特集

新たな組合事業への挑戦

～令和３年度組合資料収集加工事業報告書から～

昭和57年から全国中小企業団体中央会を中心として、全国の先進組合事例をテーマ毎に収集し、その
共同事業等の手法が他の組合の参考となることを目的に、
「組合資料収集加工事業」
が実施されています。
令和３年度は、
「A．急激な事業環境変化に伴う対応・活動」
「B．労働環境改善・人材確保への取組み」
「C．
地域の魅力発信による需要開拓」
「D．特徴ある活動」の４つのテーマについて、
調査結果をまとめました。
本誌では、その中から福岡県における先進事例２件、他県の先進事例１件について紹介します。
組合紹介

協同組合福岡・大川家具工業会、筑後染織協同組合、越前漆器協同組合

Ｃ．地域の魅力発信による需要開拓
国産の早生広葉樹「センダン」活用プロジェクトの取り組み

協同組合福岡・大川家具工業会
●住所 〒831-0016 福岡県大川市大字酒見221-３
●主な業種 家具・装備品製造業

●組合員 129人

背景・目的・概要
協同組合福岡・大川家具工業会では、国産材を利用
した家具製造の推進に取り組んできたが、産地の新た
なブランド化は大きな課題となっていた。そこで15年か
ら20年で活用できる国産の早生広葉樹
「センダン」
に注
目し、この材を使用したインテリア建材や設備の商品化
と循環型ビジネス構築のための植樹活動を進めている。

取り組みの手法と内容
取り組みのきっかけは、熊本県林業研究指導所の紹
介で、熊本県天草の指導林家である福田国弘氏が育て
た4ｍ直材のセンダンとの出会いである。このセンダン
の直材とその特性を深く知ることで、国産の早生広葉
樹であるセンダン材を用いた大川家具の新しい産地ブ
ランド化への取り組みが
ス タ ー ト し た。
2017年に、組合
の地域材開発部
会が中心となり
20名の組合員に
よる「SOUS E I
プロジェクト」
が
発足した。具体
的な活動として
は、SENDANブ
ランド商品の開
発として、マン
センダン関係者のサイクル
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●設立 昭和38年５月

●出資金 315,795千円

●URL http://www.okawa.or.jp/

ションや戸建てのリノベーション住宅への家具や設備の
提案を行った。そのほか、SENDANwebサイトの公開、
広報ＰＲ活動、センダン植樹活動に取り組んできた。プ
ロジェクトの遂行にあたっては、センダン材の供給量に
限りがあるなか、ハイブリット材の開発などで苦労があっ
たが、参加メンバーが一致協力することで克服すること
ができた。今回の取り組みは、組合員にとってもこれか
らの家具産地としての在り方を考える貴重な経験となっ
た。また、センダンの植樹活動を行うことで、家具生産
における持続可能なサイクルの構築に道筋をつけること
ができた。今後は、プロジェクトから得られた協力関係
を維持しながら、家具産地ブランドとして
「SENDAN」
が定着するよう事業を進めていきたいと考えている。

成果とその要因
成果としては、SOUSEIプロジェクトを立ち上げ、
商品開発や植樹活動にチャレンジし、家具産地として
の循環型ブランド
「SENDAN」
を確立できたことであ
る。その要因は、
部会長はじめプ
ロジェクトメン
バーの開発に対
する熱い想いと、
森林事業者の
方々とのパート
ナーシップづく
りに取り組んだ
センダン製品を使用した
結果といえる。
リビングコーディネイト

