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２　中小企業の取組の現状
　近年、国際的に、下請け中小企業等を含
むサプライチェーン全体でのカーボンニュ
ートラルを目指して取り組むグローバル企
業が増加しつつあります。
　既に海外の取引先から脱炭素化の方針へ
の準拠を求められている分野もあることか
ら、中小企業も取組の必要性が高まってい
ます。
　現在、省エネルギーセンターによると、
中小事業者については、全体として経済的
に合理的な範囲で10％前後の省エネ余地
ありとの見解が示されています。
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昨今、地球温暖化や異常気象などの気候変動問題が顕在化し、主な原因となる温室効果ガスの排出削減について、
地球規模で急務の課題となっています。そこで 年、約 ヵ国が「カーボンニュートラル実現」という目標を掲げ、カー
ボンニュートラルを目指す動きを加速させるとともに、脱炭素化に向けた大胆な政策措置を打ち出しています。
本稿では、最近よく耳にする「カーボンニュートラル」について、その必要性や具体的な取組、支援策についてまとめました。
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カーボンニュートラルとは温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意味します。
具体的には、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」を削減するとともに、森林などによる「吸収量」を差し引くことで、

温室効果ガスを実質的にゼロにする取り組みです。
※温室効果ガス（ ）とは、二酸化炭素（ ）、メタン、一酸化二窒素、フロンガスのことを言います。
日本では排出される温室効果ガスのうち約 割が二酸化炭素です。
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日本では 年にカーボンニュートラルの
実現を目指すことを宣言。
また 年度において、温室効果ガスを

年度から ％削減することを目指す
という目標を発表しました。

 

 

 

 

 

令和 年 月 日より第 回目の申請が開始された本補助金は、新分野展開、業態転換、事
業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を
有する、中小企業等の挑戦を支援するものとしています。

建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費（加工、設計等）、研修費（教育訓
練費等）、技術導入費（知的財産権導入に係る経費）、広告宣伝費・販売促進費（広告作成、
媒体掲載、展示会出展等）等。

事業再構築補助金の概要について 特
集 

～企業の思い切った事業再構築を支援～ 

① 申請前の直近６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前の同３か月の

合計売上高と比較して ％以上減少している中小企業等。

② 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に

取り組む中小企業等。

③ 補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均 一部 ％ 以上増加、

又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 一部 ％ 以上増加の達成。
 

主要申請要件

通常枠 補助額： 万円～ 万円 補助率：２ ３

卒業枠 補助額： 万円超～１億円 補助率：２ ３

※卒業枠：資本金又は従業員を増やし、中堅・大企業等への成長を目指す事業者

中小企業

通常枠 補助額： 万円～ 万円 補助率：１ ２又は１ ３

グローバルＶ字回復枠 補助額： 万円超～１億円 補助率：１ ２

※グローバル 字回復枠：グローバル展開を目指す事業者

中堅企業

補助対象経費
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日本では 年にカーボンニュートラルの
実現を目指すことを宣言。
また 年度において、温室効果ガスを

年度から ％削減することを目指す
という目標を発表しました。

　昨今、地球温暖化や異常気象などの気候変動問題が顕在化し、主な原因となる温室効果
ガスの排出削減について、地球規模で急務の課題となっています。そこで2020年、約120
ヵ国が「カーボンニュートラル実現」という目標を掲げ、カーボンニュートラルを目指す動き
を加速させるとともに、脱炭素化に向けた大胆な政策措置を打ち出しています。
　本稿では、最近よく耳にする「カーボンニュートラル」について、その必要性や具体的な取
組、支援策についてまとめました。

１　カーボンニュートラルって何？

　カーボンニュートラルとは温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意味します。
　具体的には、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」を削減するとともに、森林などによ
る「吸収量」を差し引くことで、温室効果ガスを実質的にゼロにする取り組みです。
　※温室効果ガス（GHG）とは、二酸化炭素（CO２）、メタン、一酸化二窒素、フロンガスのことを言います。
　　日本では排出される温室効果ガスのうち約９割が二酸化炭素です。
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３ 中小企業における取組のポイント

カーボンニュートラルに向けてどのような取組を行えばいいの？
自社の脱炭素関連技術・サービスを生かして、新しい市場に参入したいけど…
サプライチェーン、需要減等の市場変化やそれが与える自社への影響ってどれくらい？

外部環境の変化を的確に捉える
⇒将来の脅威に対して計画的に行動 例：将来的な自動車の電動化を踏まえた業態転換 等
生産性向上・コスト削減につなげる
⇒高効率機器の導入や徹底的な省エネの推進・現場改善 等
新技術やアイディアを企業の成長につなげる
⇒新たな技術革新ニーズへの対応などカーボンニュートラル産業への参入 等

まずはここから

４ 中小企業の取組事例

工業株式会社
事業内容：自動車部品の製造、金型の設計・製作等
【カーボンニュートラルに貢献する取組】
工場に太陽光発電を設置するとともに、グリーン電力を購入
することで、自社で消費するエネルギーのカーボンニュートラル
化を達成。

★取引先からの 削減要請にも柔軟に対応。
★先行的に環境対応を進めることで、新規採用においては、
継続的な人材確保につながっている。

商店株式会社
事業内容：米、雑穀、飼料、その他食品加工及び販売等
【カーボンニュートラルに貢献する取組】
照明の 化、精米機の省エネ化、環境負荷の小さい包
装材の導入などに取り組むとともに太陽光発電事業を行う。
自家消費とともに （固定価格買取制度）を通じて売
電。

★太陽光発電の売電収入で収益が増大。
★地元企業の再エネに対する理解が浸透。 

産業株式会社
事業内容：ペットボトルのリサイクル事業、再生ペット樹脂の

製造
【カーボンニュートラルに貢献する取組】
日本で初めて、ペットボトルからペットボトルへの水平リサイク
ルを実現。原油から 樹脂を製造する場合と比べて
排出量▲ ％を実現。

★再生材の価値が認知され、事業価値が向上。
★再生材の環境価値を販売価格に反映することで、収益
力を確保。

生産性向上 新事業創出

資源循環 販売株式会社
事業内容：建築用ガラス、サッシの卸販売
【カーボンニュートラルに貢献する取組】

年までに 年比▲55％をターゲットに活動を展
開。排出量の見える化、照明の 化、設備・運用の改
善、配送の効率化などに取り組む。

★消費者の価値観は変化し環境配慮や健康への関心が拡
大。機能性の高いエコガラス市場の需要拡大と相まって業
績は安定している。

経営

排出量の見える化

再生可能エネルギーの導入
脱 低炭素製品・サービス供給

カーボンニュートラル産業への参入
省エネの推進

グリーン電力の購入
廃棄物の資源化

脱 低炭素技術開発

３　中小企業における取組のポイント

　　　　　カーボンニュートラルに向けてどのような取組を行えばいいの？
　　　　　自社の脱炭素関連技術・サービスを活かして、新しい市場に参入したいけど…
　　　　　サプライチェーン、需要減等の市場変化やそれが与える自社への影響ってどれくらい？

まずはここから

外部環境の変化を的確に捉える
⇒将来の脅威に対して計画的に行動 　例：将来的な自動車の電動化を踏まえた業態転換  等

生産性向上・コスト削減につなげる
⇒高効率機器の導入や徹底的な省エネの推進・現場改善  等

新技術やアイディアを企業の成長につなげる
⇒新たな技術革新ニーズへの対応などカーボンニュートラル産業への参入  等

？
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生産性向上

４　中小企業の取組事例

　Ａ  工業株式会社
　事業内容：自動車部品の製造、金型の設計・製作等
【カーボンニュートラルに貢献する取組】

　　工場に太陽光発電を設置するとともに、グリーン電
　力を購入することで、自社で消費するエネルギーのカ
　ーボンニュートラル化を達成。

　★取引先からのCO2削減要請にも柔軟に対応。
　★先行的に環境対応を進めることで、新規採用にお
　　いては、継続的な人材確保につながっている。

新事業創出　Ｂ  商店株式会社
　事業内容：米、雑穀、飼料、その他食品加工及び販売等
【カーボンニュートラルに貢献する取組】

　　照明のLED化、精米機の省エネ化、環境負荷の小
　さい包装材の導入などに取り組むとともに太陽光発
　電事業を行う。自家消費とともにFIT（固定価格買取
　制度）を通じて売電。

