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嬉野産高品質えごま製品を生産・販売！



　今回ご紹介する「企業組合うれしの市農家
道」は、令和３年３月１日に設立された新し
い組合です。主な事業はえごまの栽培・生産・
えごま油の販売です。えごまはシソ科の植物
で、ベトナムでは薬として売られているほど、
健康によいとされている食材です。みなさま
ご存知でしたか？
　組合で生産されるえごまは、農薬・除草剤・
化学肥料を一切使わないことが栽培規約とし
て定められており、収穫したえごまの実は選

別され、中程度以下の大きさのものは使われません。選別されたえごま1kgからは、およそ４００ｇ
のえごま油を搾ることができます。えごまの殻は破れやすいため、機械化はせずすべての工程は手
作業で丁寧に行われています。高温に弱く酸化しやすいことから、嬉野茶の保存に使われている茶
箱を利用して、種子の保管をするといった地元ならではの工夫もされているそうです。
　組合設立から約１年、設立してよかったと思う点を理事長に伺いました。「初めは農家の集まりだっ
たのですが、企業組合になって、信頼してもらえるようになったと感じることが多いですね。まだ
まだこれから販売力をつけていかないといけないところではありますが、法人化によって、ふるさ
と納税にも出店できるようにもなりましたし、ネット販売を開始できたのはいいことだと思います。
また、会社という形だとワンマン経営になってしまうこともありますが、組合であれば合議の上で
事業を進められることもいいところですね。」とのこと。組合では現在、えごま油の販路拡大と販売
力の強化を目標とし、何世代にもわたって愛されるよう、継続して生産・販売できる体制を整える
ことに注力されています。その背景には、えごま油のもつ力で、地元やお客様の健康寿命を延ばし
たいという強い想いがあります。えごまはシソ科の植物でイノシシなどの害獣被害を受けにくく、
山間部でも栽培が可能な為、耕作放棄地を減らすことや、生産者を増やしてリタイヤ後の高齢者の
再雇用につなげるなど、地域貢献にもつながっています。
　えごま油が健康に良いとされている理由は、その成分の約６０％をα－リノレン酸が占めているこ
とです。α－リノレン酸には動脈硬化や血栓を防ぎ、血圧を下げるほか、アレルギーを抑制するなど、
健康にいい作用がたくさんあることがわかっています。しかしα－リノレン酸は体内で合成するこ
とができず、食べて摂取するしかありません。組合のおすすめの摂り方は「そのまま飲む」方法だ
そうです。えごま栽培を始めたころ、最初はその効用に疑問があった組合員が、実際に１年間毎日
飲んでみたところ、健康診断の血液検査の結果が改善されたとのこと。１日当たり３ｇ（小さじ２
／３）程度が適量で、１本（1００ｇ）で約１か月分が目安です。飲みすぎは太るので、注意してく
ださいね。私も飲んでみましたが、クセはなく、ほのかに香りがあってサラッとして飲みやすいです。
えごま油は「ＭＯＲＥ　ＧＯＬＤ」と「ＧＯＬＤ」の２種類を販売されていますが、「ＭＯＲＥ　Ｇ
ＯＬＤ」は選別されたえごまの中からさらに大きく重い種子のみを使って生産されており、全体の
３割からしか取れない最高品質の商品です。全て手作業で手間暇のかかった国産えごま製品をこの
金額で購入できるのはとてもお得です！購入ページへは下記のＱＲコードからもアクセスできます
ので、血液検査に自信のない方、健康が気になる方には特におすすめです。ぜひお試しください！！

企業組合

うれしの市農家道

組合トピックス

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
企業組合うれしの市農家道
〒８４９－1４０２　佐賀県嬉野市塩田町大字久間乙３８０
ＴＥＬ・ＦＡＸ：０９５４－６６－３８８８　ＵＲＬ：ｈｔｔｐｓ：//ｎｏｕｋａｄｏ.ｊｐ/ｓｈｏｐ/

販売ページはこちら→

取材協力：企業組合うれしの市農家道　理事長　諸井義人 様
理　事　坂本兼吾 様

ご協力ありがとうございました



・事業復活支援金
コロナの影響を受けた中小企業の事業継続・回復を支援
申請期間：2022年1月31日～5月31日
給 付 額：基準期間の売上高-対象月の売上高×5ヶ月分
※上限額　中小法人等：250万円　個人事業者等：50万円
申請の際には登録確認機関による事前確認が必要になります。
組合及び組合員は中央会にて事前確認が可能ですので、申請の際にはご依頼ください。
問い合わせ先：0120-789-140

・事業再構築補助金（第６回公募）
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援する
ことで、日本経済の構造転換を促すため、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
します。
※2022年中で3回程度公募予定
※補助上限額や補助率は事業所規模や申請類型によって異なります。
※申請には認定経営革新等支援機関の確認書が必要になります。
問い合わせ先：0570-012-088

・緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例
緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置
を実施すべき区域の公示に伴い、緊急事態宣言の実施
区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域（職業安
定局長が定める区域）において都道府県知事による営
業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、雇
用調整助成金の助成率を最大10／10に引き上げる特
例が適用になります。
問い合わせ先：0120-603-999

・小規模事業者持続化補助金（第8回公募）
小規模事業者持続化補助金（＝持続化補助金）は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な
経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
申請期間：3月29日～6月3日
※補助上限額や補助率は事業所規模や申請類型によって異なります。
問い合わせ先：03－6632－1502

・IT導入補助金
※詳細は今後発表されます。
問い合わせ先：0570-666-424

補助金情報

助成率
（解雇等がある場合）

助成率

４/5

４/5

10/10

10/10

（解雇等がない場合）
日額上限額

15,000円

15,000円

大 企 業

中小企業

【基本要件】
以下を満たす３～５年の事業計画の策定及
び実行
・付加価値額 　＋３％以上／年
・給与支給総額 ＋1．5％以上／年
・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金＋30円
※詳細は、公募要領「４．補助対象事業の要　
　件」をご参照ください。

【公募期間】
公募開始：令和４年２月16日（水） 17時
申請受付：令和４年３月15日（火） 17時
応募締切：令和４年５月11日（水） 17時
問い合わせ先：050－8880－4053

・ものづくり補助金（10次締切）
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更（働き方改革や被用者保険の
適用拡大、賃上げ、インボイス導入等）等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サー
ビス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

類型 補助金額 補助率
一般型

グローバル展開型

750万円
~1,250万円(※)
750万円
~1,250万円(※)
750万円
~1,250万円(※)
1,000万円
~2,000万円(※)
3,000万円

１/２　
（小規模事業者等２/３）
２/３

２/３

２/３

１/２
（小規模事業者等２/３）

［通常枠］

［回復型賃上げ・
　　雇用拡大枠］

［デジタル枠］

［グリーン枠］
―

※従業員規模により補助上限の金額が異なります。
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組 合 の 年 度 末 決 算 事 務 手 順 一 覧
　３月が決算月で、４～５月に総会を開催する組合について、事務局が決算から総会にかけてどの
ような処理をすべきなのか、そのスケジュールを掲載しますのでご参考にしてください。

日　　　　程
手　続　事　項

4／30 備　　考4／1
4／5

4／10
4／15

4／20
4／25

5／1
5／5

5／10
5／15

5／20
5／25

5／31
年度末　（1）棚卸表作成（2）帳簿整理
　　　　（3）帳簿締切　（4）組合員名簿整理と出資総口数の確認

出資総口数及び払込出資総額変更登記

決算関係書類の作成　（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（損失処理案）（6）事業計画案　（7）収支予算案

