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第118回有田陶器市

今回の表紙

　4月29日(金・祝)から5月5日(木・祝)まで、3年ぶりとなる有田陶器市が開催されました。
　期間中７日間の人出は１22万人に上り、2０１9年以前とほぼ同数の人々が会場を訪れま
した。この来場者数からも、たくさんの方が有田陶器市を心待ちにしていたことが伺えます。
　今年のゴールデンウィークは天気に恵まれ、晴天のもとでの開催となりました。JR有田
駅周辺からJR上有田駅まで、約3ｋｍの沿道にやきものが並び、にぎやかな陶器市が有田
に戻ってきました。検温所や消毒液が各所に設置され、来場者は検温後に検温済みのシー
ルを貼るようになっており、コロナ対策も万全です。一度にこれほど多くの陶磁器を見て
触れられる機会は有田陶器市にしかなく、久々に賑わいのある雰囲気と有田焼の魅力を感
じることができました。私は2日目に会場に向かったのですが、陶磁器を手に取りながら
目移りするうちに、気づけば１5,０００歩も歩いていました。お気に入りの器も見つけられて、
とても楽しい時間を過ごすことができました。昨年に引き続きWeb陶器市も同時開催さ
れ、現地でもWebでも楽しめる陶器市になっていました。
　佐賀が世界に誇る一大イベント、来年にはコロナウイルス感染症が終息して、遠方から
の来場者も増えるようになるといいですね。

佐賀県中小企業団体中央会  事務局機構図

総　　務　　部

野 口 雅 英

古 賀 直 樹

永 野 瞬 二

石 戸 初 未

部 　 長
（兼務）

課 長

係 長

主 事

労　　働　　部

栗 山 美 子

中 島 　 勉

髙 木 拓 歩

部 　 長
（兼務）

課 長

主 事

内 田 　 健

西 岡 剛 志

野 口 雅 英

栗 山 美 子

会 　 　 長

専 務 理 事

事 務 局 長

事務局次長

部 　 長
（兼務）

課 長

副 課 長

主 事

主 事

連　携　企　画　部

野 口 雅 英

増 永 陽 一

鳥 谷 純 子

豆 田 亜 理

山 口 侑 真

商　業　支　援　室

舛 田 　 宏

鳥 谷 純 子

室 長

副 課 長
（兼務）

令和4年5月16日現在



第 67 回通常総会開催

　去る５月1６日（月）1５時より、佐賀市のホテル
ニューオータニ佐賀にて本会の第６７回通常総会
を開催いたしました。
　松雪秀敏理事（協同組合鳥栖商工センター）
による開会の辞、内田健会長の挨拶の後、杉町
謙吾副会長（佐賀信用金庫理事長）が議長に選
出され議案審議に入りました。議事では、事務
局より第１号議案として令和３年度事業報告、
決算報告承認の件について、第２号議案として
令和４年度事業計画、収支予算決定の件につい
て提案され、第１号議案、第２号議案とも出席者全員の賛成を得て可決・承認されました。続き
第３号議案として任期満了による役員改選の議案審議に入り、内田健会長（佐賀県火災共済協同
組合理事長）が再任されたのをはじめ副会長３名、専務理事１名、理事２５名、監事３名の合計３３
名の新役員が指名推選により選出、出席者満場一致にて可決承認されました。議案審議終了後、
ご来賓として山口祥義佐賀県知事に臨席いただくなか、本県の中小企業団体制度振興に特に功績
のあった、佐賀青果食品協同組合理事長 眞﨑喜隆氏、佐賀県陶磁器工業協同組合理事長 原田元氏、
佐賀県中小企業青年中央会会長 原田守氏の３名の方が中小企業団体功労賞として顕彰され、表彰
の栄誉に浴されました｡
　その後、山口祥義佐賀県知事、福岡資麿参議院議員、藤木卓一郎佐賀県議会議長よりご祝辞を
いただき通常総会は盛会裏に終了しました。
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理　　事 枝　吉　順　佑 佐賀県紙業振興協同組合
理　　事 中　村　直　紀 佐賀商工振興協同組合
理　　事 松　雪　秀　敏 協同組合鳥栖商工センター
理　　事 本　島　直　幸 佐賀間税会
理　　事 吉　村　　　正 ハイテクパワーロジステック協同組合
理　　事 古　賀　義　治 佐賀県製粉製麺事業協同組合
理　　事 喜多島　俊　一 佐賀県商店街振興組合連合会
理　　事 伊　藤　健　一 佐賀県中央経営コンサルタント協同組合
理　　事 今　村　芳　幸 佐賀県美容業生活衛生同業組合
理　　事 松　尾　哲　吾 佐賀県建設工業協同組合
理　　事 福　岡　龍一郎 佐賀県自動車整備商工組合
理　　事 菰　田　秀　三 佐賀県ソフトウェア協同組合
理　　事 芹　田　　　泉 佐賀東信用組合
理　　事 原　田　　　元 佐賀県陶磁器工業協同組合
理　　事 池　田　英　雄 佐賀県信用保証協会
理　　事 山　口　利　光 佐賀県理容生活衛生同業組合
理　　事 山　下　幹　夫 佐賀県産業振興協同組合
理　　事 藤　井　道　博 佐賀大和工業団地協同組合
理　　事 古　賀　正　信 佐賀県電気工事業工業組合
理　　事 田　原　和　幸 協同組合戸上会
理　　事 眞　﨑　喜　隆 佐賀青果食品商業協同組合連合会
理　　事 樺　島　雄　大 諸富家具振興協同組合
理　　事 真　崎　俊　夫 佐賀県印刷工業組合
理　　事 百　田　憲　由 肥前陶磁器商工協同組合
理　　事 松　隈　邦　博 佐賀県造園協同組合
監　　事 田　島　広　一 佐賀市下水道工事協同組合
監　　事 小　林　圭　造 佐賀県中小企業青年中央会
監　　事 佐　野　康　隆 税理士法人TMサポート