　★太陽光発電の売電収入で収益が増大。
　★地元企業の再エネに対する理解が浸透。

資源循環 SDGs経営　Ｄ  販売株式会社
　事業内容：建築用ガラス、サッシの卸販売
【カーボンニュートラルに貢献する取組】

　　2030年までに2013年比▲55％をターゲットに活
　動を展開。排出量の見える化、照明のLED化、設備・
　運用の改善、配送の効率化などに取り組む。

　★消費者の価値観は変化し環境配慮や健康への関心
　　が拡大。機能性の高いエコガラス市場の需要拡大
　　と相まって業績は安定している。

　Ｃ  産業株式会社
　事業内容：ペットボトルのリサイクル事業、再生ペット
　　　　　  樹脂の製造
【カーボンニュートラルに貢献する取組】

　　日本で初めて、ペットボトルからペットボトルへの
　水平リサイクルを実現。原油からPET樹脂を製造す
　る場合と比べてCO2排出量▲63％を実現。

　★再生材の価値が認知され、事業価値が向上。
　★再生材の環境価値を販売価格に反映することで、
　　収益力を確保
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５　国・県の中小企業支援施策

　国　ものづくり・商業・サービス補助金（グリーン枠）

　中小企業等が行う、温室効果ガスの排出削減に資する革新的製品・サービスの開発又は生産プロセス等
の改善に必要な設備投資等を支援。
【補助上限額】  1,000万円、1,500万円、2,000万円 （※従業員規模により異なる）
【補　助　率】  2／3

　国　カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設

　温室効果ガス削減効果が大きく、新たな需要の拡大に寄与することが見込まれる製品の生産に専ら使用
される設備や事業所等の炭素生産性（付加価値額／エネルギー起源CO2排出量）を相当程度向上させる計
画に必要となる設備に対して最大10％の税額控除又は50％の特別償却を新たに措置。
【適 用 期 限】  令和５年度末まで

　国　中小企業等事業再構築促進事業（グリーン成長枠）

　研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決
に資する取組を行う事業者に対する支援。
【補助上限額】  100万円〜１億円 
【補　助　率】  1／2

　県　気候変動対策ビジネス等創出支援補助金

　県内の中小企業者等が実施する気候変動対策に資する製品やサービスの開発・高度化に対し補助金を交付。
【補助上限額】  100万円  
【補　助　率】  1／2
【募 集 期 間】  令和４年７月19日（火）
　　　　　　　  　　　 〜９月９日（金）

　県　自家消費型太陽光発電設備導入支援事業

　工場・事業場やオフィスビル等に導入する自家消費型太陽光発電設備（リースモデル・オンサイトPPA
モデルによる導入も対象）に対し、導入費用の一部を助成。
【補助上限額】  500万円（太陽光発電設備出力×５万円／kW）
【募 集 期 間】  令和４年７月19日（火）〜12月23日（金）

■お問合せ先
【中小機構】 カーボンニュートラル・オンライン相談窓口（事前予約制）
【栃 木 県】 栃木県 環境森林部 気候変動対策課 カーボンニュートラル推進担当　TEL：028-623-3186

〇活用例〇
製紙業界の目標にも掲げられている輸送効率が高い軽量紙
・軽量段ボールを開発し、貨物輸送で生じるCO2の削減に
貢献するための設備投資を行う。

〇活用例〇
自動車整備工場において、電気自動車に対応するため、電気
系統設備の整備機械を導入するとともに、専門家を招いて
OJTを行うことで、整備士のスキルアップを実施していく。

〇活用例〇
・設置が簡単なシート型の止水装置の開発
・除湿冷房機器の耐環境性能の高度化
・規格外農作物を販売するためのサイト構築
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　当組合は、安全施設（道路標識や道路標示、自転車

通行帯やガードレールなど）の新設、更新、維持管理

業務を行っています。

　この度、当組合ではWebサイトの利便性向上を図る
ため、ホームページのリニューアルを行いました。こ

れまでのホームページはパソコンに最適化されており、

スマートフォンなどではページが見づらい状態でした。

組合の活動を対外的に発信していくためには、幅広い

端末からアクセスすることが重要と組合で意見交換を

重ね、今回リニューアルに至りました。現在は、それ

ぞれのデバイスに自動的に最適化された表示でご覧い

ただけるようになっていますので、ぜひアクセスして

みて下さい。

　当組合の組合員である有限会社鈴木材木店では、地

域未来ブランドの創出と地域再生を目指して、木質バ

イオマスボイラーの余熱を利用したマンゴーの栽培を

行っています。栽培しているのは、アーウィンやキー

ツの６品種で、「なかよしマンゴー」の商品名で出荷

しています。平成30年には那珂川町のブランド認定品
となっています。

　今年は６月下旬の猛暑の影響で一気に収穫が進んだ

ため、例年よりも早く収穫期を迎えました。収穫した

マンゴーは組合で運営している交流型直売施設「あか

ねてらす」で販売する他、マンゴープリンやマンゴー

大福に加工しての提供も行いました。今年は特に実が

大きく育ったのでとても好評をいただきました。

　他にも、木質バイオマスボイラーの余熱を利用し、うなぎの養殖や珈琲の栽培が行われています。あかねて

らすでは今年も様々なイベント行う予定ですので、是非遊びに来てくださいね。

■  組合ＨＰをスマホ対応にリニューアルしました。 栃木県安全施設業協同組合

■  今年も完熟マンゴーの収穫期を迎えました。 那珂川町地域資源活用協同組合

　令和４年６月３日（金）、東京・明治記念館にて「令

和４年度全国中小企業青年中央会通常総会並びに創立

30周年記念式典」が開催されました。記念式典では表
彰式が行われ、本県より、栃木県酒造協同組合  栃木
県醸友会が全国中央会会長表彰を受賞し、栃木市公認

管工事業協同組合  青年部翔雄会が全青中会長表彰を
受賞されました。

　記念講演では、デジタル大臣の牧島かれん氏より中

小企業におけるＤＸの取組についてのお話がありまし

た。その後、３年ぶりの懇親会も開催され、全国の青

年部同士の懇親を深めることができました。

■  本県の２組合が表彰をいただきました。 栃木県青年経営者中央会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あかねてらす（那珂川町谷田458-2）

中央左：青年部翔雄会代表 坂本哲也 氏
中央右：栃木県醸友会代表 今井昌平 氏
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　７月13日（水）、杉田酒造株式会社（栃木県酒造協同組合組

合員）を対象に実施いたしました。本事業はアフターコロナ

を見据えて、外国人観光客への訴求力向上を図ることを目的

としています。今回は、昨年度実施された１回目のモニター

ツアーの参加者からの意見等を踏まえながら、疑問点や改善

点について専門家によるコンサルティングを行い、ツアー内

容の再検討を行いました。今後は、専門家によるアドバイス

を参考に、必要な改善に取組み、９月に予定されている２回

目のモニターツアーに向け準備を進めていきます。

　７月21日（木）、ジャイロ総合コンサルティング株式会社　

コンサルタント　松崎哲也氏をお迎えし、「インボイス制度

対応セミナー　〜ココだけ押さえれば大丈夫！インボイス制

度かんたん解説〜」をテーマに、会場投影及びオンライン配

信によるハイブリッド講習会を開催いたしました。講習会で

は、インボイス制度への理解を深めるため、消費税の基本的

な仕組みから、制度の概要及び制度導入前後に事業者が対応

すべき事項について学びました。また、制度導入までのスケ

ジュールを適切に把握した上で自社の方向性を決定し、令和

４年中には準備しておくことが重要であるとのアドバイスが

ありました。

ファムトリップチャレンジ支援事業

事業環境変化対応型支援事業

〜中央会事業のご紹介〜

　栃木県中央会では、組合間連携による災害時の連携体制整備を目標に支援事業を行っています。

まずは防災・減災対策から学んでみたい方、地域間、事業者間で連携する災害時応援協定締結につ

いて勉強したい方、無料で講習会の開催や専門家を派遣いたしますので、是非ご活用ください。

＜支援内容例＞

　●組合の理事会等に合わせて災害対応の勉強会を聞きたい。

　●組合のＢＣＰ策定を考えているが応援協定についても勉強したい。

　●組合の災害対応について専門家の意見を聞きたい。　　等

　　お問い合わせ　　栃木県中央会　事業管理部（028-635-2300）

「緊急時組合連携事業」のご案内

ご活用ください！
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宇都宮市西川田７－１－２
ＴＥＬ  ０２８（６４５）５５６１
ＦＡＸ  ０２８（６５９）４９５９
URL:http://www.kyoudou.net/