組合から監事へ決算関係書類提出
※監事の任意により短
縮可（あくまでも監事
の自発的意思による）

監事から理事へ監査意見書の提出

理事会招集手続 理事会開催日の
1週間前までに

理事会開催　（1）通常総会提出議案審議の件　（2）通常総会開催日時及び場所決定の件
　　　　　　（3）その他

通常総会招集手続　※招集手続には、議案のほか理事会の承認を受けた「決算関係書類」
　　　　　　　　　　「事業報告書」「監査報告」を必ず添付してください。

通常総会開催の10日前
までに到着するように
※「会日の10日前」を下
回る期間を定款に定める
ことができます。

決算関係書類事務所備付･････閲覧に供える 通常総会開催の
2週間前までに

通常総会開催

理事会開催（招集手続省略）　（1）役付理事選任の件　（2）その他

（1）議事録作成　（2）剰余金処分（損失処理）振替　（3）持分計算
（4）脱退者に対する持分払戻し　（5）配当

代表理事変更登記　（役員改選があった場合）

行政庁への決算関係書類提出

行政庁への役員変更届出　（役員改選があった場合）　※役員改選期であっても、役員全員が再任となり、役員の役職・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名・住所に変更が生じていない場合省略可能です。

定款変更認可申請　（定款変更があった場合） すみやかに

納税申告及び納税　（1）法人税　（2）事業税　（3）県民税　（4）市町民税　（5）消費税 5/31までに

定款変更認可書到達

変更登記（登記事項に変更があった場合）
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日　　　　程
手　続　事　項

4／30 備　　考4／1
4／5

4／10
4／15

4／20
4／25

5／1
5／5

5／10
5／15

5／20
5／25

5／31
年度末　（1）棚卸表作成（2）帳簿整理
　　　　（3）帳簿締切　（4）組合員名簿整理と出資総口数の確認

出資総口数及び払込出資総額変更登記

決算関係書類の作成　（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（損失処理案）（6）事業計画案　（7）収支予算案

組合から監事へ決算関係書類提出
※監事の任意により短
縮可（あくまでも監事
の自発的意思による）

監事から理事へ監査意見書の提出

理事会招集手続 理事会開催日の
1週間前までに

理事会開催　（1）通常総会提出議案審議の件　（2）通常総会開催日時及び場所決定の件
　　　　　　（3）その他

通常総会招集手続　※招集手続には、議案のほか理事会の承認を受けた「決算関係書類」
　　　　　　　　　　「事業報告書」「監査報告」を必ず添付してください。

通常総会開催の10日前
までに到着するように
※「会日の10日前」を下
回る期間を定款に定める
ことができます。

決算関係書類事務所備付･････閲覧に供える 通常総会開催の
2週間前までに

通常総会開催

理事会開催（招集手続省略）　（1）役付理事選任の件　（2）その他

（1）議事録作成　（2）剰余金処分（損失処理）振替　（3）持分計算
（4）脱退者に対する持分払戻し　（5）配当

代表理事変更登記　（役員改選があった場合）

行政庁への決算関係書類提出

行政庁への役員変更届出　（役員改選があった場合）　※役員改選期であっても、役員全員が再任となり、役員の役職・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名・住所に変更が生じていない場合省略可能です。

定款変更認可申請　（定款変更があった場合） すみやかに

納税申告及び納税　（1）法人税　（2）事業税　（3）県民税　（4）市町民税　（5）消費税 5/31までに

定款変更認可書到達

変更登記（登記事項に変更があった場合）

（決算日３月末日、理事会５月５日、通常総会５月25日の場合）※監事の監査期間の長さによって、スケジュールの前倒しが可能です。

決算書は、確実に行政庁へ
提出しましょう！

4週間以内に4週間以内に

2週間以内に2週間以内に

2週間以内に2週間以内に

2週間以内に2週間以内に

2週間以内に2週間以内に

監事の監査期間は、４週間あるいは、４週間を
下回らない、理事との合意により定めた日のい
ずれか遅い日（※）
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　多くの組合では、3月末に決算を迎え、理事会や総(代)会を開催することとなりますが、コロナ禍の今、大勢が集まる
会議の開催は困難となっています。しかし、組合の総(代)会は、中小企業等協同組合法(以下、中協法)により法律上必ず
設置しなければならない意思決定機関とされており、総(代)会の開催を中止にすることはできません。
　そこで、コロナ禍における総(代)会の開催や役員の選出、理事会の開催の対応についてLink244号（2021年4月号）
にてまとめていますので、ぜひご一読ください。
※Link244号は当会HPにも掲載しています。（https://www.aile.or.jp/var/rev0/0000/2707/12142164042.pdf）
　さて、2021年5月14日に省令が改正され、バーチャルオンリー型（ZOOM等のオンライン会議システム）で総(代)
会の開催が可能となりました。
　バーチャルオンリー型で開催する際の注意点は下記のとおりです。

　組合は組合員が1人1票の議決権を保持し、公平に運営される組織であり、総会は組合員全体で協議を行い、様々な議
決を行う重要な場です。そのため、組合員全員が参加できる方法により総会を開催する必要があります。
　また、総会を開催するに必要十分なシステムを導入するなど、バーチャル出席環境の整備が必要です。
　※現地とバーチャルのハイブリッドでの開催も可能です。
　※バーチャルで参加する組合員には、事前に登録等が必要になる恐れがあることから、通常よりも早く招集通知を出
　　す必要がある可能性があります。

バーチャルオンリー型総会に対応したい、バーチャルオンリー型総会開催のための技術的なアドバイスが欲しいなどございましたらお気軽にご相談ください。

バーチャルオンリー型総会等の対応について

　ほとんどの組合の定款では、招集の手続きや議事録を作成する際に「開催場所」を記載しなければならないように定
めているかと思われます。バーチャルオンリー型での開催ということになると開催場所が定められないので定款の変更
が必要になります。
　※定款を変更するためには総会の特別議決を経なければならず、組合はバーチャルオンリー型総会を開催するために、
　　予め総会を開催し、議決を経る必要があります。

（定款変更の規定例）

1. 定款がバーチャルオンリーでの開催に対応していること

２. 組合、組合員ともにバーチャルオンリー型総会に対応できる環境整備が整っていること

新
第４1条　総会の招集は、会日の1０日前までに到逹するように、
会議の目的となる事項及びその内容並びに日時及び場所（当該
総会の場所を定める場合に限り、当該場所に存しない組合員が
当該総会に出席する方法を含む。）又は開催の方法（当該総会
の場所を定めない場合に限り、組合員が当該総会に出席するた
めに必要な事項を含む。）を記載した書面を各組合員に発して
するものとする。また、通常総会の招集に際しては、決算関係
書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。

２〜7（略）

第４1条　総会の招集は、会日の1０日前までに到逹するように、
会議の目的となる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載
した書面を各組合員に発してするものとする。また、通常総会
の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を
併せて提供するものとする。

２〜7（略）

第４８条　（略）
２〜前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
⑴（略）
⑵開催日時及び場所（総会の場所を定めた場合に限る。）又は開
催の方法（総会の場所を定めなかった場合に限る。）

⑶〜⑾（略）

第４８条　（略）
２〜前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
⑴（略）
⑵開催日時及び場所

⑶〜⑾（略）

旧

招
集
の
手
続

総
会
の
議
事
録

対応内容（注意点）
・情報伝達の「即時性」と「双方向性」が実現可能な会議システム（TV会議システム、Web会議システム、
電話会議システム）・サービスの利用環境の整備

