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　四国霊場23番薬王寺は、美波町日和佐駅の北西600メートル程の山腹
にあります。本尊は厄除け薬師如来で、古くから厄除けの寺として有名です。
たびたび火災にあい、現在の本堂は1908年に再建されたものです。63年
に再建された瑜祇塔は、仏教の経文の一つ「瑜祇経」を形であらわしたもの
とされています。高さ29メートルの三階造りで、各階に宝物展示室とロビー
があり、塔からは日和佐の街並みや日和佐湾が見渡すことができます。境内
には、33段の女厄坂と、42段の男厄坂があり、女33歳、男42歳が厄年
で厄年に当たる男女が硬貨を一段一段に置いて参拝します。
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1 四国の元気な組合を紹介します
～平成30年度組合資料収集加工事業から～

　昭和 57年度から全国中央会と都道府県中央会が連携し、環境変化に対応した共同事業な
どに先進的に取り組んでいる組合の諸事例を収集して、その活動や共同事業の手法などを他
組合へ移転することを目的に、組合資料収集加工移転調査研究事業を実施しております。
　平成 30年度の収集テーマは、「A．共同事業の新展開―既存事業の再生」「B．共同事業
の新展開―新規事業の実施」「C．青年部・女性部による活性化」「D．特徴ある活動」の 4
つを取り上げ、専門家の協力を得ながら詳細な調査・分析を行いました。本誌では、これら
のテーマに取り組んでいる四国の先進組合事例の抄録を紹介いたします。

C　青年部・女性部による活性化C　青年部・女性部による活性化

徳島県鉄骨構造協同組合（徳島県）

■住　　所　徳島県徳島市新浜町 1丁目 1番 7号（徳島県職業能力開発協会内）
■電　　話　088－663－2551
■設　　立　昭和49年 4 月 ■組合員数　26人
■出 資 金　10,500千円 ■主な業種　鉄骨構造物工事業

キャッチ
フレーズ

若手後継者の創意
工夫と活力で組合
を活性化！

事業・活動実現の
キーファクター

「組合のメリットは何か」と言う前に、自
ら情報交換の場に積極的に参加する自発的
な姿勢が組合のメリットを生み出す。

１．背景・目的
　生産年齢人口減少のなか、特に鉄骨工事業界の人手不足は深刻である。近年は品質や安全性が重視さ
れ、短い工期での施工や複雑な建築物が増えることで、高い技術も求められており、中小企業は多能工
の従業員を育成していく必要に迫られている。
　そこで、青年部が中心となり、生産性の向上を目指して、省力化工法を取り入れ、従業員のスキルアッ
プと多能工化と業界の活性化を図っていく。

２．取組みの手法と内容
　徳島県の青年部会では年 6回連絡会議を開催しており、さらに
県内のみならず四国青年部連絡協議会を組織し、青年経営者・
後継者のための経営研修会、工場見学等を毎年実施している。
　若手経営者にとって他組合員・県外同業者との情報交換は貴
重なものであるが、頻繁に情報交換を行うための時間と費用をど
のように確保するかが課題となる。それを解決するために、四国
四県青年部が必要な機材を購入し、ネット会議を実施している。

1
特集特集

全国鐵構工業協会四国青年部連絡協議会の様子
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～平成30年度組合資料収集加工事業から～

それによりタイムリーに情報交換を行う仕組みが構築され、年約
7回ものネット会議の実施を実現している。
　近年の業界全体の傾向として、入職率や定着率が低く人材不
足が深刻な課題である。課題解決のために、青年部では、若い
世代へ仕事内容を広く周知する活動にも力をいれている。たとえ
ば、平成 25年から4年間、徳島県立中央テクノスクールの校内
渡り廊下を青年部が専門家として学生を指導し、建設した。組合
員企業の中でまだ現場を経験したことがない若手社員にも参加を
募り、学生らとともに建設に携わった。このような活動を通じて
若手の人材育成も行っている。また、県内で業務の効率化を図っ
ている組合員の工場へ視察研修を行うなど、同じ業界の中で現場
を公開し、お互いに情報交換し、勉強し合うというような取組み
も実施している。
　このように、青年部員が一丸となりスキルアップを目指す姿勢
が、モチベーションを高め、人材の育成・定着、青年部会の活性
化ひいては組合全体の活性化につながっている。

３．成果とその要因
　青年部会が結成された平成 3年 5月から既に 27年の月日が経
ち、結成当時青年部員であった者が、現在では理事長、役員となっ
ている。これまで長きに亘り築いてきた良い協力関係が現在の徳
島県だけではなく四国四県での活動に、大きく良い影響を与えている。

１．背景・目的
　当組合のシンボルである道後温泉本館は、明治 27 年の改築から約 125 年を経て建物の老朽化が進
んでいる。市は平成 31 年から 7年間の耐震等工事を予定しており、集客面の悪影響が予想される。
この影響を最小限に抑えるため、当組合は道後温泉本館に依存しない新たな魅力を創出すべく、地域
住民と観光客との交流を促す新たな事業に着手した。

２．取組みの手法と内容
　婦人部では、美しく商いをする「美商女」として当組合の女性店主らに焦点を当て、従来の商店街
マップに加え新たに「美商女マップ」を作成・配布した。同マップには女性店主らの顔写真とともに
コメントや取扱商品のイラストを掲載し、プレゼントがもらえるスタンプラリー形式として、組合店
舗のほかホテル、旅館等を通じて 4,000 部を配布した。同マップはその後も改訂と追加配布を重ね外
国語表記にも対応し、国内外から訪れる観光客に「おかみさん」との出会いやコミュニケーションを

建築用の鉄骨製造にMRデバイスを
活用するソリューション研修の様子

道後商店街振興組合（愛媛県）

■住　　所　愛媛県松山市道後湯之町15－23 ■電　　話　089－931－5856
■設　　立　昭和38年 9 月 ■組合員数　61人
■出 資 金　6,902千円 ■主な業種　小売・サービス業