副会長　 杉町　謙吾
佐賀信用金庫
理事長

専務理事　 西岡　剛志

▪▪▪新役員ご紹介▪▪▪ （5月16日選出時・敬称省略）

佐賀県火災共済協同組合　理事長

会　長　 内田　　健

副会長　 馬渡　雅敏
公益社団法人佐賀県トラック協会

会　長

副会長　 福岡　　桂
佐賀県生コンクリート工業組合

理事長
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令和４年度  中央会の主な実施事業
　総会にて、以下の事業が中央会実施事業として承認されました。

１．�連携組織支援機関としての実績と支援をベース
にした事業活動支援
（１）�組合及び組合員企業の経営革新等への支

援（助成事業の有効活用）
（２）組合の管理運営に対する支援
（３）組合青年部の活性化支援
（４）各種情報の提供
（５）組合及び組合員企業の情報化促進支援
（６）表彰及び諸栄典への具申

２．中小企業をめぐる環境の変化、新たなニーズに
　　対応した多様な企業連携への支援
（１）�創業、経営革新、新連携、農商工連携な

どを目的とする連携組織の設立、運営支
援

（２）創業を目的とする企業組合等の設立推進
（３）新たなネットワーク作りへの支援

３．業界振興の方向づけへの支援
（１）業界等活性化支援
（２）地場産業活性化支援
（３）課題を抱えている業界等への集中支援
（４）成長産業への支援強化
（５）人材育成への支援強化

４．業界を通じる地域・社会の課題への積極的対応
（１）社会環境変化への対応支援
（２）労働問題への対応支援

５．�他支援機関との連携による効果的な企業活動の
支援

　　――　リンクステーションとしての機能　――
（１）行政及び中小企業支援機関との連携強化
（２）金融機関との連携強化
（３）大学、研究機関及び専門家との連携強化

６．業界ニーズの把握と施策反映への活動
（１）業界ニーズの把握と総意形成

７．事務局機能の強化
（１）指導員の意識改革と資質向上
（２）事業評価システムの実施

８．自主財源の確保による財政基盤の強化
（１）会員増加による会費収入の拡大
（２）収益事業の増大
（３）費用の節減

▪▪▪令和４年度中小企業団体功労賞受賞者▪▪▪

眞﨑　喜隆　氏 原田　　元　氏

佐賀県陶磁器工業協同組合
理事長

佐賀青果食品協同組合
理事長

原田　　守　氏

佐賀県中小企業青年中央会
会　長
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インボイス制度てなんね？
ざっくりご紹介♪

「インボイス制度」てなんね？

仕入税額控除てなんね？

「必要事項を明記した請求書」てなんね？

ざっくりいうと…
１．�仕入先からの「必要事項を明記した請求書」を保存しなければ、仕入税額控
除が出来なくなります。

２．�「必要事項を明記した請求書」を発行するには、事前に『インボイス発行事
業者（課税事業者）』の登録が必要となり、以降は消費税の申告が必要にな
ります。

ざっくりいうと…
（例）�材料を１１万円（消費税１万円）で仕入れて、商品を44万円（消費税4万円）

で売却した。

このB：仕入や経費の消費税額を差し引くことを仕入税額控除といいます。

①請求先の相手方の氏名（又は名称）
②取引年月日
③税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
④発行側（当社）の氏名（又は名称）及び登録番号
　※この「登録番号」は、インボイス発行事業者の登録をしたら貰えます。
⑤取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
⑥税率ごとに区分した消費税額

ご興味のある方、もっと詳しく知りたいという方は、無料で専門家の派遣もできます！
右のページでご紹介している事業を是非ご活用ください♪

A：売上の消費税額（4万） C：納付する税額(3万)B：仕入や経費の消費税額(1万)-  =

4



「制度改正等の課題解決環境整備事業」のご案内①

　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。

　本事業では、左のページでもご紹介したインボイス制度（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（適格請求書）の保存
が仕入れ税額控除の要件となり、インボイス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。

「事業環境変化対応型支援事業」のご案内②

≪お問合せ先≫　　佐賀県中小企業団体中央会　総務部　TEL：09５２-２３-4５98

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

　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。

5



令和３年度　BCP成果発表会　開催!!
　去る３月２５日（金）に令和３年度BCP成果発表会を開催しました。
　当日は、テレビ等で活躍されている 災害リスク評価研究所／災害リスクアドバイザー
の松島康生氏を講師としてお招きし、「佐賀県で発生する災害の特徴とコロナ時代に合った
BCPのポイント」というテーマで講演をいただきました。
　松島氏は２０２１年１１月にもオンラインで講師をしていただきましたが、資料には写真がふ
んだんに盛り込まれ、非常にわかりやすく説明されるので大変好評だったため、再度講師
をお願いしました。今回は実際に佐賀に来られたこともあり、実際に目にした土地の様子
からどのような災害が起こりやすいのか等実際に生活から非常に近い目線での説明があり、
今回の参加者からも非常に好評でした。
　また、当会では平成３０年から佐賀県よりBCP策定支援の委託を受け、中小企業のBCP策
定をご支援して参りました。その中から実際にBCPを策定・活用されている４社（株式会
社セイブ様・有限会社塩田環境開発様・有田焼卸団地協同組合様・天山地区環境整備事業
協同組合様）をお招きして、BCP策定で苦労した点や策定のポイント、メリット等につい
てお話しいただきました。
　有田焼卸団地協同組合様・天山地区環境整備事業協同組合様は連携事業継続力強化計画
の認定も受けられており、そのメリットについても説明がありました。
　実体験を基にお話しいただいたので、説得力が高く、参考になったという声が多く挙がっ
ていました。　　

