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特定地域づくり
事業協同組合

過疎地域で
労働力をシェ

ア

・届出により労働者派遣事業が可能
・派遣職員人件費の 1/2 を支援
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加盟店募集のお知らせ
「Go To Eatキャンペーン事業」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による外出の自粛や営業自
粛等の影響により、甚大な影響を受けている飲食業に対し、期間を限定した農林水産省主導による官
民一体型の需要喚起を図るため、25％のプレミアムが付いた食事券を発行するものです。

■加盟店登録要件
〇佐賀県内の飲食店舗である事
・ 日本標準産業分類（平成25年10月改定）の中分類「76飲食店」に分類される飲食店（主として客の

求めに応じ調理した飲食料品をその場で飲食させる飲食店）であり、かつ、食品衛施法（昭和22年
法律第233号）第52条第1項にも基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている店舗で
ある事

・ 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第4項に規定さ
れる「接待飲食等営業」及び同条第11項に規定される「特定遊興飲食店営業」の許可を得た店舗で
ない事  
※対象外店舗は、デリバリー、テイクアウト専門店、移動販売店舗、カラオケボックス、キャバクラ、
ショーパブ、ガールズバー、ホストクラブ、スナック、料亭（接待を伴う）

〇感染症対策に取り組む事
・ ガイドラインに基づき新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいる事、取組内容を店頭に掲示

する事

※詳細は公式サイト　https://www.gotoeat-saga.jp　をご覧ください。
※組合で加盟店様向け説明会をご希望される場合は中央会（担当：中島）まで
　お知らせください。TEL　0952-23-4598

■加盟店登録申込締切：令和２年12月15日（火）消印有効
■販売開始日　　　　：令和２年10月下旬～11月１日（予定）
■食事券使用期間　　：令和３年３月31日まで

■販売冊数　：60万冊
■販売価格　：１冊　10,000円

佐賀県内の飲食店で使える!!!!
プレミアム付お食事券

販売価格（１冊）

10,000円
25％

プレミアム付きプレミアム付き

登録料
換金手数料 無料



「企業間の協力で強力な経営地盤」

協同組合佐賀の善食くりや　　理事長　古賀 正弘 氏
（佐賀冷凍食品株式会社 代表取締役）

　　協同組合佐賀の善食くりやは、今年の4月に設立
された組合です。食品に携わる事業所5社が集まり
設立されました。佐賀県中央会へは、組合設立前か
らご相談をいただき、設立のお手伝いをさせていた
だきました。設立前の勉強会では共通課題の洗い出
しや、その解決策を模索されてきました。

　　解決策として、「共同配送」や「共同販売」を組
合事業で行うことでそれぞれの強みを活かし弱みを
補い、より強固な経営基盤の構築を目指しています。

　　まだ全国には知られていない佐賀の善い品を県
外、ひいては海外にまで目を向けて広く周知するた
め活動される予定です。

―本日はよろしくお願いいたします。まず組合と業
界の現状についてお聞かせください。

古賀　当組合は、一次産業の農家さんから二次産業
の食品製造業者、三次産業の食品販売業者まで幅広
い食品関連業者が集まって設立しました。私自身が
そうなのですが、経営者はなかなか本音で悩みを相
談できる先がありません。経営者が本音で悩みを相
談し合える「駆け込み寺」のような存在があれば良
いなと前々から思っていました。そのような中で中
央会さんに相談して、勉強会を開催していただき、
同じような悩みを持っている経営者同士で情報交換
を行うことで視野が広がりました。

　　経営者がふらっと集まって悩みを相談して互い
に解決策を出し合えるような場所にしていきたいと
考えています。

　　業界の景況としては、同じ業界でも取り扱って
いる商品によって大きな差が出ています。飲食店や
道の駅がメインの取引先の企業は厳しい経営状況に
なっていますが、スーパーがメインの取引先の企業
はむしろ経営状況が良くなっているところもありま
す。

　　　

―組合の名前の由来を教えてください。

古賀　佐賀県には良い食材がたくさんあります。良
い食材を使って熱い想いで素晴らしい食品を製造さ
れている事業者さんもたくさんいらっしゃいます。
また、食品関連業者の集まりなので、一目でそれが
わかるような名前にしたいという話でまとまり、コ
ピーライターの方に相談したところ「佐賀の善食厨