キャッチ
フレーズ

来街者との交流
を促すイベント
およびマップ事
業

事業・活動実現の
キーファクター

当初から複数年にわたる中長期ビジョンを共有
することで、コミュニケーションの継続性、部
会への権限委譲、計画・実行・改善のマネジメ
ント体制が強化された。

徳島県立中央テクノスクールで
指導を実施
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楽しんでもらうよ
う演出している。
　また青年部では、
日本最古の温泉で
ある道後温泉の歴
史に着目し、神話
に残る舞いの言い
伝えと、この地で
生まれた一遍上人
の踊念仏に焦点を
当て、地域の新たな踊りとして「道後湯玉音頭・ボンダンス」を創作した。この踊りは当商店街での
お披露目を皮切りに、地域イベントとしての定期開催のほか、近隣や県外での「出張ボンダンス」な
ど地域間交流にも活用している。
　これらは一過的な活動ではなく複数年にわたる継続的な取組みとして定着を図り、その後の地元・
道後温泉街で展開されるアートプロジェクト「道後オンセナート」の共催に繋がるなど、自治体や外
部組織との連携強化、地方創生および組合活性化に寄与している。

３．成果とその要因
　道後温泉本館や共同設備などハード面の集客力に依存するのではなく、地域住民と観光客とのふれ
あい等ソフト面の集客力に着目し来街者を呼び込もうとする機運が高まった。インターネットでは
2020 年東京五輪をテーマとする盆踊り動画がすでに国内外の注目を集めており、当組合でも今後、
世界に向けた情報発信強化による集客が期待されている。

組合青年部・女性部参加のイベント風景

D　特徴ある活動D　特徴ある活動

香川県生コンクリート工業組合（香川県）

■住　　所　香川県高松市茜町28番40号 ■電　　話　087－861－7452
■設　　立　昭和48年 6 月 ■組合員数　25人
■出 資 金　1,450千円 ■主な業種　生コンクリート製造業

キャッチ
フレーズ

若年層の生コンへ
の関心を高めるこ
とを目的とする
「研修会」を実施

事業・活動実現の
キーファクター

リクルートを前面に押し出しているわけで
はなく、業界への理解を深めるような取り
組みであるので、相手方の理解も十分得ら
れ、継続的な交流を行える。このことが長
い目で見て有効となる。

１．背景・目的
　近年、生コン業界では他の建設業関連業界と同様、若年入職者が少ないことに悩まされている。こ
の状況を改善するべく、高校生を対象に生コンへの理解を深めるための研修会を平成 20 年より開催
することとした。開催にあたって、まずはアプローチしたい学校の教員に打診し、最近の高校生気質
や、生コンの製造が建設関係の教科書にほとんど触れられていないことなどを確認し、これらの情報
を元に研修会の内容を企画した。

２．取組みの手法と内容
　香川県内には建設系の学科を持つ高校が 6校あり、平成 20 年度の多度津工業高校（現在の名称は



5

1
特集特集 四国の元気な組合を紹介します

～平成30年度組合資料収集加工事業から～

多度津高校）土木科を皮切りに毎年度 1つの高校にアプローチ
して、研修会を実施している。その具体的手順は、以下のよう
になる。
①　年度の当初に対象候補とする高校の教員に打診し、日程
を調整する。
②　組合内部の技術委員会にて研修内容を検討する（年間 3
回開催のうち、1回を充当）。
③　研修会の構成は、全校共通して 1日で、午前の座学と午
後の実技からなる。座学については対象となった高校内の
教室を、実技は高校の最寄りにある組合員の工場を会場と
し、該当する組合員に了承を取り付け、実技の講師も依頼
する。さらに、会場間の移動のためにバスを確保する。
④　研修会終了時には、高校生にアンケート調査を行い、こ
の集計結果をまとめて、次年度の実施に役立てる。これら
について、実技は工場内の実施となるため、事故対策を万
全にしており、アンケート調査の結果により、よりわかり
やすく興味を引く内容に変化させている。

１．背景・目的
　当組合では、「100 年後を目指した街づくり」を実現させるべく、街づくり（再開発）についての
研究会を発足させ、民間主導による街づくりのスキームを熟成させていった。そして、平成 17 年 1
月より再開発事業が着工され、街区ごとに特徴を持たせながら、順次整備を進めており、なかでも本
事業において特徴的なのが「就業者支援企業主導型保育所」の開設である。

２．取組みの手法と内容
　再開発事業の最近の新たな取組みの一つとして「地域包括ケアシステム」が挙げられ、その目的は
商店街内に居住者を増加させることである。そのためには医食住関連設備を充実させねばならないと
の認識の元、その一環として「就業者支援企業主導型保育所」を開設するに至った。
　地域包括ケアシステムでは平成 29 年度からの医療モールの開設を契機として、その管理下に「調
剤薬局」、「健康レストラン」、「ボディバンク（予防医療）」、「就業者支援企業主導型保育所」を置き、
居住者の健康不安等を払拭するための万全の体制を整えている。これらのうち、就業者支援企業主導
型保育所は、「壱番街ドーム保育園」として平成 30 年 5 月にオープンした。「食育」を重視すること
により地域包括ケアシステムのコンセプトを実現させ、さらに中心商店街の中に立地するという特性
を活かして、イベント等に子どもを積極的に参加させ、豊かな感性を育む（郷育）、商店街で働く親
の子育て支援を行う（共育）などのコンセプトを併せ持っている。定員は 60 名、対象年齢は 3ヶ月

座学の様子

実技の様子

高松丸亀町商店街振興組合（香川県）

■住　　所　香川県高松市丸亀町13番地 2  ■電　　話　087－821－1651
■設　　立　昭和24年12月 ■組合員数　100人
■出 資 金　1,000千円 ■主な業種　小売業、サービス業

キャッチ
フレーズ

コンパクトシティ
形成の一環として
保育園を開設、運
営

事業・活動実現の
キーファクター

人口減、高齢化に対応したコンパクトシ
ティ形成を行うためには、民間主導による
運営で「土地の所有と利用の分離」を行う
ことが肝要。
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～ 5歳、開園時間は午前 7時
～午後 8時、年中無休で保育
形態は月 16 日以上、食事は
完全給食制である。