中央会に皆様のBCP策定支援をさせてください
　令和４年度も引き続きBCP策定支援を行って参ります。
　『BCPってなに？』、『なにから手を付けたら良いの？』、『防災対策と何が違うの？』など
などまずは中央会にご相談ください。
　また、事業継続力強化計画作成支援も可能ですので、取り組みたい事業者や組合があれ
ばお気軽にお声掛けください。
　講師費用・会場費等一切手出しは不要です！！！
　連絡先：佐賀県中小企業団体中央会（TEL：０9５２-２３-4５98）　

BCPってなに？
　BCPとはBusiness Continuity Planの頭文字を取ったもので日本語では事業継続計画と
呼ばれます。
　基本的な考え方としては、「不測の事態が起こった時に事業をどのように続けていくか」
ということを決めておくというものです。防災対策してるから大丈夫、連絡網も整備して
るから問題ないといったことを言われることもありますが、被害を抑えることはできても
ゼロにすることは不可能であるため、被災した後の行動を決めておくことが大切です。
　通常状態を１００だとすると、被災時には３０程度の稼働が限界だと思われるので、どの事
業、どの商品、どのお客様に注力するかという柱を決めてどのように１００の状態に戻して
いくかというのを考えておく必要があります。そのために、特に重要な商品を洗い出し、
その商品を販売するための様々な対策を行うというのがBCPです。
　第一歩目は様式を用いて簡単に策定することが可能ですので、興味のある方はお気軽に
中央会までご連絡ください。
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諸制度改正

佐賀出身のオーナーの木
村さんは元美容師。27
歳の頃にニューヨークへ
行き、その後ノープランで海外へバックパックの旅へ。世界
の様々な古着屋を巡ってきた経験を活かし、佐賀へ戻り、
唐人町チャレンジショップCASTでの経験を経て、2０１8年4
月に佐賀市の中央橋に面した通りでお店をオープンされまし
た。お店に入ってみるとたくさんのお洋服や雑貨が並べられ
ています。
　「今後はお店をもっと大きくしていきたい」とのこと。
SDGsを意識したリサイクルへの取組や隣の空き店舗での美
容室オープン、無人店舗への挑戦など今後の展望を明るい
笑顔で語ってくださいました。

佐賀の中心街に流れる
川、十軒堀川の横にある
モダンな洋館が佐星醤
油。明治3０年創業以来、
永く親しまれているお醤油屋さんです。
長い歴史の中で育んできた伝統と技術をもとにした「モノづ
くり」と社員一人一人が考え行動していく「ヒトづくり」の２
つの柱を軸とし、醤油を通じて日本の食文化を食卓へ広げ
ています。
６年前にギャラリーに改築した店内には、佐星醤油や吉村家
の歴史がわかるパネルや商売で使われていた道具などが展
示されており、一歩足を踏み入れるとまるで昔の佐賀にタイ
ムスリップしたような気分を味わえます。お店ではお醤油の
ことはもちろん、佐賀の歴史のことも教えてくださいます。

古着屋さんでは、黄ばみや
すいので白い服はなかなか
置いていないそうです。
気になる商品のことはお店
の方が親切に教えて下さい
ます。
家族や友達から服を褒め
られた時に詳しく話せると
ちょっと嬉しくなりますし、
服に愛着が湧きますよね♪

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　

佐星醤油株式会社

「koichi」

お店紹介 おすすめメニューは？

おすすめは？

今回は『唐人町商店街』を取材しました。ご協力ありがとうございました。

定番のお醤油
看板商品「かつおだし醤油」
をはじめとしたお醤油が勢
揃い。一滴一滴に愛情を込
めて作られた旨味たっぷり
のお醤油です。

佐賀と言ったらコレ！お土産にもおススメ
佐賀牛カレー
うまみとコクが凝縮！
佐賀牛の塊肉がゴロゴロ入っています
鶏めしの素
低脂肪で、飽きの来ない旨味が特徴の

「ありたどり」を使用
ゆずポン酢
果肉の存在感たっぷり！

・緑、青、白、ベージュの商品をメインに取り
　揃えています。
・ラコステのポロシャツも人気です。

お店紹介

ここにしかないお気に
入りの１着をぜひ見つ
けてください。

（koichi 木村さん）住所：佐賀市唐人1-1-15
営業時間：12:00～18:00
定 休 日：なし
#佐賀の古着屋 #佐賀古着

住所：佐賀市唐人1丁目1番16号
ＴＥＬ：0952-23-4624
営業時間：9：00～18：00
定 休 日：土・日・祝日
※インターネットでのご注文は24時間承ります

地元佐賀のお醤油をぜひ
ご賞味ください。お店に
もお気軽にお立ち寄りく
ださい。
（佐星醤油�吉村英夫さん）
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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３～４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3～4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/index.php/category/news-keizai/）
からもご覧いただけます。

3月、4月の傾向

佐賀県内中小企業36業界の景況

　今期（３-4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、主要指標「売上高」は、３月では44.4
と２月のマイナス５.9と比較して大幅に改善したが、4月はマイナス２２.9となった。「収益状況」は、３月はマイナス1３.9、4
月ではマイナス２２.8となり、原燃料高を受けて低調に推移している。「業界の景況」についても、３月はマイナス1３.9、4月
はマイナス２５.７となり、平成３0年4月以来41ヶ月連続のマイナス値となっている。
　一方、＜前年同月比＞DI（全業種）をみると、「売上高」については、３月は５.５、4月は５.７と２ヶ月連続でプラス値となった。

「収益状況」については、３月はマイナス２７.8で２月のマイナス２0.６より７.２ポイント悪化したが、4月はマイナス２0.0となっ
た。「業界の景況」については、３月はマイナス２７.７、4月はマイナス1７.２と低調に推移しているものの２月のマイナス２9.4
ポイントよりわずかに改善した。

前　　月　　比 前 年 同 月 比

→ → → DI 評価 → → → DI 評価
売上高

[DI]=[増加]−[減少]
58.3% 27.8% １3.9% 44.4% 33.3% 38.9% 27.8% 5.5%
25.7% 25.7% 48.6% −22.9% 34.3% 37.１% 28.6% 5.7%

在庫数量
[DI]=[減少]−[増加]