・無記名投票を担保するシステム・サービス（投票制）の利用環境の整備
※事前の申込・契約が必要となるシステム・サービスもある。
※無記名投票が必要な場面で利用可能環境にない場合、バーチャル出席者の選挙権を制限することはできな
　いため、リアル総会や環境が整った状況での選挙の再実施が必要になる。

システム環境

対応項目
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令和４年4月1日からの法改正のお知らせ

１．育児・介護休業法が改正～令和4年4月1日から段階的に施行～
　出産・育児等による労働者の離職を防ぎ・希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるよう
にするため、産後パパ育休制度の創設や個別周知・意向確認、雇用環境整備が義務化され、令和４年４
月1日から段階的に施行されます。

【令和４年4月1日施行】
◆�育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意
向確認の措置の義務付け
◆有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

【令和4年10月1日施行】
◆�男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み
　「産後パパ育休」の創設
◆育児休業の分割取得

【令和5年4月1日施行】
◆育児休業の取得の状況の公表の義務付け（常時雇用する労働者が1,０００人を超える事業主）

２．女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・情報公表・届出の義務化
　令和４年４月1日より一般事業主行動計画の策定等が、常時雇用する労働者が1０1人以上３００人以下
の企業にも義務化されます。

３．くるみん認定､ プラチナくるみん認定の認定基準等が改正！新しい認定制度もスタート！
　次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標
を達成し、一定の基準を満たした企業が厚生労働大臣の認定（くるみん認定）の認定基準が改正されます。
◆くるみんの認定基準とマークが改正
◆プラチナくるみんの特例認定基準が改正
◆新たな認定制度「トライくるみん」が創設
◆新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度が創設

�
４．その他の法律改正

・個人情報保護法（２０２２年４月1日施行）→本人の権利保護の強化、事業者の責務の追加など
・�特許法（２０２２年４月1日等施行）→訂正審判等における通常実施権者の承諾要件見直し、海外からの
模倣品流入への規制強化など
・�労働施策総合推進法（２０２２年４月1日施行）→パワーハラスメント防止措置が中小企業にも義務化
・民法（２０２２年４月1日施行）→成年年齢を1８歳に引き下げ
・宅建業法（２０２２年５月1８日までに施行）→押印義務の廃止・書面交付の電子化
・公益通報者保護法（２０２２年６月１日までに施行）→通報条件の緩和・通報者の保護強化等
・厚生年金保険法・健康保険法（２０２２年1０月1日施行）→社会保険の適用対象拡大
・�プロバイダ責任制限法（２０２２年1０月２7日までに施行）→手続の簡略化・ログイン時情報の開示請求
を明文化
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もともとは日用雑貨店でしたが、大
型店の郊外進出をきっかけに化粧
品店となったそうです。外販から始
まり、その時からのつながりで今も
県外のお客様から電話注文を受け
ることも。
今では月1のお買い物とコーヒーを
飲んでおしゃべりするのを楽しみに

来店されるお客様もいらっしゃるそうです。お店の内装もお
二人でDIYされる喜多島ご夫妻が温かく迎えてくださいます。

『阿つ焼』をはじめ
木屋の精魂込めた品々を
ぜひご賞味ください。

朝市通りにあるコンビニ。
ヤマザキの商品が揃います。

朝市で買ったヒモノやお魚を発送できる
サービス。
箱もたくさん準備されていて、無料で荷造
りしてくれるので、呼子の美味しいお土産
をたくさん買っても安心です。

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　

「木屋本店」（呼子）

「ヤマザキショップ呼子朝市通り店」（呼子） 潮風感じる呼子町『呼子朝市』

「コスメチック キタジマ」（西唐津）

お店紹介

コンビニの中に宅急便コーナー!? 呼子朝市ヒモノ便

お店紹介 おすすめメニューは？

おすすめメニューは？

住　所：唐津市呼子町呼子3764-47
ＴＥＬ：0955-82-3350
営業時間：7:00～18:00
定 休 日：1/1・1/2

住　所：唐津市呼子町呼子4177
営業時間：7:30～12:00
定 休 日：1/1

住　所：唐津市西唐津3-6442-1
ＴＥＬ：0955-74-8858
営業時間：10:00～17:00
定休日：日曜日・祝日

今回は『呼子商店サービス㈿・西唐津商店街』を取材しました。ご協力ありがとうございました。

明治30年、呼子魚市場の
開設に伴い、魚店と蒲鉾屋
として創業し120年となり
ます。新鮮で素材の持ち
味をそのままに、飾らない
味と香りをお届けします。
お店の前では店員さんが
明るい笑顔で話しかけてく
れます。

住 所：唐津市呼子町呼子3764-5
ＴＥＬ：0955-82-3510
営業時間：8:00～17:30
定 休 日：1/1
※新型コロナの影響で変更の可能性有

イカ漁が盛んな呼子町。港のそばには100年以上も
続いてきた「呼子朝市」が行われています。

「おいしいよ～」「見ていかんですか～」と元気な掛
け声が狭い通りに響きます。

呼子で親しまれてきた味 『阿つ焼』

『BELAGE』シリーズ

エソとタイのすり身が入った厚焼き
玉子。魚のカステラといわれてい
て、ふわふわの甘い生地に魚の風
味がアクセント。お雑煮やうどんに
入れるのは鉄板で、お客様から教

えてもらったチーズをのせてトースターで焼くアレンジ法
もおすすめ。日本酒だけでなく意外とワインにも合うそう
です。

（ハリウッド化粧品）
永遠の美しさをテーマとした
エイジングケアに優れたシ
リーズ。全商品は置かず、
使ってみて、おすすめしたい
商品だけ置いているそうです。

お店紹介

お客様とゆっくりお話しで
きる時間を大切にしていま
す。お肌のことでお困りの際
はどうぞお気軽にご相談くだ
さい。
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佐賀 UBA所属組合一覧
（会員数：38組合　526名）

青年部のぺーじです！
04
2022

1.佐賀青果食品 (協 ) 青年部
2.佐賀県自動車整備振興会 青年部
3.肥前陶土工業 (協 ) 青年部
4.佐賀県菓業青年会
5.佐醸会
6.佐賀県印刷人若楠会
7.有田陶交会
8.有田はなぶさ会
9.(協 )唐津綜合卸センター若手会
10.佐賀新聞販売店 (協 ) 若登会
11.佐賀県造園 (協 ) 青年部
12.佐賀県室内装飾事業 (協 ) 青年部
13.佐賀工場団地 (協 ) 青年部
14.佐賀県電気工事業 (工 ) 青年部会
15.佐賀県漬物工業 (協 ) 青年部
16.佐賀県貨物自動車事業 (協 )青年部 青運会
17.(協 )鳥栖商工センター若桜会
18.佐賀県醸造研究会
19.佐賀大和工業団地 (協 ) 青年部
20.佐賀県左官組合青年部
21.佐賀県中古自動車販売 (商工 ) 青年部会
22.佐賀県旅館ホテル (生衛 ) 青年部
23.佐賀長崎農業機械商業(協)青年部
24.諸富家具振興 (協 ) 青年部
25.(協 )佐賀県鉄構工業会 青年部
26.佐賀県テント･シート (工 ) 青年部
27.佐賀県瓦事業 (協 ) 青年部
28.佐賀県畳 (工 ) 青年部
29.(協 )佐賀逸品会 青年部
30.佐賀県板硝子商 (協 ) 青年部
31.ハイテクパワーロジステック (協 ) 青年部
32.佐賀東部管工事 (協 ) 青年部
33.佐賀県環境整備事業 (協 ) 青年部
34.小城羊羹 (協 ) 青年部会
35.唐人町 (商振 ) 青年部
36.佐賀県ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ協会青年部
37.有田焼卸団地青年部会
38.九州珍味食品 (協 ) 青年部