３．成果とその要因
　中心商店街の再生事業は全
国に多数あるが、その中で、
当組合の事業は、「土地の所
有と利用の分離」より始まり、民間主導で息の長い着実な取組みを進められている希有な例である。
今回は「地域包括ケアシステム」の一翼を担う「就業者支援企業主導型保育所」としての「壱番街ドー
ム保育園」に着目したが、保育士不足という難題はあるものの、この難題に対しても、新たな解決法
を見出し、さらなる発展を遂げていくことが期待される。

１．背景・目的
　四万十市唯一のアーケード商店街である当商店街では、四万十市に大型量販店の出店が続いたこと
により、テナントの撤退が相次ぎ、空き店舗が目立つようになっていた。一方、消費者からは「店舗
不足」、「品ぞろえが不十分」などの意見が出されるなどの課題が浮き彫りとなっていた。これらの課
題に対し、チャレンジショップ事業により空き店舗対策に積極的に取り組んでいる。

２．取組みの手法と内容
　理事長が当時の商店街の状況に危機感を抱き、行政と話し合って、
チャレンジショップから独立開業までの「空店舗対策スキーム」を作
成。チャレンジショップに関しては、県、市、商工会議所、中央会（県
商振連）などと緊密に連携し、チャレンジショップ運営委員会を構成。
チャレンジャー募集などの広報活動、経営アドバイス会議を毎月開催
し、チャレンジャーに対し、商店
街を始め構成メンバーがアドバイ
スをすることで、店舗運営がより
現実に即したものとなり、卒業後
の独立開業を後押しするなど効果
的、効率的な事業の実施に取り組
んでいる。

保育園入り口 保育園の様子

天神橋商店街振興組合（高知県）

■住　　所　高知県四万十市中村天神橋29番地 ■電　　話　0880－31－0280
■設　　立　昭和40年 4 月28日 ■組合員数　38人
■出 資 金　625千円 ■主な業種　異業種（小売業、サービス業）

キャッチ
フレーズ

継続的な支援で
チャレンジショッ
プ育成。独立開業
へ。

事業・活動実現の
キーファクター

理事長、副理事長等執行部の強固な協力体
制と行政、支援機関の継続的な協力により、
事業効果が他の組合員や来街者の目に見え
る形で現れること。

開閉式アーケード 地域情報誌への募集広告と卒業生広告
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特集特集 四国の元気な組合を紹介します

～平成30年度組合資料収集加工事業から～

３．成果とその要因
　チャレンジショップ事業については、これまでの卒業生 13 名中 6名が開業し、内 4名が商店街に
出店している。今後についても 3名のチャレンジャーが決定しており、事業は堅調に推移している。
成功要因は、理事長、副理事長の協力・一貫した運営姿勢と、チャレンジショップ事業運営委員会の
毎月開催が継続していることにある。
　今後は、チャレンジショップ事業補助金制度が廃止された後も、本事業が継続できるような事業構
築が期待される。

１．背景・目的
　四国中央市の総人口は平成 2 年をピークに年々減少し、川之江栄町商店街は過疎化が進む地方の
商店街である。誰からも親しまれ身近な存在としてあり続けるためには「地域コミュニティの核」と
なる必要があると考えた。市町村合併を契機に商店街に開設した「四国中央ドットコム」をコミュニ
ティの拠点として位置づけ、コミュニティ機能を強化することで、集客、にぎわい、回遊性を向上さ
せることを目的として各種事業に取り組んでいる。

２．取組みの手法と内容
　川之江栄町商店街振興組合では度重なる勉強会を実施し、商店街の役割を再認識した上で「地域コ
ミュニティの核」という役割を担う将来像を設定した。
　その将来像を実現するために商店街におけるコミュニティ機能を充実させるために、「四国中央ドッ
トコム」は 1 階を地域情報や個人やグループの情報発信のほか、シニア世代に向けた教室を随時実
施するスペースとし、 2 階を子育て世代に向けた子育て交流スペース「にこにこルーム」とした。
さらに、子育て世代を対象として市内の託児所、病院・公園等を掲載した「子育て支援マップ」、高
齢者を対象として回診できる病院等を掲載した「シニアマップ」を作成する等、対象を絞った事業も
実施している。また、1 階入口を改装し、地域住民が求めていた鮮魚販売、物産品を販売するスペー
スも設けている。コミュニティ機能が充実してきたことで、シニア世代、子育て世代などで自主活動
グループが次々と生まれ、そのグループが商店街へ出店する等空き店舗解消にもつながっている。
　商店街が地域コミュニティの場を提供していることが地域住民の方々に高く評価され、まちに足繁
く通うファンが生まれてきたことで、組合員の取組み姿勢にも良い変化をもたらしてきている。女性
や若手組合員の意見を取り入れ、12 星座のイルミネーションを開催したり、ハロウィンイベントを
開催するなど、近年のイベントは特に好評を得ており、集客、にぎわいの創出に寄与している。

３．成果とその要因
　現在、「四国中央ドットコム」の 1 階では、参加者の中から世話人が現れる等サロン的な雰囲気が

川之江栄町商店街振興組合（愛媛県）

■住　　所　愛媛県四国中央市川之江町1803番地 ■電　　話　0896－58－2400
■設　　立　平成 4年 2月 ■組合員数　41人
■出 資 金　1,435千円 ■主な業種　小売業・サービス業

キャッチ
フレーズ

コミュニティが
次々と生まれるま
ち「川之江栄町商
店街」

事業・活動実現の
キーファクター

四国中央ドットコムが地域コミュニティの
核となり、地域住民のコミュニティから自
主活動グループやイベントが次々と生まれ、
商店街が三世代の共存できる場として定着
できたこと。
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～平成30年度組合資料収集加工事業から～

好評で、午前・午後で週 11 回程度の活動が適時開催されており、アクティブシニアの来街者が大幅
に増加した。さらに 2 階の親子のくつろぎスペースでは、年間延べ 12,100 人（県外も含む）が利用
している。 1 階に集まる高齢者と 2 階の子育て世代との交流が自ずと始まり、新しいコミュニティ
が生まれている。
　これらの事業の成功要因は三世代が共存し商店街が自己実現を後押しする「場」として定着できた
点にある。

みんなの広場（四国中央ドットコム）
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ものづくりのものづくりの

