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内田 俊宏

拡張局面が

カ月と平成バブル景気に並

んでいる。景気の基調判断は「改善を示

し て い る 」 と い う 表 現 に 据 え 置 い た が、

日公表

年３月の景気動向指数では、戦

ゴールデンウイーク明けの５月
予定の

後の景気循環の拡張期間の長さが単独で

３番目となることが確実だろう。その前

年後半の景気

に日銀が景気判断を先行して上方修正

し、整合性を取ることで

に勢いをつけたい思惑もありそうだ。

しかし、今回の景気回復がバブル期超

の長さがバブル景気を超えただけであ

した上での景気判断の上方修正だったと推察してい

金融政策、国債市場など各方面の様々な事情を忖度

だろうか。日銀も苦しい立場で、今後の景気動向や

年ぶりに「拡大」表現を使った判断をどう見るべき

る「いざなみ景気」のピーク直後である。日銀が９

欧米の格付け会社による日本国債の引き下げを通じ

ないという確信を海外投資家に与えることとなり、

この時期を逃せば、日本は未来永劫、財政再建でき

して懐疑的な見方を向けられることは間違いない。

げられないとすれば、各国から日本の財政再建に対

強く景気が回復している東京五輪前にも消費税を上

として、景気判断の上方修正により追加

圏が続いている。日銀は当面の金融政策

いないことを示しており、消費は横ばい

正した。物価下落は国内でモノが売れて

日銀は、物価見通しについては下方修

ない。

る。大きくは以下の３点が背景にあると見ている。

て、長期金利が急騰するだろう。世界の金融市場に

策の継続の意向を示唆したと言える。

見通しの下方修正により現在の金融緩和

日銀による金融政策の方針

まず一つめが、今後の景気動向である。足元では、

緩和に消極的な姿勢を見せる一方、物価

加え、生産や輸出、設備投資が堅調に推移している。
住宅投資も持ち直し、消費以外は好調と言える。し

三つめの背景が政府と日銀の景気に対する判断の

内閣府の景気動向指数バブル超えへ

として不透明な中、北朝鮮情勢などの地政学的リス

整合性にある。現在の政府による景気判断は、内閣
年２月の景気動向指数により、景気

クも懸念される。いずれも潜在的な円高リスクであ

かし、先行きは、トランプ大統領の政策運営が依然

ルする面もあったとみられる。

日本の景気回復と消費税引き上げの実現性をアピー

されたが、万が一、インフラ整備が佳境を迎え、力

ブル景気やいざなぎ景気の半分にも満た

月に予定される消費税の引

えと言われても、実感がある企業や家計
年

方修正は、企業経営者のマインドが過度に低下しな
二つめとして、

は一部に止まる。あくまで景気拡張期間

客員教授

10

いよう配慮した面もある。

中京大学 経済学部

17

政府・日銀の景気判断をどう見る？

日銀の景気判断９年ぶり「拡大」
日本銀行は、４月の金融政策決定会合で、景気の

51

り、その間の景気動向指数の上昇幅はバ

き上げも考慮した可能性がある。当初

基調判断を「穏やかな拡大に転じつつある」と上方

17
年４月に予

修正した。「拡大」という表現が入るのは、リーマ

％への引き上げは２度も延期

定されていた消費税

年３月は、戦後最長の景気拡張期間であ

ンショック前の２００８年３月以来、約９年ぶりと

10

年度第二次補正による公共投資の押し上げ効果に

なった。

15

19

10
府が公表した

2017 年５月

（1） 中央会あいち

08

り、先行きには不安が残る。このタイミングでの上

17

1968 年青森県生まれ。91 年一橋大学経済学部卒業。02 年名古屋大学大学院経済学研究科博士前期課程修了。91 年野村證券。93 年東海総合研究所（現
三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング）。14 年８月より中京大学経済研究所研究員。15 年４月中京大学経済学部客員教授。現在、ニュース番組な
どのコメンテーターを務めるほか、国土交通省中部地方整備局、愛知県、名古屋港管理組合、青森県、函館市などの委員も務める。専門はマクロ経済、
地域経済。

