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P I C K U P 企業組合 若鮎グループ加工部

企業組合 若鮎グループ加工部のおススメ商品をご紹介します！

若鮎グループといえば『木葉ずし』！！ すし飯にはコシヒカリ、具には
厳選された北海道マス、季節限定のサクラマスを使用し、丁寧に油桐の
葉で包んでいます。特に4月から11月までの季節限定であるサクラマス
の木葉ずしは、サクラマスの甘味が酢飯にマッチし、上品な旨味と風味
を楽しめます★

木葉ずし

人気商品のあずきでっち。地元産の小豆ともち米を使用した甘さ控え
めの和のスイーツです。もっちりとした食感とおちらし粉の香ばしい香り
がお茶に合う最高の一品です。

※季節限定で12月～ 4月までの販売です。

あずきでっち

他にも黒豆ご飯や精進総菜など組合こだわりの商品がたく
さんあります！商品は禅の里道の駅、永平寺四季食彩館・れん
げの里、永平寺四季食彩館・Lpa（エルパ）店で販売しています。
永平寺町の家庭の味をぜひ味わってみてください！！



令和元年度　中央会通常総会を開催

ふくい青年中央会 　通常総会を開催

健康づくり推進に向けた包括連携協定を締結／新入職員紹介

中央会組織図

企業組合特集　企業組合若鮎グループ加工部

通常総会終了後の手続きについて

ものづくり補助金　活用事例紹介

春の叙勲　受章者のご紹介／中央会行事予定

２

4

6

7

8

11

12

15

5

9

Collaborate Fukui  No.173

•消費税講習会を開催
•専門家派遣事業のご案内

消費税軽減税率対策窓口相談等事業

•越前焼工業協同組合　•越前漆器協同組合
•タケフナイフビレッジ協同組合
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　福井の人なら一度は見たことがあるのではないでしょうか。