達人達人達人 株式会社ビッグウィル
　中央会では、平成24年度から始まった補正事業「ものづくり補助金」
の地域事務局として、試作開発等に取り組む事業者への補助金交付や
事業推進の支援に取り組んでいます。このコーナーでは、本補助金を

活用して成果を上げておられる県内中小企業の皆様方を「ものづくりの達人」としてご紹介しています。
　第 16回目は平成 24年度、平成 26年度と平成 27年度の補正事業に 3回取り組まれた『株式会
社ビッグウィル』様をご紹介します。同社は、間伐材を有効利用することに着目し、その木材を世界
最薄水準まで加工する技術に成功されました。さらに、それまで不可能とされていた 360度折り曲
げにも成功されています。
　この度は、近藤清美社長と中西精一開発部長にお話を伺いました。

　株式会社ビッグウィルを設立し、突き板シー
トの加工技術開発に乗り出したのは平成 20 年
です。それまでは、道路斜面の緑化を行う土木
工事会社を経営していました。
　平成 19 年に経営者の異業種交流会に参加し、
突き板を製造する大阪の加工会社に手伝わない
かと誘われたことが、この事業に取り組んだ
きっかけです。
　それまで突き板は、家具などの化粧材として
ウォールナットなどの高級材を加工するのが主
流で、節がある杉などは相手にされていません
でした。そこで新しい技術を開発して、地元の
木を有効利用す
れば地域が活性
化するのではな
いかと考えまし
た。
　木を折り曲げ
られる薄さにま
で加工した製品
は当時なかった
ため、壁紙など
薄いシートへ加
工できる技術が
開発できれば、
木の用途を広げ
ることができる

と考え、製造機器を開発しながら地元で事業化
することにしたのです。

　平成 24 年度の「3 次元性を有する天然木極
薄熱可塑性シートの開発及び販路開拓」では、
極薄木材シートの裏に熱可塑性プラスチック
シートなどを張り合わせ、3次元成形加工技術
の開発に取り組みました。
　平成 26 年度は「画期的な天然木極薄幅広製
品シート」の試作に取組みました。この事業で
幅広化に成功したことにより、不燃性が必要な
商業施設やマンション防火戸材用など木目柄ビ
ニールシートしか活用されなかった用途への新
規参入が可能と
なりました。
　平成 27 年度
では、「天然木
極薄連続シート
へのUV硬化型
塗装技術の確
立」に取組みま
した。これまで
は無着色天然木
シートを製造し、
国内顕在市場を
ターゲットに販
売しておりまし
た。今後の海外

御社の沿革、特に天然木の木目を
活かした薄板シートの製造に取り
組まれた経緯・変遷をお聞かせく
ださい。

本社の玄関

1

平成 24 年度と平成 26 年度、平成
27 年度のものづくり事業の内容
と成果についてお聞かせください。

2

近藤社長と中西部長 極薄幅広製品シート製造工程
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ものづくりのものづくりの

達人達人達人
市場への進出にあたり、シートへの着色並びに
量産化を図ることが課題でした。この事業で、
薄膜塗装機と塗面研磨機を導入して天然木シー
トへの着色と量産化が可能となりました。

　我が国は、高度成長期を経て急激に進展を続
けてきました。しかしその急激な進展が自然環
境へ悪影響を与えているのも事実です。地方に
おいても文化的水準が大きく進歩したものの過
疎が急激に進み山村の土地は荒れ果て、森林を
保護していくのに必要な間伐、枝打ち等の作業
もおぼつかない現状です。そこで弊社としても、
自然保護活動に貢献したいという観点から森林
整備に不可欠な間伐作業を行い、限りある木を
有効利用していきたいという思いで事業を行っ
ています。この技術を出発点として、地方で加
工・製品化されたものを都市環境で利用してい
くことで、一人一人に地球環境への還元活動に
参加していただき、また、地方の雇用対策とし
て、高齢者の生きがいある職場づくりや、障が
いをもたれている方々に対する職づくり、若者
雇用対策を同時に考えた、地域が活性化する事
業展開をしていきたいと考えています。
　従業員は、事業を始めた時は数名でしたが、
現在は 25 人に増加しました。また、近くの障
がい者作業所にシートをつなぐ作業を委託し、
地域の雇用創出にも役立ってきています。これ
からも高齢者や女性が生き生きと働ける、地域
の核となる事業所を目指したいと考えています。

　現在この極薄木材シートの開発により、建築
資材のみならず文具や雑貨、インテリア用品な
ど多種多様な商品を開発し、東京都をはじめ全
国で販売しています。
　また木材でありながら不燃・準不燃材適合品
として認定を受けているため、個人住宅だけで
なく公共施設でも利活用されています。
　これまでは、間伐材・地域材などを他社から
購入して商
品化してい
ましたが、
現在は同社
の保有林で
伐採した木
の加工も進
めています。

御社は福祉・環境・雇用の一体化
した新しいビジネスモデルを提案
されていますが、そのきっかけや
ビジョンについてお聞かせくださ
い。

３

今後木材利用の方向性、将来性に
ついてお聞かせください。

4

企業の概要
○会社名 株式会社ビッグウィル
○所在地 三好郡東みよし町昼間 835
○電　話 0883－79－3300
○F A X 0883－79－3306
○E‒mail info@bigwill.co.jp
○HP https：//www.bigwill.co.jp
○代表取締役 近藤　清美
○設立年月日 平成19年（2007年）
○従業員数 25名
○業　種 製造業

【取材を通して】
　取材中、終始明るい雰囲気でお話して下さっ
た近藤社長が「この木の折り鶴に乗り、世界へ
羽ばたいていく企業を目指しています。」と力
強く語っておられたのがとても印象に残ってい
ます。
　当日は、近藤社長をはじめ、社員の方々、そ
して障がい者作業所の皆様方が明るく丁寧に
対応していただき、地域を巻き込んだものづく
りになっていることを実感しました。
　近藤社長、中西部長さまこの度はお忙しい
中快く取材に応じてくださり、ありがとうござ
いました。

