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　佐賀県中小企業団体中央会では、佐賀県より補助を受け、新型コロナウイルス感染症によ
る社会経済の変化に対応していくために新分野展開や業態転換、新商品開発など、コロナ後
に向かって新たな発想で事業の変革に挑む中小企業等を支援することになりました。

○補助対象者
・�佐賀県内に店舗や事業所を有する者であって、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2
条第1項に規定する中小企業者。(個人事業者や事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、
商店街振興組合、生活衛生同業組合等の組合も対象となります。)
※�ただし、みなし大企業に該当する場合や財団法人、社団法人、社会福祉法人、特定非営利
活動法人、法人格のない任意団体等は補助対象にはなりません。

○売上要件
・�2020年12月以降の連続する6ヶ月のうち、任意の3ヶ月の合計売上高がコロナ以前(2019
年1月1日から2020年3月31日)の同3ヶ月の合計売上高と比較して10％以上減少している
こと。
※�例えば2021年1月～6月までの中で「1月」「3月」「4月」を選択した場合、比較先の2019年
1月1日から2020年3月31日の間で、例えば「1月」は2020年1月、「3月」は2019年３月、
「4月」は2019年4月を選択して申請することも可能です。
※�2019年1月1日から2021年3月31日までに創業した場合の売上要件については、補助金公
募要領、交付要綱をご確認ください。

○補助率及び補助金額
・補助率　　　　補助対象経費(税抜)の3分の2以内
・補助金額　　　1事業者につき　上限：200万円　　下限：50万円
※2者以上の複数の企業等が1団体として申請する場合は、補助上限額が400万円になります。

○申請手続きについて
・申請方法
　申請書は郵便または宅配便により提出してください。その際は、簡易書留など郵便物が追
跡できる方法で提出をお願いします。持参や電子メールでの受付は行っておりませんので、
ご注意ください。
※郵便は公募期限の日の消印まで、宅配便については宅配事業者が預かった期日（受付日）を
　もって期限までに到着したものとみなして受理します。
申請書類の提出先は下記の住所です。

佐賀県中小企業新事業チャレンジ支援補助金のお知らせ
注目

<提出先>
　〒840-0833
　佐賀市中の小路1-14「佐賀新聞中央ビル」2階
　佐賀県中小企業新事業チャレンジ支援補助金支援センター　宛



・公募期間
　第1回公募　　　令和3年7月21日(水)～8月17日(火)
　第2回公募　　　令和3年8月23日(月)～9月17日(金)
　第3回公募　　　未定(公募を行う際は改めてお知らせします。)
※予算執行状況により、追加公募を行う場合があります。その際は佐賀県中小企業団体中央会
　ホームページ(http://www.aile.or.jp/research-sagachallenge.html)にてお知らせします。

○その他・注意事項
・��第1回公募に申請して不採択となった場合でも、第2回公募に改めて申請することは可能です。
ただし、同一事業者の申請が採択されるのは1回までとなっています。
・�申請様式の第1号には、事業実施計画書を記載する必要があります。この事業実施計画書は、
中央会や商工会議所、商工会といった認定支援機関または金融機関とともに作成する必要
がありますので、作成の際は、認定支援機関等にご相談ください。
・�本事業において契約や発注先の選定を行う際、金額が税込で10万円以上となる場合は、相
見積もりを取り、最低価格を提示した者を選定してください。そうでない場合は、選定の
理由を明らかにした理由書(様式は任意)と価格の妥当性を示す書類を整備してください。
・�物品の購入等をする際は、「佐賀県ローカル発注促進要領」に基づき、県内の事業者を優先
的に活用するようにしてください。県外の事業者を活用する際は理由書を提出する必要が
あります。
・�本事業は、令和4年1月31日(月)までに完了しなければなりません。

　詳細については、中央会ホームページ(http://www.aile.or.jp/research-sagachallenge.
html)に掲載しております公募要領及び交付要綱をご覧ください。
　この補助金について、ご不明な点等ございましたら、下記お問い合わせ先までお気軽にお
問い合わせください。

○�お問い合わせ先
　佐賀県中小企業新事業チャレンジ支援
　補助金支援センター
　佐賀市中の小路1-14「佐賀新聞中央ビル」2階
　※ローソンがある建物の2階です。
　TEL：0952-25-2258
　FAX：0952-25-2260
　受付時間：9時～16時30分(平日のみ)
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今年も佐賀県理容生活衛生同業組合から、嬉
しいニュースが飛び込んできました！

　全国理容連合会「2021クールビズヘアスタイルコ
ンテスト」にて、「マスクコーディネート部門」からヘ
アーサロン「たんぽぽ」（佐賀市水ヶ江2丁目12-1）境真
作さん、「クールビズヘア部門」から「NEW�TOKYO�
Excellent�Hair」（佐賀市嘉瀬町扇町2450-1）古賀充史
さんが最優秀賞に輝きました。おめでとうございま
す！マスクをしていても、すっきりとして爽やかな
スタイルですね。コンテストは写真応募で行われ、国内外から105作品もの応募がありました。
マスクコーディネート部門は、ニューノーマル(新しい生活様式)に対応したアイデアとして、
今年から新しく創設された部門です。
　境さんは去年も入選されており、2大会連続での受賞となりました。また本大会の「クールビ
ズヘア部門」でも入選されています。凄腕理容師さんの技でこれからの夏本番、新しいヘアスタ
イルにチャレンジしてみてはいかがでしょうか？

(左)マスクコーディネート部門の最優秀作品(境さんの作品)
(右)クールビズヘア部門の最優秀作品(古賀さんの作品)

佐賀県理容生活衛生同業組合

♥佐賀県理容生活衛生同業組合青年部では、使用済みの金属製ヘアカラー剤のチューブを
集めてリサイクル業者に買い取ってもらい、その収益で車いすを寄付する活動をされて

います。活動を始めて2～3年、来年には初めて車いす1台を寄付できそうとのことです。組合事
務所の1階部分にコンテナがあり、取材時もたくさんのチューブが集められていました。環境に
も福祉にも優しい取り組みに、心が温かくなりました。

