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九州漬物協会創立80周年記念式典及び
令和４年度九州漬物協会通常総会・佐賀大会が

開催されました

　令和４年６月９日、九州漬物協会創立80周年記念式典がホテルニューオータニ佐賀にて
執り行われました。この式典は本来３年前に開催される予定でしたが、コロナ感染症の影
響により延期が続き、ようやく実現されました。
　表彰では、九州農政局長表彰に水溜食品㈱　水溜正則様(鹿児島県)、全国漬物協同組合
連合会会長表彰に前田食品工業㈲　前田節明様(佐賀県)ほか５名、九州漬物協会会長表彰
に㈲竹下食品　三木吾朗様、川原食品㈱　川原啓秀様(佐賀県)ほか10名が表彰を受けられ
ました。
　式典と合わせて「HACCPに沿った衛生管理について」という表題で、佐賀県健康福祉
課　生活衛生課　食品安全衛生担当係長　堀　夏子様より、漬物製造業における衛生管理
についての研修が行われました。漬物製造業は令和3年6月から、食品衛生法の改正により
営業許可が必要な業種となったため、HACCPに沿った衛生管理の方法ついて現在も周知
が図られているところです。
　また、創立80周年記念講演では中央会の中小企業連携組織等支援事業を活用され、「社
員をやる気にさせれるペップトーク」という演題で(一社)日本ペップトーク普及協会代表
理事の岩﨑由純様にご講演いただきました。ペップトークとはおもにスポーツで使われる

「激励のショートスピーチ」のことですが、岩﨑先生の前向きで力強い励ましの言葉を聞
いているうちに、自然と励まされ勇気が湧いてくるような熱のこもった講演でした。
　九州漬物協会は80周年という素晴らしい歴史を持ちながらも、漬物の将来を見据え、多
様化した食事の中でこれからの子供たちにも愛される漬物づくりに励んでいくという目標
を持っています。九州の食を支え続ける漬物業界の未来に期待しています。



　去る６月２０日（月）、佐賀市のグランデはがくれにおいて、県内組合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２８回通常総会が開催されました。
　総会の開会に先立ち、今年１月にご逝去された、会長の石丸忠良氏へ哀悼の意を込めて黙祷をささげ、
中央会の西岡専務理事から日頃の中央会事業運営に対する御礼の挨拶を行いました。
　総会では、議長に松尾副会長（佐賀工場団地協同組合）が選出され、令和３年度事業報告・決算報告、
令和４年度事業計画・予算案について審議がなされました。令和４年度の事業計画の中では、激変する国
際情勢に揺れ動く経済環境下、国策の動向を見据え、会員に対しての適切な情報提供を行い、佐賀県中小
企業団体中央会との連携による各種事業の実施、会員組合の要望実現に向けた動きの促進を行い、事務局
の資質向上のための講習会（研修会）を重点事業として実施して事務局担当者の能力を高める事業計画案
を原案通り可決いたしました。
　また、今年は役員改選期にあたり、会長には肥前陶磁器商工協同組合 藤雅友専務理事、副会長に佐賀工
場団地協同組合 松尾利弘事務局長が選任されたほか、幹事６名、監事１名が選任されました。
　藤新会長による会長就任挨拶の後、事務局から佐賀県の助成金や働き方改革推進支援助成金、ＢＣＰ関
連の情報提供をし、総会は終了しました。

　総会に続き、商工組合中央金庫佐賀支店より支店長新谷紀明様、大樹生命保険株式会社佐賀支社より支
社長木下光美様をご来賓に迎えて交流懇親会が盛会に催され、ご来賓交えて会員同士大いに情報交換を行
い、交流を深めました。
　業務ご多忙のなか、通常総会にご出席いただいた代表者会の会員の皆様、どうもありがとうございました。

佐賀県中小企業団体事務局代表者会 第２８回通常総会開催！

役　職 氏　名 組　合　名 組合役職
会　長 藤　　　雅　友 肥前陶磁器商工協同組合 専務理事
副会長 松　尾　利　弘 佐賀工場団地協同組合 事務局長
幹　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 長
幹　事 久　富　政　幸 佐賀県物流センター協同組合 事務局長
幹　事 一ノ瀬　秀　治 肥前陶土工業協同組合 事務局長
幹　事 中　村　耕　三 佐賀大和工業団地協同組合 事務局長
幹　事 渡　邉　浩布弥 唐津鉄工団地協同組合 事務局長
幹　事 山　口　光　浩 佐賀県電気工事業工業組合 事務局長
監　事 中　地　武　実 佐賀県火災共済協同組合 常務理事

中央会 西岡専務理事の挨拶 藤 新会長の就任挨拶通常総会の様子

佐賀県中小企業団体事務局代表者会
会　長　藤　雅友（肥前陶磁器商工協同組合 専務理事）
会員数　２９名
　事務局代表者会は、事務局を持つ佐賀県内の協同組合等の事務局代表者同士の交流と研鑽を目的に結成されまし
た。加入等のお問い合わせは事務局0９5２-２3-45９8（中央会 中島・髙木）まで。
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　全国の中小企業者による決意表明と、国への中小企業対策の更なる拡充要請を全国規模
で行うための「第７4回中小企業団体全国大会」が来る11月10日（木）、「つながる　ひろげ
る　連携の架け橋」をスローガンとして掲げ、『希望の未来　中小企業「光」を結集』をテー
マに長崎県長崎市「出島メッセ長崎」で開催されます。
　本会では、全国大会に合わせ、下記の通りオリジナルツアーを企画いたしました。
　今回は、長崎県でもなかなか訪れる機会の少ない五島を中心とした研修・見学ツアーを企
画しております。今年の長崎大会は、新型コロナウイルス感染症による影響や、ウクライナ
を取り巻く不安定な情勢の深刻化、物価や原油価格の押し上げ、物流確保が困難になるなど、
極めて厳しい状況の中で中小企業の連携が重要な意味を持つ、大変意義深い大会となります。
　是非、佐賀県からも多くの中小企業団体関係者の皆様にご参加いただき、大会の価値を
高め、国等に対してより効果的で意味のある、利用しやすい中小企業支援策等の創設を働き
かけていきましょう。

　日　　　時：令和４年11月10日（木）14：00～16：30
　場　　　所：長崎県長崎市尾上町４－１「出島メッセ長崎」
　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
　大会参加料：6,000円（本会ツアーをご利用の方は別途ツアー料金（後述）が必要です）

■佐賀県中央会オリジナルツアー【11月９日㈬～10日㈭　1泊２日】

（１）参加費用
　　○大会参加料　6，000円
　　○旅行費用　（交通費、宿泊費、懇親会費、その他諸経費）　43，000円
　　　参加費用合計　　4９，000円

（２）申込期限　９月２２日（木）
※原則全行程参加での企画ですが、一部参加等別行動を希望される方もご相談に応じます。

第 74回中小企業団体全国大会のご案内

第第７７４４回回中中小小企企業業団団体体全全国国大大会会旅旅行行行行程程 
■■集集合合場場所所：：佐佐賀賀駅駅  中中央央改改札札口口前前  

■■集集合合時時間間：：９９時時１１５５分分（（予予定定））  

 