障がい者作業所での作業の様子
木目を見ながらシートに貼り付けていく

極薄木材シートで作った折り鶴
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組合ホットニュース

　平成 31 年 2 月 22 日㈮徳島県建設センターにおいて、協同組合徳島県解体工事業協会同組合の設立 20 周
年記念式典が行われました。同組合は平成 11 年に設立され、重点活動として会員各社の連携、特定建設資
材廃棄物に対する適正処理等に関する情報提供、安全管理活動教育、徳島県OURロードアドプト事業活動、
大規模災害における防災訓練（緊急災害対策派遣等に教育）・防災士資格者、解体工事等における災害防止
のための労働安全衛生法等における教育・資格取得等の活動を掲げ、活発に活動なさっています。式典では
（公社）全国解体工事業団体連合会をはじめ多数の団体から来賓が出席し、組合従業員功労者、永年勤続 10
年以上の表彰式も併せて行われました。その後、徳島県政策監の福井廣祐氏から「徳島県における災害対策
等への取組」と題して記念講演があり、祝賀会へと移りました。
　同組合は行政との災害防止協定締結や、大規模災害時における相互支援協定を中部・近畿・中国各県と結
んでおり、本県の災害対応力の強化に大きく貢献なさっています。今後の更なるご活躍を祈念申し上げます。

　平成 31年 2月 12日㈫、徳島ワシントンホテルプラザにおいて、JU中四国青年部「JAA四国」研修会を開
催しました。研修は 2部構成で、日本中古自動車販売商工組合連合会会長　海津博氏から「中長期小売新興
指針～ 2025 年を見据えた業界環境予測と我々の課題～」と題して、業界が目指すべき指針について様々なデー
タを用いた講演があり、四国大学教授の加渡いづみ氏から「徳島人のおサイフ事情、ここだけの話」と題して、
徳島県民の消費傾向などの紹介がありました。業界の次代を担う青年部員らが熱心に参加し、大いに啓発さ
れました。

協同組合徳島県解体工事業協会　設立20周年記念式典協同組合徳島県解体工事業協会　設立20周年記念式典

平成30年度 JU中四国青年部「JAA四国」研修会
～徳島県中古自動車販売商工組合～

平成 30年度 JU中四国青年部「JAA四国」研修会
～徳島県中古自動車販売商工組合～

楠本正志理事長 徳島県　福井廣祐政策監の記念講演

中販連　海津博会長 四国大学　加渡いづみ教授
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情報連絡員レポート（前年同月比）
平成３１年１月平成３１年１月

《全体の景況》
　家電製品小売業では季節商品の動きが順調であり、板金工
事業においても、引き続き需要が好調であった様子。またそ
の他の建設業や木材業においても受注量の増加、ステンレス
業界では大手を中心に設備投資が続いているとの明るい報告
も寄せられた。
　一方、慢性化する労働力問題をはじめ、依然として続く原
材料高や燃料価格の高止まりに加えて、小売・サービス業を
中心に売上の伸び悩みを嘆く声が多く寄せられた。
　景気は緩やかな回復を続けていると言われているものの、
米国に端を発する貿易摩擦懸念や、緊迫する国際情勢が国内
外経済の下振れリスクを残存させており、先行き不透明な状
況に変わりはない。県内中小企業においても、今後の景気動
向を注視していく必要がある。

【製造業】
＜食料品＞
［味噌］対前月比、生産量は142％、出荷量は162.3％と冬場
の季節的要因で増加。一方、主要原材料の米の価格は相変わ
らず国内産、米国産とも高値で推移している。
＜繊維・同製品＞
［縫製］人手不足が深刻化しつつある。特に、優良人材（幹
部候補生）の獲得が大きな課題であるが、最近では技術者不
足も如実に表れ、採用が思うように進まない状況だ。
［縫製］市場の低迷
＜木材・木製品＞
［製材］消費税増税を見越した見積もり依頼はあるが、受注
に至っていない。売上高、収益の減少が見られ、依然として
荷動きが悪い状況が続いている。
［木材］原木丸太依然荷動き活発で価格も高値で推移してい
るが、一般建築製材製品については厳しい状況で大きな変動
は見られない。一方やや低質材、合板用等についても引き合
い多く旺盛な動きが続いている。
［木材］新年を迎えた1月早々は今まで通り下降していく
と思っていたが、極少量ながら上向き傾向が表れている。
＜印刷＞
［印刷］年末年始の商業チラシの需要も伸びず。その他の需
要も停滞模様。消費税率のアップと売上増加の要因がたくさ
んあるが、お客様が需要を思い当たらない上に印刷業界の販
促も効果的でなく発注や予約は芳しくない。
［印刷］年明け早々の受注は例年低調である。1月は後半から
動き出すのだが、今年はその気配がない。また徳島県内では印刷
及びその関連会社が昨年秋以降2社、1月末に1社倒産、廃業と
なった。しかしながらまだ需給バランスは供給過多のようである。
＜窯業・土石製品＞
［生コン］1月は昨年同月と比較してほぼ横ばいの量。今年
度の全体的な出荷量の予想は昨年度を約15％程度下回ると予
想される。
［生コン］出荷量は、対前年同月比2％の微増となった。要
因としては、前年同時期と比較して官民での既存受注工事が
順調に進んだことによる。収益状況については、1月より運
賃価格の一部見直しにより（輸送費の引き上げ）は改善され
る見込みである。
＜鉄鋼・金属＞
［鉄鋼］売上高、設備操業度とも総じて堅調に推移している。
しかし、原材料価格の上昇、技術者などの確保が課題となっている。

［ステンレス］国内市場は大手を中心として、好調な企業収
益を背景に設備投資が続いている。
＜一般機器＞
［機械金属］売上高や収益状況など良好な水準を維持してい
るものの、従業員の確保難、原材料価格の上昇等が経営上の
課題として見受けられる。

