調査基準地の評価作業が始まっており、7月
からは固定資産税標準宅地評価の時点修正作業も始まるが、新型コロ
ナウイルスの影響は依然不透明である。
不動産賃貸業が新型コロナウイルスの影響で、飲食店ビル等の店子
の家賃減額要求により家賃収入が減少している。
新型コロナウイルスの影響により、先行きが不透明なこともあり新
規のホテルやマンション用地の取得が止まり、新規ホテルやマンショ
ン建設計画もストップしその取得用地は当面コインパークとして利用
している。
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信 用 組 合 は 、 中 小 企 業 や 小 規 模 事 業者、地域・業域・職域の生活者である組合員に対して、
決 め 細 や か な 訪 問 活 動 と 、人の温もりを大切にした親身な相談活動を通して、
ど ん な 時 も 、 組 合 員 と 共 に 歩み続ける、身近な金融機関であることを約束します。
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八
二
）
二
四
九
二
一
一
一

呉
市呉 ☎
（
職市
〇
中
呉
員央市八
二
四
役
信丁所三
）
二
目本五
用一庁三
舎四
組番
六八〇
合号階六

-

広
島
市
中
区
富
士
見
町
一
番
十
七
号

信
用 広☎
（
組島
市〇
八
区二
合中
西）
二
広平
塚四
四
島町
四
三
商番
十一
五
銀二
号二

-

広
島
県
信
用
組
合

-

-

広
島 広島 （☎
市 市中 〇八
信 区袋 二）二
用 町三 四八
組 番十 一一
合 七号 七一
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中 央 会 日 誌

6 月 June 2020

3日

●生産性向上を考える集い

4日

●組合士会第1回理事会（中央会会議室）

Webセミナー

4日

●コロナ専門家派遣（協）
福山鉄工センター、リョービ関連工業(協)

9日

●コロナ専門家派遣

広島県東部機械金属工業（協）

10日

●コロナ専門家派遣（株）
奥野工作所

17日

●令和2年度通常総会（メルパルク広島）

18日

●コロナ専門家派遣

22日

●コロナ専門家派遣（協）
府中家具団地

26日

●
（公財）ひろしま産業振興機構

29日

●コロナ専門家派遣

29日

●中国地方中小企業団体中央会協議会（Web会議）
＜専務＞

アジアビジネス交流(協)
令和2年定時評議員会（広島県情報プラザ）＜会長＞

中国塗装（協）、
（有）四辻製作所

※太字になっているものが、
広島県中央会の事業・行事になります。

表紙 の
ことば
例年、7月号では会員の皆さんからの暑中広告を掲載させて
いただいていましたが、今年はコロナウイルスによる自粛要
請の解除から間もない時期ということもあり、何か違うこと
はできないかと考えました。その矢先、ちょうど良いタイミン
グで｢＃輪になれ広島｣のプロジェクトが始まり、広島県中央
会として賛同することとし、皆さんからメッセージをお寄せ
いただいた次第です。