宇都宮市八千代１－９－１０
ＴＥＬ  ０２８（６５９）４３７０
ＦＡＸ  ０２８（６５８）９５３２

宇都宮市問屋町３１７２－１
ＴＥＬ  ０２８（６５６）２３２３
ＦＡＸ  ０２８（６５６）７２７５
URL:http://www.umic.or. jp/

大田原市紫塚４－３９４４－１２０
ＴＥＬ  ０２８７（２２）２１２４
ＦＡＸ  ０２８７（２２）２１２５

日光市上鉢石町１０８７
ＴＥＬ  ０２８８（５４）０１４０
ＦＡＸ  ０２８８（５３）３４１９
URL:http://www17.plala.or. jp/
tochikennikkosib/kumiai/index.html

鹿沼市茂呂２６１１－１
ＴＥＬ  ０２８９（６２）５１７１
ＦＡＸ  ０２８９（６２）５１７４
URL:http://www.kmk-net.com/

宇都宮市平出工業団地４４－２８
ＴＥＬ  ０２８（６８３）５６００
ＦＡＸ  ０２８（６６３）２１１７
URL:http://www.u-kankoji.or. jp/

 宇都宮市西一の沢町４－７
公益社団法人　栃木県柔道整復師会内
ＴＥＬ  ０２８（６４８）０５３２
ＦＡＸ  ０２８（６４８）１８４７
E-mail :tochigi@sekkotuin. jp
URL:http://www.sekkotuin. jp/
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那須塩原市上厚崎２７３－３４
ＴＥＬ  ０２８７（７４）５１２６
ＦＡＸ  ０２８７（７４）５１２７
URL:http://www.tochigi- jari.net/

本社／宇都宮市問屋町３１７２－６２
ＴＥＬ ０２８（６５６）３１５５
URL:http://www.hikari-kizai.com/

支店／郡山　　営業所／小山・大田原

大田原市今泉４２９－１７
ＴＥＬ  ０２８７（２３）３２３１
ＦＡＸ  ０２８７（２３）３６６４

大田原市今泉４２９－１７
ＴＥＬ  ０２８７（２３）３２３１
ＦＡＸ  ０２８７（２３）３６６４

宇都宮市平松本町１１４０－１
ＴＥＬ  ０２８（６３５）５５８３
ＦＡＸ  ０２８（６３５）５５８７

宇都宮市花園町６－７
ＴＥＬ  ０２８（６５１）０７０９
ＦＡＸ  ０２８（６４９）５７７７
URL:http://www.tochishosetsu.jp/
E-mail : info@tochishosetsu.jp

宇都宮市明保野町１－６
ＴＥＬ  ０２８（６８９）９０００
ＦＡＸ  ０２８（６８９）９０１８

宇都宮市八千代１－５－１２
ＴＥＬ  ０２８（６１５）２４００
ＦＡＸ  ０２８（６１５）２４０１



8

栃木市岩舟町静１４７６－１
ＴＥＬ  ０２８２（５５）５５４８
ＦＡＸ  ０２８２（２５）６５６８

関東最大級の古物市場

日光市湯西川１０４２
ＴＥＬ  ０２８８（９８）０１２６
ＦＡＸ  ０２８８（９８）０５６８
URL:http://www.heikenosato.com/
E-mail :heikenosato@indigo.plala.or. jp

宇都宮市平出工業団地４４－１４
ＴＥＬ  ０２８（６６２）５５７５
ＦＡＸ  ０２８（６６１）２６６２

宇都宮市清原台１－６－１１
ＴＥＬ  ０２８（６６６）６１２１
ＦＡＸ  ０２８（６６６）６１３１

鹿沼市磯町東川原１２３
ＴＥＬ  ０２８９（７５）３９６１
ＦＡＸ  ０２８９（７５）２０１６
URL:http://www.tochisyu.or. jp/

宇都宮市川田町２２０
ＴＥＬ  ０２８（６５６）５９９３
ＦＡＸ  ０２８（６５６）６８２４

宇都宮市川田町２１１－３
TEL 028（656）5990／FAX 028（656）6824

宇都宮市戸祭４－１４－３１
TEL 028（622）1931／FAX 028（622）1934

URL:http://www.totiden.jp/

宇都宮市岩曽町１３２７－１
TEL 028（661）6427／FAX 028（661）6524

宇都宮市川田町２１０－３
TEL 028（656）4092／FAX 028（656）6824
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真岡市鬼怒ケ丘８－３
TEL 028（667）2535／FAX 028（667）6011

宇都宮市平出工業団地４４－２８　宇都宮市管工事会館２Ｆ
TEL 028（683）6372／FAX 028（683）6373
URL:http://www.tochikanren.or. jp/

足利市福富新町７２６－２４
TEL 0284（71）0922／FAX 0284（71）0923

宇都宮市簗瀬町１９５８－１
TEL 028（639）2611／FAX 028（639）2985

鹿沼市万町７５２－６
TEL 0289（65）2020／FAX 0289（65）6592

宇都宮市簗瀬町１９５８－１
TEL 028（636）5221／FAX 028（639）2975

小山市城東４－１－３５
TEL 0285（30）7780／FAX 0285（24）6662

URL:http://tjsc. jp

足利市有楽町８３５
TEL 0284（42）7545／FAX 0284（43）2664

URL:http://www.tetuas24.com

宇都宮市明保野町３－１６
TEL 028（614）7929／FAX 028（614）2343

宇都宮市上御田町３４0
TEL 028（688）1401／FAX 028（688）1402

佐野市大橋町１１２６－６
TEL 0283（21）3122／FAX 0283（21）3123

宇都宮市鶴田町３２００－２
TEL 028（637）1007／FAX 028（634）0269

URL:http://www.tochizeikyo.or. jp/

宇都宮市宝木町１－２８
TEL 028（622）7580／FAX 028（622）7588

URL:http://www.topia.or. jp/

下都賀郡壬生町おもちゃのまち１－３－１０
TEL 0282（86）0331／FAX 0282（86）0333

﨑

栃木市境町２３－８
TEL 0282（20）5666／FAX 0282（24）9660

鹿沼市流通センター６６
TEL 0289（78）2111／FAX 0289（78）2110

URL:http://www.trc3.jp/
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宇都宮市馬場通り２－３－１２
ＭＥＧＡドン・キホーテ　ラパーク宇都宮店３Ｆ
TEL 028（633）0634／FAX 028（633）0636

URL:http://www.gyozakai.com/
宇都宮市東浦町１６－８

TEL 028（659）2177／FAX 028（659）2177

佐野市小見町１０８－２１
TEL 0283（62）1238／FAX 0283（62）1083

宇都宮市江野町７－１３　プラザヒカリビル４Ｆ
TEL 028（634）3769／FAX 028（634）1414

宇都宮市宿郷２－１０－１１
TEL 028（651）5225／FAX 028（635）3090

URL:http://tochibi.com

宇都宮市塙田４－４－１０
TEL 028（622）3517／FAX 028（625）7593

URL:http://tochi-riyo.com/

那須塩原市塩原６７５－９
TEL 0287（32）2248／FAX 0287(31）1124

URL:http://www.siobara.or. jp/

宇都宮市二荒町５－１９
TEL 028（634）6655／FAX 028（634）6656

佐野市葛生東１－１３－２１
TEL 0283（85）3700／FAX 0283（86）4310
URL:http://www.tochigi-lime.com/

佐野市葛生東１－１３－２１
TEL 0283（85）3331／FAX 0283（85）3332

〒320－0806
宇都宮市中央３－１－４　栃木県産業会館３Ｆ
TEL・FAX　０２８（６３５）２０６５
URL：http://www.sinkokai. jp
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宇都宮市下栗１－４－３
TEL 028（638）1919／FAX 028（638）1912