　そうです。福井県庁のお堀にある福井城山里口御門です。

　山里口御門は、「廊下橋御門」や「天守台下門」とも呼ばれていた福井城本丸の西側を守る枡形門

です。平成２８年に御門復元建築工事が着手され、平成３０年３月２４日に完成式典が行われました。

この工事には、福井県瓦工業協同組合、福井県左官工業組合、福井県石材業協同組合が関わってい

ます。屋根瓦は笏谷石の瓦で葺いており、櫓門の外壁は、５層からなる漆喰壁となっております。櫓

内の壁板や床板には檜材、梁には手斧仕上げの松の丸太材を用いており、木材全体の約6割に県産

材が使用されました。現在、天守、櫓、本丸御殿などの城郭施設をＣＧで復元し、携帯端末（スマートフォ

ン等）で閲覧できるアプリを公開しています。本アプリは、凸版印刷株式会社が管理運営する「ストリー

トミュージアム®」（無料）に掲載しており、 福井城のＣＧを１０カ所から閲覧することができます。山

里口御門に少しでも興味がある方は、ぜひ本アプリをダウンロードしてみてください！

　福井の人なら一度は見たことがあるのではないでしょうか。

　そうです。福井県庁のお堀にある福井城山里口御門です。

　山里口御門は、「廊下橋御門」や「天守台下門」とも呼ばれていた福井城本丸の西側を守る枡形門

です。平成２８年に御門復元建築工事が着手され、平成３０年３月２４日に完成式典が行われました。

この工事には、福井県瓦工業協同組合、福井県左官工業組合、福井県石材業協同組合が関わってい

ます。屋根瓦は笏谷石の瓦で葺いており、櫓門の外壁は、５層からなる漆喰壁となっております。櫓

内の壁板や床板には檜材、梁には手斧仕上げの松の丸太材を用いており、木材全体の約6割に県産

材が使用されました。現在、天守、櫓、本丸御殿などの城郭施設をＣＧで復元し、携帯端末（スマートフォ

ン等）で閲覧できるアプリを公開しています。本アプリは、凸版印刷株式会社が管理運営する「ストリー

トミュージアム®」（無料）に掲載しており、 福井城のＣＧを１０カ所から閲覧することができます。山

里口御門に少しでも興味がある方は、ぜひ本アプリをダウンロードしてみてください！

大火による焼失から甦った門。

　　　　　　　　史実を忠実に再現。

●表紙写真『福井城山里口御門』



福井県中小企業団体中央会　総会

6月7日（金）、繊協ビル8階大ホールにおいて、令和元年度通常総会を開催

しました。開催にあたり、稲山会長が会長が「中央会は、ものづくり補助

金の地域事務局となり、平成30年度ものづくり補助金には多数の応募があ

りました。この施策が小規模企業・中小企業にとって設備投資の背中を押し

てくれる大きな一つの起爆剤だというように思っております。また、本会は

286組合・約1万3千社が集まった団体です。今後は、さらにその様々な業種

が集まった仲間や、近畿ブロックそして全国と連携していきたいと考えて

おります。そして現在、本会の青年中央会及びレディース中央会が活発に

活動していますが、親会の中央会と2団体協力してやってまいりたいと思

いますので今後ますますのご支援とご協力をお願い致します。」と挨拶さ

れ、次いで福井県産業労働部　国久部長よりご祝辞を賜りました。

議案審議では、稲山会長が議長に選出され、すべての議案が承認されました。

会場を移しての懇親会では、杉本知事からご祝辞をいただき、田岡商工組合中央金庫福井支店長の乾杯の

ご発声によりスタートしました。

各業界の代表者たちは、異業種とも交流・

情報交換をするなどし、野尻副会長の中締め

により盛会に終了いたしました。

令和元年度（第64回） 福井県中小企業団体中央会 通常総会

▲稲山会長

▲国久部長

▲野尻副会長

▲杉本知事

▲田岡支店長
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1.中小企業連携組織対策事業

　・中小企業組合をはじめとする連携組織の設立・組成支援及び相談

　・既存の中小企業組合等に対する組織活性化支援

　・組合等への情報提供事業

　・地域産業実態調査事業

　　① 中小企業労働事情実態調査

　・人材育成推進事業

　　① 青年部活動推進事業　青年部交流会4回/青年部研究会4組合（2/3補助）

　　② 女性部育成事業　女性部全体交流会1回/組織化推進勉強会3回

　・中小企業連携組織等支援事業

　　① 個別専門指導事業　　② 組織化集中指導事業

2.全国中央会補助事業

　・小規模事業者組織化指導事業

　　① 小企業者組織化特別講習会　　② 取引力強化推進事業　　③ 調査研究事業

　・外国人技能実習制度適正化事業

3.受託事業

　【全国中央会受託事業】　

　・平成30年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」事業

　・ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業（フォローアップ事業）

　・消費税軽減税率対策窓口相談等事業

　・中小企業景況調査事業

　【近畿経済産業局受託事業】

　・近畿経済産業局における地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業

　【福井労働局受託事業】

　・平成31年度若年層を中心とした求職開拓事業

4.一般事業

　・組織化推進事業　　・指導・情報連絡事業　　・組合青年部育成事業　　・組合女性部育成事業

　・組合事務局強化対策事業　　・中小企業団体福井県大会の実施　　・中小企業団体全国大会への参加

　・共済事業の推進　　・建議陳情

【令和元年度事業計画】
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平成31年4月26日（金）、ザ・グランユアーズフクイにて平成31年度（令和元年度）ふくい青年中央会通常総

会を開催し、会員2５組合青年部より約80名のご出席を頂きました。

「青年中央会のメンバー同士が繋がるための事業だったか。」

岩本青年中央会会長（福井県板金工業組合青年部）は、自身が気

付いた反省点について語気を強めました。メンバー1人1人の名

前や会社は分かっていても事業への思いや組合に対する熱意な

どを話し合えたかという疑問を呈し、県下最大の異業種団体で

ある青年中央会のスケールメリットを活かしたつながりのある

事業が増えることを望んでいました。つながりをテーマとした

堂々たる挨拶には、会場から大きな拍手が送られました。

続いて、福井県産業労働部・安倍部長並びに福井県中央会・稲山会長より来賓祝辞を頂き、議案審議が行

われました。福井県機械工業青年会・小澤氏が議長を務め、第一号議案（平成30年度事業報告並びに収支決算

承認の件）と第二号議案（平成31年度（令和元年度）事業計画並びに収支予算決定の件）について承認されました。

第二部では、福井県事業承継ネットワーク・事業承継コーディネーター兼中小企業診断士の竹川充氏をお

招きし、事業承継セミナーを開催しました。北鋼シャーリング株式会社・生産管理室長の増田悠二氏（福井

県機械工業青年会）、株式会社吉光工業・代表取締役の吉田知志氏（福井県板金工業組合青年部）、清水紙工

株式会社・清水聡氏（越前和紙青年部会）の三人をパネリストとして進行していきました。各パネリストは、

自身の体験に基づいたエピソードを交えながら事業承継に関する質問に真摯に答えていました。

ふくい青年中央会

平成31年度（令和元年度）ふくい青年中央会通常総会

▲事業承継セミナー

▲岩本会長
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５月29日（水）、福井県中小企業産業大学校にて【第1回】消費増税・軽減税率導入対策経営講習会を開催