Profile

16

代表理事

齋藤 信弥

■特別な取組みはありますか？
年の夏から「無音盆踊り」

ザ・おおた・ジャンプフェスティバルのプログラ
ムの目玉として、平成
を開催しています。

■「無音盆踊り」とはどんなものですか？
参加者に携帯ラジオを貸し出し、ＦＭ電波に乗せ
た曲をイヤフォンで聴きながら踊る盆踊りです。

を素通りされてしまいます。そのため、花火大会終

そこで、岐阜県郡上市で開催されている「郡上お

どり」にヒントを得て、地域住民や地元コミュニティ

を巻き込んだ「無音盆踊り」を思いついたのです。

よく言われますが、苦情があったから「無音」になっ

たわけでなく、手拍子がありますから、完全に無音

にはなりません。

（2）

2017 年５月

中央会あいち

ジャンプアップおおた協同組合

設立当時、愛知県東海市では、郊外型の大型店や
専門量販店、コンビニエンスストアの進出が相次い
でいました。消費者ニーズも多様化し、中心市街地
の地元商業者は苦境に立たされていました。
こうした中、地元商業者を中心に「大田町発展会」
と「大田まちづくり研究会」の２つの任意団体が結
成されましたが、それぞれが山車まつりや盆踊りを

や公共施設で、夏祭りや盆踊り等のイベントを開催

これまでは、駅から離れた場所にある市営駐車場

この２つの団体が、名鉄河和線太田川駅周辺を中

活性化の目玉となるイベントができないかと考えま

していましたが、駅前の整備された広場でも、地域

年３月に設立したのが当組合です。

した。予算も潤沢な資金もない中で既に集客力のあ
るイベントと同時開催ができないかと考え、東海市
の一大イベントである東海市花火大会開催日に合わ
せて盆踊りを開催することになりました。