URL:http://tochigi.akabou.jp/

日光市今市１６５９－１３１
TEL 0288（22）7382／FAX 0288（22）7382

足利市野田町１１２０－２２
TEL 0284（72）8706／FAX 0284（72）8707
URL:http://www.ashikagatruck.or. jp/

宇都宮市元今泉２－２５－３８
TEL 028（612）2570／FAX 028（636）5517

小山市大字外城１５７－３
TEL 0285（23）3026／FAX 0285（25）4711

宇都宮市平出工業団地４４－３
TEL 028（662）7211／FAX 028（662）5592

下野市小金井２３４９－１
TEL 0285（53）1883／FAX 0285（53）3403

日光市野口６３８－１
TEL 0288（53）5021／FAX 0288（53）5022

栃木市大宮町２５００
TEL 0282（27）5225／FAX 0282（27）8285

資源のリサイクルで地球温暖化防止に貢献します

宇都宮市天神２-７-１８
鈴木会計事務所内　　
ＴＥＬ  ０２８（６３４）５９３０　　　
ＦＡＸ  ０２８（６６６）８５１３　

宇都宮市明保野町５－８　サンダーⅢ２階
TEL 028（635）9268／FAX 028（635）9269
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宇都宮市中央３－１－４　栃木県産業会館３階

ＴＥＬ 028（635）2300　FAX 028（635）2302
URL:http:www.tck.or. jp/

宇都宮市双葉１－２－１
TEL 028（684）2300　FAX 028（612）2132

URL:http://www.jl-tochigi.net

宇都宮市徳次郎町２６２０
TEL 028（665）8510／FAX 028（665）8511
URL:http://monotsukuri-mca.com/

宇都宮市戸祭町2183－1
TEL 028（622）9312／FAX 028（621）9201

URL:http://tochigidenki .com

宇都宮市中央３－１－４　栃木県中小企業団体中央会内
TEL 028（635）2300／FAX 028（635）2302

宇都宮市双葉１－２－１
TEL 028（678）8064／FAX 028（678）8271

URL:http://www.smpf.or. jp/

宇都宮市平松町４８３－１
TEL 028（635）7778／FAX 028（636）1998

宇都宮市中央３－１－４　栃木県中小企業団体中央会内
TEL 028（635）2300／FAX 028（635）2302
URL:http://www.tck.or. jp/michinoeki/

宇都宮市中央３－１－４　栃木県中小企業団体中央会内
TEL 028（635）2300／FAX 028（635）2302
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沖縄県広告美術協同組合（沖縄県）
　2015年の札幌の看板落下事故、2018年の台風21号の関西での看板の被害など、屋外広告物の落

下や倒壊事故が全国で問題視されてきた。一方、これまでの屋外広告の点検業務では、目視やハン

マーを用いた打音検査で強度を測るなど、主観的な経験値に頼るところもあり、一定の経験値が必

要になることからベテラン人材の確保が必要だった。また、点検に要する時間も長時間になること

から労働環境の改善、作業効率化も解消すべき課題であった。

　当組合の点検技能講習受講修了事業所は総組合員の約３分の２を占めるが、目視や触診など手作

業の点検では人手と多くの時間、危険性と責任を伴う割にその付加価値は見出しにくく、看板の点

検業務に対してはまだまだ消極的で、点検を引き受けない事業所も多かった。

　そこで当組合ではこうした課題を解決すべく、働き方改革推進支援助成金を活用して４種の機器

を導入し、組合員への貸出業務を開始した。機器を使用することで、経験の少ない作業員でも少人

数で安全かつ正確な点検が可能になった。それだけではなく、機器を使用することにより点検業務

の労働環境の改善、品質向上と効率化を同時に実現することができた。また、基準に基づいた数値

や画像での情報をデータ化し、耐久性や交換時期をわかりやすく示すことで、点検業務の付加価値

が明確になった。

　組合の機器貸出事業を利用する組合員からは、「より正確に点検・確認を行えるようになり、今

まで以上に危険を察知し易くなった」「機器を使うことで目に見えない危険を予測出来る。経験か

らの目測も大事だが、実際に計測した数値などとあわせて判断し、より安全な状態を維持できるよ

うにしたい」と高評価を得ている。組合員に対しては、機器使用による作業安全性・労働能率の向

上や点検結果数値の見える化について更に周知し、

点検業務の積極的な受注に繋げていく予定である。

屋外広告物の点検業務を効率化し、労働環境を改善

住　　所 〒901−2131　沖縄県浦添市牧港5−15−1  ２階

設　　立 昭和53年２月 主な業種 広告業

組合員数 39人 出 資 金 10,160千円

員外利用について
次のような場合、員外利用に該当しますか？

①組合が組合員のために共同受発注・決済等の事業についてコンピュータ・オンラインシス

　テムを利用して合理化を図ろうとする場合において、組合員の取引先等が当該システムを

　利用する。

②組合が組合員の取り扱う物品の共同販売の売上増を図るため、組合員の取り扱っていない

　物品を員外者から仕入れ、組合で販売する（例えば、弁当の共同販売を実施する組合が、

　日本茶、みそ汁等を仕入れ、弁当の売上アップを図る）。

Q&A	 	 	 	 	 	 	 	 	 役員の任期伸長規定について 
 

通常総会の日が役員の任期を超えて開催されることがありますが、役員の任期

が切れることのないようにするには、どうしたら良いのでしょうか？ 
 
	 	 	 	 	  
 
通常総会が理事の任期を超えて開催されることがあるため、中協法第 36条第４項は「任

期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結時まで伸長することを妨げない」と規

定しています。定款にこの規定を設けることにより、通常総会の日が年度によって異なる

のに応じて理事の任期が短縮または伸長され、常に通常総会の終結時の時をもって任期が

満了することになります。 
	 また、理事の任期について、中協法第 36 条第１項では、「理事の任期は、２年以内にお
いて定款で定める期間とする」と規定していますので、２年以内の任期を定款で定めると

ともに、この伸長規定を設けることにより、通常総会開催前に理事の任期が切れることを

避けることができます。これにより、決算関係書類の承認に当たって、決算当時の理事に

現任者として説明の任に当たらせることができ、より適正な組合運営が期待されます。 
	 なお、任期満了または辞任によって退任した組合の役員は新たに選任された役員が就任

するまで役員としての権利義務を有することとされていますが（中協法第 36 条の２）、こ
れは「退任した」役員の残任を義務付けた規定であって、役員の任期自体を伸長させるも

のではありません。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （全国中小企業団体中央会「組合質疑応答集」より転載） 
 
 
 
 

Q 
A 定款に、残任義務に関する規定を設けておくことが望まれ

ます。 

伸長規定を設けた場合、就任日から２年を超える・超えない（満たな

い）にかかわらず、任期は常に総会終結時まで。  
 

広告（栃木県信用保証協会） 
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満了することになります。 
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ともに、この伸長規定を設けることにより、通常総会開催前に理事の任期が切れることを

避けることができます。これにより、決算関係書類の承認に当たって、決算当時の理事に

現任者として説明の任に当たらせることができ、より適正な組合運営が期待されます。 
	 なお、任期満了または辞任によって退任した組合の役員は新たに選任された役員が就任

するまで役員としての権利義務を有することとされていますが（中協法第 36 条の２）、こ
れは「退任した」役員の残任を義務付けた規定であって、役員の任期自体を伸長させるも

のではありません。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （全国中小企業団体中央会「組合質疑応答集」より転載） 
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A 定款に、残任義務に関する規定を設けておくことが望まれ

ます。 
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広告（栃木県信用保証協会） 

POINT 

①組合員の取引先（仕入先または販売先）とのネットワークによる受発注業務は、従来の共同

　販売、共同購入の受発注をオンライン化し、組合が組合員のために外部との取引またはその

　仲立ちを行うものであり、員外利用に該当しません。

②員外者が組合事業に関与していても、組合が購入する物品の仕入先、組合が販売する物品の

　販売先など組合員の利用と本来的に競合しない態様での関与であれば、員外利用の概念が生

　じないと考えられ、員外利用に該当しません。

（全国中小企業団体中央会「中小企業組合質疑応答集」より一部転載）

工業用内視鏡による内部撮影 超音波厚さ計による鋼材の肉厚測定

住 　 所
U R L
設 　 立 主 な 業 種
組 合 員 数 出 資 金
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https:// www.o-kanban.com
昭和53年2月 広告業
39人 11,400千円