しました。今回は、「小売店・飲食店の軽減税率対応」をテーマとして、アイデックス代表・中小企業診断

士の井谷　義紀氏に仕入時と販売時における税率差異の注意点や複数税率に対応したレジの準備、価格表示

の注意点など小売店や飲食店を営む事業者にとって重要な点について解説いただき、参加者は真剣に耳を傾

けていました。

消費税軽減税率対策窓口相談等事業

消費税講習会を開催

▲消費税講習会

～今後のスケジュール～
【第2回】6月17日（月）14：00～16：00

テーマ：キャッシュレス社会到来に備えた3つのポイント

【第3回】7月17日（水）14：00～16：00

テーマ：軽減税率最終確認セミナー

【第4回】8月22日（木）14：00～16：00

 テーマ：価格を戦略的に設定すれば価値は高まる

【第5回】9月11日（水）14：00～16：00

テーマ：“一物二価”で想定されるトラブル・クレーム防止策

      ※すべて福井県中小企業産業大学校での開催です。

～消費税軽減税率対策窓口相談等事業【専門家派遣事業】のご案内～
福井県中央会では、令和元年10月に予定されている消費税 10％への引上げ時に実施される「軽減税

率制度」等への窓口相談事業を実施しています。

本事業では、専門家の派遣を行っており、組合主催の研修会や個別相談への専門家謝金や会場代の助

成を致しております。組合における相談ニーズに本事業を是非ご活用ください。

【募集組合数】20組合程度（先着順 ※予算額に達し次第受付終了）

【補助金額】1組合あたり60,000円程度（補助金額は目安です。必要に応じて個別に対応致しますのでお

　　　　　　申込みの際にご相談ください。）

【補助要件】①消費税引き上げや、それに伴う制度改正について学べる内容であること

　　　　　　  例：軽減税率・インボイス制度・POSレジ等導入・価格転嫁対策・表示カルテル・キャッ

　　　　　　　　  シュレス決済　など

　　　　　 ②令和2年1月31日までに支払いが完了すること

【対象となる専門家】公認会計士・税理士・中小企業診断士　等

【補助対象経費】専門家謝金、専門家旅費、会場借上料、資料印刷費

　　　　　　　 ※中央会が直接お振込み致します。組合での立替払は認められませんのでご注意ください

【申込方法】・本会巡回指導員に直接申込み

　　　　    ・郵送致しました申込書にてFAXで申込み

　　　　　　

まずは、お電話もしくは指導員巡回時にご相談ください！！

5



福井県中央会×協会けんぽ

令和元年５月27日（月）、福井県繊協ビルにおいて本会並び

に協会けんぽの両者間で健康づくりの推進に向けた包括的連

携に関する協定を締結しました。

本協定は、県内企業の健康経営・社員の健康づくりの促進

と実施について、企業規模を問わずサポートできる支援体制

を整備し、各団体が相互連携・協力を図り、地域社会の健康

増進と企業発展に貢献することを目的としています。

協定締結式では、本会・稲山幹夫会長及び全国健康保険協

会福井支部・畑秀雄支部長が調印し、協定書を交わしました。

◆連携・協力事項◆

今後は様々な連携事業を実施する予定です。

4月より中央会に入職致しました南保聖樹（なんぼさとき）

と申します。

大学では、法律学を学び民法を専攻しておりました。現在

は、総合支援課に所属し主に情報機関誌の発行、人材確保支

援事業、青年中央会運営補助等を行っております。

社会経験がなく挑戦の毎日ですが、一日も早く業務に慣れ

ていきたいと思います。

何卒よろしくお願い致します。

4月より産休・育休代替職員として中央会に入職致しまし

た廣部匠と申します。

大学では物理を専攻しました。この度は、不思議な縁で中

央会を知り、専攻と全く違う業種に不安もありましたが、職

員の方々に日々助けて貰い、精一杯頑張っています。

限られた任期で会員の皆様と接する機会は少ないと思いま

すが、宜しくお願い致します。

健康づくりの推進に向けた包括的連携に関する協定を締結しました

新　入　職　員　紹　介

▼地域社会における健康経営の普及・促進に関すること

▼事業所における健康経営の取組のサポートに関すること
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【総合支援課業務】