　佐賀県中小企業青年中央会（佐賀ＵＢＡ）は、
県内経済の次代を担う中小企業組合の青年経
営者、若手後継者等の育成を主な目的として
います。互いに交流を深め意見を交換しながら、
業種の垣根を超えたビジネスの創出、ビジネ
ス・マッチングによる新しい経済活動の創出を
目指し活動しています。

本会の趣旨に賛同していただける未加
入の組合青年部がございましたら、是
非加入をご検討ください !!
お問い合わせは事務局0952-23-4598まで。

● 各青年部での活動やイベントのお知らせ等も、これからどんどん紹介・
　  発信していきますので、お気軽にお寄せいただき是非ご活用ください。

●佐賀県醸造研究会と佐賀県印刷人若楠会のコラボでの商品を紹介  
   しています！みてね♪

佐賀県政策部の方を含めた各団体1名ずつの
5グループに分かれて「佐賀県の新しい未来を
共に考える」をテーマに、佐賀県政策部長の基
調講演の後、グループディスカッションを行い
ました。

※今後の新型コロナウイルスの感染状況によって
　変更の可能性あり。

開発した「さがん醤油」の記者発表をしました。

第2回青年部講習会　講師 : 佐賀UBA　第10代会長　樺島 雄大 氏

友好5団体 会員交流会友好5団体 会員交流会

2/24 木 11：00～
佐賀県庁「県政記者室」

場所　佐賀市（予定）

～ 佐賀UBA  第46回 通常総会 ～～ 佐賀UBA  第46回 通常総会 

令和4年6月上旬（予定）令和4年6月上旬（予定）

日  時
場  所

3/5 土 15:00～
佐賀市「アバンセ」

日  時
場  所

九青中総会in東京
全青中総会･創立30周年記念式典 in東京

青年部の集いin長崎

・ 6/2木 
・ 6/3金

・ 11/10木

　佐賀県醸造研究会と佐賀県印刷人若楠
会が、後継者育成等支援事業を活用し、“
テーマ：魚”に沿った各社オリジナルの醤油
を開発！
　佐賀UBAの副会長が所属する組合同
士でコラボしたこの取り組みは、テレビや
新聞でも取り上げられ、話題となりました。
　現在、数量限定で販売中で、佐賀県味噌
醤油醸造（協）のHPから購入できますので、
是非ご賞味ください♪
※Linkの裏表紙でもご紹介しています★

3/11 金 15:00～
佐賀市「佐賀商工ビル」

日  時
場  所

　佐賀UBAの大先輩である第10代会長の樺島雄大
氏（諸富家具振興（協）理事長・SAGA COLLECTIVE
（協）理事長）を講師にお迎えし、ご自身の会社や当時
の青年中央会活動、諸富家具振興（協）、佐賀の文化
と伝統を発信する志を持つ人が集結して設立した
SAGA COLLECTIVE（協）について、笑いも交えつ
つ分かりやすくご講演いただきました。当時、現在の
私たちと同じように活動されていた大先輩からの講
演ということで「内容がスッと入ってきた」といったご
好評の声も数多く寄せられました。
　樺島様、本当にありがとうございました。

場所 東京都「明治記念館」

講師 : 樺島 雄大 氏講師 : 樺島 雄大 氏

ごあんない
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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

　上記①と②いずれの事業も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、組合で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。

　　　

　本事業では、制度改正に関連した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
　□新型コロナにより影響を受けた組合等への経営改善等支援
　□SDGsに関すること　□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

上記についてはあくまで一例で、制度改正等に関連する多様なテーマにご利用いただけます。

①　令和４年度「制度改正等の課題解決環境整備事業」のご案内

　

　本事業では、インボイス制度（インボイス制度対応に必要なデジタル化対応を含む。）に
関連したテーマについて、講習会や専門家の派遣等を行うことができます。　
　令和５年１０月１日から始まるインボイス制度（適格請求書保存方式）は、仕入れ税額控除
に関係するもので、仕入れを行っている事業者においてはインボイスの保存が仕入れ税額控
除の要件となり、インボイス（適格請求書）は登録を受けた事業者のみ発行できます。　　
また、インボイス登録事業者はインボイス（適格請求書）を交付し、その写しを保存する義
務があります。更に、インボイス登録事業者になると自動的に課税事業主となり、免税事業
者の方は以後課税事業主として消費税の申告・納付義務が発生します。
　「そもそもインボイスって何？」という基本的な事でも結構ですので、是非この機会に本
事業を活用し対応方針をご検討ください。

②　令和４年度「事業環境変化対応型支援事業」のご案内

実施期間：～令和５年１月３1日（火）
費　　用：原則本会が負担します

諸制度改正
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公益財団法人
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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４年１～２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4年1～2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。

１月、２月の傾向

佐賀県内中小企業36業界の景況

　今期（１-2月期）の月次景況調査結果について＜前月比＞DI（全業種）でみると、佐賀県においても１月中旬から新型コ
ロナウイルス感染症の陽性者が急激に増加して、１月27日から3月6日まで「まん延防止等重点措置」が適用されたことか
ら、主要指標「売上高」は、１月ではマイナス47.2となり、１2月と比較して78.6ポイント悪化したが、2月は若干持ち直し
てマイナス5.9となった。「収益状況」は、１月でマイナス38.8となり１2月と比較して5０.3ポイント悪化したが、2月はマイナ
ス2０.6となった。「業界の景況」についても、１月はマイナス47.2、2月はマイナス29.5となり、前期（１１-１2月期）に比
べて大幅に悪化した。
　一方、＜前年同月比＞DI（全業種）をみると、「売上高」については、前期（１１-１2月期）はプラス値であったが、１月は
０.０、2月はマイナス5.9となった。「収益状況」については、１2月は平成28年7月以来のプラス値であったが、１月はマイナ
ス１１.2、2月はマイナス2０.6であった。情報連絡員の報告では、原材料、資材等の高騰が収益を圧迫しているというコメン
トも見られる。「業界の景況」については、１月はマイナス27．8で１2月と比較して１9.2ポイント悪化し、2月もマイナス29.4
と低調に推移している。

前　　月　　比 前 年 同 月 比

→ → → DI 評価 → → → DI 評価
売上高

[DI]=[増加]－[減少]
13.9% 25.0% 61.1% －47.2% 33.3% 33.4% 33.3% 0.0%
26.5% 41.1% 32.4% －5.9% 29.4% 35.3% 35.3% －5.9%

在庫数量
[DI]=[減少]－[増加]

16.0% 68.0% 16.0% 0.0% 16.0% 72.0% 12.0% －4.0%
13.0% 69.6% 17.4% 4.4% 17.4% 60.9% 21.7% 4.3%

販売価格
[DI]=[上昇]－[低下]

5.6% 88.8% 5.6% 0.0% 19.4% 69.5% 11.1% 8.3%
8.8% 76.5% 14.7% －5.9% 14.7% 67.7% 17.6% －2.9%

取引条件
[DI]=[好転]－[悪化]