（くりや）」という単語が出てきました。「厨」には
元々「厨房」という意味があり、毎日食べる親しみ
やすい食品を連想させる単語です。HACCPへの対
応など食の安全が求められている昨今、不要なもの
が入っていない「クリア」で安全な食品を責任持っ
て作り続けていく事を誓い、ひらがな表記で「協同
組合佐賀の善食くりや」という組合名にしました。

―組合の事業について教えてください。

古賀　主に、「共同配送」と「共同販売」を行う予定
です。まだ組合を設立して間もないため、あまり組
合としての事業は動いていませんが、組合設立前の
勉強会で「売上の確保が難しい」、「新規の取引先を
開拓できない」、「配送コストが高い」といった経営
課題が共通して存在していることがわかりました。
この課題を解決するために、「近くに行くからつい
でに配送する」とか「取引先がこんな商品を探して
いたからA社の製品を紹介しておいた」といった共
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助ができれば良いなと考えました。
　　一週間に数点の商品を納品するために唐津まで

運送するのは採算が取れなくても一緒に複数の商品
を運べば採算が合い、取引先の維持、拡大もやりや
すくなるのではないか。１社１社の取引先をお互い
が共有し、各社の商品を各社が販売できるようなシ
ステムを作れば取引先や取扱商品を大幅に増やすこ
とができるのではないかと考えました。都度電話や
FAXで細かいやり取りをしていては手間が増えすぎ
て将来性がないだろうと考え、ITコーディネーター
の方に相談し、システムを構築していただきました。

　　現在、組合員は５社ですが、今後組合員になって
いただける事業者さんを増やし、より強力なシステ
ムにしていければと思っています。

　　興味のある事業者さんがいらっしゃいましたら
是非ご連絡をお願いいたします。

―取引先や取扱商品の共通化はかなり斬新なアイデ
アですね。

古賀　はい。佐賀県内の事業者さんとは手を取り合っ
て、共存していきたいと思っています。正直なとこ
ろ、同業種なので、納品先等が被ることもあり、ラ
イバル会社になることもありますが、狭い佐賀県内
のニーズを取り合うのではなく、協力して他県にあ
るニーズを取りに行き、佐賀県の食品業界全体が活
発になることを目指しています。ありがたいことに、
私の会社は何度か補助金をいただいたことがあり、
そのおかげで平成29年にHACCP準拠の新工場を建
てることができました。行政や地域から支援をいた
だいているからこそ、その分を皆様や地域へ還元し
たいと考えています。その方法の１つとして、コロ
ナ禍で営業できない飲食店さんに調理場を貸し出し
して、「お店の味の総菜」を作って販売できないか
と考えています。

―古賀理事長の座右の銘を教えてください。

古賀　「三者共存共栄」です。これは、経営理念にも
入れていますが、自社だけでなく、生活者や生産者
など地域一体となって発展していきたいという強い
想いを日頃より持っています。

―中小企業応援士※に任命されたと伺いました。

古賀　はい。今年の7月に中小機構さんから委嘱を受

けました。組合の活動や自社の活動を通じて、地域
貢献「三者共存共栄」を果たしていきたいと思います。

　※中小企業応援士：中小・小規模事業者の課題を
　解決することを目的に、中小機構が全国の経営者
　や地域支援機関に委嘱を行っている。課題解決の
　ためのスキル及び普段の活動を勘案して任命され
　る。

―中小企業応援士に任命された理由はなんですか。

古賀　特に理由は聞いていませんが、昨年、地元の
良い食品を知って欲しくて、地元の食品業者を集め
ての展示会を主催しました。その展示会にも中小機
構さんにも来ていただいたので、そのような活動と、
我が社の業態が「製造」、「小売」に加えて「卸売」
と多岐にわたっているので、様々な視点を持ってい
る点を評価いただいたのではないでしょうか。

―佐賀冷凍食品㈱のオススメ商品を教えてください。

古賀　主力商品である「すき焼きおにぎり」（写真1）
です。鯛や鶏から丁寧にダシを取り、炊き込みご飯
を作って成型、冷凍を行っています。冷凍なので長
期保存も可能で、チンするだけで出来立ての炊き込
みご飯を味わっていただけます。試行錯誤を重ね、
料亭で食べる味を再現できました。より美味しくす
るために毎年改良を重ねています。味が評価されて、
現在では海外にも出荷しています。もちろん佐賀県
産米を使用していますよ。