◦組合等の運営支援

◦中小企業の人材確保支援

◦ものづくり事業に関する支援

◦官公需適格組合に関する支援

◦外国人技能実習制度に関する支援

◦組合等の情報提供事業

◦商店街振興組合に関する支援（県振連）

【企画振興課業務】
◦予算、決算、会計
◦総会、役員会、諸会議
◦共済事業、別組織運営
◦研修会等開催事業
◦消費税軽減税率対応支援
◦組合等の組織化支援
◦組合等の運営支援
◦青年部に関する支援
◦女性部に関する支援
◦調査事業
◦Web・システム管理

福井県中央会　組織図

専務理事
柿木　孝勇

課長代理
堀井真理生

課　長
芹澤　利幸

主　事
青木　祥彦

主　査
井上　祥一

主　事
南保　聖樹

主　事
宮越　幸歩

主　事
廣部　　匠

企画主査
勝木　孝郎

主　査
齋藤　慎也

主　事
横田麻莉亜

主　査
岩元　寿憲

主　事
宇野加代子

主事（育休中）
八幡　真弓

専務局長
武澤　　治

総　合　支　援　課 企　画　振　興　課
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企業組合若鮎グループ加工部は、当初は農家女性の憩いの場と

して自ら生産した野菜を販売したいという思いから始まり、現在

では地元野菜を使った伝承料理や加工品を製造・販売している企

業組合です。平成16年に設立されたこの組合は、県内初の女性だ

けでの農産物加工関連の組合設立となりました。

設立後10年以上が経過した頃には、組合員の高齢化により一時

は事業の継続が危ぶまれましたが、若手組合員加入により新体制

となり協力し合い助け合う姿勢が一層強まりました。以後、若手

のアイデアから開発した商品は、売上が好調で組合の新たな収益源となっています。

そして今では、地場農産品のPRやイベント出展など様々な活動を行って認知度を向上させながら、企業

組合ならではの「みんなが対等な立場で商品づくり」をし、地元や県外の方からも愛される商品をつくるま

でに成長しました。

永平寺町には昔から伝わる郷土料理として『木葉ずし（こっぱ

ずし）』があります。町木でもある油桐の葉で包んだマスの寿司

で、祭りなどの行事には欠かせない存在です。当組合では、この

木葉ずしを添加物・保存料を一切使用せず、丁寧に一つずつ油桐

の葉で包んで作っています。また、使用している油桐の葉は、家々

で大切に育てられた葉を使用し、ほのかな香りがする当組合なら

ではの商品です。

さらに、永平寺といえば精進料理ですが、当組合では精進総菜

も作っています。福井では「すこ」と呼ばれる八頭（里芋）の茎を

甘酢漬けした『ずいき甘酢漬』や塩漬けした一番美味しい時期の

茄子を使用して作った『茄子の地がらし和え』など素材そのもの

の味を活かした身体に優しい総菜です。

今後は、主力商品である木葉ずしの他に、もう一つ主力商品と

なる商品を作りたいと考え、油桐の葉が育たず多く作ることがで

きない寒い時期にも、一年を通して提供できる商品の開発を目標

としているそうです。また、商品化に向けてイベント等で試売し、

お客さんの反応を見ながら試行錯誤を続けていくそうです。

一度食べたらクセになると評判の木葉ずし。 みなさんも食べてみてください★

当組合の商品を表紙裏ページでも紹介していますのでそちらも是非チェックしてみてください！！

～企業組合若鮎グループ加工部とは～

～永平寺町のふるさとの味～

～組合のこれから～

▲組合員のみなさん

▲木葉ずし加工の様子

企業組合特集 企業組合若鮎グループ加工部
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 　組合Topics