0.0% 94.4% 5.6% －5.6% 0.0% 94.4% 5.6% －5.6%
2.9% 82.4% 14.7% －11.8% 2.9% 76.5% 20.6% －17.7%

収益状況
[DI]=[好転]－[悪化]

5.6% 50.0% 44.4% －38.8% 19.4% 50.0% 30.6% －11.2%
14.7% 50.0% 35.3% －20.6% 17.6% 44.2% 38.2% －20.6%

資金繰り
[DI]=[好転]－[悪化]

2.8% 69.4% 27.8% －25.0% 2.8% 75.0% 22.2% －19.4%
5.9% 70.6% 23.5% －17.6% 2.9% 70.6% 26.5% －23.6%

設備操業度
[DI]=[上昇]－[低下]

0.0% 73.3% 26.7% －26.7% 13.3% 60.0% 26.7% －13.4%
7.1% 85.8% 7.1% 0.0% 7.1% 78.6% 14.3% －7.2%

雇用人員
[DI]=[増加]－[減少]

2.8% 94.4% 2.8% 0.0% 5.6% 88.8% 5.6% 0.0%
2.9% 94.2% 2.9% 0.0% 2.9% 85.3% 11.8% －8.9%

業界の景況
[DI]=[好転]－[悪化]

2.8% 47.2% 50.0% －47.2% 8.3% 55.6% 36.1% －27.8%
2.9% 64.7% 32.4% －29.5% 8.8% 53.0% 38.2% －29.4%

●DI［景気動向指数］値（全業種） 上段が1月分、下段が2月分

（調査票取りまとめ：令和4年3月１4日　情報連絡員総数36名：１月回答数36名：回答率１００.０％、2月回答数34名、回答率94.4％）
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■  佐賀県菓子工業組合　理事長　中原正博　氏
　�　１月の１週目まで位は、需要もある程度回復し、土産品関係、
関連商品も含め、全体的に堅調であったが、急激に、コロナの
感染者数の増加に伴い、菓子の需要は全体的に減少傾向になっ
た。コロナ禍の菓子需要の傾向として、製造する商品や販売地
域、販売チャンネルにより事業所に景況感の温度差があるが、
今回の急激な感染者の増加やまん延防止措置で、菓子需要全体
を押し下げたようになった。
　�　また原材料関係を含め全体的に価格が高騰し、製造コストは
上昇しているので、商品への価格転嫁の必要性が増している。
　（１月）
　�　コロナの感染が減少しない中で、先月より需要は若干上向い
たが、まだ閉塞感があり、土産品関係、関連商品も含め、菓子
需要は全体的に低調であった。行事、イベント関係ではバレン
タインがあったが、販売として例年とあまり変わりはなかった
ようだ。コロナ禍の菓子需要の傾向は、製造する商品や販売地
域、販売チャンネルなど各事業所により景況感の温度差がある。
また通常家庭内で消費する菓子も商品種類によって温度差が出
ているが、幾分か堅調な需要がある。
　�　原材料関係においては、原材料、包装資材関係、経費など製
造コストが高騰し続けているので、原材料価格等の高騰は更に
厳しさが増している環境になってきている。（2月）

■佐賀県酒造協同組合　事務局長　山﨑みち子　氏
　�　通常は酒造りの繁忙期に加え新酒の出荷と活気にあふれる時
期となる１月ですが、新型コロナウイルス感染拡大の第6波へ
と突入し、オミクロン拡大のスピードと同じく、一気に出荷量
は減少してしまいました。また予定されていた蔵開きやイベン
トなども全て中止となりました。
　�　組合員はSNS等を使い、ライブ配信や動画配信なども取り入
れ、酒蔵からリアルタイムで消費者へ情報を伝え、家飲み需要
向けのPRを行っております。（１月）　　
　�　まん延防止に伴い飲食店の時短や休業が影響し、業務用を中
心に出荷数量に影響が出ています。但し、輸出数量は中国、ア
メリカを中心に伸びています。またInstagramなどのSNSによ
る消費者向けのPRや組合ではYouTube動画制作及び配信を行
い家飲み需要については手ごたえを感じております。（2月）

■佐賀県漬物工業協同組合　理事長　川原啓秀　氏
　�　１月前半までは、１2月のいい流れに乗って需要は良かった

が、成人式以降のオミクロン株の感染拡大で、まん延防止が全
国的に発令されたので、人の動きが止まり、市場や需要の流れ
は変わり需要が大幅に減少した。原材料関係は価格が高騰して
きているので、厳しい環境になっている。（１月）　
　�　まん延防止の中、人の動きや、需要は止まったままで前年同
月比と変わらない状態だった。原材料・資材や燃料費は高騰し
てきているので、値上げを行うところが出てきた。感染者が徐々
に少なくなってきているが高止まりのままなので依然厳しい状
態が続いている。（2月）

■佐賀県製粉製麺事業協同組合　理事　井上義博　氏
　�　昨年末の原材料小麦粉の値上りや資材関係が軒並み値上がり
しているので、各社とも４月までには価格改定を行われるので
はないか。（１月）

■嬉野茶商工業協同組合　理事長　中山明則　氏
　�　１月はオミクロン株の影響で色々なイベントや人流の動きが
制限されたこともあり、商品の動きが悪化した。年明けての各
見本市も中止となり業界自体も不活性化しており、先が見えな
い状態である。
　�　さらに、ここにきてガソリン等の経費が膨らんできており、
各商社は苦しい状況が続いている。（１月）
　�　今月は通年売上が低い月ではありますが、本年は売上がかな
り厳しい月になりました。在庫的には、低価格帯は在庫がない
状態でありますが、売上的には思った以上に経費がかさみ、売
上収益が見込まれません。今後、経費の上昇が大きくなると各
商社は苦しい状態が続くと思われます。（2月）

■諸富家具振興協同組合　副理事長　平田尚二　氏
　�　年末からのオミクロン株の爆発的な増加により、規制が再度
始まってしまった。１月の大川市で開催された家具業者向けの
新作発表見本市では、コロナ前の水準まで来場者が戻り、多く
の商談が行われた。ただ、家具の巣篭もり需要もひと段落つい
たかの情報もあり、オミクロン株の増加で、催事販売等に影響
が出なければと願うばかりである。
　�　材料に関しては、相変わらず物流が麻痺しており、資材の入
荷は厳しさを増しているように感じる。価格もその時の状況で
乱高下し、入荷しないと価格がわからないといった状況がしば
しばみられた。資材値上がり分の価格転化に関しても徐々に行
われてはいるが、逆に消費の落ち込みにつながらないことを願

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

80.0％

60.0％

40.0％

20.0％

00.0％

-20.0％

-40.0％

-60.0％

-80.0％

80.0％

60.0％

40.0％

20.0％

00.0％

-20.0％

-40.0％

-60.0％

-80.0％

64 5343 2 2R4. 1R2. 2 R3. 165 7 87 8 9 10 11 12 9 10 11 12

64 5343 2 2R4. 1R2. 2 R3. 165 7 87 8 9 10 11 12 9 10 11 12

< 業 界 通 信 >
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う。（１月）
　�　日本海側では、大雪などで物流に関して大きな影響が出てお
り、コロナ感染も依然として多く発生し、規制も延期されるな
ど、相変わらずの状況である。インテリア業界では、春需要の
繁忙期に入り、売上等も持ち直してきた傾向が見られる。しか
しながら、資材や完成品等の輸入に関しては、物流の麻痺や資
材の取り合いなどで未だ安定しない状況である。
　�　明るい材料としては、建築に関して住宅着工が５年ぶりに増
加との情報や大型建築プロジェクトの再稼働の話も聞いたりす
る。悪条件下ではあるが、少しずつの回復が見られるように感
じている。
　　いずれにせよ、経済が安定するよう収束を願うばかりである。
　（2月）