屋外広告物の点検業務を効率化し、労働環境を改善

沖縄県広告美術協同組合

■背景・目的
2015年の札幌の看板落下事故、2018年の台風21号の関西での看板の被害など、屋外広告物の落下や倒壊事故が全
国で問題視されてきた。
一方、これまでの屋外広告の点検業務では、目視やハンマーを用いた打音検査で強度を測るなど、主観的な経験値に頼
るところもあり、一定の経験値が必要になることからベテラン人材の確保が必要だった。また、点検に要する時間も長時
間になることから労働環境の改善、作業効率化も解消すべき課題であった。
■取組みの手法と内容
点検技能講習受講修了事業所は組合会員の約3分の2を占めるが、目視や触診など手作業の点検では人手と多くの時
間、危険性と責任を伴う割にその付加価値は見出しにくく、看板の点検業務に対してはまだまだ消極的で、点検を引き受
けない事業所も多かった。こうした課題を解決すべく組合で
は、働き方改革推進支援助成金を活用して4種の機器を導入
し、組合員への貸出業務を開始した。
機器を使用することで、経験の少ない作業員でも少人数で
安全かつ正確な点検が可能になった。
それだけではなく、機器を使用することにより点検業務の
労働環境の改善、品質向上と効率化を同時に実現することが
できた。また、基準に基づいた数値や画像での情報をデータ化
し、耐久性や交換時期をわかりやすく示すことで、点検業務の
付加価値が明確になった。
組合員に対しては、機器使用による作業安全性・労働能率の
向上や点検結果数値の見える化について更に周知し、点検業
務の積極的な受注に繋げたい。
国のガイドラインが改正され屋外広告物の点検が義務化さ
れているなかで、沖縄県でも屋外広告物条例の改正を準備し
ており、今後の点検業務の需要に期待したい。
■成果とその要因
組合の機器貸出事業を利用する組合員からは、「より正確に
点検・確認を行えるようになり、今まで以上に危険を察知し易
くなった」「機器を使うことで目に見えない危険を予測出来
る。経験からの目測も大事だが、実際に計測した数値などとあ
わせて判断し、より安全な状態を維持できるようにしたい」と
高評価を得ている。

超音波厚さ計による鋼材の肉厚測定

工業用内視鏡による内部撮影

組合で機器を導入し組合員の課題を解決。屋外広告物の点検業務の効率化・労働環境の改善を図り、点検の結
果を見える化することで、点検業務の付加価値が明確になった。
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屋外広告物の点検業務を効率化し、労働環境を改善

沖縄県広告美術協同組合

■背景・目的
2015年の札幌の看板落下事故、2018年の台風21号の関西での看板の被害など、屋外広告物の落下や倒壊事故が全

国で問題視されてきた。
一方、これまでの屋外広告の点検業務では、目視やハンマーを用いた打音検査で強度を測るなど、主観的な経験値に頼

るところもあり、一定の経験値が必要になることからベテラン人材の確保が必要だった。また、点検に要する時間も長時
間になることから労働環境の改善、作業効率化も解消すべき課題であった。
■取組みの手法と内容
点検技能講習受講修了事業所は組合会員の約3分の2を占めるが、目視や触診など手作業の点検では人手と多くの時

間、危険性と責任を伴う割にその付加価値は見出しにくく、看板の点検業務に対してはまだまだ消極的で、点検を引き受
けない事業所も多かった。こうした課題を解決すべく組合で
は、働き方改革推進支援助成金を活用して4種の機器を導入
し、組合員への貸出業務を開始した。
機器を使用することで、経験の少ない作業員でも少人数で

安全かつ正確な点検が可能になった。
それだけではなく、機器を使用することにより点検業務の

労働環境の改善、品質向上と効率化を同時に実現することが
できた。また、基準に基づいた数値や画像での情報をデータ化
し、耐久性や交換時期をわかりやすく示すことで、点検業務の
付加価値が明確になった。
組合員に対しては、機器使用による作業安全性・労働能率の

向上や点検結果数値の見える化について更に周知し、点検業
務の積極的な受注に繋げたい。
国のガイドラインが改正され屋外広告物の点検が義務化さ

れているなかで、沖縄県でも屋外広告物条例の改正を準備し
ており、今後の点検業務の需要に期待したい。
■成果とその要因
組合の機器貸出事業を利用する組合員からは、「より正確に

点検・確認を行えるようになり、今まで以上に危険を察知し易
くなった」「機器を使うことで目に見えない危険を予測出来
る。経験からの目測も大事だが、実際に計測した数値などとあ
わせて判断し、より安全な状態を維持できるようにしたい」と
高評価を得ている。

超音波厚さ計による鋼材の肉厚測定

工業用内視鏡による内部撮影

組合で機器を導入し組合員の課題を解決。屋外広告物の点検業務の効率化・労働環境の改善を図り、点検の結
果を見える化することで、点検業務の付加価値が明確になった。
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　６月の県内ＤＩ値は、前月と比較して、売上高は−1.9ポイント、収益状況は−13.5ポイント、業界の景
況は−5.8ポイント悪化した。相次ぐ原材料・燃料の価格高騰や円安による輸入物価の上昇により、製造
業を中心に価格転嫁が追いつかず、収益確保に苦慮している声が多く聞かれた。物価高騰の影響は業種を

問わず及んでいて、コロナ禍からの経済回復を停滞させている。

景況天気図（前年同月比の DI値） DI値の推移（対前年同月比）

※DI（Diffusion Index）値とは、景気の動きを
とらえるための指標です。各景況項目について

「増加・好転」との回答した業種から、「減少・
悪化」との回答をした業種の割合をもとに示し
ております。
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食 料 品
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卸 売 業
　

小 売 業

　

サービス業

建 設 業
　

運 輸 業

その他の
非製造業

製
造
業

非
製
造
業

※情報連絡員の方より頂いたコメントの中から一部掲載しています。

　集計結果の詳細は本会HP（http://www.tck.or.jp/）をご覧ください。

原材料・エネルギーの状況は変わらず今後の値上げが心配である。（和洋菓子製造業）

前月同様、今月も売上自体は比較的堅調に推移。数字上はコロナ前の水準まで戻したが、
国内需要は復調しておらず、景況感はまだ不安定と感じる。徐々に雇用調整助成金等の利
用に頼らず会社経営を行えるように新たな施策を考えていかなければならないと考える。
最近は、リサイクル素材の商材の問い合わせが多く、商品化できないか社内で検討中であ
る。（絹・レース・繊維粗製品製造業）

住宅用建材の合板が不足している状態である。ウッドショックについては落ち着きを見せ
ているが、合板不足が今後どう影響をしていくのか懸念している。（一般製材業）
弊社工場は受注旺盛で酷暑の最中もフル稼働しているが、人員不足が要因である。昨期よ
り各種求人を続けているものの営業系で成果はあったが、製造系・事務系では人材確保が
厳しい。また、卸売業務では受注確保に苦戦しており、同様に各建具製造メーカーも受注
量が安定しないようである。さらに、昨年以上に資材、材料の高騰と入手難は続いている。
（建具製造業）

ウクライナ問題等により、紙・版など原材料の更なる値上げが予告されている。価格転嫁
したいが、それにより需要が更に減少しつつある。（ペーパーレス化等）業態変革が迫ら
れている状況である。（印刷業）

梅雨期とともに観光客が減少傾向にあり、焼物屋生産量も減少していると感じる。例年で
も夏場は売上減少傾向にある。（陶磁器・同関連製品製造業）

鋼材においては、原材料価格が更に高騰を続けているが、一方でスクラップ価格は下落傾
向にあり利益を圧迫している。自動車関連は、依然として部品不足によりメーカーの相次
ぐ稼働停止で、臨時休業を実施した企業もあり生産の不安定に苦慮している。業務全般に
関わる物価の高騰に価格転嫁が追いつかない。梅雨明け以降の猛暑続きで、就労環境も
厳しく、更には電力不足対応とコロナ対応以上に職場の環境改善が求められて来ている。
（金属製品製造業）

燃料費の高騰、電気料金の燃料調整額の大幅な上昇が不安材料になっている。企業間によ
って格差が大きい。収益がある企業と悪化している企業がはっきり分かれている。（一般
機械器具製造業）