組合
トピックス

マスク姿も爽やかにマスク姿も爽やかに

ハートのリサイクル運動

マスクコーディネート部門
最優秀賞

境　真作（佐賀県）

クールビズヘア部門
最優秀賞

古賀充史（佐賀県）

2



　第61回中小企業団体九州大会(佐賀大会)につきましては、九州・沖縄各県より一堂に会
し、来る9月2日(木)に佐賀市の佐賀市文化会館において開催する予定として準備を進めて
参りました。
　しかしながら、九州・沖縄各県の新型コロナウイルス感染症の状況をみると、地域差が
あり、県をまたぐ移動についても抵抗感が強い状況です。そのため、およそ1,000人を集
めて開催する従来の形式での大会開催は困難であると判断し、書面議決にて開催された九
州中小企業団体中央会連合会事務局代表者会議において、規模を大幅に縮小し、九州・沖
縄各県の代表者のみにて開催することに決定しました。
　本来であれば、会員組合の皆様にも九州大会への参加をお願いするところでありますが、
感染症拡大防止の観点からご理解いただきますようお願い申し上げます。

　去る7月7日(水)、佐賀市の佐嘉神
社記念館において、県内事務局代表
者で組織する「佐賀県中小企業団体
事務局代表者会」の第27回通常総
会が開催されました。
　昨年は、新型コロナウイルス感染
症による影響のため、やむなく書面
議決方式で総会を開催しましたが、
今年は、懇親会は中止となったもの
の2年ぶりに一堂に会して総会を開
催することができました。

　総会では、開会に先立って昨年11月にご逝去された、前会長の百武龍太郎氏へ哀悼の
意を込めて黙祷をささげ、会長である石丸忠良会長(佐賀県美容業生活衛生同業組合・事
務局長)の挨拶の後、議案審議に入りました。総会では、1号議案から3号議案についてそ
れぞれ審議を行い、すべて原案通り可決されました。
　審議終了後は、事務局より佐賀県中小企業新事業チャレンジ支援補助金など、中央会が
行っている事業等について情報提供を行い、盛会裏に終了いたしました。
　業務ご多忙の中、総会にご出席いただきました代表者会会員の皆様、ありがとうござい
ました。本年度もよろしくお願いいたします。

第６１回中小企業団体九州大会(佐賀大会)に関するご報告

第２７回中小企業団体事務局代表者会通常総会開催！
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★新コーナー★
商店街の
このお店 ＳＡＧＡしてみらんね 寄ってみらんね　ＳＡＧＡしてみらんね 寄ってみらんね　

「塩瀬橋爪菓子舗」（嬉野温泉商店街協同組合）

シモムラサイクルズ（嬉野温泉商店街協同組合）

嬉野交流センター（嬉野温泉商店街協同組合）

お店紹介

お店紹介

お店紹介

お店から一言

うれしの茶×自転車「茶輪」

　初代が東京の老舗有
名店・塩瀬総本家で修
行し、嬉野の地でその
のれんを引き継いだ創
業100年の和菓子屋。
お店の方の心温まる笑
顔に癒されます。

　ロードバイクを中心に様々な自転車を取扱いされています。
販売や修理、メンテナンスもされています。

　旅人と地元の人が交流出来る場所。美味しい嬉野茶やお菓
子、化粧水、地元窯元や近隣クリエーターの作品も展示販売
されています。

　お盆のお供え物も充実しております。佐賀のお土産にもい
かがでしょうか。ぜひお立ち寄りください。

お店から一言
　観光地嬉野でお店を
オープンしたときから、
レンタサイクルを考えて
いました。今はコロナの
影響で、利用者が少な
いですが、県内の方に
もぜひ利用してみてほし
いです。
　嬉野には楽しい場所が
たくさんありますよ。

お店から一言
　商店街イチオシ商品を集めています。気になる商品があれ
ば、ぜひ各店舗まで足を運ばれてください。

おすすめ商品は？
蜂蜜入り丸ぼうろ
　お客様の８割がお買い求めにな
る大人気の丸ぼうろ。蜂蜜入りで
ほんのり甘くてしっとりしていま
す。小さなお子様も一度手に取
ると離したくない美味しさです。

糸切り羊羹
　かわいい筒状のフォルムと手軽さが人気で
す。お好みの分だけ糸で切って食べられるの
で、アウトドアのお供にもおすすめです。
嬉野紅茶味は紅茶の香りが楽しめて、女性に
人気で「珍しいね」「美味しいね」とファンが急
増中です。

　茶輪とは、「茶を楽しむ空間」と「嬉野
の観光地」を自転車で巡るショートトリッ
プ。
　13のお茶屋さんから気になるお茶を
選んで自分で淹れたお茶の味わいを楽し
みながら、自然豊かな嬉野をめぐるサイ
クリングに出かけてみてはいかがでしょう
か。

住　所：嬉野市嬉野町大字下宿乙938-1
ＴＥＬ：0954-27-7733
営業時間：11：00～18：00
定休日：水曜日・不定休

住 所：嬉野市嬉野町大字下宿乙937-1
ＴＥＬ：0954-42-1063
営業時間：9:00～18:00　（日曜日は17:00まで）
定休日：水曜日

住　所：嬉野市嬉野町大字下宿乙908-1
ＴＥＬ：0954-43-1860
営業時間：平日10:00～17:00　日曜日10:00～14:00
定休日：水曜日
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　 =良い（DI>30%）、　 =やや良い（30%≧DI>10%)、　 =変わらない（10%≧DI>−10%)
　 =やや悪い（−10%≧DI>−30%)、　 =悪い(DI≦−30%)

景況NEWS
令和３年５～６月分

　中央会では、県内３６業界より情報連絡員を委嘱し、毎月その業界の景況等についてご報告を頂
いております。
　ご報告頂いた令和３年５～６月分の景況は下記の傾向を示しています。
　なお、全国中央会が取りまとめている全国の調査結果をご希望の方は本会までご連絡下さい。
全国中央会ホームページ（https://www.chuokai.or.jp/keizai.aspx）からもご覧いただけます。

５月、６月の傾向

佐賀県内中小企業36業界の景況

　今期（5-6月期）の景況調査結果について＜前月比＞DI（全業種）でみると、主要指標「売上高」は、5月調査期では
マイナス32.4、6月調査期ではプラス25.0となった。同じく主要指標である「収益状況」に関してみると5月はマイナス
50.0、6月はマイナス15.6とマイナス域での推移が続いている。「業界の景況」を見てみると、5月はマイナス35.3、6月は
マイナス31.2とマイナス域での推移が続いている。
　一方＜前年同月比＞DI（全業種）をみると「売上高」については、5月調査ではマイナス3.0、6月調査ではプラス15.6となり、
今年の4月以来のプラスとなった。「収益状況」についてみると、5月調査時点ではマイナス20.6、6月調査時点でもマイナ
ス6.2とマイナス域での推移が続いている。「業界の景況」について見ると5月調査時点ではマイナス26.5、6月調査時点で
もマイナス18.8となり、マイナス域での推移が続いている。（グラフ参照）