■佐賀県紙業振興協同組合　事務局　松尾雄一郎　氏
　�　原材料、副資材、燃料費が値上げ状況において、これから先
の製品への価格転嫁ができなければ利益確保は困難となる。
　（2月）

■�佐賀県印刷工業組合　理事長　真崎俊夫　氏
�　�　昨年１2月は回復傾向であったが、オミクロン株の流行があ
り、チラシをはじめ広告物が減少した。コロナ給付金も現金支
給となり、商品券などの特需を期待したものの思うように動き
がなかった。今後は商品券もデジタル化され、印刷物の需要は
上がらないと予測される。１１月に材料代の値上りした分を価
格に転嫁できずに収益が悪化している。（１月）
　�　２月はまん延防止期間中で広告物の動きが鈍く、チラシやパ
ンフレット等の印刷物に大きく影響した。ウィズコロナに向け
てのデジタルコンテンツ（Web、動画等）の受注は拡大して
いるが、組合員全体では温度差がある。
　�　１１月の材料代の値上げをはじめ、最低賃金や経費の値上が
り、また、４月から紙代も2０％の値上げになる為、収益が悪
化している。本業である印刷物の加工だけでは経営が成り立た
ない為、収益の改善はもとより、デジタル化へ向けての早期投
資がせまられている。
　�　材料、用紙価格の値上がりによる印刷価格の見直しを、県を
はじめ各市町村にお願いしたい。（2月）

■佐賀県陶磁器工業協同組合　総務課長　梅﨑泰志　氏
　�　コロナの影響がまだ表立っていなかった令和２年の１月と比
べると、共販事業では約2０％の減となっている。新春展示会
においては昨年より人出も多く、東京でのリアル催事の開催
等、プラスの方向に動いているように思えたが、まん延防止措
置の影響で業務用食器市場では動きがまた鈍くなると予想して
いる。（１月）　�　
　�　懸念していたように、業務用食器市場はまん延防止措置の影
響もあり、相変わらず低迷が続いている。（前々年比�約3０%の
減）
　�　しかしながら、東京での催事や有田町内のイベントへの来場
者は多く見られ、購買率も予想していたものより高く感じる。
　�　業務用食器だけでなく、ECやふるさと納税含め、toC向け
の商品開発も前向きに行う必要性を改めて感じている。（2月）
　
■肥前陶土工業協同組合　事務局長　一ノ瀬秀治　氏
　�　１月の陶土共同販売高は対前年同月比１０7.5％、対前月比
１０2.１％、対前々年同月比94.5％で推移。最低限での動きが続
いているが、コロナの影響によるものなのか徐々に動きが落ち
てきているように感じる。物の製造・入荷の遅れや価格の上昇
などが聞こえてきており、組合員も製造・供給するのに苦慮し
ているようである。（１月）　　
　�　2月の陶土共同販売高は、対前年同月比98.4％、対前月比
１０2.2％、対前々年同月比94.8％、対前年同月比（4月～2月）
１１5.6％、対前々年同月比（4月～2月）92.１％で推移。副原料、
諸資材の価格上昇、入荷製造遅れが目立ち始めた。物流におい
てもコストが増加傾向で、組合員も製造に苦慮している事が伺
える。（2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、売上は前月比、前年同月比とも増加傾向が強かった。前
年同月比では、不変の項目が多いが、個別企業では、販売価格
の引き上げや収益状況の好転の割合が徐々に高くなってきた。
　�　当団地での共同受電（１9社中１7社が利用）電力使用量合
計の推移は、前年同月比が１2月１０4％、１月１０7％、2月も
１１１％と１０ヵ月連続で増加傾向を継続した。また、コロナ
禍前の2年前の同月比では、１2月１１０％、１月１０7％、2月
１０7％と3ヵ月連続の増加となった。（2月）

■唐津鉄工団地協同組合　事務局長　渡邊浩布弥　氏
　�　鋼材においては、価格上昇は一旦落ち着きを見せているもの
の、原材料の再上昇の懸念がある。（１月）

■肥前陶磁器商工協同組合　専務理事　藤　雅友　氏
　�　１月は先月比7０.32％、前年対比１29.33％。前々年対比で
見ると87.０5％と厳しい数字である。１2月共販では、コロナ
感染の縮小に伴い改善の動きが見られ、１月以降の数字に期待

をしたのですが、思ったような伸びが見られなかった。また、
新たなオミクロン株の全国的な感染拡大により、今後の商談等
にも不安が拭えない、注視していきたい。（１月）　
　�　2月は前月比１１2.48％、前年対比１2０.85％。全国的に新型
コロナウイルス対策のまん延防止等重点措置が出ている関係か
ら動きが鈍化し、厳しい共販数字になるのではと予想していた
が、前々年対比も98.32％と思ったよりも良い数字であった。
定番商品数字の増加とオンラインショップ商品の増加、中国向
け引合いの堅調な推移や、新企画商品やふるさと納税関係商品
などが数字をけん引した。（2月）

■佐賀青果食品協同組合　理事長　眞﨑喜隆　氏�
　�　１月に入って青果物は安定入荷、安定価格でスタートしたよ
うに思われたが、オミクロン株が佐賀市でも少しずつ増えてき
て、大変な事態になりつつあるように思われた。予想は大当た
りで増えだした。中旬になって、みるみる増加してきた。飲食
店に納入している業者にとっては、どんどん厳しくなる一方で
ある。蔓延防止が出され、以前と同じように厳しい状態になっ
てしまうのではと懸念される。
　�　近隣にコロナの陽性者、濃厚接触者の話を聞くようになって
きた、学校、幼稚園等コロナでの休園や学級閉鎖があり、納入
業者は厳しい状態になってしまっているのが実態である。
　�　月末になってきて、5００人超えのオミクロン株の陽性者が出
て、大変な事態になってしまった。そこで、個人業者にコロナ
の陽性や濃厚接触者が出た場合の策として、もしもの事態が発
生した場合は、納入先が困らないよう対策を考えておくように、
張り紙をして助言をした。また、毎日朝礼を行っているので、
常にマスクの着用、手洗い等を呼び掛けている。（１月）　
　�　2月に入ってからもオミクロン株感染者が連日5００人～3００
人位出て高止まりの状態が続いており、蔓延防止も3月6日ま
で延長され、商売においても大変厳しい状況が続きました。
　�　先月から引き続き飲食店の納入も減少し、又、学校、幼稚園、
保育園からの突然の注文キャンセル等が増え、準備していた品
物で保存ができない青果物のロスが出て廃棄処分しなくてはな
らない状況が続いています。
　�　青果物も悪天候で流通が思ったようにできなくて、特に北海
道産物のジャガイモ、玉ネギ等が暴騰となり大変厳しい状態に
なりました。また、苺、トマト、キュウリ等加温しなければな
らない品物についても、油の暴騰によって前半までは高値での
推移となった。
　�　私達零細業者のキャンセルによる損害、腐敗等について保証
はないのか？
　　存続、継続などを考えてしまう。今回は非常に厳しい。（2月）