１2.０% 8０.０% 8.０% −4.０% 24.０% 72.０% 4.０% −2０.０%
4.2% 83.3% １2.5% 8.3% １2.5% 62.5% 25.０% １2.5%

販売価格
[DI]=[上昇]−[低下]

8.3% 86.１% 5.6% 2.7% １6.7% 75.０% 8.3% 8.4%
2０.０% 74.3% 5.7% １4.3% 28.6% 65.7% 5.7% 22.9%

取引条件
[DI]=[好転]−[悪化]

2.8% 88.9% 8.3% −5.5% 2.8% 86.１% １１.１% −8.3%
2.9% 85.7% １１.4% −8.5% 5.7% 82.9% １１.4% −5.7%

収益状況
[DI]=[好転]−[悪化]

１6.7% 52.7% 3０.6% −１3.9% １9.4% 33.4% 47.2% −27.8%
8.6% 6０.０% 3１.4% −22.8% １１.4% 57.2% 3１.4% −2０.０%

資金繰り
[DI]=[好転]−[悪化]

5.6% 8０.5% １3.9% −8.3% ０.０% 69.4% 3０.6% −3０.6%
2.9% 77.１% 2０.０% −１7.１% 2.9% 74.2% 22.9% −2０.０%

設備操業度
[DI]=[上昇]−[低下]

4０.０% 46.7% １3.3% 26.7% 4０.０% 46.7% １3.3% 26.7%
7.１% 57.2% 35.7% −28.6% 2１.4% 5０.０% 28.6% −7.2%

雇用人員
[DI]=[増加]−[減少]

2.8% 94.4% 2.8% ０.０% 2.8% 88.9% 8.3% −5.5%
2.9% 88.5% 8.6% −5.7% 5.7% 77.2% １7.１% −１１.4%

業界の景況
[DI]=[好転]−[悪化]

8.3% 69.5% 22.2% −１3.9% 5.6% 6１.１% 33.3% −27.7%
2.9% 68.5% 28.6% −25.7% １１.4% 6０.０% 28.6% −１7.2%

●DI［景気動向指数］値（全業種）� 上段が3月分、下段が4月分

（調査票取りまとめ：令和4年５月1６日　情報連絡員総数３６名：３月回答数３６名：回答率100.0％、4月回答数３５名、回答率9７.２％）
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■  佐賀県菓子工業組合　理事長　中原正博　氏
　 　３月は菓子の需要期で、コロナ禍ではあるが、ひなまつり、

ホワイトデー、お彼岸とイベントや行事が多い月であったので、
関連商品、土産品関係や家庭内での消費関係とも本来の需要で
はないが、ゆるやかに回復傾向になった。ただ現状問題になっ
ているのは、コロナの感染状況で左右されながら売上が厳しい
中、原材料、包装資材関係、製造コストなど関連するすべての
仕入れ価格が上昇していて、とても吸収できる状況ではないの
で、商品価格の改定、商品規格の変更をする事業所も多くなっ
てきている。（３月）

　 　需要は徐々に回復傾向になってきて、土産品関係、関連商品
も含め、全体的に上昇した。また下旬は連休の始まりで、需要
は更に好調さが増した。

　 　原材料関係においては、原材料、包装資材関係、製造コスト
などすべての価格が高騰し、大変厳しい環境が続いているので、
商品価格への転嫁及び商品規格の変更などが続いている。

　 　またコロナ禍、ウクライナ危機、円安など世界の需要バラン
スが変化する中、お菓子を製造する機械の部品や包装資材等に、
一部遅れが生じたりして、徐々に原材料関係の安定供給に不安
要素が出てきているので懸念される。（４月）

■佐賀県酒造協同組合　事務局長　山﨑みち子　氏
　 　県内酒類業界は３／６にまん延防止が解除され、低迷してい

た業務用酒類についても少しずつ動きがでてきたことに加え、
春の酒蔵開きについては試飲などを行わない販売会などに切り
替えるなど工夫をしながら開催する蔵が多くあったので、業界
にも少し賑わいがもどってきた。消費者の動向としても歓送迎
会などを小人数で感染に注意しながら行う人も多いので好転す
る事を祈念している。しかし感染者数が下げ止まっているので、
組合単位での新年度のＰＲ事業・販路拡大事業等（大型イベン
ト等）をどう企画運営していくのが良いか苦慮している。（３月）

　 　コロナウイルス感染者の数は下げ止まりの傾向ではあるが、
ワクチン接種証明やＰＣＲ検査等の陰性証明を携帯しながらの
イベントが始まり、酒類業界も地域や蔵元有志、各蔵単独での
イベントが多く企画開催された。但し、飲食店の状況はまだ厳
しく、大人数での宴会等は開催されていない。また首都圏では
少人数での宴会など増えているが、それも佐賀県内については
未だ企業での規制や自粛もあるので以前のように戻ってはいな
い。組合としては新年度事業のスタートとして東京にて、首都

圏での動向調査及び県産酒の販路拡大を目的として佐賀酒の試
飲会を開催する。また海外輸出は好調に伸びている為、今年度
も輸出促進協議会と連携し海外事業を行い更なる輸出拡大を目
指している。

　 　また、燃料費や瓶等の消耗品など既に４月から値上げされて
いるもの、また今後値上げを予告されているものが多くある為、
業界として収益に大きな影響を与えてくる事は必至です。

　（４月）

■佐賀県漬物工業協同組合　理事長　川原啓秀　氏
　 　３月前半はまん防の影響で動きが鈍かったが、中旬以降は活

発になってきた。ただコロナ前までにはまだ戻っていない。一
般消費者向けの小売店への卸は堅調に推移しているが、業務用
やお土産関連商材の動きはまだ鈍い。原料・資材・燃料・人件
費などの価格上昇を商品価格に転嫁できるかが課題となってい
る。（３月）