業況に大きな変更もなく、今のところ半導体関係以外の商品の値上はないが、メーカーよ
り円安の影響により値上げをほのめかす発言が出ている。（化粧品卸売業）
一部業種を除き全体として売上高、業況等は前年同期に比べて好転となっている。各社と
も仕入単価上昇により販売価格も上昇している。（各種商品卸売業）

原油・穀物・食用油・輸入品等の輸送コストの値上がりやコロナ禍でのワーカー不足の為、
処理が出来ない状況で入荷が少ない。（食肉小売業）
新車製造が滞り、中古車の発生が大きく減少。中古車の海外バイヤーが購入意欲旺盛で円
安もあり相場は上昇。仕入が困難になってきている。新車代替の中古需要は大きくなく、
車検を取って新車待ちもある。収益は厳しい。（中古自動車小売業）

宿泊はいちご一会とちぎ国体のリハーサルを兼ねたスポーツコンベンションが数多く開催
され、宿泊者数が上昇している。宴会はコロナウイルス感染拡大により100％ダウン。飲
食店はまん延防止措置の解除により客数は少しずつ戻りつつあるがコロナ前と比較すると
足りない状況である。（旅館・ホテル）
ここへ来て、諸物価の高騰が阻害要因となり始めてきた。今年の４月から一部弁当価格の値
上を実施したが収益面での効果を得られず、今後全ての商品での価格見通しを行う予定で
ある。給食業界においては、同業者間での競争の激化、中食産業の台頭による市場の圧迫
感から、収益性の低下により組合の解散や閉鎖が相次いできた。（配達飲食サービス業）

建設資材については、コンクリートなど全般的に急激な価格上昇となっている状況であり、
今後の影響を懸念している。（総合工事業）
円安等により原材料費などの上昇が収益を圧迫している。売上高においても対前年比に対
して約10％減少している。（職別工事業）

自動車生産減、建設資材不足等により荷の動きが悪くトラックの稼働が少ない。燃料価格
の上昇分の取引価格への反映が良くなってきているが従来通り価格を転嫁できない事もあ
り厳しい。（貨物自動車運送業）

売上高はやや増加している。（大谷石採石業）
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組合インタビュー

この人に

聴く
Vol. 39

　栃木県は、世界遺産日光をはじめとした豊かな自然と清

涼な「水」に恵まれている土地柄です。この風土を生かし

て古来より盛んに行われてきた日本酒造り。本県は全国に

おいても上位に入賞するほど良質な日本酒の産地として知

られています。

　今回は栃木県酒造協同組合青年部「醸友会」会長である

今井昌平さんにお話をお伺いしました。

初めに、組合の設立の経緯について教えてください。
　当組合は昭和25年２月、日本酒の原料となる原料米の斡旋事業を目的に設立されました。当組合の

他に、広告宣伝や組合員への情報提供などを行う「栃木県酒造組合」と、アンテナショップ「酒々

楽」の運営や組合会館の管理をする「一般社団法人栃木県酒業会館」があり、これら３法人が連携し

て運営を行っています。所属するメンバーは同一ですが、事業によって法人格を使い分けることで幅

広い活動が可能になっています。

　ところで、伝統の技法で日本酒を醸すリーダーを、酒造業界では「杜氏（とうじ）」と呼んでいます。

新潟県の「越後杜氏」や岩手県の「南部杜氏」、兵庫県の「丹波杜氏」の杜氏集団が三大杜氏として有

名ですが、本県では、下野の国（栃木県）の日本酒の素晴らしさを末永く後世に伝えていきたい、と

いう想いから、若手を中心に「下野杜氏」が創られました。下野杜氏に認定されるには、学科試験や

利き酒試験を始めとした、厳しいカリキュラムと試験に

合格する必要があります。簡単に認定される資格ではな

いからこそ、本県の酒造りのレベルが一定以上に保たれ、

全国の中でも上位の酒質を維持しているのだと思います。

　組合設立当時は100蔵元以上あったと言われております

が、現在は30蔵元にまで減少してしまいました。しかし、

各蔵元がお互い切磋琢磨しながら酒造技術とセンスを磨

き、栃木の地酒の品質向上に向けて日々努力しています。

組合の主な活動について教えてください。
　原料米の斡旋事業の他、連携している３法人が共同で各種イベントの開催と、きき酒処「酒々楽

（ささら）」の運営を行っています。

　代表的なイベントは「下野杜氏新酒発表」で、コロナ禍以前

は毎年春に東京と大阪で開催していました。飲食店や小売店向

けの部と、一般消費者向けのパーティー形式の部に別れて実施

することで、県外のたくさんの方に栃木の地酒を知っていただ

くことができました。有難いことに、毎年開催を楽しみにして

いただいていますので、早く再開できることを願っています。

　「酒々楽」では、県内の蔵元が造る日本酒を１杯100円で楽し

めるアンテナショップとして、平成11年にオープンいたしまし

た。現在は28蔵が２種ずつ出展しています。コロナ禍で休業し

ていましたが、感染対策を徹底した配置にリニューアルし、７

今井昌平さん

栃木県の酒蔵集合写真

　栃木県酒造協同組合

醸友会（青年部）会長　今井 昌平さん

「酒々楽」
宇都宮市本町12−31　
平日17：00〜19：00営業
（木・土・日・祝祭日定休）

TEL：028-622-5071
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月１日より営業を再開しました。気になっていた日本酒を試飲することで、自分好みの銘柄を見つけ

ることができますし、回数券制のため気軽に足を運びやすく、飲み会の「０次会」に活用いただくこ

とも多いです。

青年部「醸友会」の活動について教えてください。
　現在醸友会では、県内の30蔵から１名ずつ参加した30人のメンバーにより構成されており、栃木の

地酒を盛り上げていくために様々な事業を行っています。

　毎年夏には、酒造技術の向上を図るため、先進的な技術で酒造りを行っている酒蔵をお呼びし講演

いただいています。最近では、ＡＩを活用した醸造や透明タンクでの酒造りについて学びました。各

蔵で特徴的な取組をされているので、そのような話を聴くの

は興味深いですし、大変勉強になります。

　県外の酒蔵への視察も積極的に行っています。これまで、

北海道から四国、九州まで、全国のあらゆる酒蔵に行き、醸

造現場を見学させていただきました。もちろん視察後は、そ

の地元の蔵元さん達と「交流」という名の大宴会！日本酒を

造る同士として、情報交換の機会は視察と同じくらい重要な

ものです。

　酒造りには、伝統を承継することはもちろん、次世代を担

う若い世代の“新しく柔軟な考え方”を取り入れていくこと

が必要であると思っています。若手同士の連携による発想力と行動力を生かして、より一層の醸造技

術の底上げと地酒の魅力発信を目指していきたいと思います。

今後の展望について教えてください。
　現在、インバウンドの再開を見越して各蔵で準備を進めています。

昨年度より、中央会の支援事業を通して、蔵元のモニターツアーの

実施・検証を行い、アフターコロナに対応できる体制づくりを目指

しています。

　栃木の日本酒はフランスの日本酒コンクール「Kura  Master」
で最優秀賞を受賞するなど、国際的にも評価されています。そこで

今後は、市場開拓に繋げるため、地理的表示（ＧＩ）の取得など海

外への輸出促進にも力を入れていきたいです。あとは、やはり体験型のイベントは需要が大きいので、

コロナの状況も考慮しながらイベント再開に向けた準備を行っていきたいですね。

最後に中央会に期待することを教えてください。
　補助金や施策の情報提供は毎回とてもありがたく思って

います。また、組合運営についても分からない点はご指導

いただき、中央会は「かゆいところに手が届く存在」です。

今後ともよろしくお願いいたします。

本日はありがとうございました。

栃木の地酒の特徴は？
　栃木県内各蔵の製造責任者は全て地元出身であり、県酒造組合の育成プログラムによって「越後杜氏」、
「南部杜氏」の融合技術を継承しています。こうした次世代型酒造技術者集団によって醸された本県の清酒
は、全体的に適度な旨味とふくらみのある濃醇タイプであり、後口のすっきりしたキレのあるやや辛口タイ
プの酒質を有しています。その中でもコクのある濃醇タイプの清酒は、原料米の特徴を生かし、味のりが良
く、酸味と旨味のバランスがとれた味わいです。一方で、華やかなタイプの清酒は、果実のような
香りとなめらかで軽い酒質が調和しています。本県には30蔵あり、蔵によって個性がそれぞれ。
一杯でも二杯でも三杯でも、あなたのお気に入りの地酒をぜひ見つけてみてはいかがでしょうか。