■協同組合ショッパーズかんざき（鮮魚）　理事　坂田重利　氏
　�　養殖魚の値上、包装資材の値上、販売価格に転嫁できず収益
悪化。天候悪化で時化が続き、入荷量減で売上高減少。（１月）
　�　まん延防止の延長、長期の時化で入荷激減。あさり貝の偽装
表示で入荷減少。包装資材等の値上で2月は売上減少、利益減
少と最悪の状況であった。（2月）

■佐賀県石油商業組合　専務理事　光武　繁　氏
　�　原油相場が急上昇。中東の地政学リスクなどを背景に強含む。
昨年末に73.8ドルだった原油が１ヶ月で１０ドル以上上昇。
　�　「燃料油価格激変緩和対策事業」（資源エネルギー庁）が昨年
１2月より開始。１月24日（月）調査で、レギュラーガソリン
価格が全国平均１7０.2円/ℓで、補助支給額の算定根拠の１7０
円/ℓを超えこの事業が発動。補助額上限は5円、元売事業者・
輸入業者に支給。原油の上昇分を補助し、販売価格の上昇を抑
える政策。値下げの誘導ではない。販売価格は自由。（１月）
　�　2月は新型コロナまん延防止期間中とガソリン高価格のた
め、ガソリンの販売数量が１割近く減少している。
　�　原油価格上昇の中、「燃料油価格激変緩和対策事業」が１月
27日発動したが、3週目で上限の5円に達してしまった。今後、
補助金の増額や時期により販売価格も変わってくる。（2月）

■佐賀県食肉事業協同組合　事務局長　吉田さおり　氏
　�　後継者問題や事業継承問題も食肉業界にとっては超えなくて
はならない問題なのに、コロナ禍の厳しい現状も相まって、過
半数の組合員店舗はいつ店を閉めてもおかしくない状況にある
と思われる。救済措置のコロナ関連給付金・助成金も年寄り夫
婦で営んでいる店舗にとっては「書類作成が大変」と多くの組
合員が受ける気（受けられないと思っている店舗も多い）もな
く、組合としても何をどうしたらよいのかわからない状態であ
る。（2月）

■唐人町商店街振興組合　事務局　宮﨑知幸　氏
　�　１月後半にかけてコロナ感染者が増え、店舗に影響が出てい
る。（１月）
　�　まん延防止が出て休業の飲食店もあり、全体的にも客足が遠
のいている。（2月）

■鳥栖本通筋商店街振興組合　理事長　緒方俊之　氏
　�　１/27の飲食店への時短要請により、飲食店の売上はかなり
落ちている。テイクアウトに力を入れたり、日頃は営業してい
ないランチの時間に営業するなどしている。その他の業種につ
いては特に変化なし。（１月）
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　�　飲食店は時短営業のため売上は減少しているが、協力金があ
る為営業継続に問題はないようだ。夜は飲食店が閉まるので人
通りも少なく、商店街自体に活気がなくなっているように感じ
る。
　�　他の業種に関しては、個店によって状況は違うが、人の集ま
りが少なくなったので、花屋は売上がかなり落ちていると聞い
ている。（2月）

■伊万里駅通商店街振興組合　副理事長　本岡一蔵　氏
　�　コロナの影響でどれだけ建築に影響が出ているのか解りませ
んが、建築材料の値上げと商品欠品が続いています。（１月）
　�　戦争が始まり、ガソリン等の値上りが続きそうです。鉄、木
材、プラスチック等の値上りも続きそうです。コロナ、戦争に
より今後の景気がどうなるか不安です。（2月）

■佐賀県自動車整備商工組合　専務理事　保利昌宏　氏
　�　当会の上部団体である日整連は、令和３年６月末時点での「令
和３年度自動車特定整備業の実態調査」の集計結果の概要を公
表した。
　１．�総整備売上高：令和３年度調査における総整備売上高は5

兆5,5１０億円となり、前年度比１,０5１億円（１.9％）と５
年ぶりの減少となった。

　２．�事業場数：調査時点における事業場数は9１,454事業場で、
前年度と比較する79事業場（０.０9％）減と6年連続減。

　３．�整備関係従業員数：整備関係従業員数は544,67０人で、
前年度と比較すると5,584人（１.０％）増。

　４．�整備要員数及び整備士数：整備要員数は398,952人で、
前年度と比較すると266人（０.０7％）減。整備士数は
334,3１9人で、前年度と比較すると5,274人（１.6％）増
となり、整備要員数に対する整備士数の割合（整備士保有
率）は83.8％で１.3ポイント減少。

　５．�整備要員１人当り年間整備売上高：整備要員１人当り売上
高１3,98１千円で、前年度と比較すると2.１％減。

　６．�整備要員平均年齢：整備要員平均年齢は46.4歳で、前年
度と比較すると０.7歳上昇。

　７．�整備要員１人当り年間平均給与：整備要員１人当り年間平
均給与は3,987千円となり、前年度と比較すると０.6％増。
（１月）

　�　�　当会の上部団体である日整連は、令和４年１月時点の「整
備需要等の動向調査」の集計結果を公表した。

　　１．�今期（令和3年7月～１2月）の総整備売上高DIはマイナ
ス１3.5で、前期（令和3年１月～6月）より１5.7ポイン
ト低下した。今期の総入庫台数DIもマイナス１8.5で、
前期より１5.０ポイント低下した。

　　２．�来期（令和４年１月～6月）の業績予想では、総整備売
上高DIはマイナス2１.3で、前回調査時（令和3年7月）
より5.０ポイント低下した。来期の総入庫台数DIもマイ
ナス23.6で、前期より5.7ポイント低下した。

　　３．�今回調査（令和4年１月）の整備業界全体の景況感DIは
マイナス5１.１で、前回調査（令和3年7月）より8.１ポイ
ント低下し、多くの事業者が景気を「悪い」と感じてい
る。（2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
　�　現在ではガソリン価格の上昇中、集配にも厳しい状況です。
今年に入り、洗剤、ナイロン袋、ドライ溶剤等の値上げ、仕事
が少ない時期の上にコロナの影響にて色々と減少し、日に日に
苦しい状況です。（１月）

■佐賀県美容業生活衛生同業組合　主任　中島千鶴　氏
　�　１月初旬の成人式までは、新成人の着付・ヘアー・メイクの
売上があり、昨年同月よりは売上が多かった。しかし、中旬以
降は新型コロナウイルス感染が佐賀県内でも急拡大するにつ
れ、顧客の来店控えが目立ってきた。またまん延防止等重点措
置が適用された後は、来店控えが加速しており、売上が急激に
落ち込んでいる。
�　�　美容業は対面接客業のため、感染拡大が続く間はどうしても
客足が減る。感染防止対策に注力し、顧客に安心感をアピール
して来店を促す努力が必要である。
　�　資金繰りに関しては、運転資金の相談、支援金の相談が増え
ており、今後も急激な悪化が懸念される。（１月）
　�　２月は一番寒い時期でもあり、美容に関連する行事も少なく
実営業日数も少ないため売上の少ない月であるが、まん延防止
等重点措置適用中でもあり、特に高齢者の来店控えが目立ち、
昨年と比べても売上が急激に落ち込んでいる状況である。
　�　組合への日本政策金融公庫の借入相談も、コロナ枠の運転資
金の申し込みが増えており、急激な資金難、もしくは資金難を
見据えての借入をしている状況である。　
　�　美容業は中高齢者が１人で経営している事も多く、パソコン
などの操作に不慣れな場合が多い。事業復活支援金など、必要
な支援にたどり着くために、大変な苦労を要している。サポー
トセンターの開設を各市町村単位で取り組んで頂きたい。
　（2月）