⽇次 
⽉／⽇(曜) ⾏      程 宿泊地 

⾷事条件 

 
１ 

 
11/9 

（⽔） 

 ※※99::1155 集集合合  

リレーかもめ               西九州新幹線             タクシー              ジェットフォイル 【五島】 

佐 賀 駅—————武雄温泉駅—————長 崎 駅=====長 崎 港～～～～～～福 江 港===== 

9:32                  10:31                11:30    12:55   13:10 

 

【日本最初の霊泉地】         【日本の灯台 50 選】       【物産館でお土産購入♪】 

===== 井井 持持 浦浦 教教 会会 ======= 大大瀬瀬崎崎灯灯台台断断崖崖  ======= 香香珠珠子子ビビーーチチ  ===== 

14:00～14:20           14:30～14:45             15:40～16:10 

 

【黒い岩肌が十数㎞続く】            【車窓より】 

===== 鐙鐙瀬瀬溶溶岩岩海海岸岸  ======= 武武家家屋屋敷敷通通りり  =======ホ テ ル 

16:20～16:40                             17:00 

【懇親会は『誠心』にて 18:00 より】 

 

福江 

 

『ＧＯＴＯ  

ＴＳＵＢＡＫＩ 

 ＨＯＴＥＬ』 

℡0959-72-5510 

× 

弁当 

⼣⾷ 

 
２ 

 
11/10 
（⽊） 

 

ジェットフォイル              タクシー   【国宝に指定】       【元祖・茶碗むし専門店（昼食）】 

ホ テ ル=====福 江 港～～～～～～長 崎 港===== 崇崇   福福   寺寺 ･･････････ 吉吉     宗宗 ===== 

8:50                   9:20       11:05   11:20      11:25～11:50             12:00～13:00 

 

【出島メッセ長崎】                       西九州新幹線      リレーかもめ 

=====第第 7744 回回中中小小企企業業団団体体全全国国大大会会･･････････長 崎 駅—————武雄温泉駅—————佐 賀 駅 

13:30～16:50                 17:42                      18:38 

 

朝⾷ 

昼⾷ 

× 

この計画は、2022 年 7 ⽉ 10 ⽇現在のスケジュールです。運輸機関のダイヤ改正、各地の道路状況により、多少⾏程が変更になる場合があります。 
 〔記⼊例〕 ━━━━━ＪＲ ┼┼┼┼┼私鉄 ＝＝＝＝＝バス ✈✈✈✈✈航空機 〜〜〜〜〜船舶  ┬┬┬┬┬ロープウェイ・ケーブルカー ････････････徒歩  

◎留意事項
・旅行費用につきましては、参加予定人員数に満たない場合ご負担金額が変わる場合がございます。
・申込後に取り消された場合は、大会参加料6，000円と、キャンセル料をご負担いただくことをご了承ください。
・ 集合時間については、変更になる可能性がありますので、参加される方には別途改めて正式な参加案内をお送りいたします。
・新型コロナウイルス感染症の影響、その他の事情により行程が変更になる場合もございます。
・大会開催日までに3回のワクチン接種、またはPCR検査で陰性であることが確認できるようにご準備ください。
　 なお、「一部行程参加」なども可能です。詳細は担当者（電話　0９5２-２3-45９8　担当：髙木・鳥谷）までお問い合わせください。
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　佐賀県では、令和4年6月補正予算により、原油・原材料の価格高騰により収益が悪化している
中小事業者に対し、事業者の負担を軽減し、事業の継続を支援するための緊急措置として、下記
内容により燃油購入費に対する補助等を予算措置されることとなりましたので、その概要をお知
らせします。
　※ ７月下旬～8月上旬には制度公表、受付開始予定となっておりますので、制度の詳細について

は、佐賀県のＨＰ等にて公表される内容をご確認ください。

事業内容：
　最近３か月間の仕入額（又は売上高に占める仕入額の割合）が前年同期間の仕入額（同前）よ
りも２0％以上増加し、価格転嫁ができていない中小事業者に対し、次のとおり支援金もしくは応
援金を交付する。
　※（１）支援金と（２）応援金は併給できません。

（１）燃油高騰対策緊急支援金
　　（※令和4年4月～７月までに購入した数量を対象として燃料費を補助）
　　 補助額：上限２00万円、下限（法人２0万円、個人15万円）
　　　　　　・ガソリン、軽油、重油、灯油、オートガス：１ℓ当たり10円
　　　　　　・ＬＰガス：１㎥当たり２0円

（２）原材料等高騰対応緊急応援金（一時金の交付（定額））
　　 交付額：法人２0万円／事業者、個人15万円／事業者
　　 ※ 農林漁業、タクシー業のうちＬＰＧ使用車分、交付負担がある事業者（乗合バス・離島

航路運航者・医療・福祉サービス等）は対象外。

中小事業者の原油・原材料高に係る予算措置のお知らせ 

 

佐賀県では、令和 4 年 6 月補正予算により、原油・原材料の価格高騰により収益

が悪化している中小事業者に対し、事業者の負担を軽減し、事業の継続を支援するた

めの緊急措置として、下記内容により燃油購入費に対する補助等を予算措置されるこ

ととなりましたので、その概要を掲載します。 

※ 7 月下旬～8 月上旬には制度公表、受付開始予定となっておりますので、制度の詳細につ

いては、佐賀県のＨＰ等にて公表される内容をご確認ください。 

 

事事業業内内容容：：  

最近３か月間の仕入額（又は売上高に占める仕入額の割合）が前年同期間の仕入額

（同前）よりも 20％以上増加し、価格転嫁ができていない中小事業者に対し、次の

とおり支援金もしくは応援金を交付する。 

※（１）支援金と（２）応援金は併給できません。 

 

（１）燃油高騰対策緊急支援金 

  （※令和 4 年 4 月～7 月までに購入した数量を対象として燃料費を補助） 

補助額：上限２００万円、下限（法人２０万円、個人１５万円） 

    ・ガソリン、軽油、重油、灯油、オートガス：１ℓ当たり 10 円 

    ・ＬＰガス：１㎥当たり 20 円 

 

（２）原材料等高騰対応緊急応援金（一時金の交付（定額）） 

交付額：法人２０万円／事業者、個人１５万円／事業者 

※ 農林漁業、タクシー業のうちＬＰＧ使用車分、交付負担がある事業者（乗合バ

ス・離島航路運航者・医療・福祉サービス等）は対象外。 

 

 

 

 

 