　 　原材料・資材や燃料費は高騰してきているので、４月より値
上げを行うところが出てきた。３月の値上げ前の駆け込み需要
から反転し販売不振に。地方での感染者が増えてきているなか
感染状況が高止まりのままなので依然厳しい状態が続いてい
る。（４月）

■佐賀県製粉製麺事業協同組合　理事　井上義博　氏
　 　経営や事業継承の問題等で２社が脱会される。
　 　６月にも小麦粉が値上げになる。戦争の影響で1２月にも大

幅な値上げが予見されている。原材料の値上げによる取引条件
の悪化。小麦粉等、副原料等の値上げになり商品値上げを予定。

　 　コロナ禍で新規営業、得意先訪問が思うようにできず商談が
できない。飲食を伴うイベント開催・参加が困難になった。飲
食店の時短営業の影響で業務用商品の販売数が減少。（３月）

■嬉野茶商工業協同組合　理事長　中山明則　氏
　 　コロナの影響で売上は低迷している。コロナが終息してもお

客様のニーズが変化しており、マイボトルなど急須ではなく個
人の飲み物として飲む方向へ変化しており、それに合った販売
をしていく必要がある。

　 　また、経費の上昇が見受けられ、利益を圧迫していくと思わ
れる。（３月）

　 　新茶の時期になり業界的には活気が出てきている。

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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< 業 界 通 信 >
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　 　ただ色々な経費が高くなっており収益が上がらない状態である。
　 　また、生産者の高齢化により生産量の不足が出てきており、

今後行政を交えて話し合いが必要になってきている。（４月）

■諸富家具振興協同組合　副理事長　平田尚二　氏
　 　いよいよ繁忙期に入った。売上等も順調に回復基調の傾向で

ある。販売価格上昇が見られる。しかしながら、原材料の高止
まりがまだまだ見えない状況だ。更なる追い討ちは、北九州の
資材メーカーの火災による材料供給問題が発生し、各社、頭を
痛めている状況である。

　 　注文はあるが、資材調達に苦慮し生産に影響が出ているのが
現状である。コロナも終息傾向から第７波のアナウンス。さら
にウクライナへのロシア侵攻による資源高。平常に戻るのを祈
るだけだが、経済活動は止まらないため、悪条件に対する対応
が迫られているという状況である。

　 　それに加えての人手不足。コロナ感染症の拡大防止策が長引
き、外国人研修生の入国がようやく始まってはいるものの、ま
だまだ入国にあたっての規制人数が少ないため、地方に研修生
が来るのがいつの日になるのか不確定である。求人を出しても、
応募がほとんどない状況。（３月）

　 　４月の繁忙期にも入り、売上においては先月に引き続き回復
傾向が見られる。材料高騰に関しても価格への転嫁を行いなが
ら様子見の状況ではあるが、販売価格を改定した途端、さらに
資材の値上げ案内が入るといった状況がここにきて発生してお
り、いつになれば安定するのかが全く見えない状況である。売
上増に反して、収益悪化の状況が非常に気になる。これまでの
累積損失が賄えればいいのだが、まだまだ厳しい状況である。

　 　５月以降は、例年売上が徐々に低下する閑散期に入る為、何
らかの対策が必要と思われる。（４月）

■佐賀県紙業振興協同組合　事務局　松尾雄一郎　氏
　 　原材料の他副資材、消耗品、燃料、製造原価に関わるものほ

とんどが値上げ要請となっている。価格転嫁の要請を取引先が
理解していただきたい。（３月）

■�佐賀県印刷工業組合　理事長　真崎俊夫　氏
 　 　コロナ禍による一進一退の集客活動の影響を受け広告印刷物

は伸び悩んでいる。３月は年度末で従来は印刷受注が大きく伸
びる月だが、冊子物等はデジタル化されPDF等の配布により印
刷受注は例年程ではなかった。

　 　一方でデジタル商品はWebサイト構築や動画制作、SNS活
用コンテンツなどDX化への移行で受注は伸びている。業界全
体でのデジタル対応が求められている。（３月）

　 　年度末の仕事が落ち着き、前月比では売上高、収益状況共に
落ち込んだ。前年同月比では少しずつではあるが回復に向かっ
ているようだが、コロナ前までには戻っていない。

　 　しかし、４月から印刷用紙が1５％～２0％値上がりし、収益
を圧迫している。材料費、エネルギーコスト、印刷用紙の相次
ぐ値上げによる収益減の理解を求める為、県への予算見直しを
求める要望活動を行った。価格転嫁が急務である。（４月）

■佐賀県陶磁器工業協同組合　総務課長　梅﨑泰志　氏
　 　共同販売事業の取扱高をもとにした動向としては、好調を維

持しているオンライン販売が首都圏でのリアル催事の後も追加
注文を受けるような形で依然として活発に動いている。また、
業務用食器市場についても特定の外食産業にはなるが徐々に数
字が戻っているように感じる。

　 　しかしながら、原材料を始めそれに伴う食品の値上げの影響
もあり、食器類の買い渋りや安価なものへの買い替えが懸念さ
れる。（３月）

　 　共販事業の動向によるとＧＷ前の需要で業務用食器市場に多
少動きが見られたように思える。また、産地においても３年ぶ
りに有田陶器市が開催され、それに向けての商品仕入れも数字
に現れているのではないかと考えている。

　 　引き続き、原材料やガス等の値上げの動向を注視していきた
い。（４月）

　
■肥前陶土工業協同組合　事務局長　一ノ瀬秀治　氏
　 　３月の陶土共同販売高は、対前年同月比100．７％、対前月比

111．9％、対前々年同月比98．0％となった。諸資材、油製品、
動力（電気）、燃料の価格上昇傾向が続いており、収益を圧迫
し続けている。また、ここにきて主原料である天草陶石の値上
げの打診があった。重機類、大型ダンプ等の燃料上昇、人手不
足、諸々による大幅な価格調整である。私達もそれを踏まえた
価格調整を行う予定である。（３月）