―本日はありがとうございました。

古賀　ありがとうございました。

（写真1）すき焼きおにぎり
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従業員の雇
用

を守る！ 雇用調整助成金セミナー開催！

　8月6日(木)、佐賀市の佐嘉神社記念館において、
令和2年度諸制度改正に伴う専門家派遣事業によ
り、「雇用調整助成金申請のための実務セミナー」
を開催いたしました。講師に社会保険労務士の秋
吉成也氏をお招きし、実例を用いながら、申請ま
での流れや必要となる書類についての説明、書類
の記入方法や注意点などを分かりやすくお話しい
ただきました。
　ご承知のとおり、雇用調整助成金は、事業活動
の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を
図るための休業手当に要した費用を助成する制度で、今般の新型コロナウイルス感染症による影響に
伴って大幅な緩和や助成率の引き上げといった特例措置が講じられています。
　この特例措置は、9月30日までとなっていましたが、12月末まで延長されることになりました。
　コロナ禍である今、大幅な緩和・拡充が行われていることで、通常時よりも申請しやすくなっていま
す。雇用調整助成金については、佐賀県中小企業団体中央会までご相談頂ければ、佐賀労働局が行う「雇
用調整助成金申請手続き等支援事業」を活用して無償で社会保険労務士に相談することができます。こ
の事業の利用を希望される場合、まずは、中央会までお問い合わせください。

通常時 特例措置

生産申請要件 3ヶ月10％以上減少 1ヶ月5％以上減少

1日当たりの助成額 8,330円 15,000円

助成率（中小企業の場合） 3分の2 10分の10※1

対象となる人 雇用保険の被保険者 雇用保険被保険者以外も対象※2

※1　解雇等を行わず雇用を維持している場合　(当てはまらない場合は、5分の4)
※2　緊急雇用安定助成金という名目で助成　(内容は、雇用調整助成金と同様)

＜特例措置の主な内容＞

　本事業では、諸制度改正等に関連した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
□事業承継
□特定地域づくり事業協同組合など

　無料で専門家が組合・事業所に赴き、助言を行うこととしており、組合別講習会の開催も可能です。
希望される場合はお気軽にお問合せください。
実 施 期 間：～令和３年１月29日（金）
費　　   用：原則本会が負担します
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）

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

令和２年度諸制度改正に伴う専門家派遣等事業のご案内
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組合が過疎地域の事業者に職員を派遣！
新しい組合の形　特定地域づくり事業協同組合

　総務省が推進する「特定地域づくり事業協同組合」は、地域の事業者が集まって作る組合が
地域内外の若者等を雇用し、さまざまな仕事に派遣する新たな仕組みです。
　雇用者1人当たり年間およそ400万円の給与を支払えるように、国と自治体が運営費を助成
することになっており、本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保
した職場を作り出し、地方移住者の増加や地方での働き手不足の解消につながることが期待さ
れています。
　今号では、制度の概要についてご紹介します。

○特定地域づくり協同組合とは
　過疎地域や過疎地域と同程度の人口減少が生じている地域※を対象に組合で雇用した職員を
マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて事業者の事業に従事)として派遣を行う組合です。
　例えば、組合で雇用したAさんを、4月～9月は農業を行う事業者に、10月～3月は食品加工
を行う事業者に派遣するといった形式です。
　組合が職員の雇用・派遣を行うことにより、一定の給与水準が確保されるため、職員の雇用
環境が安定的となり、地域の担い手確保にもつながります。
※ 佐賀県内で該当する地域は、佐賀市の旧富士町・旧三瀬村、唐津市の旧七山村・旧肥前町・

旧鎮西町・旧呼子町・旧相知町、神埼市の旧脊振村、多久市、武雄市の旧北方町、大町町、
江北町、白石町、太良町の9市町村14地域。

○特定地域づくり事業協同組合のイメージ図

○特定地域づくり事業協同組合の特徴
　・10年更新制であり、都道府県知事が認定を行う
　・労働者派遣事業を許可ではなく、届出で実施することが可能　
　・組合運営費について、国や市町の財政支援を受けることができる