((11))  燃燃油油高高騰騰対対策策緊緊急急支支援援金金  （（２２））原原材材料料等等高高騰騰対対応応緊緊急急応応援援金金  

中小事業者の原油・原材料高に係る

予算措置のお知らせ
中小事業者の原油・原材料高に係る

予算措置のお知らせ
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1. 補助対象事業
各組合あるいは貴業界等において、中小企業者が対応を迫られている諸問題について外
部専門家(講師)を招いての研修会等を開催する事業
※　視察研修等の旅費は補助対象外です。
※　通常総会と合わせて開催される研修会は補助対象とできますが、「会場借料」を補助
　対象とするには、総会での会場借料と明確な区分が必要となります。

2. 補助対象経費
講師謝金、講師旅費、会場借料、借損料 など
※　詳細はお尋ねください。

3. 補助金額
総事業費の2/3以内で上限20万円

4. 募集期間
随時
※　予算枠がありますので、基本的には先着順となります。具体的な内容•詳細な日程
　が決まっていない場合にも、是非お早めにご相談ください。

5. 事業スケジュール
（1）研修計画の作成　　 各組合で研修計画を策定

　　　　　　　　　組合員の意識改革、業界活性化の為に組合員を対象にした講習会を
　　　　　　　　　　開催したい！

（2）事前打ち合わせ　　研修会の内容確認、講師への支払い方法、旅費計算、会場予約等
（3）研修会の実施　　　原則として、研修会当日は中央会も参加

講習会の開催費として合計300,000円を要する
（内訳）・講師謝金　　100,000円
　　　・講師旅費　　100,000円
　　　・会場借料　　　50,000円
　　　・当日資料代　 50,000円（参加人数50名×@1,000円）

（4）報告書の提出　　　当日の報告書（様式自由）、参加者名簿、配布資料、写真など
（5）事業費の支出　　　補助対象経費の全額を中央会が相手先に支払い
（6）負担金の納付　　　補助対象経費の1/3を自己負担金として組合宛てに請求書発行

総事業費300,000円－助成部分200,000円＝自己負担100,000円

6. 留意事項
　上記の通り、事業にかかる費用全額を一旦中央会が支出し、事業終了後に実施主体(組
合等)の「自己負担金額」相当分を中央会から実施主体(組合等)に請求し、ご負担いただ
く流れとなっています。
　本事業を利用する旨の申し込みをし、事業実施の決定がなされる前に、実施主体(組合
等)が自ら直接支出した経費や、既に実施された講習会等は対象となりませんので、ご注
意ください。

中央会補助事業（研修会開催事業）を活用しませんか！

まずはお気軽に中央会までご相談ください♪
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大大樹樹生生命命保保険険株株式式会会社社  佐佐賀賀支支社社  

引受保険会社：三井住友海上火災保険株式会社 

代理店・扱者： 

 

 
 
 

 

業業務務上上災災害害へへのの備備ええはは充充分分でですすかか？？  

佐佐賀賀県県中中小小企企業業団団体体中中央央会会のの  

「「ビビジジネネススＪＪネネククスストト」」  

であれば、労働災害リスクから社社員員と企企業業をを守守りりまますす  
 

 

 

あありりまますす！！  

例例ええばば、、ここんんななごご心心配配ははあありりまませせんんかか？？  

 
 

 

●●従従業業員員のの万万一一のの死死亡亡やや後後遺遺障障害害がが心心配配  
重大なケガのリスクのために 

●●ちちょょっっととししたたケケガガがが心心配配  
ケガの発生リスクが大きい場合に 

●●パパーートト・・アアルルババイイトト・・派派遣遣労労働働者者等等ののケケガガがが心心配配  

●●労労働働災災害害事事故故にによよるる企企業業のの損損害害賠賠償償責責任任がが心心配配  
企業防衛のために 

企企業業のの心心配配  

従従業業員員へへのの心心配配  

 
保険料 
の割引 

※ 被保険者数割引20％、損害率による割引30％、リスク診断割引25％を適用した場合。 

(リスク診断割引(注)は、告知内容によっては適用されない場合がございます。) 

(注)リスク診断割引は「天災危険補償特約」「雇用慣行賠償責任補償特約」「フルタイム補償特約」にか

かる保険料には適用されません。 

（

佐佐賀賀県県中中小小企企業業団団体体中中央央会会会会員員組組合合のの  

組組合合員員ののみみななささままへへ  

ののみみななささままへへ  

＊１ 最大約５８％割引※ 

◆ビジネスＪネクストは、業務災害補償保険で構成されています。（引受保険会社：三井住友海上火災保険株式会社） 

 詳細は「商品パンフレット」等をご覧ください。また、ご不明点については担当者までお問合せください。 

s 大樹生命保険株式会社は三井住友海上火災保険株式会社の取扱代理店として損害保険代理店委託契約を締結しています。  
 

〒840-0801佐賀市駅前中央 1丁目 9番 45号大樹生命ビル 8階 
TEL:0952-26-7121 

（損保）Ｂ-2022-122（2022.7） 
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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4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/index.php/category/news-keizai/）
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、5月はマイナ
ス3０.5となり、4月のマイナス２２.9より7.6ポイント悪化したが、6月はプラス19.5で、前月との差はプラス5０ポイントとなっ
た。「収益状況」は、5月はマイナス19.5、6月はマイナス８.3と、エネルギー・原材料価格高騰の影響を受けてマイナス値
が続いている。「業界の景況」についても、5月はマイナス２２.２、6月はマイナス11.1となり、物価高騰に加えて円安も進
行するなど好転する材料がなく低調に推移している。
　一方、＜前年同月比＞DI（全業種）をみると、「売上高」については、5月は13.9、6月は２5.０と4ヶ月連続でプラス値となっ
た。「収益状況」については、5月はマイナス13.9であったが、6月はプラス８.4となり、6ヶ月ぶりのプラス値となっている。「業
界の景況」については、5月はマイナス19.4となったが、6月はマイナス８.3となり、低調に推移しているもののわずかに改
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]
13.９% 41.７% 44.4% －30.5% 41.７% 30.5% ２７.8% 13.９%
38.９% 41.７% 1９.4% 1９.5% 4７.２% 30.6% ２２.２% ２5.0%

在庫数量
[DI]=[減少]－[増加]

8.0% ７２.0% ２0.0% 1２.0% 1２.0% 68.0% ２0.0% 8.0%
16.0% 68.0% 16.0% 0.0% ２0.0% 64.0% 16.0% －4.0%

販売価格
[DI]=[上昇]－[低下]

30.6% 58.3% 11.1% 1９.5% 36.1% 55.6% 8.3% ２７.8%
33.3% 58.4% 8.3% ２5.0% 4７.２% 41.７% 11.1% 36.1%

取引条件
[DI]=[好転]－[悪化]

5.6% 80.5% 13.９% －8.3% 8.3% ７5.0% 16.７% －8.4%
8.3% 86.1% 5.6% ２.７% 13.９% ７７.8% 8.3% 5.6%

収益状況
[DI]=[好転]－[悪化]