前　　月　　比 前 年 同 月 比

→ → → DI 評価 → → → DI 評価
売上高

[DI]=[増加]−[減少]
17.6% 32.4% 50.0% −32.4% 29.4% 38.2% 32.4% −3.0%
50.0% 25.0% 25.0% 25.0% 40.6% 34.4% 25.0% 15.6%

在庫数量
[DI]=[減少]−[増加]

21.7% 74.0% 4.3% −17.4% 13.6% 77.3% 9.1% −4.5%
28.6% 61.9% 9.5% −19.1% 33.3% 61.9% 4.8% −28.5%

販売価格
[DI]=[上昇]−[低下]

5.9% 88.2% 5.9% 0.0% 11.8% 76.4% 11.8% 0.0%
9.4% 81.2% 9.4% 0.0% 12.5% 71.9% 15.6% −3.1%

取引条件
[DI]=[好転]−[悪化]

0.0% 85.3% 14.7% −14.7% 0.0% 85.3% 14.7% −14.7%
0.0% 90.6% 9.4% −9.4% 3.1% 84.4% 12.5% −9.4%

収益状況
[DI]=[好転]−[悪化]

2.9% 44.2% 52.9% −50.0% 11.8% 55.8% 32.4% −20.6%
12.5% 59.4% 28.1% −15.6% 21.9% 50.0% 28.1% −6.2%

資金繰り
[DI]=[好転]−[悪化]

2.9% 64.7% 32.4% −29.5% 5.9% 73.5% 20.6% −14.7%
6.3% 81.2% 12.5% −6.2% 12.5% 68.7% 18.8% −6.3%

設備操業度
[DI]=[上昇]−[低下]

0.0% 61.5% 38.5% −38.5% 30.8% 61.5% 7.7% 23.1%
16.7% 66.6% 16.7% 0.0% 33.3% 50.0% 16.7% 16.6%

雇用人員
[DI]=[増加]−[減少]

2.9% 94.2% 2.9% 0.0% 5.9% 82.3% 11.8% −5.9%
3.1% 93.8% 3.1% 0.0% 0.0% 90.6% 9.4% −9.4%

業界の景況
[DI]=[好転]−[悪化]

0.0% 64.7% 35.3% −35.3% 5.9% 61.7% 32.4% −26.5%
6.3% 56.2% 37.5% −31.2% 12.5% 56.2% 31.3% −18.8%

●DI［景気動向指数］値（全業種）� 上段が5月分、下段が6月分

（調査票取りまとめ：令和３年７月14日　情報連絡員総数36名：５月回答数34名：回答率９4．4％、６月回答数33名、回答率９1．7％）
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■��佐賀県菓子工業組合　理事長　中原正博　氏
　���　コロナの感染状況が増加傾向になったので、家庭内で消費する
菓子は堅調だったが、土産品及び関連菓子等は５月の連休中にお
いては、昨年より若干プラスに転じたが、その後は本来の需要に
戻ってきていない。だいたい同じ需要で、製造する菓子、商品形態、
販売する場所、地域によって、事業所の景況の明暗が分かれている。
　仕入れ原材料関係も上昇しているので、コスト増しが懸念される。
� （５月）

■佐賀県酒造協同組合　事務局長　山﨑みち子　氏
　��　５月について、昨年の緊急事態宣言が反映し、前年よりも若干
出荷量は増えましたが、一昨年と比べるとまだ大きく減少してお
ります。
　�　県内飲食店の時短要請及び大都市圏の緊急事態宣言が影響し、
業務用については大きく減少していますが、家飲み用としての酒
類についてはある程度売れている状況です。４月と変わらず安価
な購入しやすい商品が多く売れているようです。� （５月）
　�　５月に続き時短要請及び大都市圏の緊急事態宣言が影響し、業
務用については変わらず減少傾向、一見、昨年に比べると数量は
変らないように見えるが、コロナ前の一昨年の数字と比較すると
大きく落ち込んでおり、回復の兆しが見られない。県内飲食店の
時短営業が解除となった今も酒販店からの注文は厳しい状況が続
いている。現状組合員の経営状況は昨年よりも悪くなっていると
思われる。ただし、佐賀県酒造協同組合では６／14付けでＧＩ佐
賀の指定を受け、それに伴い佐賀酒全体についてメディア等に注
目されているので、なんとか販売量の減少を止める起爆剤となる
ことを祈念している。
　　また、輸出に関しては前年対比120％で伸びている。（６月）

■唐津鉄工団地協同組合　事務局長　渡邉浩布弥　氏
　�鉄　筋…資材価格が上昇。下請にて加工組立に関しては影響なし。
　卸小売…仕入価格が上昇。仕入価格を売価に上乗せできず収益減。
　鋼　材…�海外市場の影響あり。メーカー主導の大幅値上げが続き、

売上額は不変といえ、徐々に落ち込みつつある。素材、
資材高騰による建築・建設業界の計画見直しによる影響
が下請けの鉄工所等への負担にならないか懸念される。
� （６月）

■嬉野茶商工業協同組合　理事長　中山明則　氏
　�　コロナの影響で、５月上旬はまずまずでしたが、緊急事態宣言
が出た後はかなり厳しい状態でした。

　�　新茶の時期を過ぎて今後どうなるか、厳しい状態が続くと思わ
れます。� （５月）

　�　２番茶のシーズンになり、各商店は仕入を始めましたが、全国
的にドリンク需要により数量が不足し価格が上昇しております。

　　お茶の消費が低下する中、収益低下が危惧されます。
　�　オリンピック、ワクチン接種の後、普通の生活になり、経済が
活性化することを望みます。� （６月）

■諸富家具振興協同組合　副理事長　平田尚二　氏
　��　売上に関して徐々にではあるが、回復傾向にあると見ている。
しかし、コロナによる海上輸送の混乱や木材の中国や米国での需
要増に伴う高騰が始まっており、さらに追い討ちをかけるように
金物資材の値上がりがコストに直面している。今後の商品へのコ
スト転嫁を探っている状況下にある。