そのほか、地元消費者の需要動向等の調査や、組

了後の夜９時以降の開催を検討しましたが、騒音や

ただ、開催時間帯が花火と重なると、盆踊り会場

合員の経営力向上を目的とした研修会の開催等も

来場者のごみ問題で、地域住民に迷惑をかけてしま
ので、特に遅い時間の騒音には神経質になります。

う恐れがありました。近隣施設には病院があります

行っています。

使用した夏祭りイベントの開催などです。

なフリーマーケットの開催、駅前のどんでん広場を

現在の主な活動は、包装紙等の共同購買、定期的

■組合の活動内容について教えてください。

平成

心とした市街地再開発事業をきっかけに手を組み、

開催し、別々に活動をしていました。

21

■組合の設立の経緯を教えてください

地 域 と 組 合 を「 無 音 盆 踊 り 」 で
繋ぐ心躍る街づくり

VOICE
15

してもらうことにより、ゴミ問題と騒音問題を一挙

参加者に受信機器と一緒にマイ箸・マイ皿を持参

所でお祭りの一体感を得ることができます。また踊

ジオの周波数さえ合わせれば踊れるので、離れた場

「無音盆踊り」では、会場に来られない人も、ラ

増えました。

に解決できる斬新な取組みとして、全国から取材や

りの輪の内側と外側で、年齢層に合わせた違う音楽

■反響はどうですか？

問い合わせが殺到しました。物珍しさもあってか、

2017 年５月

（3） 中央会あいち

で踊るという工夫もできます。今後も夏祭り自体を

172 番地

インターネット動画サイトやＳＮＳで情報が拡散さ

所：愛知県東海市中央町六丁目

住

マンネリ化させないために、色々なアイデアを出し

組合員数：18 人

れるようになり、認知度は大幅に向上しています。

設立年月：2003 年 3 月

て、「無音盆踊り」も進化させていく必要があると

代表者名：齋藤信弥

「風情がない」「不気味」とも言われますが、一方

組 合 名：ジャンプアップおおた協同組合

思います。

人ほどに

＊＊ 組合プロフィール ＊＊

で「踊りに没頭できる」と好評をいただき、初めは
人ほどだった参加者も、現在では延べ

40
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通常総会終了後の届出、認可
申請及び登記について

組合実務講座Ⅰ

総会終了後の事務手続きとして、所管行政庁への各種届出・定款変更認可申請、所轄法務局への変更登記申
請等があります。今回はこれらの手続きについて整理してみました。
１．決算関係書類提出書
通常総会終了後、２週間以内に決算関係書類を所管行政庁へ提出します。
通常総会で承認、可決決定された①事業報告書、②財産目録、③貸借対照表、④損益計算書、⑤剰余金処分
案又は損失処理案のほか⑥議事録を添付書類として提出します。
この中で①事業報告書、②財産目録、⑤剰余金処分案又は損失処理案は提出を忘れているケースがあります
のでご注意ください。また、監査報告書についても議事録の補足資料としてご提出をお願いします。
２．代表理事の変更登記申請
定款規定により組合の多くは２年に一度、役員選挙を行います。代表理事が再選された場合でも、所轄法務
局へ変更登記申請の手続きが必要です。登記を怠った場合、その後代表理事の変更登記を行った際に、裁判所
から過料の通知が代表理事宛に届く場合がありますので注意が必要です。
なお、現在は郵送でも登記申請及び登記事項証明書の請求ができるようになっています。
３．役員変更届書
役員の変更後２週間以内に役員変更届書を所管行政庁へ提出します。
添付書類は、①変更した日、変更の理由を記載した書面、役員の名簿、②代表理事を選定した理事会議事録（臨
時総会で役員を補充し理事会で新代表理事を選定した場合は、臨時総会議事録も添付します。）、③（代表理事
変更登記後の）登記事項証明書となります。
４．定款変更認可申請及び定款変更後の変更登記申請
定款変更は、総会の特別議決（出席組合員の議決権の２／３以上の賛成）が必要です。
また、臨時総会で定款変更の議案を上程し、定款変更内容が事業計画や収支予算に関わる場合（地区の拡大、
組合員資格の追加、事業の変更等）は変更後の事業計画・収支予算の決定が必要です。
総会で決議後、速やかに定款変更認可申請書を作成、所管行政庁へ申請し、認可を受けます。
また、登記事項に係る定款変更をした際は、認可後に法務局へ変更登記申請をします。
なお、主な組合の登記事項は下記のとおりです。
①名称②地区③主たる事務所（所在地）④事業⑤公告の方法⑥出資１口の金額及びその払込の方法並びに出
資の総口数及び払込済出資総額
５．その他の変更登記申請
組合員の加入・脱退により出資の総口数や払込済出資総額が変更する場合は、所轄法務局へ変更登記申請を
行います。事業年度の末日の翌日から主たる事務所では４週間以内に登記申請をする必要があります。