8.3% 63.９% ２７.8% －1９.5% 1９.4% 4７.3% 33.3% －13.９%
16.７% 58.3% ２5.0% －8.3% 30.6% 4７.２% ２２.２% 8.4%

資金繰り
[DI]=[好転]－[悪化]

0.0% 83.3% 16.７% －16.７% 5.6% ７5.0% 1９.4% －13.8%
8.3% 86.1% 5.6% ２.７% 13.９% ７5.0% 11.1% ２.8%

設備操業度
[DI]=[上昇]－[低下]

6.７% 60.0% 33.3% －２6.6% 13.3% 66.７% ２0.0% －6.７%
２0.0% ７3.3% 6.７% 13.3% ２6.７% 60.0% 13.3% 13.4%

雇用人員
[DI]=[増加]－[減少]

5.6% ９1.6% ２.8% ２.8% 8.3% 83.4% 8.3% 0.0%
２.8% ９７.２% 0.0% ２.8% 8.3% 83.4% 8.3% 0.0%

業界の景況
[DI]=[好転]－[悪化]

5.6% 66.6% ２７.8% －２２.２% 16.７% 4７.２% 36.1% －1９.4%
11.1% 66.７% ２２.２% －11.1% 16.７% 58.3% ２5.0% －8.3%

●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4年7月13日　情報連絡員総数36名：5月回答数36名：回答率1００.０％、6月回答数36名、回答率1００.０％）
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■��佐賀県菓子工業組合　理事長　中原正博　氏
　 　上旬は連休期間があり、需要は土産品関係、関連商品など上

昇し、家庭で消費する菓子を含め全体的に堅調であったが、後
半の需要は例年のように落ち着いた状況になった。コロナの減
少傾向と共に、売上的には少しずつ回復傾向になってきて順調
に推移したが、現状の問題は原材料、包装資材、製造経費関係
を含め、すべての価格の高騰で、大変厳しく、原材料関係の上
昇傾向が続いているので、製造コストの削減や販売価格、商品
規格の見直しをしながら、商品価格、商品規格の変更が続いて
いる。また現状の国際的な社会、経済情勢は、原材料、原油等
関係に、更に影響が止まらないで増しているので、販売、物流、
商品形態の模索が続いている。（5月）

　 　売上的にはコロナが減少傾向で落ち着き、イベント、お土産
商品、関連商品少しずつ順調に推移して、需要も良くなってき
た。家庭内で消費する菓子も安定しているが、下旬頃から市場
で値上げが続いて物価上昇から、若干景況に陰りが見え始めて
いるようになってきている。現状の課題は原材料、包装資材、
製造経費関係を含め、すべての価格が止まらず高騰し続けてい
るので、更なる製造コストの削減や販売価格、商品規格の見直
しが続いている。またお菓子を入れるフィルム包装資材の原反

（げんたん）供給不足により納期が長くなり、通常の２～３倍
程度遅れている。（6月）

■佐賀県酒造協同組合　事務局長　山﨑みち子　氏
　 　組合員の酒類売上げは県内外とも微量ではあるものの増えて

きているが、コロナ前の水準には戻っていない。また大きく変
わってしまった市場環境への対応にも苦慮している。4月以降
原材料や燃料費の値上げも続いているので、一部商品について
はすでに値上げしており、その他についても1０月頃までに随
時値上げを行う組合員が多い。

　 　組合としては3年ぶりに6月に東京にて佐賀の地酒きき酒会
を開催する事となり、０からの出発のつもりで佐賀県産酒の一
層の販路拡大事業に注力していく。（5月）

　 　組合員の酒類売上げは前月に比べると若干減少しているが、
前年同月と比べると前年対比13０％と増えており、輸出用のコ
ンテナも以前より順調に動いており、それに加え円安の影響も
あり清酒及び本格焼酎共に輸出も大きく伸びている。組合員は
それぞれに値上げの検討もしているが、一部の銘柄によっては
ナショナルブランドの傾向をみているところもある。値上げ時
期を合わせる事はないが、第七波の中、業務用については影響
が出てくると予測され、まだまだ安心できる状況ではない。

　（6月）

■佐賀県漬物工業協同組合　理事長　川原啓秀　氏
　 　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。値上げによって収益は改善されてきたが、
更なる原材料・資材・燃料費の値上げが今後の収益を圧迫しそ
うな状況だ。連休での消費を穴埋めするために連休後の消費が
今一つ伸び悩んでいる。（5月）

　 　値上げによって収益は改善されてきたが、更なる原材料・資
材・燃料費の値上げが今後の収益を圧迫しそうな状況だ。まだ、
値上げできていないところもあり今後の価格競争が業界に対し
てどのような動きを見せるのか注視しなければならない。連休
後の一服感が解消され6月は動きだしているが一部に原料不足
の商品もあり予断を許さない。（6月）

■佐賀県製粉製麺事業協同組合　理事　井上義博　氏
　 　食品関連の値上げがいわれており、6月にはある程度の価格

UPがあると思われるが、まだ我々のところでははっきりとし
た状況ではない。各社でまちまちの状況のようである。

　 　小麦粉は6月から再度値上りするが、ウクライナの影響で1２
月に再度大幅な値上がりが懸念されているので、再度価格の改
正の必要が出てきそうである。（5月）

　 　原料小麦の急騰が懸念される中、次期1０月までに何がしか
の対応策が欲しい。令和２年より47.4％upしている。麺は小
麦1００％をそのままで使用するので。（6月）

■嬉野茶商工業協同組合　理事長　中山明則　氏
　 　5月は新茶の時期だが、本年度は天気に左右され減産になり、

高齢化や農薬、肥料の高騰もあり、価格が高くなり仕入が大変
だった。また、色々な経費が上昇し利益が圧迫されており、今
後大変になると思われる。共同で仕入れをし、少しでも経費の
圧縮をしていきたいと思う。（5月）

　 　２番茶のシーズンになったが、本年は高齢化や農薬、肥料の
高騰もあり価格が上昇し、玄米茶など下物を作るのが大変に
なってきており、今後も続くと思われる。行政と話し合い共同
で茶の安定供給を実現したいと考える。（6月）

■諸富家具振興協同組合　副理事長　平田尚二　氏
　 　５月の大型連休は、久しぶりの賑わいが各地で戻ってきたよ

うに感じた。まだ収束には遠いが、長いトンネルの出口がなん
となく感じられつつあるのかなと思う。海外からの入国も徐々
にではあるが緩和され、人の動きが活発になりつつある。

　 　しかしながら、資材高騰には頭が痛い状況である。その上、

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 53 4 5 632 2R4. 1R2. 6 R3. 1 7 87 8 9 10 11 12 9 10 11 12

64 53 4 5 632 2R4. 1R2. 6 R3. 1 7 87 8 9 10 11 12 9 10 11 12

< 業 界 通 信 >
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追い討ちをかけるような円安。さらにはロシア産の木材の輸入
に関しても、材木問屋が購入に頭を痛めている状況である。「い
つになれば普通に戻るのか」というより、安定した状況に落ち
着くことを待つしか無い状況である。資材高騰の価格転嫁が追
いつかないのと、人手不足が当面の課題である。（5月）