　�　販売業態の変化を強いられている状況の中、コストアップ要因
は、収益減の要素ともなり、これからの設備投資に影を落とす要
因とも考えられる。� （５月）

　�　いよいよ梅雨に入り、家具製造業にとって、一番材料の管理が
大変な時期となる季節ではあるが、意外に雨の少ない梅雨のよう
な感じがする。しかし、梅雨末期の豪雨に警戒は必要である。

　�　家具業界の景況感は、昨年に比べると消費に関して順調に戻り
つつあり、売上や在庫などには昨年のような警戒感はなくなりつ
つある。しかし、木材仕入れに関しては、先月よりもさらに条件
が悪化しており、国産材の確保難もさることながら輸入広葉樹の
確保自体も深刻化しつつある。さらには、海上輸送の混乱による
輸送コストの上昇や、製品に使用する副資材や塗料および特殊材
も値上げの要請が立て続けに発生しており、収益の悪化が少しず
つ発生しているものと考えられ、製造各社は原材料の高騰に対す
る製品価格改正の状況を見計らっている状態である。原材料の高
騰が一時的なものであればいいのだが、各方面の見方では半年か
ら１年は続くのではとの見方である。いずれにせよ流通の混乱が
早く正常に戻ることを願うばかりである。�� （６月）

前月比ＤＩの推移（全業種）

前年同月比ＤＩの推移（全業種）

●DI〔景気動向指数〕値の推移
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■�佐賀県印刷工業組合　理事長　真崎俊夫　氏
�　�　コロナの再拡大による緊急事態宣言や飲食店時短要請などが発令さ
れ、県内の人の動きが制限されることによりイベントや総会が縮小。
印刷物も大きく影響受けた。７月まで雇用調整助成金が延長されたこ
とで助かった組合員も多くいるのが現状である。
　�　デジタル化が一層進んでいくことにより、Ｗｅｂ製作、ＥＣサイト、
動画撮影などの引き合いが増えているが、業界全体の浮揚にはもう少
し時間がかかりそうだ。� （５月）
　�　６月は前年比では印刷需要が少しではあるが回復した。総会等もリ
モートからリアルに切り替わり開催されるようになり資料等の印刷物
が戻ってきた。商業印刷は変わらず不調だが、封筒等は、コロナワク
チン接種に関するお知らせ通達での特需があり、前年比では少し伸び
た。県内のイベント関連は早々に中止されることが発表され、今後の
広報物（チラシ・ポスター）に不安材料が残るが、アフターコロナへ
の経済対策への需要に期待したい。� （６月）

■佐賀県陶磁器工業協同組合　総務課長　梅﨑泰志　氏
　���　消費地における緊急事態宣言の度重なる発令と延長により、業
務用食器市場に回復傾向は見られない。
　�　オリンピック・パラリンピックやワクチンの普及が市場にどの
ような変化をもたらすのか注視したい。
　�　組合員窯元においては、ｗｉｔｈコロナ・アフターコロナの生
活様式に見合った新商品開発を積極的に行っているところも見ら
れる。� （５月）

　�　業務用食器市場においては、引き続き大きな動きは見られな
かった。海外向け商品（主に中国国内）や一般消費者向け商品（Ｅ
Ｃ販売）は比較的安定しているように思える。
　�　先月の報告にも挙げたとおり窯元ではｗｉｔｈコロナ・アフ
ターコロナの生活様式に見合った商品開発に加えて、夏季以降の
ふるさと納税返礼品に向けた商品開発を並行して行っている。
� （６月）

■肥前陶土工業協同組合　事務局長　一ノ瀬秀治　氏
　���　５月の陶土共同販売高は、対前年同月比160．7％、対前月比
88．９％で推移。昨年の５月は、緊急事態宣言の影響が一番出た月
で比較が分かりづらいため、前々年同月比にすると、8９．5％で推
移している。昨年と同じ緊急事態宣言下だが、多少動きがとれて
いる分だけ影響は最小限ですんでいる様に感じられる。� （５月）
　�　６月の陶土共同販売高は、対前年同月比124．8％、対前月比
102％、対前々年同月比88．8％で推移している。前年度同期（４
月～６月比）131．3％、前々年度同期（４月～６月）比９0．5％で
推移しており、決して良い状況とは言えない。昨年の荷動きから
すると少しましではあるものの昨年は、持続化給付金等の支援策
も多くかなりの部分助けられたように思う。売上については大分
戻ってきているように思うのだが、給付金等の支援も少なく、経
営面においては、昨年より厳しいように感じられる。� （６月）

■佐賀大和工業団地協同組合　事務局長　中村耕三　氏
　�　当団地は、金属加工・機械部品製造・印刷業の企業が主であるが、
前年同月比は、売上、収益状況ともに、全体的には増加傾向が出
てきたが、まだ減少傾向の企業もある。
　�　当団地の共同受電（1９社中17社が利用）の電力使用量合計は、
前年同月比、４月９7％から５月107％へと増加したが、２年前の
同月比は９2％となり、依然として工場の稼働状況は戻っていない。
� （５月）

　�　売上は前月比、前年同月比とも増加した企業が多かった。収益
状況は、前年同月比が、好転の割合が増加した。
　�　当団地の共同受電電力使用量合計の推移は、前年同月比が、４
月の９7％から、５月は107％、６月も108％と、連続して増加傾
向が出てきた。コロナ禍前の２年前同月比について、４月９3％、
５月９2％から、６月は、ようやく103％へと増加した。�（６月）

■佐賀工場団地協同組合　事務局長　松尾利弘　氏
　�　製造業なので、注文が前年より増加傾向にあります。今月は大
型連休もあり前月よりも稼働は低下しています。（５月）

■協同組合戸上会　専務理事　牟田秀敏　氏
　��　売上高は、前月比、前年同月比ともに減少している。
　�　配電盤関連は、前期に営業活動が新型コロナの影響で進まな
かったので、今期は受注が半減し、厳しい状態が続いている。
� （５月）
　�　全業種とも原材料の高騰により利益が圧迫し、会社経営に大き
な影響を与えている。値上げ申請を行い利益確保に努力している。
� （６月）

■協同組合鳥栖商工センター　事務局長　松雪大輔　氏
　�　ワクチンの早期接種に期待です。� （５月）
　　鳥栖市では、コロナワクチン接種が徐々に進んでいる。
　�今回、組合による組合員企業従業員向けの職域接種を行うことと
なり、準備を進めている状況である。� （６月）