【非製造業】
＜小売業＞
［ショッピングセンター］売上高は全店計 87.8％（既存店
91％）と前年を割った。昨年より開発委員長中心にリーシン
グ活動に力を入れており、既存店のレイアウト変更に繋がれ
ば、お客様から見て真のリニューアルになると思う。
［プロパンガス］保安文書周知の徹底とともに、未収金を回
収することに努める。
［電気機器］エアコンは買換えの底堅い需要があったが、期
待された4KTVの動きが悪く全体的な動きは低調だった。
［畳小売業］あまり寒くない1月だったが、仕事量は少な
かった。公共の入れ替え仕事が出ているが、昨年より少ない。
＜商店街＞
［徳島市］空き地だったところが整備され、駐車場になった。
一店舗が閉店になるようだ。
［徳島市］年明け早々、年末同様に景気は上向き状態ではな
く、相変わらず下降線を描いている。特に今年は消費税UP
が大きく小売業にのしかかっている。
＜サービス業＞
［土木建築業］来年度発注工事（橋梁補修・耐震補強工事）
が多くあり、前年度に比べると忙しかった。当然工事予算は
増える見込み。
［自動車整備］収益状況は整備部門では、30年度は車検台数
の減少傾向であり、収益の改善は厳しい状況が続いている。
［旅行業］ずっと低調な状態が続いている感じだ。
［ビル管理］特に大きな変化はないが、取引条件が変化しな
い中、最低賃金の引き上げが続いている。これに伴うダメー
ジが表れてくると思われる。
＜建設業＞
［建設業］7月豪雨による災害復旧工事の発注が多い。国の
工事も増加しているが、大型工事が多く、県外業者が受注し
ており、県内業者の受注状況は少ない。
［鉄骨・鉄筋工事業］1月も引き続き忙しい状況が続いている。
［板金工事業］仕事量は順調に続いているが、手間不足。
［電気工事業］新設住宅口数は329件であり、対前年比
148.8％と大幅に増加した。
＜運輸業＞
［貨物運送業］一般貨物輸送は、例年1月は営業日数少な
く低調に推移。軽油単価は月中平均で前月並みの水準で推移
したが、月末にかけて値上がり傾向になっている。勤務時間
の問題が運賃の値上げが進まない中で今後の大きな減収の要
因に浮上してきた。
［貨物運送業］軽油価格はやや下降。製造関係では例年通り
ではあるが年末繁忙期の反動があり低調。宅配関係では、昨
年は値上げの影響がありやや売上ダウンもあったが、顧客が
戻り通販が好調であるため、売上高、収益ともに好調のよう
である。

　この報告結果は、徳島県下の中小企業組合（協同組合、商工組合等）の役職員49名に委嘱している中小企業団体情報連絡員による報告を抜粋掲載しております。

※DI 値とは、各景況項目について「増加」（又は「好転」）業種割合から「減少」（又は「悪化」）業種割合を差し引いた値
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－20.0
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青年部コーナー

◇平成30年度四国商工3団体青年部　四国トップ会議◇
　平成 31 年 2 月 1 日㈮　ネストホテル松山において、平成
30 年度四国商工 3団体青年部　四国トップ会議が開催され、
徳島県中小企業青年中央会から 3名参加致しました。
　平成 28 年度四国トップ会議の決定により、平成 29 年度か
ら 4年間「防災」をテーマとして四国四県商工 3団体青年部
で以下のとおり協議していくことになりました。
　・平成 29 年度　テーマ「災害時の相互支援に向けて」。四
国四県各商工 3団体青年部の防災取組状況や支援可能な
こと等について協議致しました。

　・平成 30 年度　テーマ「災害時の相互支援の内容につい
て」。防災協定書に盛り込む項目について協議致しました。

　・平成 31 年度　テーマ「防災協定書（案）について」
　・2020 年度　テーマ「防災協定の締結について」
　四国トップ会議後の懇親会では、香川県中小企業団体中央
会青年部　会長　十河孝浩様に開会挨拶、乾杯の御発声を頂
きました。後半、四国四県の各商工団体青年部の代表全員で
ジャンケンをして今年の幸運者を決定する等大いに盛り上
がった後、高知県中小企業青年中央会　会長　島田　誠様か
ら挨拶があり、盛会裡に閉会となりました。 懇　　親　　会

四国トップ会議

◇平成30年度　組合青年部リーダー交流会議◇
　平成 31 年 2 月 7 日㈭　サンシャイン徳島アネックスにおいて、平成 30 年度　組合青年部リーダー
交流会議を開催しました。ことば経営　代表　中村かおり氏を講師に招き、「伝えるを学ぼう！伝わ
るから販路を広げよう！」をテーマにご講演いただきました。参加者 30 名の中、中村氏より伝わる
文章には一定のルールがあるとして、タイトルの決め方や文の組み立て方などを学びました。

ことば経営　代表　中村かおり氏の講演
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青年部コーナー

○平成 31 年 3月下旬　　徳島県商工 3団体次世代プロジェクト事業会議
○平成 31 年 4月下旬　　平成 31 年度　第 1回　役員会

　平成 31 年 2 月 7 日㈭　ダイニングひなたにおい
て、平成 30 年度青年中央会新年互礼会が開催され、
総勢 42 名にご参加いただきました。ご来賓として、
徳島県商工労働観光部　副部長　田中　稔様、徳島
県中小企業団体中央会　専務理事　蔭山真応様を始
め、多数のご来賓の皆様をお迎えし、株式会社商工
組合中央金庫徳島支店　支店長　及川　晃様に乾杯
のご発声をいただき、今年の青年中央会の活動への
期待を込めて執り行われました。
　最後に、徳島県商工会議所青年部連合会　副会長　
田原典郎様より中締めをしていただき、盛会のうち
に閉会となりました。

◇平成30年度　新年互礼会◇

徳島県商工労働観光部副部長
田中　稔様（来賓挨拶）

商工組合中央金庫支店長
及川　晃様（乾杯）

徳島県中央会専務理事
蔭山真応様（来賓挨拶）

商工会議所青年部連合会副会長
田原典郎様（中締め）

新年互礼会　全景
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　平成 30 年 12 月 14日㈮午後 3時より、サンシャイン徳島アネックス（徳島市南出来島町）において、
「女性のためのフォロワーシップで組織力UP」をテーマに組合等連携組織体での女性活躍推進事業を
開催しました。同事業は、組合等に所属している女性経営者、女性幹部役職員等を対象に、組合等で
活躍する女性の交流や研鑚の場をつくり、女性登用の機運を高めて行くことを目的として開催しました。
　セミナーでは、葉 ppiness　井上幸葉氏から、男性と女性が存在し組織を活性化するために協力し合
う必要があり、考え方として、男性の仕事や思考には理論性を、女性の
仕事や思考には感情を重視すること。また、男性には夢を与えること、女
性には物を与えることでやる気にさせられるなど、男性から見た職場の女
性の特徴（女性のためのフォロワーシップ）について紹介がありました。
　セミナー後、中央会女性部の設立趣旨、設立までのスケジュール、発
起人について説明があり、柔道整復師会協同組合　専務理事　中本ユミ
子氏より、全国レディース中央会主催の全国フォーラムに参加した感想
や女性部活動の重要性について報告がありました。