在日外国人によるモニターツアー体験

醸友会の視察研修の様子

代 表 者 尾﨑　宗範（天鷹酒造㈱）
設　　立 昭和25年２月28日

所 在 地 栃木県宇都宮市本町12−31

電　　話 028−622−5071

組合員数 30名
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栃木労働局からのお知らせ

ＳＴＯＰ！熱中症
“熱中症予防のための７つのルール” を守りましょう！

職場における学び・学び直し促進ガイドラインについて

　職場における熱中症により、毎年約20人が亡くなり、約600人が４日以上仕事を休んでいます。夏

季を中心に「STOP！熱中症  クールワークキャンペーン」を展開し、職場での熱中症予防に取り組

みましょう！

　栃木労働局では、熱中症による死傷災害の発生状況をもとに、熱中症予防のために、特に、実施し

てもらいたいことを“熱中症予防のための７つのルール”として取りまとめました。積極的な取組を

お願いします。

熱中症予防のための７つのルール

　企業・労働者を取り巻く環境が急速かつ広範に変化し、労働者の職業人生の長期化も同時に進行す

る中で、労働者の学び・学び直しの必要性が益々高まっています。変化の時代においては、労働者の

「自律的・主体的かつ継続的な学び・学び直し」が重要であり、学び・学び直しにおける「労使の協

働」が必要となります。このような背景を踏まえて、厚生労働省は、ガイドラインを策定しました。

本ガイドラインでは職場における人材開発の抜本的な強化を図るため、基本的な考え方や労使が取組

むべき事項、公的な支援策等を体系的に示しています。ぜひご覧ください。

　詳しくは右図ＵＲＬよりアクセスください。

　【お問合せ先】栃木労働局職業安定部　TEL：028-610-3558

　 暑さに備えた事前の準備 暑さに備えて、事前の「WBGT指数計」の準備やWBGT値に応

１  じた作業計画の策定、冷房設備やミストシャワーなどの設備対

  策、休憩場所の確保、熱中症予防の教育をすること

２ 熱への順化期間の設定 体を慣らすための熱への順化期間を設けること

３
 WBGT値、労働者の健康状態 作業当日のWBGT値を把握した上で、作業開始前に労働者の健

 及び暑熱順化状況の把握 康状態及び暑熱順化状況を把握すること。

４ 服装などの検討 通気性の良い服を着用すること

５
 水分・塩分の一斉補給 のどの渇きにかかわらず、一斉に（始業前・休憩時間）、水分・

  塩分を補給すること

６
 作業時間の短縮・こまめな休 暑さに慣れていないときやWBGT値が高いときは、こまめに休

 憩 憩を取ること

７
 緊急事態時の病院搬送 異変が生じたときは、個人任せや一人にしないでためらわずに

  病院へ運ぶこと

　※WBGT…暑さ指数（31以上：危険、28〜31：厳重警戒、25〜28：警戒、25未満：注意）

栃木労働局からのお知らせ

！熱中症
“熱中症予防のための７つのルール” を守りましょう！

職場における熱中症により、毎年約 人が亡くなり、約 人が４日以上仕事を休んでいます。夏季を
中心に「 ！熱中症 クールワークキャンペーン」を展開し、職場での熱中症予防に取り組みましょう！
栃木労働局では、熱中症による死傷災害の発生状況をもとに、熱中症予防のために、特に、実施してもらい
たいことを“熱中症予防のための７つのルール”として取りまとめました。積極的な取組をお願いします。

※ …暑さ指数（ 以上：危険、 ～ ：厳重警戒、 ～ ：警戒、 未満：注意 ）

職場における学び・学び直し促進ガイドラインについて

企業・労働者を取り巻く環境が急速かつ広範に変化し、労働者の職業人生の長期化も同時に進行する
中で、労働者の学び・学び直しの必要性が益々高まっています。変化の時代においては、労働者の「自律的・
主体的かつ継続的な学び・学び直し」が重要であり、学び・学び直しにおける「労使の協働」が必要となります。
このような背景を踏まえて、厚生労働省は、ガイドラインを策定しました。本ガイドラインでは職場における人材
開発の抜本的な強化を図るため、基本的な考え方や労使が取組むべき事項、公的な支援策等を体系的に
示しています。ぜひご覧ください。
詳しくは右図 よりアクセスください。
【お問合せ先】栃木県労働局職業安定部

熱中症予防のための７つのルール

１
暑さに備えた事前の準備 暑さに備えて、事前の「 指数計」の準備や 値に応

じた作業計画の策定、冷房設備やミストシャワーなどの設備対策、
休憩場所の確保、熱中症予防の教育をすること

２ 熱への順化期間の設定 体を慣らすための熱への順化期間を設けること

３
値、労働者の健康状態及

び暑熱順化状況の把握
作業当日の 値を把握した上で、作業開始前に労働者の
健康状態及び暑熱順化状況を把握すること。

４ 服装などの検討 通気性の良い服を着用すること

５
水分・塩分の一斉補給 のどの渇きにかかわらず、一斉に（始業前・休憩時間）、水分・塩

分を補給すること

６
作業時間の短縮・こまめな休憩 暑さに慣れていないときや 値が高いときは、こまめに休憩を

取ること

７
緊急事態時の病院搬送 異変が生じたときは、個人任せや一人にしないでためらわずに病院

へ運ぶこと
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餃子を食べてデザートにどら焼きセット

お店で食べるような豪華な
サラダをご家庭でセット

豪華家飲みセット

道の駅の温泉セット

協同組合宇都宮餃子会 × 栃木県菓子工業組合
健太餃子　３種類（宇都宮餃子館）

栃木県中央会の会員の逸品を、コンセプトに合わせて
おトクにセレクトしたアソートセットができました。
自分へのご褒美もよし、県外の友人へのギフトもよし。

ぜひ、お楽しみください。

生どら焼きアソートセット（マスキン）
￥ 5,628 （送料込）

丸正食品協同組合 × 栃木県臓器協同組合
農民ロッソCOCO FARM & WINERY（㈱横倉本店）

和牛熟成白カビサラミ（㈱渡清）
￥ 5,295 （送料込）

栃木県道の駅連絡協議会 × 栃木県臓器協同組合
もてぎの柚ドレッシング（道の駅もてぎ）

ジャンボン・ド・パリ（㈱渡清）
￥ 4,310 （送料込）

栃木県道の駅連絡協議会
天然湯乃華（道の駅那須高原友愛の森）

喜連川の湯（道の駅きつれがわ）
￥ 4,820 （送料込）

 