　 　４月の陶土共同販売高は対前年同月比約9３％、対前月比約
9２％で推移する見込み。少し動きが戻りつつあった昨年４月
と比較しても動きが鈍いように感じる。物価上昇の影響なのか、
人の動きは増えつつあるように思うが、購買欲はいまひとつの
ような気がする。人の動きが増えた事は好材料で、物の動く可
能性は大いにあると思うので今後に期待している。（４月）

■佐賀大和工業団地協同組合　事務局長　中村耕三　氏
　 　企業によっては３月までの資材の原材料上昇分を４月からの

年度変わりを機会として価格改定を急ぎたいという先も見られ
た。

　 　当団地の共同受電（19社中1７社利用）電力使用量は、前年
同月比10５％、前々年同月比104％のプラスで推移した。（３月）

　 　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、減少した。前年同月比は増加傾向が強かっ
た。収益状況は、４月に入り、前月比、悪化した割合が高くなった。

　 　当団地の共同受電（19社中1７社利用）電力使用量合計の推
移では、前年同月比が２月111％、３月10５％、４月は101％と、
1２ヵ月連続で増加傾向を継続した。また、２年前の同月比で
は、２月10７％、３月104％と推移したが、４月は99％と４ヵ
月ぶりに減少となった。２年前比との減少要因は、業種的には
金属加工等企業の使用量減少が目立った。（４月）

■佐賀工場団地協同組合　事務局長　松尾利弘　氏
　 　サプライチェーンで輸入品目が滞り国内での生産が鈍ってい

るのは既知の通りです、出来るだけ国産化にシフトして、災害
があったとしても、地震、工場火災などの災害から学んだ物が
供給出来ない件で「調達品の国内分散化で供給のリスクを小さ
く抑える」という事が出来ていないと思います。

　 　原油、ガスの輸入価格の上昇で、国内のエネルギーにしても
代替案を示して太陽光発電がありますが他に水力、風力等を利
用しての発電、また、以前から使用されていた太陽熱も利用し
温水にする等あらゆる可能性があるものを実行するべく行政で
後押しを行えたらと思います。（３月）

■唐津鉄工団地協同組合　事務局長　渡邊浩布弥　氏
　 　鋼材を取り巻く環境はロシアのウクライナ侵攻以降、原料価

格が高騰。
　 　鉄鋼メーカー各社は再値上げを実施しており、今後も価格上

昇が続く見通しです。
　 　建築案件は大型物件が多数あり、大手鉄工所はフル稼働が継

続しているものの中小案件はさほど多くはなく、Ｍグレード以
下の鉄工所では仕事量が確保できていない先も散見されます。

　 　４月は物件受注が重なったことで良い数値となっています
が、今期を通し良い状態が維持できるかは不透明な状況です。

（４月）

■協同組合戸上会　専務理事　牟田秀敏　氏
　 　客先において部品供給が滞り、休業が発生している。その為

在庫が増加傾向にある。（４月）

■肥前陶磁器商工協同組合　専務理事　藤　雅友　氏
　 　３月は、先月比11６．0５％、前年比11２．01％。２月に引続き

定番商品の増加、ふるさと納税商品、オンラインショップなど
は依然好調であった。今回は、チェーン店関連の商材が新しく
決まり、数字を引上げた。只、長引くコロナウイルス禍が経営
を圧迫していると同時にロシアのウクライナ侵攻を背景に原油
高や円安が加速していることも不安材料である。（３月）　　

　 　４月は、先月比9３．1６％、前年比10５．２２％。
　 　「まん延防止等重点措置」が解除され、緩やかではあります

が持ち直しの動きが見られる。各社強みの定番商品に加えオン
ライン販売なども依然好調である。組合員間に二極化が見られ
るなど、まだまだ本来の数字回復まで至ってはいない。（４月）

■佐賀青果食品協同組合　理事長　眞﨑喜隆　氏 
　 　３月になり新品種の二重丸（柑橘類）の販売イベントが３月

３日にあり、御祝儀価格の２0万円と言う高値で販売され、人
気が出て少しは良いかと期待していた。１ヵ月間の限定販売で、
週１回・合計３回の販売があり、大変人気商品になり、全販売
すべて高値取引となった。

　 　コロナ陽性者が大変多く、まだまだ終息にはならないようで
ある為、飲食店・保育園等の納品も減少していて、又春暖かく
なり、野菜もとうがたち（野菜等花が咲き使えなくなる事）、
いい品物が減ってきている。季節野菜の入荷が早くあって商品
価格とも安定してほしい。（３月）

　 　４月に入ったがコロナ陽性者も多くて、蔓延防止は解除され
たがとんでもない数字になっていて、この先どうなるか不安で
ある。私達商人は、お客様が相手であり、もしも陽性や濃厚接
触者になれば７日から10日間商いができないことになる。そ
の間お客様が他店に行くことになり、離れていくのではと心配
になり不安になる。

　 　青果物にあっても、温度差があり発育も遅くなっていて、葉
野菜が少し減少している。

　 　また、玉ねぎやジャガイモも少ない。ジャガイモは半ばには
少し安定してきたが、玉ねぎについては、高値続きである（加
工用の玉ねぎが輸入出来ない為や新玉ねぎの量も少ないようで
ある）例年の２倍以上の高値である。（４月）

■協同組合ショッパーズかんざき（鮮魚）　理事　坂田重利　氏
　 　３月は不漁で入荷量も減。高値で動き、販売価格に転嫁でき

ず収益減少。今が旬のアサリ貝は表示の問題で入荷量も激減。
（３月）

　  　入荷量が減少、魚価が高く、販売価格に転嫁できず利益が減少。
　 　丸もの類（あじ、連子鯛、さば等）が売れなくなり、３枚おろし、

骨抜きと手間と時間がかかるようになってきている。（４月）
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■佐賀県石油商業組合　専務理事　光武　繁　氏
　  　原油相場の上昇と共に、為替相場で円安ドル高が急速に進ん