○  特定地域づくり事業協同組合の立ち上げに向けて必要なこと
　・派遣先となる事業者を集め、組合設立に向けて動き出す
　・ マルチワーカーとなる職員（出来る限り地域外から）の確保。また、派遣先とのコーディネー

ターとなる事務局職員を確保
　・組合の運営費の支援を行う自治体との調整(予算の確保等が必要であるため)
　・ 円滑に組合を立ち上げるために、都道府県や市町村の関係部局、都道府県労働局や中央会

などの関係機関への事前相談や調整
　・ 派遣労働者への賃金の支払いを担保するため、組合名義の現金や預金を確保する等、財産

面での要件を満たすこと

皆さん
必見！
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～BCP策定支援～

～BCPセミナーを開催しました～
　９月14日（月）に武雄市文化会館ミーティングホールにてBCPセミナーを開催しました。
　第一部講演では、㈲薗田経営リスク研究所の薗田恭久氏より、「想定外では許されない時代、BCPで備えま
せんか」というテーマで、今後起こり得る災害を想定し、どのようなポイントで災害に備えればよいか、ど
のように事業を復旧させなければならないかという内容でご講演いただきました。第二部講演では、風空感
のいいだゆみこ氏より「家族を守るBCP－災害時に役立つ段ボールトイレ、食糧備蓄」というテーマで、家
庭では何に備え何を用意しておく必要があるのかという内容でご講演いただきました。
　会場には実際に簡易トイレや講師オススメの備品を展示し、体験していただきました。
　また、今回のセミナーは、オンラインでの参加も可能としており、合計で40名の方々に参加頂きました。
　佐賀県中央会でも自作のトイレを作製し、その様子を動画にまとめました
ので、興味のある方はご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=09X3mw2mOD0

　佐賀県中央会では、組合や企業のBCPの策定をお手伝いしています。BCPについての概要説明や、
専門家の派遣など無料で対応いたします。興味をお持ちの方は佐賀県中央会までご連絡ください。

（佐賀県板金工業組合様向け） （佐賀県生コンクリート協同組合様向け）

（第一部講演） （第二部講演） （簡易トイレ・備品）

（佐賀県漬物工業協同組合様向け）

○派遣先について
　組合が、職員を派遣できるのは、基本的に地区内の組合員である事業所となります。
　また、地区内の事業者であれば、組合員でなくても組合員の利用に支障が出ないという条件
のもと、組合員の派遣利用分量総計の100分の20以内に限り、職員の派遣を受けることができ
ます。
　特定地域づくり事業協同組合は、今年の6月4日に施行された「地域人口の急減に対処するた
めの特定地域づくり事業の推進に関する法律」を根拠とするものであり、新しい制度です。
　特定地域づくり事業協同組合に興味をお持ちの方は、ぜひ中央会にご相談ください。
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佐賀 UBA所属組合一覧
（会員数：38組合　554名）

青年部のページです！

10
2020

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.佐賀県左官業 (協 ) 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.佐賀県農用機械商業 (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.佐賀県ビ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。

 

 

友好青年 5団体トップ会議

コロナに負けず、元気に活動中！

令和 2年 8月26日
佐賀市「中央会役員室」

佐賀市「道の駅 大和」

日  時 水

土

場 所

佐賀県自動車整備振興会青年部

佐賀県テント・シート（工）青年部

令和 2年 9月5日日  時 場 所

佐賀市「㈲川代テント工業」土令和 2年 9月5日日  時 場 所

令和 2年 9月10日
大分市「大分ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾃﾙ」

日  時 木

場 所

ご案内

九青中 第 1回各県会長会議

各団体の活動概要や報告、今年度の計
画について協議しました。

今年の青年部の集いは中止となりまし
たが、各県の会長が集い、それぞれの
現状について話し合いました。

毎年9月の第 1( 土 ) に開催している県下一斉の「マイカー無料点検デー !!」来店されたお客様の
愛車の無料点検を実施。抽選会や話題のアイドルとの撮影など、今年も大盛り上がりでした★