■肥前陶磁器商工協同組合　専務理事　藤　雅友　氏
　�　昨年は、コロナ感染拡大の影響もあり、外出自粛・企業の休

業要請もあり、経営の停滞から共販高の数字も過去にないくら
いの落ち込みが見られた。今年の５月は、そういうのもあり、
前年と比較すると170．56％と伸びは見られた。しかし、先月比
74．64％、前々年対比70．47％とコロナ感染の収束も見通せず、
緊急事態宣言の期間延長や宣言地域に追加される県などもあり、
個人消費の落ち込みもさらに長引くことが懸念され、営業活動が
思うようにできず、まだまだ厳しい状況ではある。� （５月）
　　前月比106．06％、前年比175．56％。
　�　６月に関しては、昨年のコロナ感染拡大の影響もあり、前年
対比は大幅に伸長したように見えるが、前々年と比較すると
64．8％。

　�　緊急事態宣言の再発令により、飲食・宿泊関係に影響が出るな
ど業務用が依然厳しい状況であり、二極化がみられる。

　�　今後、原材料価格の上昇なども懸念され収益確保に響かないか
不透明感は拭えない状況である。� （６月）

■佐賀青果食品協同組合　理事長　眞﨑喜隆　氏�
　��　５月に入って、連休明けにはコロナ陽性者が76名にもなり、大
変な事態になった。これは、人口10万人に対しては、東京都と同
等の数である。この先、どうなっていくのか？

　�　色々な行事や会議等が中止になってきた。青果物に関しては、
価格や入荷量は安定しているが、コロナが気になって仕方がない
状態である。飲食店等の納めがまた一段と少なくなっていく。

　�　我が組合においても、総会をどのような方法で行えば良いのか
を話し合って、屋根のある屋外で５月23日に行うこととなった。
約半数の組合員の参加があり、皆さんの協力で無事に行うことが
できた。

　�　中旬以降は、県独自の営業時間の短縮要請が出て、皆さんが自
粛ムードとなり、これまで以上に商いが暇になってしまったが、
だんだんとコロナ陽性者が少なくなっていった。（一桁までになっ
た）営業時間の短縮が解除されたら、以前のように戻って商売が
できるのかが不安である。

　�　ワクチン接種が始まっているので、期待しているところである。
　�　青果物はイチゴも完全になくなり、今からは、桃、スイカ、ブ
ドウなどが主力となっていくが、現在は少し高値である。野菜等
はほぼ量、価格とも安定している。梅雨に早く入って、今後は野
菜等の出荷量が心配である。� （５月）

　�　６月に入って、県内においてはコロナ感染者も減ってきたよう
に思われる。コロナワクチンも75歳から65歳以上の方になり、
中旬には飲食店の時短営業が解除されて営業時間も長くなり、だ
んだんと良くなると思っていたが、なかなか納めも増えてこない
ようである。

　�　青果物は全体的に入荷安定、価格も安定しているようである。
　　梅雨といっても、雨も少なく空梅雨のようである。梅雨明け前
　に大雨にならないと良いが、このままでは梅雨は明けないでしょ
　うか。� （６月）
�
■協同組合ショッパーズかんざき（鮮魚）　理事　坂田重利　氏
　�　先月同様に自粛の影響で人の集まりが制限され、鉢盛、刺身等
の売上が減少。

　�　梅雨入りが早く、天候不順で、入荷量も少なく、売上・利益と
もに減少。� （５月）

　　異常気象で梅雨入りが早く、海水への影響で入荷量が少ない。
　気温が高く、魚の購買力の減少が見られる。売上、収益ともに減少。
� （６月）

■佐賀県石油商業組合　専務理事　光武　繁　氏
　�　異例の早い梅雨入りでガソリンの需要不振につながっている。
更に好調だった洗車が不振に転じた。

　�　そこに、新型コロナ感染対策レベルの引き上げが追い討ちに
なっている。� （５月）

　�　原油が大幅に上昇し、70ドル／バレルを突破。昨年11月38ド
ルで倍近く上昇。特に６月は８ドルも上昇し、SS仕入値も大幅に
上昇。この状況で販売価格がほとんど上がらず粗利がみるみる減
少。さらに福岡県の「緊急事態再宣言」で販売数量伸びず。この
セルフ価格は福岡県より10円／ℓ以上安く最悪な状況。（６月）

■佐賀県食肉事業協同組合　事務局長　吉田さおり　氏
　�　福岡県の「緊急事態宣言」延長に伴い、佐賀県の飲食店の時短
営業が延長され、納入を多く占めている組合員店舗では売上減の
影響は若干あるようだが、昨年度に落ち込んだ売上に比べれば大
きな問題ではないようだ。

　�　しかしながら、これが長引けば経営問題等にも大きく影響して
くるように思われる。昨年度、組合員店舗４店が閉店した。コロ
ナによる売上減が原因の閉店とは言い切れないが、要因の１つと
思われる。� （５月）

■唐人町商店街振興組合　事務局　宮﨑知幸　氏
　��　５月の後半は、飲食店の営業時間短縮要請のため、夜のみ営業
の飲食店は休業するところも多く、雇用調整助成金が出るのかと
いうような質問もあった。時短要請を受け、夜の２～３時間のみ
の営業をしている飲食店も開けていてもほとんど人が来ない状態
だと、困惑した状態であった。� （５月）
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■鳥栖本通筋商店街振興組合　理事長　緒方俊之　氏
　��　飲食店時短営業要請のため、完全に店休している店と時短営業
をしている店は、半々である。
　組合の通常総会は、無事に終了した。� （５月）

■伊万里駅通商店街振興組合　副理事長　本岡一蔵　氏
　��　今年は梅雨が早かったが、その後はあまり雨も降らず売上には
あまり影響はなかった。
　�　ただ、鉄製品の値上げが止まらず、７月８月の値上げ予定が決
定している分もあります。（５月）
　�　今年の梅雨ですが、あまり雨も降りませんし、温度が上がるこ
ともありません。そのため、雨の日に売れる商品も夏物商品も売
上がイマイチです。
　�　建築資材の値上げは続いています。特に木材はなかなか入荷せ
ず、建築が中止になったりしています。� （６月）