　 　６月は、家具製造にとっては条件的に良く無い季節であるが、
１週間ほど雨が続いた程度で梅雨が明けてしまった。しかし、
資材の高騰は、いつ落ち着くのかという状況である。コンテナ
の輸送状況も徐々に回復傾向は見られるが、為替も含め、状況
は最悪である。

　 　しかし、嬉しいニュースもある。諸富家具のブランド『有明』
が、イタリアの第6０回ミラノサローネ国際家具見本市のサテ
ライト会場に於いて個展を開催した。コロナ前のストックホル
ムでの個展に続くこと２年ぶりの海外で、５度目のプロモー
ション活動である。決して追い風では無いが、知恵を絞りなが
らチャレンジしていくしか無いのだろう。（6月）

■佐賀県紙業振興協同組合　事務局　松尾雄一郎　氏
　 　原材料に加え、物流コスト、燃料費等が上がり、製品価格へ

の転嫁を行いたいが、需要家の抵抗は強く、収益を圧迫してい
る。（5月）

　 　原材料値上げ分の価格転嫁は少しずつ進んでいるように思わ
れますが、その他の消耗品関係の値上げもあり収益改善とまで
は至らない。（6月）

■�佐賀県印刷工業組合　理事長　真崎俊夫　氏
 　 　5月は総会月であり、今年度は通常通りの総会が行われ、資

料等の印刷物が発生した。２年程は書面決議等でデジタル化さ
れたデータでの配布が主流であったため、印刷物が久しぶりに
もどって来たようだ。

　 　しかし、デジタル化の流れは止められず、すべてが印刷資料
としてもどった訳ではなく、今後は不安要因も残る。

　 　材料コスト等の値上がりによる価格転嫁はまだ一部に留ま
り、理解を求める活動は引き続き行っている。収益の悪化が進
んでいる。（5月）

　 　６月は選挙（参議院）関係の印刷物が一部で発生し、ポスター
用のタック紙やユポ紙などの特需があった。また、各市町村で
経済対策として商品券が発行され、選挙と共に特需に支えられ
た。前月及び前年同月対比でも共に上向き傾向ではあるが、売
上の伸びはあっても収益状況では材料費、用紙代のコスト高の
価格転嫁が進まず苦しんでいる組合員が多いようだ。今後一層
進んでいくデジタル（ペーパーレス）の対応も大きな課題であ
る。（6月）

■佐賀県陶磁器工業協同組合　総務課長　梅﨑泰志　氏
　  　業務用食器市場に関しては動きが活発になってきている。
　 　バイヤーやお客様が直接産地に来られることが多くなってき

ているのが特に印象深い。
　 　コロナの収束を待つという受け身体制から、withコロナと

いう意識に転換が進み、夏季の展示会を軸に、秋からの商戦に
期待したい。

　 　また、３年ぶりに有田陶器市がリアル開催され、toC向けの
需要も数字に良い影響が出た要因であると感じている。

　 　しかしながら、これまで懸念していた原材料等の値上げが実
際始まったので、組合員がどのように対処していくのか、組合
としても情報を共有しながら対応していきたい。（5月）

　 　共同販売事業の取扱高は徐々に増えているが、コロナ以前の
数字と比較すると約3０%ダウンとなっており、復調している
とは考えにくい。

　 　業務用食器市場も動いてはいるようだが、依然としてオンラ
イン販売や海外向け商品の取り扱いで落ち幅を最小限に食い止
めている感がある。

　 　1０月の陶土の値上げに関して、すでに窯元も設定見直しを
進めているようで、値上げ前の駆け込み需要も数字に影響して
いる。

　 　原料・原材料に加えて、産業の存続に大きく影響する『筆』
も値上げや品薄の状況で、今後に向けた新たな代替製品の開発
や新規取引先の開拓等、産地組合として早急に検討していく必
要を感じている。（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97.7％、対前月比

9２.5％で推移。動きが鈍い。少し動きが戻りつつあった昨年
同時期と比べても悪い。コロナ前の5月と比較しても9割以下
の動き。コロナ資金の返済が始まったところもあり、資金繰り
に厳しさが見られ始めた感もある。4月中旬頃からの荷動きの
低下が気になるところである。（5月）

　 　6月の陶土共同販売高は、対前年同月比約1０7％、対前月比
約11２％で推移する見込み。6月より価格改定を実施した組合
員があり、その影響が数字に現れた感じがする。1０月の価格
改定に向けたかけ込み的な需要が出始めたというような話も聞
こえてくるが果たして…。（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、売上は前月比、減少割合が高かったが、前年同月比は増
加・不変・減少傾向にばらついた。原材料価格の上昇は全般に
続いているが、本年度に入り、特に印刷業の企業から販売価格
に反映できないとの声が強くなった。

　（5月）
　 　売上面は前月比、増加傾向と減少傾向にばらけたが、若干増

加の割合が高かった。前年同月比では、増加傾向が強かった。
受注単価等の販売価格は、前年同月比では5月、6月と引き続
き上昇傾向を示した。

　 　当団地の共同受電（19社中17社が利用）電力使用量合計の
推移では、前年同月比が、5月までは13ヵ月連続で増加傾向を
継続していたが、6月は97％となり前年割れとなった。（6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。鉄鋼メーカー各社の値上げが加速。上期中に２０％
程度の値上げ方針。

　 　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低調で、中堅以下の鉄工所は仕事
量が少なく大手の下請けで凌いでいる状況。ある組合員では5
月は前年比で売上微増ながら、値上げによる単価UPが要因で
あり、前月比では若干の売上減となっている。

　 　また、他県からの同業者参入の激化と仕入値の価格上昇が止
まらないため、収益の圧迫に拍車がかかっているとの声や、鋼
材費が上昇するので販売価格に乗せられるか、客先との話し合
いを行うか検討中という声もあった。（5月）　　

　 　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。鉄鋼メーカー各社値上げ方針ながら、ロシア産の
鋼材が中国経由で流出したことでスクラップ等は下落基調と
なっているものの、現時点では値下げに動く可能性は低く、高
炉は値上げ、電炉は現状維持が続くものと想定されます。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低調で、中堅以下の鉄工所は仕事量が少
なく、大手の下請けで凌いでいる状況は変わらず。6月は値上
げによる単価UPに加え、受注が集中したことで売上増となっ
ているものの今後も継続するかは不透明。（6月）

■協同組合戸上会　専務理事　馬渡吉也　氏
　 　原材料を主とした購入品の価格が未だに高騰を続け止まる事

を知らず、経営に大きな影響を与えている。（6月）

■肥前陶磁器商工協同組合　専務理事　藤　雅友　氏
　 　5月は、前月比95.75％、前年対比134.97％。共販数字は全

体的に上向き傾向にあるが、値上げによる見込み注文も見られ
る。生産性の面から納期の遅れも目立つ。オンライン関係、中
国向け需要は堅調に推移し、数字をけん引した。（5月）