でいる。仕入価格が上昇しているにもかかわらず、補助後は実
質仕入価格が少しずつ下降。

　 　「燃料油価格激変緩和対策事業」の第２弾で、３月10日より
補助額が５円から２５円に拡大し、小売価格の上昇が抑えられ
少しずつ下がってきている。

　 　第３弾で、補助額＝最大３５円＋超過分の１／２に変更（期間：
４月２8日～９月３0日）。この補助金がなくなったらガソリン
２00円／ℓを超える価格になり、さらに販売数量が減少したか
も。（４月）

■佐賀県食肉事業協同組合　事務局長　吉田さおり　氏
　  　コロナ禍の影響時よりも、昨今のガソリン代を始めとする生

活用品の価格値上げの影響の方がはるかに大きいものであると
思われる。ほとんどの組合員店舗は精肉の納め（病院や飲食店・
学校・ホテル等）で経営を維持している現状で、ガソリン代の
価格高騰は経営悪化の要因とも考えられる。消費者の買い控え
も懸念されている今、肉代をおもむろに値上げする事も出来な
い状況に組合としても危惧している。（３月）

■伊万里駅通商店街振興組合　副理事長　本岡一蔵　氏
　 　ここにきて値上げが多くなりました。４月、５月にかけて続々

と値上げされます。このまま価格上昇が続いても、消費されて
いくのか不安です。（３月）

　 　円安により輸入商品の値上げが大きいです。販売価格は上
がっていますが、売上が前年度とあまり変わらないのは、売上
点数が減っていると思います。戦争や円安など良くない状況が
続いています。（４月）

■佐賀県自動車整備商工組合　専務理事　保利昌宏　氏
　 　国土交通省では、Ｈ２６年度より自動車整備の仕事への高校

生等の理解向上を図り、自動車整備の仕事に就職する若者を確
保するため、国（運輸支局）が中心となり、各県自動車整備人
材確保・育成連絡会等と連携して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
実施しているが、Ｒ0３年度も全国の５７２校に対して訪問を実
施し、その結果が公表された。

　 　訪問した多くの高等学校で、自動車整備の仕事や整備士が不
足している状況を理解いただき、パンフレットによる校内での
情報共有や進路指導の際の選択肢として自動車整備士の仕事を
紹介する等の前向きな反応を多くいただいた。

　 　佐賀県でも、九州運輸局佐賀運輸支局長と当会の担当者と共
に県内の高等学校５校を訪問したが、全国と同様の意見要望が
あり、今後の国と連絡会の取組に反映させる事としている。

　（３月）
　 　九州沖縄地区の登録自動車と軽自動車を合わせた令和３年度

の新車販売台数は、前年比10．8％減の49万1，008台で、３年
連続で減少した。半導体不足やコロナ禍が続き、前年を大きく
下回る状況となった。今後も、部品不足による供給量の減少及
びガソリン高騰やロシアのウクライナ侵攻に伴う経済の先行き
不安などにより逆風は続きそうだ。

　 　登録自動車は、前年度比8．8％減の２７万4，990台で、３年
連続の前年割れとなった。軽自動車も前年度比1３．２％減の
２1万６，018台となり、３年連続で減少した。

　 　なお、佐賀県でも同様に、登録自動車が前年度比６．9％減の
１万５，41７台、軽自動車も前年度比9．２％減の１万５，７３３台で
あった。また、新車販売に占める軽の構成比では５0．５％と５
割を超えている。（４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
　 　個人でも洗える洗剤等が出回る。一シーズンで着捨てるのが

流行る。若い人のクリーニング離れ。コロナの影響だけではな
い状況。廃業者も出て来ている。（３月）

■佐賀県美容業生活衛生同業組合　主任　中島千鶴　氏
　　新型コロナ感染症の影響により、各種行事が縮小傾向だった
　 昨年とは違い、今年は感染状況が平行線をたどる中でも、卒業

式などの３月の行事や、謝恩会や歓送迎会など人の集まりも小
規模ながら開催されている状況のようです。それに伴い美容室
のお客様も前月までの自粛傾向から一転、来店者が増加した店
が多かったようです。

　 　しかし、２月までの収益状況が悪かったため、事業復活支援
金の事前確認の相談が２６件ありました。日本政策金融公庫の
コロナ枠での運転資金相談も３件ありました。先月までの売上
低迷により、資金繰りについては前年より悪化していると思わ
れます。（３月）

　 　新型コロナ感染症の影響により、各種行事が縮小傾向だった
昨年とは違い、今年は各種行事やイベントが開催されている状
況でした。美容室のお客様も美容への支出が増加する季節とな
り、コロナの感染状況による自粛ムードが強かった昨年までよ
り、順調な売上となったようです。ブライダルの分野の売上も
順調との事で収益状況が好転したサロンが多いと思われます。

　 　しかし、２月までの売上がかなり悪化していたので、事業復
活支援金の事前確認の相談が２1件あり、合計4７件となりまし

た。
　 　また、密を避けるため、予約による来店調整は続いているた

め、売上を増加させるには、空き時間をつくらない努力が求め
られます。（４月）

■唐津市旅館協同組合　理事長　松下隆義　氏
　 　まん延防止の解除に伴い宿泊客、旅行客も少し増えており、

前年よりもプラスだった。売上は例年の５0％であった。（３月）
　 　まん延防止等重点措置の解除後宿泊客も増加した。福岡県が

４月８日解除になり一層増加した。（４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
　 　半導体不足の影響により、パソコンやサーバー、ネットワー

ク装置などの納期遅延や納期未定がメーカー各社にて発生して
いる。

　 　IT業界として顧客への納入やサービス提供の時期が不透明と
もなっている状況である。内作（国内での製造等）にもメーカー
各社が力をいれてゆく必要があると思う。（３月）

　 　コロナ感染症も落ち着くところがあるのかまだまだ不透明な
状況であり、事業活動の停滞には危機感を感じるところである。
継続して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、ネットワーク機器等の納期遅延もまだ継
続しているため、システム稼働の準備時期への影響も懸念され
る。