■佐賀県自動車整備商工組合　専務理事　保利昌宏　氏
　�　新型コロナウイルス感染症が未だに収束の見通しが立たない状
況でもあり、商工組合第47回通常総代会は、今年度においても規
模を縮小し５月21日（金）に開催された。
　�　また、３月24日（水）に開催された振興会第４回理事会におい
て、令和３年度の予算及び事業計画がそれぞれ承認された。
　�　商工組合における新年度の重点事業として、１．共同経済事業
対策　２．事業経営基盤強化対策の２つの事業が定められ、この
重点事業を中心に諸事業を展開することとしている。
　�　振興会における新年度の重点事業として、１．業界振興・活性
化対策　２．業界健全化対策　３．ＩＣＴ化促進対策　４．環境
保全・省資源対策　５．自動車使用者対策　６．整備技術の向上
対策　の６つの事業が定められ、この重点事業を中心に諸事業を
展開することとしている。� （５月）
　�　自動車整備に携わる人材の確保・育成を図るための産学官によ
る「令和３年度第１回佐賀県自動車整備人材確保・育成連絡会」
が６月28日に開催され、情報の共有及び意見交換を行った。
　�　当連絡会では、昨年度が新型コロナウイルス感染拡大の影響に
より実施できなかった高等学校の訪問について、今年度は９月か
ら、国（佐賀運輸支局）とともに佐賀県内の高等学校の校長等を
直接訪問し、自動車整備の仕事の社会的重要性、将来性について
説明を実施することとなった。� （６月）

■佐賀県クリーニング生活衛生同業組合　理事長　坂本豊美　氏
　�　１日の温度差があるためか、毛布、こたつ布団、カーペット類
があまり動かない。梅雨だというのにジメジメが少ないせいか、
こたつ布団、カーペットの悪臭に抵抗がないのも片付けの動きが
無いのかもと思う。� （５月）
　　コロナの影響も中途半端な打撃です。
　�　ようやく梅雨らしく雨もあり、梅雨明けを期待していますが、
被害の少ないことを祈ります。� （６月）

■佐賀県美容業生活衛生同業組合　事務局長　石丸忠良　氏
　�　今月の売上は、前年比では増加したものの、前月比では減少と
なった。各美容室における新型コロナウイルス感染症対策が定着
してはいるものの、県内の新型コロナ発生（変異株）がゴールデ
ンウィーク後急増したため、中旬以降の客足が低下したことが要
因と思われる。
　�　県内の新型コロナ発生の増加傾向が収まっていない現状や、変
異株が全国的に急増していることもあり、“密”が排除できにくい
美容技術講習会・研修会については、今年度の開催を中止するこ
とを、今月開催の理事会で決定した。また、今月開催した令和３
年度総代会は、書面議決とした。
　�　新型コロナによる営業悪化を理由とした組合脱退が１件発生し
た。また、資金繰り悪化のための運転資金や、設備更新等の設備
資金の金融相談はなかったが、新規創業借入相談が１件あった。
� （５月）
　�　今月の売上は、前月比、前年比とも増加した。各美容室におけ
る新型コロナウイルス感染症対策の定着に加え、新型コロナ発生
が前月に比べ大幅に減少したことで、県外移動や県外での会食の
自粛が解除されたこともあり、客足が増加傾向となったことが要
因と思われる。しかしながら、都会中心に変異株が急増している
こともあり、引き続き新型コロナウイルス感染症対策を緩めるこ
となく、継続実施するよう指導した。
　�　新型コロナによる営業悪化を理由とした組合脱退はなかった
が、高齢者の病気による廃業が２件発生した。また、金融相談面
では、資金繰り悪化のための運転資金の借入れ相談はなかったが、
梅雨に備えての店舗修繕資金借入申込１件及び新規創業借入申込
１件があったが、前年に比べ大幅に減少した。� （６月）

■唐津市旅館協同組合　理事長　松下隆義　氏
���　�　５月の連休は、３密を避け予約も50％ほどで受けて、売上は前
年の40％程度でした。
　�　５月の売上は、コロナ禍と福岡の緊急事態宣言、時短営業で30
～40％程度でした。
　　コロナが収まるまでの辛抱です。� （５月）
　�　コロナ禍で去年も客数が少なかったが、今年も相変わらず例年

の70～80％減です。
　　佐賀支え愛で少し宿泊客の予約がありました。� （６月）

■佐賀県ソフトウェア協同組合　事務局担当理事　森木　武　氏
　���　新卒対象の採用活動において、採用試験及び面接が始まってい
るが、面接がオンライン化していることで、求職側・求人側とも
に十分な対応の機会が得られているかが課題になっている。

　�　ビジネスの広域化活動がコロナ禍の中で自粛・抑制されている
ため、今期・来期の売上影響への不安感がある。� （５月）
　�　３月末決算の企業では、決算が確定している。
　�　傾向としては、やはりテレワークやリモートワーク等の対応業
務の増加もあり、売上額としてはコロナ禍の中でも大きな落ち込
みはないと思われる。

　�　採用活動はオンライン面談が基本となりつつあるため、採用対
応は課題感がまだぬぐえない。

　�　首都圏等の緊急事態宣言解除やワクチン接種の進展もあり、事
業活動の動きは下期へ向けて活性化が期待されるところである。
� （６月）

■�佐賀県建設工業協同組合　常務理事　島内俊幸　氏
　���　令和３年５月の公共事業は、件数では前年同月比で17．3％の増、
前月比で2．4％の減、請負額では前年同月比23．5％の減、前月比
50．９％の減となっている。

　�　令和３年４月の住宅着工は、戸数では前年同月比は９９．９％の増、
前月比で14．5％の増、請負額では前年同月比56．0％の減、前月
比で12．0％の増となっている。� （５月）
　�　令和３年６月の公共事業は、件数では前年同月比で0．4％の減、
前月比で15．1％の増、請負額では前年同月比5．2％の減、前月比
16．1％の増となっている。

　�　令和３年５月の住宅着工は、戸数では前年同月比は7．0％の減、
前月比で31．7％の減、請負額では前年同月比は12．3％の減、前
月比で2．7％の減となっている。� （６月）

■協同組合佐賀県鉄構工業会　事務局長　大坪一徳　氏
　�　手持ち工事量、工場稼働率は前月と変わりないが、見積件数が
少ない。今後の仕事量に不安材料が出ている。

　�　2020年度の鉄骨需要は前年比９．7％減の412万ｔとなった。コ
ロナ禍により、工事の中止や延期で需要が低迷したのが要因とさ
れる。21年度もこの状況が継続すると予想される。