福山市芦田町

「備後絣」

染色技術は現在の
デニム生産に
生かされてるよ！

写真提供：広島県

160年を超える歴史と未来を紡ぐ色と柄

次ページの見出しに大きく掲載しているロゴデザインのコン

「備後絣」は，現在の福山市芦田町で生まれた日本三大

セプトは、
広島に
「思いやり・支え合いの輪」
が広がることを願っ

絣（伊予絣・久留米絣・備後絣）の一つ。経（たて）糸と緯（よ

て作成され、
広島県の市町の数、
23の花で
「輪」
を作り、
中央に広

こ）糸の絣になる部分を竹の皮で巻き，井桁絣を作ったの

島県のシルエットを浮かび上がらせたデザインとなっていま

が起源です。化学繊維や流行の変化により，生産は減りま

す。
確かによく見ると輪の中が広島県の形になっていますね！

したが，今ではウール絣も生産されるようになり，多くの

｢＃輪になれ広島｣については、次ページに記載のホーム

人に愛されています。大量生産では表せない、日本固有の

ページをご覧いただければと思いますが、今後は「戦っている

豊かな風合いを一人でも多くの方に伝えるため、地域を

人」
・
「チャレンジしている人」を会報誌やホームページを通じ

あげて今の暮らしにも優しく馴染む「備後絣」の良さを広

て情報発信し、少しでも広島県を元気づけるお手伝いができ

めています。

ればと思っています。

（筒井）

（広島県指定伝統的工芸品）

メルマガ会員募集中
当会のメルマガにご登録いただいた方には、公の施策やセミナー案内状などの
「最新情報」
を定期的にお届け致します。
組合運営に係るお役立ち情報をお届け致しますので、是非ご登録ください！
！

ご登録はこちらのアドレスへご一報下さい。
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広島県中小企業団体中央会

E-mail:chuokai@chuokai-hiroshima.or.jp

Hiroshima Prefectural Federation of Small Business Association

広島県中小企業団体中央会
メッセージ
広島県中小企業団体中央会では、コロナ禍を広島県民が支え合いながら乗り越えようとする民間

の地域支援プロジェクト
「＃輪になれ広島」
に賛同し、
会員の皆様とともに情報を発信して参ります。
今月の中小企業ひろしまでは、
皆様から寄せられた取り組み・メッセージを掲載いたします。

なお、掲載にあたり皆さまよりいただきました協賛金は、当プロジェクトへの賛同金（実行委員会

活動費）に利用させていただきます。

※実行委員会活動費に余剰金が発生した場合は「広島県新型コロナウイルス感染症対策寄附金」へ寄付することと
なっています。

「＃輪になれ広島プロジェクト」 https://waninare-hiroshima.com/

広島県中小企業団体中央会
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広島のキレイ★カッコイイを
応援します！！

コロナ終息を願い、
販協だよりを発信

エス・ピー・シー中国理美容事業協同組合

中国スレ－ト販売協同組合

お客様の安心 ♡ 安全の為、各サロンで、消毒の徹底・手洗いの徹

人の動きが徐々に活発になる中、一部の地域などでは再び感染が

底・検温と体調管理の徹底・十分な換気を心がけ、様々な感染予防対

拡大する“第2波”が発生しており、どの地域においてもまだ予断を

策の中で、
『コロゼロ認定』サロンとして広島の人達のみんなの笑顔

許されない状況にあります。コロナ感染者の治療に当たる医療従事

が益々花開きますよう理美容業界も頑張ります!!

者へ感謝するとともに、
引き続き気を緩めることなく、
これからも感
染予防に努めながら日々の生活を送っていきましょう。

市民の皆様の生活を守る
ために

笑顔の花咲け

呉資源集団回収協同組合

協同組合テコフォーム広島

当組合では、呉市の家庭廃棄物や資源物の収集業務を行っていま

私たちは再生プラスチック素材を利用して作られた循環型多機能

す。コロナ禍においては、収集量の増加や作業員の安全確保等、負担

ボード｢TECOフォーム｣を開発し、地球環境の保護、SDGsの活動推

が増加しています。そんな中で市民の皆様からの暖かいお言葉や、
お

進をしています。現在開発中のTECOフォーム製のプランターに咲

手紙をいただくこともあり励まされています。今後も市民の皆様の

く花に気持ちを込めて贈ります。新型コロナウイルスと戦う皆さま

生活を守るために一丸となって頑張って参ります。

の笑顔を咲かせて、
＃輪になれ広島！

難局に打ち勝ち、
心休まる時を取り戻そう

コロナに負けない！
笑顔で乗り切ろう！

協同組合甲山いきいき村
世羅台地で育った農産物、加工品を広島、福山等のスーパーマー
ケットを通じて県内消費者の皆様に提供しています。食は皆さんを
笑顔にします。おいしい野菜を食べてたくさん笑顔を作っていきま