中央会トピックス
女性活躍推進セミナー開催女性活躍推進セミナー開催

葉 ppiness　井上幸葉氏

　平成 31 年 2 月 8 日㈮午後 1時 30 分より、徳島県立中央テクノスクールにおいて、BCP 図上訓練
を開催しました。講師に株式会社フォーサイツコンサルティング五十嵐雅祥氏をお招きし、図上訓練
の演習方法について説明が行われた後、各班に分かれ、災害発生時の対策本部会議を設置し、地震発
生直後や緊急避難などの場面をシミュレーションし、参加
者は擬似的な訓練をすることで情報収集分析力や先読み力
を体得することができ、自社の BCP の有効性を再検証す
ることができました。また、参加者同士で意見交換し合う
ことで、新たな気付きを得ることができ、大変有意義な時
間となりました。最後に、講師から自社の BCP や各種マ
ニュアルの見直しの重要性及び社員全員の防災意識向上を
強化して行って欲しいと話がありました。

BCP（事業継続計画）図上訓練を開催BCP（事業継続計画）図上訓練を開催

BCP図上訓練

　平成 31 年 2 月 1 日㈮、2月 5日㈫、2月 7日㈭、2月 15 日㈮の計 4回、いずれも午後 1時 30 分より、
徳島県内の 3カ所の会場において環境経営セミナーを開催しました。講師にエコアクション 21 審査
人の百々謙一氏をお招きし、「EA21　2017 年版業種別ガイドライン（建設）改訂のポイント」につ
いてセミナーを開催しました。
　この事業は、新しく改訂されたエコアクション 21 業種別（建
設業）ガイドラインについて、県内建設業者を対象に実施したも
ので、とくに建設業は、その事業活動による資源・エネルギーの
使用・消費、温室効果ガスや建設廃棄物の排出などの環境負荷低
減や、優良な環境の創出・保全など、より積極的な環境への取り
組みが求められています。ご参加頂いた方からは「具体的で参考
になる内容だった。」など、有り難いお言葉を頂きました。

環境経営セミナー開催環境経営セミナー開催
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　掛川城は、戦国時代に駿河の守護大名の今川氏が遠江進出を
狙い、家臣の朝比奈氏に命じて築城させたのがはじまりとされ
ます。一時徳川家康が支配していましたが、天正１８年（１５９０）
に家康が東海から関東に移封されると、掛川城には豊臣秀吉の
直臣であった山内一豊が入りました。一豊は掛川城の大幅な拡
張を実施し、石垣・瓦葺の建築物・天守など近世城郭としての
体裁を整えた城郭としました。
　掛川城御殿は、全国でも珍しい現存城郭御殿で、なかでも二
の丸御殿が残っているのは二条城と掛川城のみです。書院造り
と呼ばれる建築様式で、畳を敷き詰めた多くの部屋が連なり、各部屋は襖で仕切られています。江戸時代の
藩の政治や大名の生活が偲ばれる貴重な建物として、昭和５５年（１９８０）、国の重要文化財に指定されました。
　嘉永７年（１８５４）に起きた安政の東海大地震により天守など大半の建物が倒壊し、再建されることなく
明治維新を迎え、明治２年（１８６９）廃城となりました。
　現在の掛川城天守は、山内一豊の転封した高知城と同じであったという記録を参考にして、平成６年
（１９９４）に「東海の名城」と呼ばれた美しさそのままに、日本初の「本格木造天守閣」として復元されたも
のです。
　日本で初めて木造で天守閣を再建した意義は大きく、木造による平成の築城ブームのさきがけとなりました。
 （崇）

　伝説のバンド「クイーン」の結成から１９８５年に行われた２０世紀最大のチャリティーコンサート「ライ
ヴエイド」でのパフォーマンスまでを描いた伝記映画。
　常に挑戦的に新しい音楽を求め続け、圧倒的な才能とパワーで時代の先頭を走り続けたクイーン。
　成功し、頂点に立つ者ゆえの強烈な孤独から愛を探し求め、さらに孤独感にさいなまれるボーカルのフレ
ディ・マーキュリーの魂の叫びである音楽と歌声が、観客達に爆発的な感動を与えてくれます。
　もちろんユーチューブ等で本物のクイーンのライヴエイドのライヴ映像を観ることは出来ます。しかし映
画のライヴエイドのシーンは、映画的な演出や編集によって、実際には体験できないステージ上のクイーン
の視点や感覚を体験させてくれるので、号泣するような凄まじい感動が溢れてきます。 （典）

ぐりぐりめぐぐ城め城名城名城め名城名城め名名城めぐ城城名城めぐり名名城めぐり
本全日本日本本本全本日本日本全国
名城めぐり
日本全国 掛　川　城

所 在 地：静岡県掛川市掛川１１３８－２４
築城種類：平山城
築城年代：永正９年（１５１２）、天正１８年（１５９０）
築 城 者：朝比奈熈・泰能、山内一豊
天守の現況・形態：望楼型　三重四階　木造（復元）