栃木県㆗中央会の会員の逸逸品を、コンセプトに合わせて
おトクにセレクトしたアソートセットができました。
自分へのご褒美もよし、県外の友㆟人へのギフトもよし。

ぜひ、お楽しみください。

餃⼦子を⾷食べてデザートにどら焼きセット

⽣生どら焼きアソートセット（マスキン）
健太餃⼦子 3種類（宇都宮餃⼦子館）

豪華家飲みセット

農⺠民ロッソCOCO  FARM  &  WINERY（㈱横倉本店）
和⽜牛熟成⽩白カビサラミ（㈱渡清）

お店で⾷食べるような豪華な
サラダをご家庭でセット

ジャンポン・ド・パリ（㈱渡清）
もてぎの柚ドレッシング（道の駅もてぎ）

道の駅の温泉セット

喜連川の湯（道の駅きつれがわ）
天然湯乃華（道の駅那須⾼高原友愛の森）

協同組合宇都宮餃⼦子会 × 栃⽊木県菓⼦子⼯工業組合

￥ 5,628  （送料料無料料）

丸正⾷食品協同組合 × 栃⽊木県臓器協同組合

￥ 5,295  （送料料無料料）

栃⽊木県道の駅連絡協議会 × 栃⽊木県臓器協同組合

￥ 4,310  （送料料無料料）

栃⽊木県道の駅連絡協議会

￥ 4,820  （送料料無料料）

商品は【楽天市場 monmiya通販】で販売しております。
先着200名限定で500円オフクーポン配布㆗中！

■お問合せ先 栃木県㆗中央会 事業推進部 ↕ 028-635-2300

中央会からのお知ら
 

栃木県㆗中央会の会員の逸逸品を、コンセプトに合わせて
おトクにセレクトしたアソートセットができました。
自分へのご褒美もよし、県外の友㆟人へのギフトもよし。

ぜひ、お楽しみください。

餃⼦子を⾷食べてデザートにどら焼きセット

⽣生どら焼きアソートセット（マスキン）
健太餃⼦子 3種類（宇都宮餃⼦子館）

豪華家飲みセット

農⺠民ロッソCOCO  FARM  &  WINERY（㈱横倉本店）
和⽜牛熟成⽩白カビサラミ（㈱渡清）

お店で⾷食べるような豪華な
サラダをご家庭でセット

ジャンポン・ド・パリ（㈱渡清）
もてぎの柚ドレッシング（道の駅もてぎ）

道の駅の温泉セット

喜連川の湯（道の駅きつれがわ）
天然湯乃華（道の駅那須⾼高原友愛の森）

協同組合宇都宮餃⼦子会 × 栃⽊木県菓⼦子⼯工業組合

￥ 5,628  （送料料無料料）

丸正⾷食品協同組合 × 栃⽊木県臓器協同組合

￥ 5,295  （送料料無料料）

栃⽊木県道の駅連絡協議会 × 栃⽊木県臓器協同組合

￥ 4,310  （送料料無料料）

栃⽊木県道の駅連絡協議会

￥ 4,820  （送料料無料料）

商品は【楽天市場 monmiya通販】で販売しております。
先着200名限定で500円オフクーポン配布㆗中！

■お問合せ先 栃木県㆗中央会 事業推進部 ↕ 028-635-2300

中央会からのお知ら

商品は　　　　　　  monmiya　　　　で販売しております。
先着200名限定で500円OFFクーポン配布中！
■お問合せ先　栃木県中央会　事業推進部　☎ 028−635−2300

″
栃木県中小企業団体中央会が
　とちぎのいいもの″集めました
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組合の情報やＰＲチラシを、
「中央会 MONTHLYとちぎ」に同封しませんか？
　商品やイベントの告知をしたい方、組合チラ
シを幅広く配布したい方、ぜひ当会「チラシ同
封サービス」をご活用ください。発送コストの
削減や、効率的なＰＲが可能となります！詳細
はお電話にてお問合せください。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
発刊元発刊元   

 
 
 

日時 内容 担当 

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中央会からのお知らせ 

編集後記 

 
栃木県中小企業団体中央会 

 

栃木県宇都宮市中央 3-1-4 栃木県産業会館 3 階 
TEL 028-635-2300  FAX 028-635-2302 
 

栃木県中央会 

Facebook もやっています！ 
発刊元 

　８月となり夏本番、連日酷暑の日が続いてい
ますね。皆さん、いかがお過ごしですか？
　さて、今月号では会員の方からの夏のご挨拶
として、暑中広告を掲載させていただきました。
お申込みいただいた皆様、誠にありがとうござ
いました。紙面上での組合間交流に、少しでも
役立ちましたら嬉しいです。
　今年はまだまだ暑い日が続くことが予想され
ています。熱中症に気を付けながら、夏を楽し
みましょう！

編

集

後

記

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

月となり夏本番、連日酷暑の日が続いていますね。
皆さん、いかがお過ごしですか？
さて、今月号では会員の方からの夏のご挨拶として、
暑中広告を掲載させていただきました。お申込みいただ
いた皆様、誠にありがとうございました。紙面上での組合
間交流に、少しでも役立ちましたら嬉しいです。
今年はまだまだ暑い日が続くことが予想されています。

熱中症に気を付けまがら、夏を楽しみましょう！

 栃木県中小企業団体中央会 

 
 
 
 

栃木県宇都宮市中央 3-1-4 栃木県産業会館 3階 
TEL 028-635-2300  FAX 028-635-2302 
 

栃木県中央会
発刊元 

組合の情報や チラシを、
「中央会 とちぎ」に同封しませんか？
商品やイベントの告知をしたい方、組合チラシを幅広

く配布したい方、ぜひ当会「チラシ同封サービス」をご活
用ください。発送コストの削減や、効率的な が可能と
なります！詳細はお電話にてお問合せください。

組合の円滑な運営や効果的な事業を推進するためには、専門知識を有する人材の養成が必要
不可欠です。そこで本会では、組合の「制度」「運営」「会計」の３分野、延べ８日間の研修カリキュ
ラムにより、基礎的な知識から実践的な実務・ノウハウ等の習得を目指した講習会を開講します。

中小企業組合士養成講習会 参加者募集中！

編
集
後
記

【開催日程】 令和４年９月８日（木）～ 月 日（木）（全８回）
午後１時３０分～４時３０分

【開催場所】 中央会 ７階会議室
（宇都宮市中央 栃木県産業会館 階）

【講座内容】 ＊制度（２回）中小企業基本法／中小企業組織化の意義／法令・定款 他
＊運営（ 回）組合運営上の基本的留意点／事務管理／労務管理／新型コロナ関連 他
＊会計（ 回）組合会計／組合特有の会計処理 他
＊総合（１回）中小企業組合検定試験対策過去問題演習

【受 講 料】 無料

目指せ！
組合運営のエキスパート！

★昨年度の受講者の声★
中小企業基本法などの法律的な分野をはじめ、組合運営上の基本的留意点や組合会計など実務に則した分野の講習を受講することが

でき、日ごろの組合運営において大変参考になっています。（建設業関係・事務局長）

中央会からのお知らせ

 
 
 

日時 内容 場所 担当者
火
～ 栃木県青年経営者中央会 臨時総会等 栃木県産業会館

第 中会議室 上岡、石下

木
～ 外国人技能実習制度適正化講習会 ホテルニューイタヤ 佐藤・沼尾

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※お問合せは【☎028-635-2300】までお電話ください。 

目指せ！
組合運営のエキスパート！

　中小企業組合士養成講習会　参加者募集中！
　組合の円滑な運営や効果的な事業を推進するためには、専門知識を有する人材の養成が必要

不可欠です。そこで本会では、組合の「制度」「運営」「会計」の３分野、延べ８日間の研修カリキュ

ラムにより、基礎的な知識から実践的な実務・ノウハウ等の習得を目指した講習会を開講します。

【開催日程】 令和４年９月８日（木）〜10月13日（木）（全８日間）

 午後１時３０分〜４時３０分

【開催場所】 中央会　７階会議室
 （宇都宮市中央3-1-4　栃木県産業会館７階）

【講座内容】 ＊制度（２回）中小企業基本法／中小企業組織化の意義／法令・定款　他
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【受 講 料】 無料

★昨年度の受講者の声★

　中小企業基本法などの法律的な分野をはじめ、組合運営上の基本的留意点や組合会計など実務に則した分野の講習を

　受講することができ、日ごろの組合運営において大変参考になっています。（建設業関係・事務局長）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

月となり夏本番、連日酷暑の日が続いていますね。
皆さん、いかがお過ごしですか？
さて、今月号では会員の方からの夏のご挨拶として、
暑中広告を掲載させていただきました。お申込みいただ
いた皆様、誠にありがとうございました。紙面上での組合
間交流に、少しでも役立ちましたら嬉しいです。
今年はまだまだ暑い日が続くことが予想されています。

熱中症に気を付けまがら、夏を楽しみましょう！

 栃木県中小企業団体中央会 
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栃木県中央会
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組合の情報や チラシを、
「中央会 とちぎ」に同封しませんか？
商品やイベントの告知をしたい方、組合チラシを幅広
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なります！詳細はお電話にてお問合せください。

組合の円滑な運営や効果的な事業を推進するためには、専門知識を有する人材の養成が必要
不可欠です。そこで本会では、組合の「制度」「運営」「会計」の３分野、延べ８日間の研修カリキュ
ラムにより、基礎的な知識から実践的な実務・ノウハウ等の習得を目指した講習会を開講します。

中小企業組合士養成講習会 参加者募集中！

編
集
後
記
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