協同組合東広島ショッピングモール
ピンチの時でも、地域の皆様のお役に立てるよう全力投球して参
ります。
笑顔でいっしょに乗り切っていきましょう。

しょう。そのために当組合では、おいしい農産物、加工品を精魂込め
て供給していきます。

みんなで頑張ろう！
協同組合地質調査技士同友会
世界に遅れを取るな。
これからは日本の復活劇だ！
私たちの行う地質調査業は、災害対策や地域の将来に密接に関連
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医療・福祉関係に従事する
皆さまへ
広島印刷団地協同組合
新型コロナウイルスの感染症対応の最前線で、自らも感染してし
まうというリスクを負いながら、
日夜奮闘して下さっている医療・福

した業務です。新型コロナウイルスによる影響が続いていますが、
今

祉関係の皆様には、心から感謝申し上げます。どうぞ、従事者の皆様

が踏ん張りどころ。みんなで頑張ろう！

もご自愛下さいますよう、
祈っております。

広島県中小企業団体中央会

Hiroshima Prefectural Federation of Small Business Association

コロナ対策で
「働き方改革」
やり遂げよう！

県民の皆様とともに

協同組合広島インテリジェントセンター
コロナ対策として、
三密防止・衛生管理の意識の徹底を図るととも
に、その方法としてソーシャルディスタンスの実施はもとよりテレ
ワークの導入を図り、各従業員の意識改革を進めることで後悔しな
いことを念頭に置き取り組んでいます。

広島県歯科医師協同組合
私たち歯科医は、これからも県民の皆様の健康を守っていくため
に全力で安心･安全な歯科医療体制を提供してまいります。
診療･口腔ケアの継続･延期など、
ご自身での判断をなさらず、
ぜひ
「かかりつけ歯科医」
にご相談ください。

これらのことで、意識改革が仕事の見直しに繋がり各自の
「働き方
改革」に繋がっています。

We Can Do It！！
安心安全な水産物を皆さまへ

コロナ対策のおかげで
出来たこと
広島県タイヤ商工協同組合

広島魚商協同組合
今だからこそやらなければいけないこと、考えなければいけない

日頃は対面でのコミニュケーションを図りながら、会議などを

ことを受けとめ、食のエキスパート集団として、今まで以上に、安心

行ってきたがWeb会議など新しい方法を簡単に実施することが出

安全な「うまい！！魚」
を皆さまのもとへお届けします。

来るようになり、
回数も増えてかえって組合員との絆が深くなった。

私たちは、コロナに負けません！！

頑張っている医療従事者の
方々へ敬意を表します

新たな発見を目指しガンバロウ！

これからも、
地域と共に

広島県アパレル工業組合

広島県中小企業共済協同組合

当組合の組合員が医療用ガウンを生産し提供させて貰っています。

当組合は、中小商工業者の皆様に安心して事業に打ちこんでいた

頑張っている医療現場の皆様に少しでもお役に立てればと思って
います。

だくため、
広島県全域で共済事業を展開しています。
頻発する巨大災害に加え、
新型コロナウイルス感染症の拡大等、
現

ともに頑張っていきましょう！

代の我々の身の回りには危険がいっぱい。
だからこそ｢備えよ常に｣という気持ちで、助け合いの輪である共
済にご加入下さい。
皆の力で明るい広島を実現しましょう！

人々の暮らしを彩り、
笑顔で幸せの輪をつくろう！

コロナと共に
－昨日までの常識は今日の非常識－

広島県印刷工業組合

広島県保険代理業協同組合

広島県印刷工業組合は、
人と人がつながる力を最大限発揮し、
一企

一人一人が、
自分自身と、
自分の大切な人を守るために、
そして、
新

業では困難なことも可能にして前進できる仕組みづくりに努力しま

しい明るい未来を共に過ごすために、今の自分に出来る最大限の行

す。

動を心掛けよう。

広島県中小企業団体中央会
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どんなときも皆様が
求めるサービスを
提供していきます