　 　6月は前月比113.4８％、前年対比144.4０％。定番商品やオ
ンライン販売の好調なところは共販数字をけん引した。先月に
続き、値上げ前の定番商品または売れ筋商品の見込み注文の動
きも見られた。今回は記念品などの新たな纏まった注文により
共販数字が増加したところもあった。ロシアのウクライナ侵攻
による原材料高騰など懸念材料などもあり、コロナ前の回復に
戻るまではもうしばらく時間が掛かりそうである。しかし、以
前から比べれば緩やかに回復の兆しが見られる。（6月）

■佐賀青果食品協同組合　理事長　眞﨑喜隆　氏 
　 　青果物については、まだまだ高値続きで、果物等もまだまだ

少なく、ハウスミカンが出始めたが全体的に高値続きとなって
いる。

　 　中国からの輸入もコロナで運搬等が停止していて、業務用の
玉葱などが入荷せずに、県内産の玉葱が今までにない高値で推
移している、異常な価格で青果業者にとっては大きな打撃であ
り厳しくなっている。また、4月5月は青果物にとっては、新
物と入れ替わる時期であり、新物の価格は高値となっている。

　 　コロナについては、月末から少し減少してきているように思
われる。このまま減少してほしい。私たちは絶対に感染者が出
ないよう、マスク等をするようにお願いをしている。すべての
規制が緩和されたので、特に個人での注意が必要である。（5月）

　 　6月に入り、玉葱等も少し安定価格となってきた様に思われ
る。梅雨も雨が少なく、暑い日が続いており、野菜では玉葱以
外は少し安くなってきた様である。梅雨が今までにない短い梅
雨であり、野菜等にとっては厳しくなりそうである。果物は高
値安定である。

　 　しかしながら、コロナが蔓延してきている。１日に3００人以
上の陽性者が出てきており、私たち自営業者は大変危機感を覚
えている。家族や本人が陽性になれば２週間の営業停止と同じ
事になる。お得意様に大変な迷惑をかけるし、納め先にも迷惑
がかかるが、それだけではない。お客様がまた来てくれるか、
納め先がまた注文をしてくれるか不安である。人口1０万人に
対しての人数が（佐賀県は）ワースト３でびっくり、早く何と
かしてほしい。（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
　 　まん延防止の解除に伴い、外出する機会が多くなり家庭で食

事をすることが少なく売上減。また、諸般の事情により養殖魚
等、他にも一斉に値上げになり、価格に転嫁できず収益減。今
月は売上、収益共に減少。（5月）

　 　6月は例年になく時化が続き、入荷量が少なかった。特に送
り物（島根、鳥取産）の入荷量が少ない。養殖物の値上が続く。

（6月）

■佐賀県石油商業組合　専務理事　光武　繁　氏
　  　近頃のガソリン価格は平成８年（1996年）9月以来の高価格

で、補助金がなければ史上最大の２００円超えになっている。
　 　現在、35円以上の補助金で何とか値上げ阻止になっている

が、この補助金も今年9月末までになっている（国費合計：約1.８
兆円）。
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　 　例えば、原油高騰がこのままだと一気に補助金停止をすると
4０円以上の大幅値上げになってしまい、物流もSS現場も大混
乱に陥る。

　 　どちらにしろ原油が下がらないと値上げ値上げの連続になる
かも。（5月）

　 　政府の「燃料油価格激変緩和対策事業」の第３弾で、4月２８
日より補助額が増額変更（＝最大35円＋超過分の1/２）され、
6月の補助額は平均4０円近くになったが、原油の高騰（原油高
と円安）が続き仕入れ値が大幅に上昇。小売価格への転嫁がう
まくいかずに粗利が減少。（6月）

■佐賀県食肉事業協同組合　事務局長　吉田さおり　氏
　  　食肉業界はコロナ禍で大きな影響を受けた組合員店舗は多く

はないと思われるが、ここに至るまでの「大店法改正」や後継
者問題、BSE問題、牛トレーサビリティ法、生レバーの取り扱
い禁止等々、度重なる危機を何とか乗り越えて頑張ってきたも
のの、コロナをきっかけに先の見えない低迷している状況に余
儀なく店舗の閉店を選択した組合員が昨年度から5店舗。組合
としても改善策はなく、組合の存続も危ぶまれる状況に不安を
感じている。（6月）

■伊万里駅通商店街振興組合　副理事長　本岡一蔵　氏
　 　円安の影響によりほとんどの商品がまた値上げになっていま

す。また、部品不足により商品の納期が６ヵ月という商品が増
えています。商品価格が安定し、また、安定供給が出来ないと
景気は良くならないと思います。（5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の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4８回通常総代会は、今年度にお
いても規模を縮小し6月3日（金）に開催された。

　 　また、3月２4日（木）に開催された整備振興会第5回理事会
において、令和4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二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
向上対策の六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）

　 　「不正改造車を排除する運動」が令和4年6月1日から3０日ま
での1ヵ月間を強化月間として国土交通省が定めた実施要領に
基づき全国的に展開された。

　 　当組合においても、業界の信頼を確保するため、不正改造車
の排除、不正改造防止の徹底になお一層強力に取り組む必要か
ら、組合員各位の参加をお願いし、本運動の周知徹底を図り、
不正改造を「しない」・「させない」ための啓発活動に取り組んだ。

（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
　 　衣替えの時季となり、少しは仕事量も増えて来ているが、し

ばらくしたら梅雨時となり、お客次第では保管となり、収益等
は変わらない。

　 　洗剤、ナイロン等の値上り、重油・灯油（ボイラー燃料）値
上り、ドライ溶剤も5月、7月と２ヶ月間で変動している。（5月）

　 　梅雨も明け、ボチボチと仕事も動き始めましたが、ガソリン、
重油、灯油、洗剤、包装等の材料の高騰には仕事の気力も湧か
ない状況。今年も夏祭りの中止となるならば、ハッピ等の仕事
ももらえない。現在のクリーニング業界の現状報告です。（6月）

■佐賀県美容業生活衛生同業組合　主任　中島千鶴　氏
　 　新型コロナの影響による昨年の自粛ムードは緩んできてお

り、各種イベントも開催される中、美容業においても客足は例
年水準に近づきつつあります。ブライダルも好調との事。ただ
し、来店調整は続けている店舗が多いため今後売上を伸ばす為
には企業努力が求められる。

　 　新規開業の相談が数店出てきた事も、明るい兆しだと考えて
います。

　 　原材料高騰対応応援金の幅広い業種への適用をお願いいたし
ます。（5月）

　 　６月も融資の相談が数店あり、開業に意欲が出てきた感があ
ります。コロナ禍の経験から、プライべートサロンを開設した
い傾向が伺えます。

　 　客足としてはコロナ以前と同じではないが、感染者が増加し
ている中でも堅調に推移しているようです。６月は地域によっ
ては田植えの時期ということで、売上が落ちる月だと言われて
います。しかしながら、その後客足が戻る傾向があります。