中央会あいち

2017 年５月
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通常総会議事録の作成の留意点

組合実務講座Ⅱ

本講座では、通常総会議事録の作成の参考様式例を紹介しますので、
ご参照ください。

通常総会議事録
○○○○協同組合
１．招集年月日
１．開催日時及び場所

平成○○年○○月○○日
平成○○年○○月○○日 ○○時○○分
○○県○○市○○町○○番地
○○会館 ○○会議室
１．理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
理事数○○名 出席理事数○○名（本人出席）
監事数○○名 出席監事数○○名（本人出席）
１．組合員数及び出席者数並びにその出席方法
組合員数○○名
出席者数○○名（本人出席○○名、委任状出席○○名、書面出席○○名）
１．出席理事の氏名
○○○○、○○○○、○○○○、○○○○
１．出席監事の氏名
○○○○、○○○○
１．議長の氏名
○○○○
１．議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
○○○○
１．議事の経過の要領及びその結果
定刻に至り、司会者○○○○は開会を宣し、本日の総会が適法に成立した旨を告げた後、議長の選任方法を諮ったところ、全員
にて司会者に一任されたので○○○○を指名した。同氏は議長席に着き、挨拶の後、議案の審議に入った。
第１号議案 平成○○年度 決算関係書類及び事業報告書承認の件
議長は、○○○○に原案を説明させた後、監事○○○○に監査結果を報告させたところ、監査報告書記載のとおりである旨を
述べた。これを議場に諮ったところ、全員異議なく原案のとおり承認、可決決定した。
第２号議案 平成○○年度 事業計画及び収支予算承認の件
議長は、○○○○に原案を説明させた後、これを議場に諮ったところ、全員異議なく原案のとおり承認、可決決定した。
第３号議案 経費の賦課及び徴収方法決定の件
議長は、○○○○に原案を説明させた後、これを議場に諮ったところ、全員異議なく下記のとおり承認、可決決定した。
賦課金額
平等割賦課金 年額○○万円
徴収方法
事務局持参又は組合指定口座に振込み
第４号議案 組合の借入金残高の最高限度額決定の件
議長は、○○○○に原案を説明させた後、これを議場に諮ったところ全員異議なく原案のとおり承認、可決決定した。
組合の借入金残高の最高限度額を○○○○円とする。
第５号議案 役員報酬決定の件
議長は、○○○○に原案を説明させた後、これを議場に諮ったところ、全員異議なく下記のとおり承認、可決決定した。
理事については総額○○○○円以内、監事については総額○○○○円以内とする。
第６号議案 役員選挙の件
議長は、現役員全員が本通常総会の終結時をもって任期満了退任するので、次期役員として理事○○人、監事○○人の選挙を
行う旨説明し、その方法を議場に諮ったところ全員にて指名推選の方法を推した。次いで、議長は、選考委員の選任方法を諮っ
たところ議長に一任されたため次の者を指名し、選考委員会を開催するため一旦休憩を宣した。
選考委員
○○○○、○○○○
選考を終えたので、議長は議事の再開を告げ、別室における選考の結果を選考委員代表より発表させ、これを議場に諮ったと
ころ全員異議なく、被指名人全員はそれぞれその就任を承諾したため、次のとおり決定した。
理
事 ○○○○、○○○○、○○○○、○○○○
監
事 ○○○○、○○○○
第○号議案 定款一部変更の件
議長は、○○○○に原案を説明させた後、これを議場に諮ったところ、全員異議なく下記のとおり承認、可決決定した。
新

旧

※定款変更を議案とする場合は、必ず事前に中央会に相談してください。
議長は、以上で全議案の審議を終了した旨を述べる。最後に、司会者が閉会を宣した。時に○○時○○分。
上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、議長並びに出席理事一同下記に記名捺印する。
平成○○年○○月○○日

（5） 中央会あいち
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議長・代表理事

○○○○

㊞

理

事

○○○○

㊞

理

事

○○○○

㊞

理

事

○○○○

㊞

クイ
ズ
チャ に
レン
ジ！

～ 組 合 運 営 編 ～

次の文章は、組合の共同事業について述べたものです。空欄にあてはまる語句を下の語群から選びましょう。

１．共同事業の運営に当たっては、市価を基準として行い、組合員への剰余金の還元は
①
配当を活用する。
２．共同販売事業において買取販売を行う場合には、
組合は外部の取引先に対して一般企業と同様の経営姿勢が求められるため、
顧客のニーズに合わせて組合員外からも物品を仕入なくてはならない場合も考えられるので、
の点にも十分留意する必要がある。
３．共同購買事業において、仕入の対象となる商品は、組合事業の性格上、
ければならない。

③

②

性、優劣性、廉価性を兼ね備えたものでな

４．共同受注事業において組合が一括受注を行う場合は、受注契約者としての能力、関連法規の遵守、
る必要がある。
５．官公需適格組合が工事を施工するにあたっては、
共同施工方式または

ア．斡旋
オ．事業利用分量
ケ．流通

イ．組合規約
力．分担
コ．従事分量

語群

⑤

の範囲において、こ

④

の方法に留意す

施行方式のいずれかの方法をとる必要がある。

ウ．適法
キ．員外利用の制限以内
サ．通常

エ．出資
ク．検査
シ．単独

答えは８ページの下に掲載しています。

2017 年 3 月分
仕入コスト高騰への懸念

景況の推移（前年同月比）
DI 値：好転％から悪化％を引いた値

この情報は、中央会傘下の県下主要業界組合に配
置した 112 名の情報連絡員から寄せられた各業
界の景況報告を集計したものです。情報連絡員は
全国に約 3,000 名配置され、全国集計も行われて
います。
凡例
好転
＋30≦DI