外国人技能実習生の
受入れなどをされている
企業を支援します

広島県ビルメンテナンス協同組合
コロナ禍で、ビルメンテナンスで働く設備員、清掃員は、社会の安

ひろしま交流協同組合
緊急事態宣言に伴う当組合の施策

定を維持するため、病院やオフィスビルで設備・衛生管理に励んでい

１．
SNSを活用した定期監査の実現

ます。

２．
休業発生時に実習生への状況説明と安全確保の為の行動指導

金融、物流・運送サービスなどで働く皆さんも、企業が活動するた
めに不可欠なサービスを提供していただいています。

３．
帰 国困難な実習生について、ビザ申請をはじめとしたソフト・
ハード面でのサポート
外国人技能実習生の事でお困りでしたら、気軽にお問い合わせ下

ともに頑張りましょう。

さい。
耐雪梅花麗。
みんなで乗り越えよう！

ストップ・ザ・コロナ
私たちは、安全・安心娯楽
宣言をします。

「勝ちぐせ」
カープとともに
広島復活劇辛抱編
広島市指定上下水道工事業協同組合

広島県遊技業協同組合
新型コロナウイルス感染症拡大により、
私たちは、広島県の休業要
請を受け入れて協力休業をしました。
営業再開となったことで、新型コロナウイルス感染症防止対策に
総力を掲げ、マスク着用・遊技機の消毒・飛沫防止等、
ありとあらゆる
防止対策を実践して、利用客が安全で安心して楽しく遊技できる環
境を提供して参ります。

令和2年4月、広島市への消毒液の寄付、組合員へマスク配布、ズー
ムミーティングや対策費、融資や給付金の情報発信等いち早く行い
ました。
終息後は、
水道ライフラインの守りを充実させ、
渦中で困っている
人々と連携し、
解決策を模索していきたいと思います。
今も非日常が続きますが、
様々な局面で頑張る皆さんに、
日本人の
心は美しい！心を一つにして乗り切ろうとエールを送りたいです。

“コロナに負けず自分が
今出来る事から
コツコツと始めよう”
広島広告美術協同組合

協同組合広島総合卸センター

当組合では青年部が主体となり、現在、第2波の感染防止対策とし

この度の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、
今後は、
人と人とが

て、店舗や公共の施設等、無作為に人が集まり触れる場所へ貼付けが

一定の間隔(社会的な距離)を保つなど、新しい生活様式を模索して

出来る抗菌フィルムの無料配布などを検討しています。

いかなければいけませんが、
私達
「広島総合卸センター」
の各企業は、

また、組合加入事業者に御協力いただき、事業所の車輛に“＃輪に
なれ広島”のステッカーを貼付施工し、広島県民の活性化や明るさと
元気を取り戻す一助になれればと活動をしています。
＃輪になれ広島！！
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私達は、
今後も安定して
商品をお届けします

広島県中小企業団体中央会

今後とも、
皆様に日常生活用品を早く正確に、
そして安定してお届け
できるよう頑張ります。

Hiroshima Prefectural Federation of Small Business Association

医療並びに介護施設等の
関係者の皆様へ

コロナに負けず！
皆で作る美味しい食の輪

広島団地ガス協業組合
医療関係者の皆様方はもちろんですが、介護や保育、
教育関係など
三密や濃厚接触の避けられない環境下で自らの感染リスクを抱えた
環境で働いている皆様方には頭の下がる思いで一杯です。
また、第2波、第3波も懸念される中で、医療関係、介護施設など感
染リスクを抱えた環境で働く皆様方への負担軽減を図るためには、
最大限感染リスクを避ける行動、対策をとり、
「うつらない」
「うつさ
ない」を実践する必要性を痛感しています。

新型コロナウイルスで
お困りの方々を支援します

瀬戸内フードコミュニティー
広島の食品メーカー7社が輪になり、
「地域の食と食文化を活かし
た元気づくり！」
に取組んでいます。
我々、瀬戸内フードコミュニティー参加企業の持つ食品加工技術
を活かして、地域農水産資源を美味しく加工し全国に発信して行き
ます！
コロナに負けず！皆で輪になり、広島の美味しい食の輪を広げて
行きましょう！