■唐津市旅館協同組合　理事長　松下隆義　氏
　�　前年はGo�to�トラベル中止で減少しましたが、本年は佐賀

支え愛で売上が上昇しました。コロナ禍で苦戦しています。
　　補助金の増額をお願いします。（１月）
　�　まん延防止の適用で売上激減しています。コロナ禍で宿泊も
キャンセルが相次いでいました。
　　コロナ支援金、佐賀の支え愛をお願いします。（2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
　�　コロナ感染症対応について、事業の営業活動が活性化してき
たところ、年明け１月に入り、第６波となるような状況にもなっ
ており、事業活動の停滞には危機感を感じるところである。対
策を講じながらの活動が必要である。
　�　年度では１月より最終四半期となるため、今年度の売上確定
を急ぎたいところ。また、来期以降への事業対応をさらに活性
化してゆく必要な時期となってくるところである。（１月）
　�　コロナ感染症の第６波の影響により、事業の営業活動が再度
鈍化してくる傾向となる。事業活動の停滞には危機感を感じる
ところである。対策を講じながらの活動が必要である。
　�　また、IT業界では半導体不足の影響が大きくなってきており、
パソコンやサーバーやネットワーク機器等の納期遅延も発生し
ている。システム導入稼働への影響も大きく懸念される状況も
ある。（2月）

■�佐賀県建設工業協同組合　常務理事　島内俊幸　氏
　�　令和４年１月の公共事業は、件数では前年同月比で１.8％の
増、前月比で7.2％の減、請負額では前年同月比１7.3％の増、
前月比32.０％の増となっている。
　�　令和３年１2月の住宅着工は、戸数では前年同月比は8.7％の
増、前月比で29.5％の減、請負額では前年同月比は3.０％の増、
前月比で１7.１％の減となっている。（１月）　　
　�　令和４年２月の公共事業は、件数では前年同月比で8.5％の
増、前月比で8.4％の減、請負額では前年同月比28.3％の増、
前月比１5.０％の増となっている。
　�　令和４年１月の住宅着工は、戸数では前年同月比は2１.8％
の減、前月比で3１.6％の減、請負額では前年同月比は76.０％
の増、前月比で87.5％の増となっている。（2月）

■協同組合佐賀県鉄構工業会　事務局長　大坪一徳　氏
　＊�業況･･･手持工事量が１ヶ月～６ヶ月、工場稼働率が8０％～
１００％と先月と変わりないが、新規の見積り（特に小物件）
が少ないのが懸念される。

　＊�動向･･･鋼材価格が高止まりしているが、メーカーの動向い
かんでは４月以降もう一段の上昇が想定されている。

　＊�問題点･･･鋼材の納期長期化により、短納期物件に対応出来
ない。早め早めの発注を行うことが求められる。（１月）

　＊�業況･･･県内各社の手持ち工事量が１ヶ月～8ヶ月、工場稼働
率が8０％～１００％と先月とほぼ変わりなく推移している。
見積もりは少ない状況である。

　＊�動向･･･鋼材の手配難については、H型鋼は通常通りの納期
に回復し、BCRは通常より長くかかるため早めの発注が必要
な状況になっている。

　＊�問題点･･･鋼材価格は高止まり。今後さらに値上げがありそ
うだ。受注価格への転嫁が急務となる。（2月）

■佐賀県電気工事業工業組合　事務局長　山口光浩　氏
　�　年度末で仕事量は確保出来ているが、コロナ禍の影響で資材
の高騰及び品不足が顕著化してきた（ＩＨヒーター、エコキュー
ト、センサー照明等）。第６波の影響が益々出てくると懸念さ
れる。（１月）
　�　年度末で仕事量は確保出来ているが、コロナ禍の影響で資材
の高騰及び品不足、納期の長期化で先行きが不安視される。　
　　行政庁の柔軟な対応・支援が望まれる。（2月）

■佐賀東部管工事協同組合　事務局長　大串哲也　氏
　�　１月期の受注高は前月期85％減、前年同期4０％減となって
いるが、１月期までの全受注高は前年１月期までの5％減とや
や減少傾向となっている。年度末に向けて、交通誘導員の確保
に苦慮している。（１月）
　�　2月期の公共工事受注高は、前月期及び前年同期とほぼ同額
の受注額となっている。令和４年度の残工事もおおむね年度内
に完工の見込みである。（2月）

■佐賀県貨物自動車事業協同組合　専務理事　大江孝文　氏
　⑴�１月は、例年荷動きは悪くなる。特に今年は、新型コロナの
感染拡大に加え半導体不足により自動車関連・機械メーカー
等の生産調整がなされるなど荷動きが悪い。

　⑵�軽油価格は、前月比5円/ℓ、前年比では2０円/ℓ以上値上が
りした。また、あらゆる製品が値上げされてきており、収益
状況はさらに厳しくなる。（１月）

　⑴�2月は、稼働日数が少なく、また荷動きも良くなかった。
　⑵�軽油価格は、前月比4円/ℓ、前年比では24円/ℓ程度値上が
りした。

　�　ロシア・ウクライナ情勢により原油価格がどこまで上昇する
か、極めて先行き不透明な状況にあり、今後、運行コスト上昇
分を価格転嫁できなければ、経営が成り立たなくなる。（2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。
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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
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　　　 これからの行事・イベント

◎第118回 有田陶器市
　一昨年、昨年と有田陶器市は、新型コロナの影響によりやむなく中止となりました。久しぶりの現地開催とな
りますので、ゴールデンウイークはぜひ有田陶器市にご来場ください。
日　　程：2022年4月29日（金・祝）～5月5日（木・祝）
場　　所：町内一円　※主にJR有田駅～上有田駅周辺
主　　催：有田商工会議所　TEL：0955-42-4111

◎伊万里やきものまつり
　ゴールデンウイークに合わせて開催される、秘窯の里、大川内山の窯元30軒による窯元市です。
通常より安く焼物を購入することができるほか、2級品なども販売されます。
日　　程：2022年4月29日(金・祝)～2022年5月5日(木・祝)　 時間：9:00～17:00
場　　所：伊万里市大川内町大川内山　（窯元群）
主　　催：伊万里鍋島焼協同組合　TEL：0955-23-7293

◎第67回中央会通常総会
　中央会の通常総会です。令和3年度の事業・決算報告と令和4年度の事業計画・予算が審議されます。後日正式
にご案内致しますが、会員組合の皆様におかれましてはご出席をよろしくお願い致します。
日　　時：2022年5月16日（月）　 時間：15:00～
場　　所：佐賀市　ホテルニューオータニ佐賀
主　　催：佐賀県中小企業団体中央会　TEL：0952-23-4598

　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！

中央会職員コラム

※新型コロナの状況によっては変更や中止等もございますので、詳細は主催者にお問い合わせください。

　このたび、３月末日をもって定年退職を迎えることになりました、
成富でございます。私は昭和59年４月から中央会にお世話になりま
して、本当に早いもので38年が経過いたしました。この間、会員の
皆様方には未熟な私を叱咤激励していただき、また、時には生意気
な発言に耳を傾けていただきましたことを、心からお礼とお詫びを申
し上げます。
　今、中央会、組合を取り巻く環境は非常に厳しいものがあると言
われ続けております。しかしながら、中小企業にとって中央会、そし
て組合は絶対的に必要な組織であると強く確信しております。これか
らも、皆様方の組合がますます発展されることを心からご祈念申し
上げて、最後のお礼の言葉に代えさせていただきます。
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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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