　�　鋼材、副資材の相次ぐ値上げで受注環境が難しい状況となって
いる。� （５月）

　�　組合員各社の手持ち工事量は１カ月～６カ月、工場稼働率は
50％～100％となっている。受注単価が低迷しており厳しい環境
が続いている。

　�　見積物件が依然として少なく、先行きの仕事量が見通せない状
況である。

　�　鋼材価格の大幅な上昇や需給のタイト化等の課題が多い。特に
鋼材価格は今後もメーカーが値上げする攻勢である。副資材も上
昇、品不足になっている。� （６月）

■佐賀県電気工事業工業組合　事務局長　山口光浩　氏
　�　５月は、年度の第１四半期でも、全体的に仕事量は減少してい
る。加えて、新型コロナの終息も見えず、しばらくは厳しい状況
が予測される。� （５月）

　�　６月は、年度の第１四半期であり、例年通り全体的に仕事量は
減�少している。

　�　加えて、新型コロナの影響で先行きが見えない状況が続くと予
想される。

　　引き続き行政等の柔軟な対応及び支援が望まれる。（６月）

■佐賀東部管工事協同組合　事務局長　大串哲也　氏
　�　前月期の４月は早期発注工事が多かったため、５月期の受注工
事高は減となっているものの、４・５月合わせれば前年度並みの
受注高となっている。� （５月）

　�　前月期からはやや工事受注額が増額しているが、前年度の第
１四半期と比べると約50％の工事受注高となっている。多少、工
事発注が遅れている。� （６月）

■佐賀県貨物自動車事業協同組合　専務理事　大江孝文　氏
　��　コロナ禍が長引く中、依然として荷動きは悪く、一部では減車
している会社も出てきている。

　�　燃料価格も、前年同月比で30円／ℓ以上高くなっており、収益
状況は悪化してきている。� （５月）

　�　荷動きについては、長距離・近距離・車種を問わずに悪い。特
に６月以降夏場は青果等の荷物が減少していくので、九州発の荷
物は運賃も下がっている。

　�　原油価格の上昇に伴い軽油価格も、前年同月比で25円／ℓ以上
高くなっており、加えてオイルなどの油脂類も値上げ傾向にあり、
収益状況は悪化してきている。� （６月）

※文中の（オレンジ色）の箇所は、中央会・行政庁への要望事項です。

9



不定期連載 エクセルの達人
　今回は、Excel2016で追加された関数「IFS」（イフ・エス）の引数や
使用例、活用のポイントをご紹介します。IFS関数は複数の条件を順に
調べた結果に応じて異なる値を返すため、従来のIF関数のネスト（入れ
子 / nest）を1つの関数で表せます。

今回のテーマ：IFS関数を使ってみよう！

　エクセルのIF関数は、設定した条件にしたがって値を変化させる関数で、中央会の職員も日常的
に使っています。
　Excel2016で追加されたIFS関数は、１つ以上の条件が満たされているかどうかをチェックして、
最初のTRUE条件に対応する値を返すもので、IF関数に比べて複数の条件を読み込むのがより簡単
になっています。

　では下図のサンプルデータを使って、IF関数とIFS関数の違いを確認してみましょう。
　組合員企業の従業員数によって均等割額を変える組合があったとします。従業員数が１～10人
の場合は10,000円、11～30人の場合は20,000円、31～50人の場合は30,000円、51～100人
の場合は40,000円、100人超の場合は50,000円と設定されているときに、C列に均等割額が表示
されるようIF関数を使った式を入力します。IF関数の構文は、｢=IF(論理式,真の場合の処理,偽の場
合の処理)｣ となります。

　セルC2に「= IF ( B2>100 , 50000 , I F ( B2>50 , 40000 , I F ( B2>30 , 30000 , I F
(B2>10,20000,10000))))」と入力します。この式はセルB2の値が100を超える場合は50000を、
50を超える場合は40000を、30を超える場合は30000を、10人を超える場合は20000を、それ
以外の場合は10000を返すものです。

帰ってきた！ 第4回
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　［論理式］が満たされて次の［真の場合］の値が返されると、後続の［論理式］は調べられずに
無視されます。そのため、［論理式］の条件は厳しいものから緩いものへと順に並べる必要があり
ます。
　この数式「= I F ( B 2>100 , 5 0000 , I F ( B 2>50 , 4 0000 , I F ( B 2>30 , 3 0000 , I F
(B2>10,20000,10000))))」を、IFS関数を使った数式に変更します。
　IF関数の構文は、｢=IFS(論理式1,1が真の場合,論理式2,2が真の場合,論理式3,3が真の場合)｣
で、上記の数式は「=IFS(B2>100,50000,B2>50,40000,B2>30,30000,B2>10,20000,TR
UE,10000)」となります。

�

IF関数を使った数式
　=IF(B2>100,50000,IF(B2>50,40000,IF(B2>30,30000,IF(B2>10,20000,10000))))
IFS関数を使った数式
　=IFS(B2>100,50000,B2>50,40000,B2>30,30000,B2>10,20000,TRUE,10000)

　IF関数とIFS関数、どちらの関数が使いやすいと感じられましたか？

IF関数やIFS関数などの「論理関数」はビジネスシーンでよく使われる便利な
関数です。［論理式］の条件を厳しいものから緩いものへと順に並べるのがポイ
ント！
是非覚えて活用してください。
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　本事業は、諸制度改正等に関連する多様なテーマに対応した講習会や専門家の派遣を行うことができ
ます。
例えば
□新型コロナウイルス感染症により影響を受けた組合等への経営改善等支援
□消費税対策
□働き方改革への対応
□人材育成
□生産性の向上
□事業承継
□特定地域づくり事業協同組合
□その他の諸課題解決に向けた取り組み等

　無料で専門家が組合・会社の事務所に赴き、助言を行うこととしており、組合別講習会の開催もでき
ます。ご希望がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

実�施�期�間：～令和４年１月31日(月)
費　　���用：原則本会が負担いたします
開催テーマ�：諸制度改正等に関連した多様なテーマ(上記参照)
≪お問い合わせ先≫　　佐賀県中小企業団体中央会　総務部　TEL：0952-23-4598

令和３年度諸制度改正に伴う専門家派遣等事業のご案内

メリット　・補助金の加点が受けられる（ものづくり補助金など）
　　　　　・防災に関する設備投資に対して特別償却が認められる　　など
　主要なもので上記のようなメリットがある事業継続力強化計画には複数企業で作成する「連携」
事業継続力強化計画というものがあります。
　組合員さんが連携して「組合」全体で連携事業継続力強化計画を作成し、認定を受けることで、
参加している組合員さん全員が上記のメリットを受けることができるようになります。
　上記のメリット以外にも災害に対しての備えができますので、災害に強い企業にすることがで
きます。