やや好転
変わらず
やや悪化
＋10≦DI＜＋30 −10≦DI＜＋10 −30≦DI＜−10

売 上 高

在庫数量

悪化
DI≦−10

販売価格

取引条件

収益状況

資金繰り

操 業 度

雇用人員

景

況

製 造 業
非製造業
●○●○●

業界レポート ●○●○●

【製造業】
津島毛織工業（協）：原料価格の高止まりにより、原料調達が難しくなっている。
愛知県印刷（工）：大手製紙メーカー５社が、原燃料価格の上昇を理由に４月から印刷用紙の値上げを行うと発表した。紙の値上がりを直ちに印刷価
格へ転嫁できないことから、収益が圧迫されることが懸念される。
名古屋中川金属工業団地（協）：４月以降、鋼材値上がり見込みの為、当月かけ込み需要となった。（前月比 10% 増収）
【非製造業】
名古屋水産卸（協）：愛知県の春の名産品 “ あさり ” の入荷が激減で価格が２倍以上に。又、伊勢湾に春の訪れを知らせる “ こうなご漁 ” は昨年に引き
続き禁漁。頼みの瀬戸内・兵庫産も不漁で価格は高騰。
愛知中央トラック事業（協）：大手宅配業の値上げ、労働時間（残業）規則等、大きな動きがあり、注視が必要となる。

中央会あいち

2017 年５月
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お知らせ

●

中央会

●

各店舗

通常総会及び懇親会
キャッスルプラザ

６月２日（金）
第 回通常総会
キャッスルプラザ
懇親会
キャッスルプラザ
青年中央会 通常総会及び青年部交流会
キャッスルプラザ
６月 日（水）
あいち女性中央会

組合
社友謝恩セール
協同組合一宮繊維卸センター
６月３日（土）・４日（日）
９時〜 時 一宮市せんい１〜４丁目

当日は、組合員各店にて趣向を凝らした石製品が

多数出品されていました。ステージでは子供たちに

よるダンスの披露や、巨石曳き体験、石工団地クイ

ズ ラ リ ー 等 多 く の 催 し も の が 行 わ れ、 た く さ ん の

方々が訪れ賑わいをみせていました。

また、愛知県中小企業青年中央会も「チョコバナ

ナ」屋台を出店。車塗装用のスプレーガンにより、

チョコをスプレーするユニークなもので、お客さん

は慣れない手つきながらもチョコバナナ作りを楽し

んでいました。

ＩＴ導入補助金に係る補助事業者の２次募集開始

経済産業省 中部経済産業局

経済産業省では、生産性向上に資するＩＴツール

の導入を促進するため、中小企業者等のＩＴツール

日（金）～６月

日（金） 時

導入経費の一部を補助する制度を実施しています。

【申 請 期 間】３月
【補

助

助

額】上限額：

率】２／３以内

ＴＥＬ

時

日（金）

万円

分（土・日・祝除く）

０５７０ー０１３ー３３０

【Ｕ Ｒ Ｌ】 https://www.it-hojo.jp/applicant/
【問 合 せ 先】専用コールセンター

万円、下限額：

【補

17

20

【実 施 期 間】交付決定日以後～９月

30

29

http://aiweb.or.jp/sennioroshi/
イベントの周知をご希望される組合様は、労働企
画部 黒澤（０５２ー４８５ー６８１１）までご連
絡ください。

日

分～

受付時間

９時

2017 年５月
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回団吉くんまつりが開催されました
日（土）と

回団吉くんまつり」を開催し

30

第

岡崎石工団地協同組合が、４月

23

（日）の２日間にわたり、岡崎石工団地（岡崎市上佐々

22

100

17

16

木町付近）にて「第
ました。

20

31

30

62

21

20

す。

29

年

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 前各号の書類を提出した通常総会又は通常総代会の
議事録又はその謄本