　 　業界の人材も不足しており、採用対応も課題感がある。品質
確保のために外注への依存も必要となっている。（４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３月の公共事業は、件数では前年同月比で8．4％の

減、前月比で５0．３％の増、請負額では前年同月比101．２％の増、
前月比２04．７％の増となっている。

　 　令和４年２月の住宅着工は、戸数では前年同月比は4３．8％
の増、前月比で4７．３％の増、請負額では前年同月比は２６．0％
の減、前月比で３9．0％の減となっている。（３月）

　 　令和４年４月の公共事業は、件数では前年同月比で8．4％の
減、前月比で0．4％の減、請負額では前年同月比２4．２％の減、
前月比1．4％の減となっている。

　 　令和４年３月の住宅着工は、戸数では前年同月比は4７．３％
の減、前月比で44．4％の減、請負額では前年同月比は２9．５％
の減、前月比で３1．8％の減となっている。（４月）

■協同組合佐賀県鉄構工業会　事務局長　大坪一徳　氏
　 　各社の手持ち工事量が１ヶ月～10ヶ月と企業間の格差が出

ている。新規の見積りが少なく、先行きが不透明となっている。
鋼材価格が再び上昇しており厳しい状況である。（３月）

　＊ 業況…各社の手持ち工事量は１ヶ月～８ヶ月、工場稼働率が
７0％～1２0％と先月と変わりない状況となっているが、企
業間の格差が出ている。

　＊ 動向…新規見積り物件が少なく、先行きの仕事量の低下が懸
念される。受注価格も上昇の気配がなく厳しい状況が続く見
込み。

　＊ 問題点…ここ最近、再び鋼材価格が高騰しており、その影響
で建築鉄骨の需要が減少すると予想される。（４月）

■佐賀県電気工事業工業組合　事務局長　山口光浩　氏
　  　年度始めのため、仕事量が減少している。
　 　また、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。（４月）

■佐賀東部管工事協同組合　事務局長　大串哲也　氏
　 　４月期の公共工事受注額は前年同月期並に受注している。今

年度は早期発注の見通しとなっている。（４月）

■佐賀県貨物自動車事業協同組合　専務理事　大江孝文　氏
　 ・例年３月は繁忙期であるが、荷動きはあまり良くなかった。
　・ 軽油価格も前年比２0円／ℓ程度、前月比でも値上がりした。

あらゆる資材が値上されてきており厳しい経営環境は続いて
いる。運賃交渉においては、荷主側もコストが上昇し厳しい
面もあり、コスト上昇分の運賃への転嫁がなかなか出来難い
状況にある。（３月）

　・ 軽油価格は、前年比２0円程高くなっており、さらに他の殆
どの運行資材も値上がりするなど、厳しい状況である。

　・ 荷動きについては、ネットで行っている求車求荷も九州地区
が低迷しており、荷動きが悪くスポット運賃も低下傾向にあ
る。（４月）

　　

13



作者：はこふぐ

TG学園 ①

③

②

④

（中央会）そうですね。まず定款の「理事の定数」「監事の定数」てところば見てもらって
よかですか？役員改選時にはその範囲の人数で理事さんと監事さんば選んでもらわんばです
もんね。

【連載】第１回 組合 Q&A：理事・監事の定数
（組合員）ちょっと聞きたかことのあるとけどよかね？

（組合員）なんか難しかごた～。どがんすっぎよかと？

（組合員）もっと減らしたりはできんと？

（組合員）なるほどね～！わかった！ありがとう♪

（組合員）こないだの総会で役員改選ばしたばっかいばってん、なんか組合員もつくった時
に比べてだいぶ減ってきたもんね。そいけん理事の数も減らしたかね～て話も出てきたさ。
なんか気を付けとかんばこととかあるとね？

（中央会）定款変更ばするには、総会での承認と所管行政庁の認可が必要になりますもんね。
そして、変更した定款の人数内で理事と監事ば選んでもらうぎよかです。ただ理事さんは最
少でも3名はいるけん、注意しとってください。

（中央会）よかですよ～どがんしたですか？

（中央会）「理事の定数」「監事の定数」について定款変更ばしたら、減らすこともできますよ。

【ちなみにばってん】
　「員外理事・員外監事」も定款で定めとらす組合は、「員外理事・員外監事」の割合が高くならんごと、こちら
も併せて定款変更をすることが望ましかろうね～。
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組合活性化情報誌 　Link リンク　NO.251
令和４年６月１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

　　　 これからの行事・イベント

【第74回中小企業団体全国大会】
大会テーマ：つながる　ひろげる　連携の架け橋
　　　　　　　　希望の未来　中小企業「光」を結集

日　程：令和4年１１月１０日（木）１4：００～１6：3０
開催地：出島メッセ長崎　（長崎市尾上町4-１）主　催：全国中小企業団体中央会/長崎県中小企業団体中央会
参加料：１人6,０００円
　毎年１回、全国の中小企業団体の代表者が一堂に会し、その決意を内外に表明するとともに、国等に対して中小
企業振興施策の確立を訴え、組合組織を基盤にして中小企業の安定的な振興発展をめざすことを目的として開催
します。今年は長崎県での開催です。ツアーの日程等は後日改めてご案内いたします。

　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。

　令和4年５月1６日の本会通常総会において役員改選を行い、新しく
専務理事に西岡剛志氏が就任され、事務局も新しい体制となりました。
　今では事務局職員も在籍６年以下の職員が半数近くとなり、日常会
話の中で、当然知っているであろうと過去の話題を持ち出せば、分かっ
てもらえないような“フレッシュな”組織となり、私自身はそんな若手
との共通の話題を必死に探す日々です(笑)
　それはそれとして、事務局役職員一同、更に新しい気持ちで皆様
方に寄り添った伴走型支援に邁進する所存です。変わらぬご支援、
ご協力をお願いいたします。（M.N）
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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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