◆第39回 越前陶芸まつり 開催

第39回越前陶芸まつりが、５月2５日より越前陶芸村で開催され、3日間を通して県内の約60窯元が一堂

に会した「越前焼」陶器市が開かれました。他にも多数のイベントが催され、1日目は、特設ステージでオー

プニングセレモニー、やきものオークション、原口あきまさものまねショー、水田竜子歌謡ショーが行

われるなど、会場は大盛り上がりをみせました。

2日目は、郷土芸能などの発表、せりかなコンサート、雪ん子餅つき振舞が行われました。

また、薪窯焼成見学、あおぞら絵付教室・電動ろくろ体験等、体験型のイベントが行われ、家族連れ

が楽しんでいました。

3日目は、平日にもかかわらず県内外からたくさんの来場

者が会場に訪れていました。陶器市では、シンプルなデザ

イン、アニメキャラクターや動物を模したもの、一風変わっ

たものなどそれぞれ全く異なる作家の持ち味に溢れた作品

が所々に並び来場者を魅了していました。越前伝統工芸品

販売コーナーもあり、越前打刃物協同組合、越前漆器協同

組合の店舗も並んでいました。　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　左の写真は実際に店頭に並んでいた花器です。窯元の方にお話を伺い

ながら、作品を選び購入しました。一つ一つの作品にデザインの工夫が凝

らされていて、見るだけでもかなり価値がありました。会場では、市価の

2，3割引きでお得に買えるとあって、たくさん購入する人が多数見受けら

れました。

面白いお店がありました。棚に並んいる作家の作品（コー

ヒーカップ）を選んでその作品でコーヒーが飲めるカフェで

す。作品が置いてある棚には作者の顔写真が貼ってあり、

誰の作品か分かるようになっています。自分のお気に入り

の作品を見つけ、そのカップでコーヒーを味わえるお店は、

なかなか珍しいのではないでしょうか。越前陶芸村文化交

流会館にありますので、ぜひ立ち寄ってみてください！

越前焼工業協同組合越前焼工業協同組合越前焼工業協同組合越前焼工業協同組合越前焼工業協同組合越 前 焼 工 業 協 同 組 合
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組合Topics 　

◆越前漆器まつり2019開催

令和元年５月3日、4日にうるしの里会館にて越前漆器まつり

が開催されました。開会式の前には越前塗山車巡行・漆掻き

唄踊りが行われ、民謡歌の戸田弓子氏や県内の舞踏家が考案

した漆掻き唄の現代版振り付けが初披露されました。

開会式では土田理事長より「昨年は、越前漆器の産地とし

て全国漆器展で団体賞最高位の『桂宮賞』を受賞しました。

越前漆器は今回で通算14回目の受賞となり、福井が誇る漆産

地として、今後も活躍が期待されます。」と挨拶がありました。

会場では、越前漆器をお得に購入することができる即売会

や、箸づくり体験、絵付け体験など産地ならではの催しが行

われ、家族連れが楽しんでいました。また、大学生による和

太鼓のパフォーマンスや地下アイドルと一緒に行うお椀積み

上げ競争なども開催され、地元民や観光客で賑わいを見せて

いました。館内では、職人の技が光る漆塗りの作品が数多く

展示され、来場客の目を釘付けにしていました。

◆越前打刃物の伝統工芸士が11年ぶりに認定

経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事されている技術者のなかから高度の技術・技法を保

持する方が「伝統工芸士」と認定されています。越前打刃物の伝統工芸士は、一時は21人だったとこ

ろ高齢化が進み、現在は12人にまで減っていました。しかし、今回11年ぶりに、新たに５人が越前打刃

物伝統工芸士として認定されました。3月8日には越前市刃物の里にて越前打刃物伝統工芸士認定証伝

達式が行われ、越前打刃物産地協同組合連合会　加茂理事長から認定証が手渡されると、伝統工芸士

に認定された職人5人は伝統継承や産地発展へ意欲を見せていました。

越 前 漆 器 協 同 組 合

タケフナイフビレッジ協同組合

▲越前塗の山車

▲土田理事長挨拶

左から　山本　　直氏（両刃製造）

　　　　弥氏　良寛氏（片刃製造）

　　　　戸谷　祐次氏（研ぎ）

　　　　當間　正朗氏（鎌製造）

　　　　黒﨑　　優氏（両刃製造）
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通常総会終了後の手続きについて