「フォア・ザ・チーム」
みんな、
チーム広島の一員だ！！

広島弁護士協同組合

株式会社上万糧食製粉所

当組合は、広島弁護士会に所属する弁護士および弁護士法人によ

カープやサンフレッチェを応援するときのように、素晴らしい一

り組織されております。企業・団体・個人のみなさまの新型コロナウイ

体感でこのコロナ禍を乗り越えよう！！

ルス感染症による経営や生活のお悩み・お困りごとには、
弁護士会と弁

一人は皆のため、
皆は一人のために！

ＯＮＥ ヒロシマ！

護士が力になります。 互いに助け合い、感染拡大の防止を心がけな
がら、この苦難をともに乗り越えましょう。

コロナ禍の脱出は、
ワンチームで
協同組合府中家具団地
嘗て、長い歴史の中でスペイン風邪、
ペスト菌等大物ウイルスに打

Stay Homeも
「音」
で生活を
より楽しく・より豊かに
オオアサ電子株式会社
「新しい生活様式」の中で重要な「おうち時間」。このような状況の
なか少しでも音楽で癒しの空間をつくりたい。
音は人を癒すパワーがあります。Egrettaの心地よい音で癒しの
空間を演出するお手伝いができるよう発信してまいります。

ち勝ってきた。
我々はワンチームになって、三密を避け、手洗い、ウガイ、消毒、マ

レンタルサービスをはじめました。 https://www.egretta.jp/Rental/

スクの着用で新型ウイルスの侵入を防ぎ、コロナ禍からの脱出を図
り、安心、安全な生活を取り戻そう。

未来に活かすアクション
物資やサービスの提供で
地域の活力向上を支えます！
協同組合ベイタウン尾道
商都尾道の物流拠点として、
皆様の生活を支える物資、
サービスを
頑張って届けていきます。
地域の活力向上に向け、
ともにがんばっていきましょう！

有限会社フルカワ
医療従事者をはじめ感染防止にご尽力されている皆様に心より感
謝申し上げます。弊社では一人ひとりの対策アクションとして健康
チェック、マスク着用、3密の回避、ソーシャルディスタンスを保つ
ことを行っております。絶対に無駄はない！未来に活かすアクショ
ンでコロナウイルスの戦いに勝ちましょう！頑張ろう広島！

広島県中小企業団体中央会
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社会貢献とフェイスシールド
製作について

心を一つに
みんなで乗り越えよう！

平岡工業株式会社

株式会社ケミカル山本

コロナが日本で今ほど叫ばれる前から中国人の友人より武漢の話

会社でも学校でも家庭でも、
今まで通りにならず苦労がたえません。

を聞いており、これは確実に日本に来る、我々の会社でできること

医療従事者の皆様は、最前線での懸命の対応で休まる時もないで

は何かないか？とずっと考えていました。ご縁あって99.99％抗ウ
イルスのフィルムを知るキッカケがあり、そのフィルムを使用した
フェイスシールド(ＦＳ)を商品化することを決意しました。
広島の製造業が本気を出せばなんでも作れる。共に乗り越え、
日本
を盛り上げましょう！

しょう。
苦しい今こそ、広島の底力を見せましょう！そして日本のみんな
と心を一つにして、強く温かく笑顔あふれる社会を目指して進んで
行きましょう。
弊社社員も全力で頑張ります！

以下の組合・企業様からも、広島県中小企業団体中央会が
当プロジェクトへ賛同することに対し、協賛をいただきました。
ありがとうございました。
因島鉄工業団地協同組合

広島食品工業団地協同組合

江田島市建設資材安定供給協同組合

協同組合ひろしまテクノシステム

中国税理士協同組合

協同組合福山卸センタ－

中国地方電気工事業協同組合

株式会社エヌテック

広島県環境整備事業協同組合
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