　（6月）

■唐津市旅館協同組合　理事長　松下隆義　氏
　 　まん延防止措置の解除により前年より上昇しました。空室稼

働率は上昇しましたが、コロナ対策で半分の売上です。コロナ
の収束を願うばかりです。（5月）

　 　佐賀支え愛、九州県民割とで宿泊客が多くなりました。観光
客も増加しています。（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
　 １．コロナ感染症関連
　　　 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。

（継続）
　２．  機器納期の課題
　　　 コンピュータ機器関連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。

　　　 また、機器調達よりもデータセンターのクラウドサービス
への利用転換の動きもみられる。

　３．人材の課題
　　　 業界の人材も不足しており、採用対応も課題感がある。来

春採用活動が６月面接解禁となるが地域IT業界へ良い人材
の応募があるのか魅力ある地域作りも地域には課題と思わ
れる。（5月）

■佐賀県ソフトウェア協同組合　事務局長　坂井貴紀　氏
　 　売上高は、前月比としては概ね変わらないが、前年より減少

している。
　 　民間企業などでは新型コロナの影響で延期していた計画が動

き出している。ただ、半導体不足でサーバー、ＰＣ、通信機器
等の調達が困難な状態が続いているため、提案の内容やスケ
ジュールが限定される場面もある。事業者によっては、クラウ
ドサービスへの転換の動きも出てきている。

　 　デジタル化によって地方を活性化させる政府の「デジタル田
園都市国家構想」の流れもあり、人手不足などを背景に採用を
増やしている企業もある。人材の確保は引き続き課題となりそ
う。（6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5月の公共事業は、件数では、前年同月比で7.８％の

減、前月比で1.7％の減、請負額では、前年同月比1.6％の増、
前月比34.1％の減となっている。

　 　令和4年4月の住宅着工は、戸数では、前年同月比は3.4％の
増、前月比で1２4.6％の増、工事費では、前年同月比は８.２％
の減、前月比で45.9％の増となっている。（5月）

　 　令和4年6月の公共事業は、件数では、前年同月比で２.1％の
減、前月比で２２.２％の増、請負額では、前年同月比5.7％の増、
前月比２０.８％の増となっている。

　 　令和4年5月の住宅着工は、戸数では、前年同月比は２０.1％
の増、前月比で２０.7％の減、工事費では、前年同月比は
33.4％の減、前月比で２9.5％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
　 ＊業況･･･手持ち工事量、工場稼働率は前月と変わりないが、

　 新規見積件数が少ない。夏以降の仕事量に不安材料が出てい
る。

　＊ 動向･･･２０２1年度の鉄骨需要は前年比13％増の466万tと
なった。大型案件の需要が多い反面、中小案件の動きは鈍く、
回復基調ではあるが二極化となっている。

　＊ 問題点･･･鋼材、副資材、外注費の相次ぐ値上げで受注環境
が難しい状況である。（5月）

　＊ 業況･･･組合員各社の手持ち工事量は０.5ヶ月～5ヶ月、工場
稼働率が5０％～1００％と前月より工事量、稼働率とも落ち
込んでおり、企業間の格差が大きくなっている。

　＊  動向･･･見積り物件が依然として少ない。特に中小物件が少
ない。コロナ禍と急騰する鋼材価格の影響で物件が減少気味
である。

　＊ 問題点･･･鋼材、副資材価格の上昇や需給のタイト化等の課
題が多い。特に鋼材価格は円安も重なり、今後も鉄鋼メーカー
が値上げを行うので、価格転嫁が急務となる。（6月）

■佐賀県電気工事業工業組合　事務局長　山口光浩　氏
　  　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。
（5月）

　 　コロナ禍の影響で資材の高騰及び品不足が続いている。特に
半導体関連が顕著で、納期が未定の案件が増えてきている。

　（6月）

■佐賀東部管工事協同組合　事務局長　大串哲也　氏
　 　公共工事の早期発注により受注額が増加している。（5月）
　 　公共工事の早期発注により、今年度は前年第1四半期より

75％増の受注額となっている。令和4年度全体発注額は前年並
と思われる。早期発注により年度初めから順調に工事も進捗し
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
　 ・ 軽油価格は、補助金の増額で前月より4円程度下がったもの

の、前年比は1０円以上高くなっており、経営環境が厳しい
状況は変わらない。

　・ 自動車関連メーカーの操業低下や帰り荷が少ない中、一方で
は運賃の値上げ交渉も進まない状況にあり、業界全体が良く
ない。（5月）

　・ 荷動きは全体的に悪く、長距離、地場の荷物を探すのに苦労
している状況である。

　・ 燃料高騰だけでなく、トラック運送に必要な資材関係も軒並
み値上がりしてきており運送コストが上昇し収益状況は厳し
い。（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。

13



作者：はこふぐ

TG学園
①

③

②

④

【連載】第２回 組合 Q&A：組合員の脱退について
（組合員）また聞きたかとけどよかね？
こないだ組合員から脱退の申し出の連絡があったもんね。どがんしたらよか？

（組合員）そいぎまずは定款ば確認せんばね！ありがとう♪

（組合員）そいぎ今回は「自由脱退」になるごたんね。うちは赤字が続いとって財政の厳しかばってん、
脱退者の持分は全額返還せんばと？

（中央会）組合員は原則として自由に組合を脱退できます。脱退には自由脱退と法定脱退があるとですけ
ど、今回はどちらに該当しんさっですか？
①自由脱退
　法律では90日前（定款で1年まで延長可能）に予告をして年度末に脱退すると規定されている。
　組合の事業年度末が3月の場合は12月中に予告が必要。
②法定脱退
　下記事実が発生した時が脱退時点になる。
　組合員の資格喪失、死亡・解散、除名

【ちなみにばってん】
脱退予告者といえども、事業年度末の到来までは、組合員たる地位を失っていません。事業の利用、議決権、組合からの通知等において、
他の組合員と差別的扱いをすることはできません。また賦課金納入義務や定款服従義務もありますので、賦課金を納入しないならば、
組合員としての義務を怠っていることになり、除名、過怠金の徴収等の制裁も定款の定めに従って可能となります。

（中央会）脱退した組合員の持分は、その脱退した事業年度末の組合財産によって算定されるとですよ。
持分の払戻額（持分全額～出資金額を限度とする額まで）やその算定方法は定款で規定されとるけん、
まずは確認してもらわんばです。
①全額払戻し
　持分の全額を払い戻し（出資額が上回る場合は税金がかかる）
②出資額限度の払戻し
組合員の本組合に対する出資額を限度として払い戻し
ただし、今回のように組合に欠損金があり、組合の財産が出資の総額より減少している場合は、出資額
よりも下回って返還（出資額から減少額を各組合員の出資額に応じて減額）する場合があるけん、気を
つけんばいかんです。