各種手続きについてご不明な点がございましたら各組合担当者が対応いたしますので、お
気軽にご相談ください。

【お問い合わせ先】　福井県中小企業団体中央会　　TEL　0776-23-3042

通常総会終了後は、所管の認可行政庁に「決算関係書類」を提出することとなっています。また、場合によっ
ては「役員変更の届出」や「変更登記」を行う必要があります。

決算関係書類の提出　（中協法　第10５条の2第1項（及び第2項））
組合は、通常総（代）会の終了した日から2週間以内に、施行規則による様式の提出書に次の書類を添付し

て、認可行政庁に提出しなければなりません。
【添付書類】
①事業報告書　②財産目録　③貸借対照表　④損益計算書　⑤剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載

した書面　⑥前各号の書類を承認した通常総（代）会の議事録又はその謄本

役員変更の届出
　組合の役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内に、施行規則による様

式の届書に、変更理由、変更年月日、変更事項を記載した書面を添付して、認可行政庁に提出しなければな
りません。
【添付書類】
①変更した事項を記載した書面（新旧役員名簿）　②変更の年月日及び理由を記載した書面　③総（代）会議

事録　④理事会議事録

変更登記
　組合は、登記簿に記載されている事項に変更があった場合は、定められた期間内に変更登記申請をしな

ければなりません。

代表理事変更登記
組合の役員についての登記は、代表理事のみが登記事項となっています。
したがって、役員の任期満了又は辞任による代表理事の変更登記は、総会（総代会）において選任された理

事の中から、理事会において新代表理事を選任し、その新代表理事が就任してから2週間以内に変更登記を
行うこととなっており、一般的には次の添付書類が必要となります。
【添付書類】
①総会議事録（総代会議事録）　1通　　②理事会議事録　1通　　③代表理事の就任承諾書　1通（総会及び

理事会議事録の記載による援用も可）　　④定款　1通　　⑤委任状　1通（代表理事以外が申請する場合）　
　⑥辞任届　1通（任期満了前の改選の場合）
出資の変更登記

組合の出資の総口数及び払込済出資総額に変更が生じたときは、事業年度終了後4週間以内に変更登記を
行うこととなっており、次の添付書類が必要となります。
【添付書類】
①監事の証明書　1通　　②委任状　1通（代表理事以外が申請する場合）

通常総会終了後の手続きをお忘れではないですか？

再任の場合にも変更登記は必
要ですのでご注意ください。
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ものづくり補助金　活用事例
（ふくいのものづくり企業たち　平成27年度採択　成果事例集より）

井上リボン工業　株式会社
細幅織物（リボン）の染色工程における生産性向上事業

井上リボン工業株式会社は昭和38年（1963年）に創業して

以来、リボンを主に製作しており、今でもアパレル分野で

高いシェア率を誇っています。また、「リボンプロジェクト」

と題し、異分野のクリエイターとコラボして、リボンのボ

ウルやマグネットなど、商品を独自開発しています。繊維

業界と聞くと、アパレル分野が思い浮かびますが、実はそ

れのみではなく自動車のエアバックや、医療で使う人工血

管などの工業分野にも活躍の場を広げており、売り上げの

割合も五分五分と言われています。

井上リボン工業は、細幅織物（リボン）をメインに製作していますが、近年、OA機器のトナーのクリーニングブ

ラシや自動車のドア回りの補強材などを手掛けるようになり、工業分野の売上は全体の20％程度まで伸びていま

す。しかし、この工業分野進出に伴い、染色サンプルを作る機会が増え、問題になったことが2点ありました。染

色サンプル製作のたびに生産ラインを止めて、作業を割り込ませなければならなかったこと、そして、染色サン

プルごとに染料の調合作業が増えたことです。そのため、ものづくり補助金を活用し、連続染色機を導入しました。

約５ｍ～10ｍの染色が可能になり、短くて済む染色サンプルをスピーディーに作れ、また、生産ラインと作業を切

▲本社

▲グループ会社が製作しているリボン ▲自社製品「uzu-bowl」

リボンは素材やデザインだけでなく形状に
おいても広がりを見せており、編んで作る
リボンは池田町にあるグループ会社で作っ
ています。

自社製品の「uzu-bowl」は、巻きリボン
が見せる断面の美しさを生かしたボウルで
す。手作業で成形します。
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り離せるようになりました。さらに染料を調合するための自動調合機も導入し、染料を切り替えるたびに染料の割