映画の
日々

「ボヘミアン・ラプソディ」
2018 年 11 月公開／上映時間：1時間 47分
監督：ブライアン・シンガー
出演：ラミ・マレック、ルーシー・ボイントン、グウィリム・リー、
　　　ベン・ハーディ、ジョゼフ・マゼロ、エイダン・ギレン、
　　　トム・ホランダー、アレン・リーチ
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●早食いするとどうなるか？
〇早食いと肥満の関係
　平成 21 年の国民健康栄養調査の結果では、
男女とも肥満度が高い人ほど食べる早さが「早
い」人の割合が多く、「遅い」人の割合が少な
いことがわかっています。いくつかの疫学研究
でも同様の結果が出ており、また子どもにおい
ても同じ傾向がみられます。
　早食いをすると肥満になりやすいのは、なぜで
しょうか？食事をすると、血液中のブドウ糖の濃
度が上昇し、満腹中枢がそれに反応して、満腹
感を知らせますが、ブドウ糖の濃度が上昇するに
は、ある程度の時間が必要です。そのため早食
いの場合、満腹感が得られる前に多くの食事を
とってしまいがちになり、摂取エネルギー量が多
くなるため肥満につながると考えられています。
〇早食いはメタボにも関係
　広島大学の研究チームが約 1,000 人の男女
を 5年間追跡調査した結果では、早食いの習
慣のある人がメタボを発症した割合は 11.6％
で、ゆっくり食べる人の 2.3％、普通の人の
6.5％よりも高いということが判明しています。
早食いは、体重の増加、血糖値の上昇、腹囲の
増加にも関連していることがわかっています。

●よく噛むための秘訣
〇よく噛むことはエネルギー消費量を増加させる
　日本肥満学会の「肥満症治療ガイドライン」
では、肥満の行動療法の一つとして「咀嚼法」
があげられており、一口 30回噛むことが推奨
されています。咀嚼（よく噛む）には、満腹中
枢を刺激して、食欲を抑える働きがありますが、
さらにゆっくりよく噛んで食べることで、食後
のエネルギー消費量である「食事誘発性体熱産
生」が増加します。「食事誘発性体熱産生」と
は、食後安静にしていても栄養素の消化・吸収
による代謝によって使われるエネルギー消費量
のことです。つまり、よく噛んでゆっくり食事
をすることは、エネルギー摂取量の抑制とエネ
ルギー消費量アップの 2つの効果が期待でき
ることになります。

〇ゆっくり食べるコツ
　ゆっくり食べる、つまり食べるスピードを遅
くするには、食べるのに時間がかかる工夫をす
る、という方法もあります。
　まず、料理の際は、食材は大きく、厚めに切
り、噛みごたえがある状態にしましょう。きの
こやこんにゃくなど食物繊維を多く含む食材を
使うことも効果的です。魚や肉は骨付きのもの
を選ぶと噛みごたえや食べにくさから時間をか
けて食べることができます。
〇よく噛むためには歯のケアを
　よく噛むためには、「噛める」ことも大切です。
平成 25年国民健康・栄養調査報告から、歯の
本数が多い人ほどよく噛めることがわかってい
ます。歯を失う二大原因は、虫歯と歯周病です。
毎日の歯みがきや定期的な検診で、歯の健康も
維持しましょう。

●ゆっくり食べる健康効果
　よく噛んでゆっくり食べることは、肥満を防
ぐだけでなく、体にさまざまな良い影響があり
ます。

～脱“早食い”で健康アップ～健康ひとくちメモ

○脳の発達
　よく噛むことは脳細胞の働きを活発化します。
あごを開けたり閉じたりすることで、脳に酸素
と栄養を送り、活性化します。
　子どもの知育を助け、高齢者にとっては認知
症の予防に大いに役立ちます。
○味覚の発達
　よく噛むと、食べもの本来の味がわかります。
人は濃い味にはすぐに慣れてしまいます。
　できるだけ薄味にし、よく噛んで食材そのも
のの持ち味を味わうよう、心がけましょう。
○歯の病気を防ぐ
　よく噛むと唾液がたくさん出て、口の中をき
れいにします。
　この唾液の働きが、虫歯になりかかった歯の
表面をきれいにしたり、細菌感染を防いだりし
て、虫歯や歯周病を防ぎます。
○胃腸の働きを促進する
　よく噛むと消化酵素がたくさん出て、消化吸
収を助けてくれますが、食べものがきちんと咀
嚼されないと、胃腸障害の原因となりがちです。
 （参考：8020 推進財団　「噛む 8大効用」）

全国健康保険協会（本部）
〒102‒8575　東京都千代田区九段北 4－ 2－ 1　市ヶ谷東急ビル 9F
ホームページ　http：//www.kyoukaikenpo.or.jp/ 　　　　　　　
※本コーナーは全国健康保険協会のホームページから引用しております。
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お知らせコーナー

～個人版事業承継税制のポイント～～個人版事業承継税制のポイント～
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お知らせコーナー
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お知らせコーナー
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◆　第 150 号発刊にあたり、関係機関の方々からご協力いただきありが
とうございました。厚くお礼申し上げます。

◆　特集では、「四国の元気な組合」を紹介させていただきました。今後
の組合運営に役立てて頂ければ幸いです。ご不明な点等がありましたら、
お気軽に中央会までお問い合わせ下さい。

◆　「ものづくりの達人」では、株式会社ビッグウィル様を訪問させて頂
きました。同社は世界最高水準の木材加工技術を培われ、オンリーワン
商品の開発による競争力の強化、間伐材の利活用による自然環境の保護、
地域の雇用や働く場の創出を実現させた素晴らしいビジネスモデルを構
築なさっています。同社のアイデアとご努力、信念と地域への愛情に触
れ、深い感銘を受けました。
　　木材を紙と同等の薄さまで削っているのに、曲げても折れず、着色も
出来、不燃・準不燃材適合品認定も受けているということに大変驚きま
した。私も木の風合いが大好きなので、無垢材のコストや管理の大変さ
を解決してくれる同社の製品が、今後益々活用の幅を広げられることを
期待しています。近藤社長をはじめ、ご対応下さった皆様大変有り難う
ございました。

◆　毎年この時期になるとスギ花粉に悩まされます。洗濯物の外干しも出
来ず、今年ついに妻まで花粉症デビューをしてしまいました。誰かが、
花粉症の根本治療の薬を開発できたらノーベル賞が貰えると言っていま
したが、花粉症の人口と症状の辛さを考えるとあながち間違っているよ
うな気がしません。スギは大切な森林資源ではありますが、国産材の利
活用推進によって少しでも花粉が減ると良いなあと思う今日この頃です。
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