所管行政庁の変更について
東海農政局➡愛知県

り別紙の中小企業等協同組合の決算関係書類を提出しま

中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に

中小企業等協同組合法第１０５条の２第１項の規定によ

関する法律に基づく事業協同組合等で、これまで東

中小企業等協同組合決算関係書類提出書

０５２ー９５４ー６３３２

㊞

海農政局が所管していた組合等について、平成

ＴＥＬ

組合の住所
及び名称
組合を代表する
理事の氏名

４月１日より主たる事務所の所在地を管轄する都道

殿

府県知事に移譲されることになりました。今後、決

日

算関係書類提出書、役員変更届等の提出先が変更に

月

なりますので、ご留意ください。

愛知県知事

年

【問合せ先】愛知県 産業労働部 中小企業金融課

平成

協同組合のみなさまへ

○組合員からこんな相談された！
●取引先から不要な商品を買わされた！
●注文どおりなのに取引先から一方的に返品された。下請法違反じゃないの？
●取引先から消費税の転嫁を拒否されている！

○組合に大規模事業者が加入することになったけど，どうすればいいの？
○組合で消費税転嫁カルテルや表示カルテルを行いたい。
，
法 問
○組合としてこんなことをしたいけど，独禁法上問題ない？
公正取引委員会では， 中小企業 や 協同組合 のみなさまからの
相談を受け付けております
相談を受け付けております。

公取委マスコットキャラ
どっきん ちゃん

お問い合わせは…
公正取引委員会中部事務所へ！！
ＴＥＬ：052‐961‐9421

クイズにチャレンジの答え：① オ

②キ

③ウ

④ク

⑤カ

中央会あいち
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（独）中小企業基盤整備機構の事業紹介
中小機構は中小企業の皆様の海外展開を後押しします！
新興国の台頭や為替変動、価格競争や人手不足等
により、中小企業を取り巻く経営環境は大きく変化
しています。その中で、海外展開に活路を見出す企
業も少なくありません。中小機構では、JETROや
JICA等との連携により、中小企業の皆様の海外展開
のご支援に注力しております。今回は、海外展開支
援のメニューの一部をご紹介します。

■海外展開セミナーへの講師派遣
地域の中小企業組合や金融機関等が、中小企業の
皆様の海外展開を後押しすることを目的にセミナー
を企画・開催する場合に、無料で講師派遣を行いま
す。セミナーでは、中小機構のアドバイザーから海
外の投資環境や販路開拓の進め方、進出時のリス
ク・留意点等のテーマについて、具体的な事例を交
えて解説します。

■国際化支援アドバイス
海外展開に関するお悩みを解決する、中小企業の
皆様専用の無料相談窓口を開設しております。
海外現地に新たに工場等を建設したい、円安の好機
を捉えて輸出に挑戦したい、海外に興味はあるが何
から手を付けていいのか分からないなど、各種ご相
談を承ります。
海外ビジネスに精通した中小機構のアドバイザー
が海外現地のビジネス環境から、輸出入の手続、ご
利用いただける各種支援施策まで幅広くお答えしま
すので、お気軽にご利用ください。

■海外展開に役立つ情報サイト
・海外ビジネスナビ
海外ビジネスに関するご相談の中で質問の多
い実務情報や留意事項の解説、海外展開の成
功事例等をWEBサイトにて提供しています。
HP：http://biznavi.smrj.go.jp/
・中小企業ワールドビジネスサポート
（略称：SWBS）
海外展開に意欲のある中小企業とそれを支援
する企業・団体との出会いの場をWEBサイト
とリアルイベントで提供しています。
HP：https://swbs.smrj.go.jp/

【平成28年度中部本部における相談実績の国別内訳】
ޣᐔᚑ 28 ᐕᐲ ਛㇱᧄㇱߦ߅ߌࠆ⋧⺣ታ❣ߩ࿖ౝ⸶ޤ
ߘߩઁ
4%

࡛ࡠ࠶ࡄ
4%

≪お問い合わせ≫
詳細は下記までお気軽にお問い合わせください。

ࡌ࠻࠽ࡓ
20%

ࠕࡔࠞ
13%

独立行政法人中小企業基盤整備機構
中部本部 経営支援課
（海外展開支援担当）

ࠪࡦࠟ
ࡐ࡞
16%
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18%
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TEL：052−220−0516 FAX：052−220−0517
HP：http://www.smrj.go.jp/chubu/
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発行 愛知県中小企業団体中央会 〒４５０−０００２
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（愛知県産業労働センター）
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