合を入力する手間を省きました。この機械の導入により作業効率が上がり、今後20～30％の生産性向上が図られる

予定です。

デジタル化でミス軽減を図り生産
性も向上。

連続染色機と自動調合機のどちらにも新

しいパソコンを導入。染色時の温度管理や、

染料調合の割合を自動でも行えるように。

また、画面上での確認作業ができるように

なり、ミスの軽減にもつながった。

染色サンプル専用機導入で作業分
担し効率UPへ。

連続染色機を新たに導入したことで、生

産ラインを止めずにサンプルを作れるよう

になり、効率が上がった。また、今までより

短いリボン染色が可能なため、少量のみ必

要な染色サンプルは無駄なく作れる。

注目すべき成果 注目すべき成果

▲今回導入した連続染色機。現在は主にサンプル品の製作のために稼働。モニターには染色時の温度や湿度が細かく表
記される。
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中小企業連携グループの“一歩その先”を応援！
〜中小企業組合等課題対応支援事業〜

中小企業単独では解決困難なテーマ（生産性の向上、取引力の強化、海外展開、既存事業分野の活力向上、
情報化の促進、技術・技能の継承等）について、中小企業連携グループが改善・解決を図り、新たな活路開
拓を目指すプロジェクトを支援します。

① 中小企業組合等活路開拓事業（展示会等出展・開催事業を含む）
中小企業連携グループが、自らまたはメンバーの新たな活路を見いだすための様々なプロジェクトを支援

します。以下の類型のプロジェクトを実施することができます。

調査研究型
新分野に進出するための調査・研究、将来ビジョン

の策定

実現化型
構想やビジョンをカタチにするため、試作開発や実

証実験を通じて、実用化・具現化しようとするもの等

展示会等求評型
試作品や新製品を国内/海外の展示会等に出展、ま

たは開催して販路開拓戦略を構築するもの等
※これらの類型を組み合わせて実施することにより、
　さらに効果的なものとすることも可能です。

② 組合等情報ネットワークシステム等開発事業
中小企業連携グループやメンバーの活路開拓に資する情報システム開発等に係るプロジェクトを支援しま

す。下記のいずれかを実施することができます。

基本計画策定事業
情報ネットワークシステムを構築する前提となる

組合事業等の業務分析、計画立案、RFP（提案依頼書）
策定等の調査研究のためのプロジェクト

情報システム構築事業
情報ネットワークシステムの構築、メンバー向け業

務用アプリケーションシステムの開発、普及のための
プロジェクト

③ 連合会（全国組合）等研修事業
全国地区の連合会（組合）等がその会員及び組合員

等を対象として、具体的な課題解決や活路開拓の実現
につながる検討等を内容とする研修プロジェクトを
中心に支援します。

2019年4月1日（月）～7月1日（月）
① 第1次締切：2019年4月1日（月）～５月7日（火）（消印有効）
② 第2次締切：2019年５月8日（水）～7月1日（月）（消印有効）

※締切ごとに審査・採択を行い、予算枠に達した時点で終了となります。

　　　　　　詳しくはこちら！

募集期間

中央会　課題対応
http://www.chuokai.or.jp/

【補助率】補助対象経費総額の10分の6以内
【補助金額（消費税等抜き）
　①中小企業組合等活路開拓事業
　　A型（上限）2,000万円
　　B型（上限）1,1５8万8千円（下限）100万円
　②展示会等出展・開催事業
　　（上限）５00万円
※A型は、補助金申請予定額が1,1５8万8千円を
　超えなおかつ事業終了後3年間以内に組合ま
たは組合員の「売上高が10％以上増加すること
が見込まれる」または「コストが10％以上削減
されることが見込まれる」事業に限ります。

【補助率】補助対象経費総額の10分の6以内
【補助金額（消費税等抜き）
　A型（上限）2,000万円
　B型（上限）1,1５8万8千円（下限）100万円
※A型は、補助金申請予定額が1,1５8万8千円を
　超えなおかつ事業終了後3年間以内に組合ま
たは組合員の「売上高が10％以上増加すること
が見込まれる」または「コストが10％以上削減
されることが見込まれる」事業に限ります。

【補助率】補助対象経費総額の10分の6以内
【補助金額（消費税等抜き）
（上限）210万円

補　助　金　額　等

補　助　金　額　等

補　助　金　額　等
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　業界における永年の優れたご功績、勝山商工会議所会頭として地域経済をけん引されたご功績によって、