BCP・事業継続力強化計画にご興味のある方は佐賀県中央会労働部までご連絡ください。
� （TEL:0952-23-4598）

　豪雨や土砂災害などメディアで連日報道されるような大規模な災害が毎年のように発生し
ています。
　そのような時に適切な判断・行動をし、事業を継続させる
ためにBCPを策定しませんか？
　佐賀県中小企業団体中央会では、皆様のBCP策定を支援し
ています。
　組合単位での支援や企業単位での個別支援のどちらでも支
援可能です。
� （佐賀県中古自動車販売商工組合様での開催の様子）

豪雨・地震・コロナウイルスに備えてBCPを策定しませんか？

連携事業継続力強化計画の認定について
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公益財団法人
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これからの行事・イベント

※新型コロナの状況に応じては変更や中止等もございますので、詳細は各開催元にお問い合わせください。

組
合
等

作者：はこふぐ

佐賀県内の焼物を擬人化したキャラの
日常を描いた4コママンガです。

TG学園

①③

②

④

『それぞれの夏』

◎伊万里大川内山風鈴まつり
日　　時：～8月31日（火）
場　　所：伊万里市　秘窯の里　大川内山
お問い合わせ：伊万里鍋島焼協同組合　TEL:0955-23-7293
概　　要：��2004年より始まった風鈴まつりは伊万里の夏の風物詩として定着してきています。伊万里大川内山にある

30の窯元が作った風鈴がそれぞれの店先を飾り、約1000個の風鈴が深緑の山々に囲まれた秘窯の里に涼
しげな音色を響かせます。
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　いよいよ９月に迫ってきた「中小企業団体九州大会in佐賀」。規模縮小を余儀なくされるも、意義のある大会
とすべく職員一同最後の追い込み夏の陣、一同力を尽くして参加者の方をお迎えすべく頑張っております。さ
て、そのようなワケで九州大会の資料に改めて目を通しますと、議案の中に「消費税の一定期間廃止」というま
あまあ大胆な要望が！国として消費税についてこのような柔軟な対応がもし可能ならば、私が脳内で提唱してい
る「大都市部の周辺地域、地方や離島等、人口密集地域からの距離によって消費税率を変える政策」もイケるの
ではないか？と勝手に色めき立ちました。消費税収に悪影響を与えないよう税率一律下げ等は行わず、例えば東
京は20％、九州の離島は０％など調整するのがポイン
ト。こうすれば、例えば高級品等は都市でなく地方に買
いに行こう！のような新たな消費文化が生まれ、地方住
民にとってみれば大都市と比較して日々の消費税率が低
い事は「そこで暮らすメリット」となり、喫緊の国家的
課題である地方の人口減少にも一石を投じられる筈。全
体の税収は落とさず、経済のダイナミックな循環を生む
大胆な施策！「仕入れ控除考えたら申告がとても面倒に
なるのでは」という同僚の鋭い指摘に怯むも、救国の一
策にならないかと夢想する次第。� （ＨＭ）

　組合や組合員企業で行うイベントや行事など、県一円に広く告知したいものがありまし

たら中央会総務部までご一報ください！

編集雑記

組合活性化情報誌 　Link リンク　NO.246
令和３年７月30日発行

佐賀県中小企業団体中央会
〒840−0826　佐賀市白山2丁目1番12号

佐賀商工ビル6階
TEL.0９52−23−45９8���FAX.0９52−2９−6580

URL�http://www.aile.or.jp　E−mail�staff@aile.or.jp
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佐賀県火災共済の“各種共済制度”

〒840-0826 佐賀市白山2-1-12　佐賀商工ビル6F
TEL 0952-24-6984　FAX 0952-24-6907

お問合せ・お申し込みは　佐賀県中小企業団体中央会

佐賀県火災共済協同組合

建物が燃えた

台風で瓦が
飛んだ

土砂崩れで家が
全壊した

歩行者にけが
をさせた

他人の車に
衝突した

けがで就業
不能になった

従業員が
けがをした

事故による休業で
売り上げが減った

＊１（共同元受）佐賀県火災共済共同組合・全日本火災共済協同組合連合会　　＊２（元受団体）全日本火災共済協同組合連合会

に関する共済 事故で搭乗者
がケガをした

病気で入院した

仕事中にけが
をした

料理中にやけど
をした

　総務省の統計によると、平成２９年の総出火件数は３万９，３７３件で、単純計算で
１日につき約１０８件の火災が発生しております（前年対比２，５４２件増加）。また、
平成３０年の西日本豪雨を代表に、近年、甚大な被害をもたらす広域災害が多数発生し、
個人・企業財産の損害リスクに備える共済（保険）の重要性が高まっております。
　火災共済では、火事で家が燃えてしまったときの補償はもちろん、台風で屋根が
飛ばされてしまった場合などの“風災”による損害や、洪水で床上浸水した場合などの
“水害”などの自然災害による損害や、窓を割られて空き巣に入られたときの“盗難”な
どの日常生活における事故も補償します。

火災や自然災害等によって、建物や家財・什器備品等に被害を受け、その損害額が数百万、数千万単位になってしまう事も珍
しくはありません。当組合では、これらの損害リスクを補償する共済をご用意しておりますので、お気軽にお問合せ・ご相談
ください。

『火災共済』
～建物に関するリスクに備える～

建物が燃えてしまった 豪雨による土砂崩れで家が全壊した台風で屋根が飛んだ 水濡れが起きた

今月の
PICK UP!

今月の
PICK UP!

本文書は共済制度の概要について記載した案内文書です。詳細につきましては、組合または取扱代理所へお問い合わせください。
なお、共済金をお支払いできない場合等につきましては普通・総合・新総合火災共済約款、および普通・総合・総合火災共済パンフレットをご覧ください。

２０１９年４月１日以降用

個人・企業の
財産

に関する共済
（建物・家財・設備什器等）

◦火災共済＊1

自動車

◦自動車総合共済
◦自動車事故費用共済

＊2

病気やけが
に関する共済

◦医療総合保障共済
◦傷害総合保障共済
◦生命傷害共済
◦交通事故傷害共済

＊2

＊2

＊2

企業・経営者の備え
に関する共済

◦労働災害補償共済
◦�中小企業者�
総合賠償責任共済
◦所得補償共済
◦休業補償共済
◦休業対応応援共済

＊2

＊2
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