Ｄ．特徴ある活動
特

産地ブランド「シマオリチェック」の開発と DtoC 販売への挑戦

●住所
●設立

〒833-0056 福岡県筑後市大字久富70
昭和45年

●組合員

11人

●出資金

●URL

129,190千円

●主な業種

集

筑後染織協同組合
織物の製造又は染色

http://www.chikugosennshoku.com/

背景・目的・概要
筑後染織協同組合では、久留米織を生産する企

信、④展示会出展やマスコミへのリリース、⑤ク
ラウドファンディングでの販売に取り組んだ。プ
ロジェクトの遂行にあたっては、５か月で生地と

業の発展に寄与する活動に取り組んできたが、産

服の完成を目指すタイトなスケジュールのなか、

地の新たなブランドづくりは大きな課題となって

色味や柄合わせの面で苦労があったが、関係者が

いた。そこで外部デザイナーなど専門家と連携し、

一丸となり乗り越えることができた。今回の取り

支援機関の協力も得て、世界に通用する
「シマオリ

組みは、組合員にとっても産地としての魅力を考

チェック」
生地を使用した商品開発とクラウドファ

えるきっかけとなり大変貴重な経験となった。ま

ンディングでの販売に挑戦した。

た、クラウドファンディングを活用し、応援金額
約160万円、サポーター 111人を得ることができ

取り組みの手法と内容
取り組みのきっかけは、平成30年に
「久留米縞
織復活プロジェクト」で商品開発を行ったことで

たことは大きな励みとなった。今後は、協力関係
を大事にしながら産地ブランドとして
「シマオリ
チェック」が定着するよう事業を進めていきたい
と考えている。

ある。ファッションやデザインを学ぶ学生とのコ
しいデザインを融合させた産地ブランド開発へ

成果とその要因

の取り組みの機運が高まった。令和元年に、久

成果としては、外部関係者との連携をもとにプ

留米織の特長である縞柄を活かしたブランド開

ロジェクトチームを編成して、商品開発とDtoC

発のため、外部デザイナーや支援機関を加えて

販売に挑戦し、産地の顔となる
「シマオリチェッ

「シマオリチェックプロジェクト」
が発足した。具

ク」ブランドを確立できたことである。その要因

体的な活動としては、①コンセプトづくりとブ

は、理事長はじめ組合員の開発に対する熱い情熱

ランドロゴ開発、②ワンピースなど４種10型の

と、色味や柄合わせなど技術的な困難に対して粘

試作品開発、③インスタグラムやHPでの情報発

り強く取り組んだ結果といえる。

香蘭女子短期大学と連携したシマオリチェックの先行展示

シマオリチェックのロゴ
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ラボレーションが刺激となり、伝統の技術と新

Ａ．事業環境変化に伴う対応
産地全体でコロナを乗り切る！「越前漆器購入緊急支援補助金事業」

越前漆器協同組合
●住所
●設立

〒916-1221 福井県鯖江市西袋町37-６-１
昭和25年２月

●組合員

135人

●出資金

●URL

3,069千円

●主な業種

https://www.echizen.or.jp/

漆器製造業、販売

とや限られた予算の中で平等に事業を利用してもら

背景・目的・概要

うことが課題であったため、越前漆器販売促進実行

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、

委員会を立ち上げた。実行委員会は、事業説明会を

漆器業界の売上は低迷していた。特に、当組合は

開催して事業の理解を深める取り組みや各販売部員

業務用漆器の全国シェア８割を占めている産地に

の補助金割当額を150万円と均等に設定し、取引先

属するため、全国の飲食業・旅館・ホテル業の営

の多い販売部員に受注が集中しないよう工夫を凝ら

業自粛等もあり、受注が大幅に減少した影響によ

した。また、利用意向アンケート調査を実施して意

り、大きな打撃を受けた。加えて緊急事態宣言や

見収集や進捗状況の把握を行ったことで、事業の利

まん延防止等重点措置の発出に依る休業や時短営

用に消極的であった販売部員に対して利用促進を図

業の影響、県等を跨ぐ移動の自粛など、組合及び

ることができた。その結果、54社の内、43社が事業

組合員も営業活動が制限された。

を利用することができた。利用しない販売部員もい

このような産地の切実な状況を考慮し、鯖江市

たが、複数回のアンケートにより、他の販売部員に

と産地実行委員会による全国のホテル・旅館・飲

予算を割り振るなど執行管理を行ったことで執行率

食業等を交付対象とした
「越前漆器購入緊急支援

を98％まで上げることができた。

補助金事業」
をスタートした。

成果とその要因

取り組みの手法と内容

多くの販売部員が平等に事業を利用して販売交

国内の宿泊業・飲食サービス業・卸業者等に対

渉できるよう、実行委員会が機能したことにより、

して組合販売部が取り扱う越前漆器の購入費の一

事業予算９千万円に対し、購入者からの申請件数

部を補助する取り組みを行った。理事長をはじめ組

は313件
（全国87％、県内13％）
、売上総額2.8億円

合役員は、一部の組合員だけでなく、コロナの影響

と大きな成果を上げることができた。結果として

を受けている産地全体を活性化したいとの気持ちが

製造を担う組合員をはじめ漆職人にも平等に仕事

強く、分業制をとる本組合ではどのように事業を進

が行き渡るようになり、産地全体で一番苦しい時

めていけば全組合員の売上に寄与するか協議した。

期を乗り越えることができた。また、新規客獲得

越前漆器購入緊急支援補助金～
全国のホテル・旅館・飲食店等で利用されている、伝統的工芸
品である越前漆器の購入を補助します。



その結果、組 合員

など越前漆器の認知度向上にも効果を発揮した本

のうち、漆 器 の 卸

事業は、一時的な受注増加だけでなく、今後の継

販売や小売販売を

続的な取引にもつながるような取り組みとなった。

行っている販 売部





 越前漆器購入補助制度の概要


対  象  者   国内で宿泊業・飲食サービス業・卸売業を営む者。

対  象  品   越前漆器（越前漆器協同組合加盟の製品に限る）
          ※製品によっては、越前漆器と認められない場合もあります。
          
補  助  率   購入費用の  以内 補助金額：下限  円 上限  円 
          修理費用の  以内 補助金額：下限  円 上限  円）
          
 
補 助 対 象 期 間   令和  年  月  日 木 ～令和  年  月  日 金 
※申込みは、先着順で予算に達した時点で終了させて頂きます。

主管・問合  先   令和  年  月  日（木）より申込開始
越前漆器販売促進実行委員会（越前漆器協同組合内）
7(/： )$;：
(PDLOLQIR#HFKL]HQRUMS
※詳しくは、ホームページで +WWSZZZHFKL]HQRUMS

「越前漆器購入緊急支援
補助金事業」チラシ
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が従来の販路を中
心に購入予約等の
交 渉を行い、事業
者に購入促進を図
る仕組みとした。
事業を進める上
で、可能な限り多く
の販売部員に事業
を利用してもらうこ

補助金事業説明会の様子