本会の荒井副会長がこの春の叙勲を受章されました。

栄えある受章を心からお祝い申し上げますとともに、今後ますますのご隆盛をご祈念申し上げます。

　（敬称略）

お め で と う ご ざ い ま す

令和元年  春 の 叙 勲

理事長

  荒　井　由　泰

（産業振興功労）
福井県織物工業組合

旭日小綬章

◆【第2回】消費増税・軽減税率導入対策経営講習会

　（2時間でまるわかり！キャッシュレス決算導入に備える3つのポイント）

　日　時：令和元年6月17日㈪　14：00～

　場　所：福井県中小企業産業大学校　特別教室

◆福井県レディース中央会通常総会

　日　時：令和元年6月2５日㈫　10：30～

　場　所：ユアーズホテルフクイ　５階

　　　　　ルミエール・2階　橘

中 央 会　掲 示 板

令和元年7月までの主な行事予定

春の叙勲　受章者のご紹介

15



福井本社／〒918‐8108 福井市春日3丁目620番地　　　　　TEL.（0776）35‐3333㈹
東京本社／〒169‐0075 東京都新宿区高田馬場1丁目21‐13　TEL.（03）3200‐7777㈹
E-mail kawadaya@ruby.ocn.ne.jp

ココロを表現する

想像力が色づく

豊かな感性と確かな技術。

三井－KB－2018－787

●特　色
１事業主が負担する掛金は加入従業員１人あたり月額
30,000円まで損金計上可能（所得税法施行令第64条・
法人税法施行令第135条）
　2019年2月現在の税制に基づいた記載です。今後税制
改正が行われた場合には記載の内容と相違する場合があ
ります。

２掛金納入月数60月以上の従業員が死亡以外の事由によ
り退職した場合、年金による受取が可能

※詳しくは、福井県中小企業団体中央会の退職金共済規程
および特定退職金共済制度パンフレットを必ずご覧くだ
さい。

資料の請求とお問い合わせ

中央会の

特定退職金
共 済 制 度

大樹生命保険株式会社

あなたの企業を、
災害・事故から守ります
あなたの企業を、

災害・事故から守ります
☆建物・設備を守る

☆会社の損失をカバーする

☆経営者・従業員のための

火 　 災 　 共 　 済

自動車事故費用共済

傷害総合保障共済
医療総合保障共済

お問合せ・お申し込みは
　　福井県火災共済協同組合　　

〒910-0854 福井市御幸1丁目1-1FM会館２階
TEL 0776-22-6000   FAX 0776-22-7471
URL：http://ken-kyosai.jp

代理所（店）を募集しています。
あなたの組合の収益確保の為に代理所（店）に
なってみませんか。
手続きは簡単、資格は要りません。
ご連絡下されば、説明にお伺いします。



P I C K U P 企業組合 若鮎グループ加工部

企業組合 若鮎グループ加工部のおススメ商品をご紹介します！

若鮎グループといえば『木葉ずし』！！ すし飯にはコシヒカリ、具には
厳選された北海道マス、季節限定のサクラマスを使用し、丁寧に油桐の
葉で包んでいます。特に4月から11月までの季節限定であるサクラマス
の木葉ずしは、サクラマスの甘味が酢飯にマッチし、上品な旨味と風味
を楽しめます★

木葉ずし

人気商品のあずきでっち。地元産の小豆ともち米を使用した甘さ控え
めの和のスイーツです。もっちりとした食感とおちらし粉の香ばしい香り
がお茶に合う最高の一品です。

※季節限定で12月～ 4月までの販売です。

あずきでっち

他にも黒豆ご飯や精進総菜など組合こだわりの商品がたく
さんあります！商品は禅の里道の駅、永平寺四季食彩館・れん
げの里、永平寺四季食彩館・Lpa（エルパ）店で販売しています。
永平寺町の家庭の味をぜひ味わってみてください！！



中央会ふくい

◉中央会 通常総会開催
◉組合 TOPICS
　 企業組合特集 （企業組合若鮎グループ加工部）
　 越前陶芸まつり （越前焼工業協同組合）
　 越前漆器まつり （越前漆器協同組合）
　 打刃物伝統工芸士認定 （タケフナイフビレッジ協同組合）

ものづくり補助金 活用事例

C o l l a b o r a t e  F u k u i  C h u o k a i  2 0 1 9  
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特集

福井県中小企業団体中央会
http : //www.chuokai-fukui.or.jp /
福井県中小企業団体中央会
http : //www.chuokai-fukui.or.jp /