夏の怪談
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組合活性化情報誌 　Link リンク　NO.252
令和４年７月31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51回佐賀城下栄の国まつり】
　今年で51回目を迎える佐賀の夏まつりです。JR佐賀駅から佐賀城跡へ続く佐賀のメインストリート「佐賀市中
央大通り」が歩行者天国となり、パレードやこども総おどり、総おどりなど市民あげてのお祭りです。
日　　程：２0２２年8月6日(土)～２0２２年8月７日(日)
時　　間：15：00頃～２1：00頃
開 催 地：佐賀駅前中央通
お問合せ：佐賀城下栄の国まつり振興会事務局　TEL:0９5２-40-７111

【伊万里大川内山風鈴まつり】
　見た目も音も美しい磁器製の風鈴。期間中窯元の店先には約1000個の風鈴が飾られ、秘窯の里に風鈴の音色が
響き渡ります。
日　　程：２0２２年6月18日(土)～２0２２年8月31日(水)
時　　間：９：00～1７：00
開 催 地：伊万里市　秘窯の里　大川内山
お問合せ：伊万里鍋島焼協同組合　TEL:0９55-２3-７２９3

【西九州新幹線　開業!!】
　西九州新幹線は武雄温泉～長崎間の路線名称で、停車駅は武雄温泉駅、嬉野温泉駅、新大村駅、諫早駅、長崎駅
です。新幹線「かもめ」と、博多～武雄温泉間を走行する在来線特急「リレーかもめ」を武雄温泉駅の同一ホーム
で乗り換える対面乗換方式で開業します。
日　　程：２0２２年９月２3日(金・祝)　開業
お問合せ：詳細はJR九州のホームページをご覧ください。
　　　　　https://www.jrkyushu.co.jp/train/nishikyushu/

　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！

編集後記

※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。

　異様に短い梅雨が明け、暑い日が続いています。この
時期は気温と湿度が高くなるので熱中症にも気を付けた
いところです。暑いと汗をかき、その汗が蒸発することで
気化熱により体温を下げようとしますが、湿度が高いと汗
が蒸発しにくく、体温調整がうまくいかず、熱中症になる
リスクが上がるようです。また、水分補給の際に塩分、ミ

ネラル等を一緒に摂取しないと体液濃度が下がり、体液濃度を保つため、
せっかく摂取した水分を排出してしまうらしいので気を付けましょう。宣
伝ではありませんが、YouTubeの『ポカリスエットweb movie｜はたら
く細胞 第11.5話 熱中症～もしもポカリスエットがあったら～』でわかり
やすくまとめられていますのでお時間のある方はご覧ください。
　個人の話で恐縮ですが、最近掌の有鉤骨という小さな骨が折れました。
早く治して趣味のテニスに熱中したいところです。（ＹＹ）

　例年、源泉徴収義務者の皆様に送付しておりました年末調整関係手引等（「年末調整のし
かた」、「源泉徴収税額表」及び「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」）
につきましては、行政のデジタル化を踏まえ、見直しを行うこととしました。
　今後は、年末調整関係手引等に代えて、改正事項（昨年からの変更点）や国税庁ホームペー
ジなどを案内したリーフレットを送付しますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
　なお、年末調整関係手引等は、９月下旬頃に、国税庁ホームページの「年末調整がよくわ
かるページ」に掲載いたします。

問い合わせ先
佐賀税務署　法人課税第１部門（源泉所得税担当）　　0952-32-7511（内線8215）

【税務署からのお知らせ】

国税庁ホームページはこちら
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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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ＳＡＧＡのよかとこ ＳＡＧＡしてみらんね 寄ってみらんね　

今回は『基山モール商店街』を取材しました。ご協力ありがとうございました。 商店街HP

「グリルパン料理 うえちゃん家」
お店紹介 おすすめメニューは？

約4年前にグリルパンを使った赤身ステーキ肉バルが
オープン。グリルパンとは焼き面が波のような形になっ
ているフライパンのことで波型になっていることで、肉
や魚の余分な油が落ち、さっぱり仕上がることや、熱伝
導率が高いため、全体に均一に火が通り、外はこんがり、
中はジューシーに焼けるそうです。店内装飾は全て店主
の手作りでブルックリンスタイルのおしゃれな雰囲気。
お料理はもちろん、ドリンクの種類も豊富で、どれもこれ
も美味しそうで目移りしてしまいます。

■黒毛赤身牛ステーキ
ヘルシーな赤身だけを使ったステーキ。『お料理は材料
とソースが決め手！！』とのことで、日本人の好みに合わ
せたまろやかな醤油を使ったワインソースもおすすめ。
■基山・エミュー マデラソース・ステーキ 
基山のエミュー肉を柔らかくレアに焼き上げたステー
キ。エミューはオーストラリアの国鳥で、低脂肪・低カ
ロリーでヘルシー!
■フルーツビネガージュース
種類が豊富で、特に女性に大人気。
他にも桜島鶏ステーキやダッチ・ベイビー・パンケー
キなどデザートも豊富に取り揃えられています。

住　　所：三養基郡基山町宮浦186－44
Ｔ Ｅ Ｌ：0942-92-3456
営業時間：18:00～23:00
定 休 日：日曜日

ヘルシーな
赤身の

お肉とワイ
ンでゆった

りとし

た時間をお
楽しみくだ

さい。

（代表 上
田昭弘さん

）

「フルヤスタジオ」
お店紹介 おすすめメニューは？

2021年1月、店主の古家さんが祖父から受け継いだお店を
リニューアルオープンし、新スタジオが完成。お店を継ぐた
めにご家族で基山町に移住。同地で再出発を果たされまし
た。商店街内にあるお店の前にはこれまで撮影されたお客
様の写真が飾られ、ふらっと足を踏み入れてみたくなるお店
です。
古家さん自らが装飾を施されたオシャレな店内は、以前の
お店の家具も残されていて、レトロで懐かしい雰囲気です。
古家さんに撮影するときのポイントは？とお尋ねすると「お
客様自身が撮影を楽しんでくださるのが1番です。」とのこ
と。撮影に慣れて緊張がほぐれたお客様の笑顔を撮るのが
楽しいとお話ししてくださいました。

■マタニティフォトやお宮参り、　
　七五三、成人、ウエディングなど
人生の節目で来られるお客様が
多いそうです。
もちろん記念日でなくてもいつ
でも大丈夫です。
スマホでいつでも簡単に写真が
撮れる今だからこそ、プロにお
願いして記念の１枚を残すと最
高の思い出になりそうです。

住　　所：三養基郡基山町宮浦186－50
営業時間：10:00～18:00
　　　　　※日・祝は9:00～17:00　 
定 休 日：水曜日

「家族って
いいな」を

写真でお届
けします。出

張撮影

などもしてお
りますので

、お気軽

にお問い合
わせください

。

（代表 古
家次益さん

）