組合青年部研修会開催事業（2/3 補助）を利用して、昨今需要の高まる日除けシェー
ドについて、製品による違いを確かめながら製作・施工を行い、知識を深めました♪

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♪

活動報告

1
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「税を考える週間」

　11月11日～17日は、税を
考える週間です。国税庁ホー
ムページでは、「国税庁の取
組」や「税に関する情報」を
紹介しています。

◎問い合わせ　佐賀税務署　
　☎32ー7511

1

2

3

4

〈4コママンガ  TG学園〉
　前号より連載を開始した
「TG学園」ですが、簡単に
紹介させて頂きます。
　TG学園（「陶芸」学園の略）
に佐賀県内の焼物の擬人化
キャラクターが通っている
という設定です。
　作者は「はこふぐ」さん
です。
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　トロフィーをもらったことはありますか？
　紅白のリボンと金色が輝く豪華なトロフィー。素晴らしい功績の証だからこそ飾っていたい。けれど、
ちょっとリビングには飾りにくい。
　そういった今までのトロフィーのもつイメージを覆し、インテリアとして空間に溶け込むトロフィー
としてヒノキトロフィーは誕生しました。諸富家具の職人による高度な技術×佐賀県産の高品質素材×
佐賀をモチーフとした美しいデザイン。賞に見合う価値とこだわりを持つトロフィーです。
　ヒノキトロフィーは削りたての木材のような優しい色合いが特徴で、民芸調にならないように、白の
オイルを塗りこんで製作されています。家具を製作する際の端材が用いられるため、素材の木目の状態
や色を選別し、木目がまっすぐになるように揃えられています。この木目の美しさを引き出すことが製
作工程で一番難しいとお伺いしました。素材として用いられた太良のヒノキは、長い年月をかけて育て
られた節のない良質な木材であり、佐賀の誇る地域材として注目されています。
　5つのデザインは「バルーン」・「築地反射炉」・「有田焼」・「佐賀城」・「与賀神社のしめ縄」がモチーフ
です。アクリル素材と木材という異素材の組み合わせにより、照明としての機能を備えているものや、一
輪挿しとして使えるものなど、1つ1つのデザインに佐賀らしさとこだわりが詰め込まれています。ぜひ
表彰や記念品としてご活用されてはいかがでしょうか。

問い合わせ先　　諸富家具振興協同組合
　　　　　　　　佐賀県佐賀市諸富町為重529-5　TEL:0952-47-5097
　　　　　　　　http://morodomikagu.or.jp/

　

　㈲平田椅子製作所ではコロナ禍により見本市の開催が難しくなったことをきっかけに、なんとかバイ
ヤーに新作を見てもらう機会を創出しようという試みで、オンラインで閲覧できる家具の展示場を立ち
上げました。バーチャルショールームはマンション販売などでは従来から使われていた手法で、画面上
に表示される丸印をクリックすると行きたい方向に進むことができます。一般のユーザーも訪れること
ができるため、新しい顧客づくりや販路開拓にも効果が期待できるツールです。制作のために新しく用
意した機器は360度カメラと三脚のみ。展示場の6か所で、約1時間程度撮影し、完成したそうです。商品
だけではなく空間の雰囲気なども感じられる点が写真とも違って新鮮に映ります。次回の展示会は10月
頃、新しい装いになるのも楽しみです。
　今後は商品をその場で購入できるような決済システムの導入も予定されているほか、バーチャルイベ
ントとして「ものづくり体験」や、VRを用いた工場見学、仮想で自分の家に家具を配置できるシステムの
導入なども計画されており、未来への展望が広がります。

問い合わせ先　　有限会社平田椅子製作所
　　　　　　　　佐賀県佐賀市諸富町大字徳富118-2
　　　　　　　　TEL:0952-47-6534
　　　　　　　　http://www.hiratachair.co.jp/

諸富家具振興協同組合の公式HP

平田椅子製作所の公式HP

■特別な日の記念に。美しい「ヒノキトロフィー」を開発（諸富家具振興協同組合）

■コロナ禍の新たな試み「バーチャルショールーム」開設（㈲平田椅子製作所）
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お店の方が教える少人数講座！『佐賀まちゼミ』開催中（～10/27(火)）
　佐賀市の中心市街地エリア(駅前中央、唐人町、白山、呉服元町、中央本町、松原周辺)にて『第６回得する街の
ゼミナール　佐賀まちゼミ』が開催されています。（9/28(月)～10/27(火)）
　まちゼミとは、お店の方が講師となって、プロならではの知識や情報、コツを無料で教えてくれる少人数制
のミニ講座です。今回は18店舗、全29講座が開催され、「美容」、「学ぶ」、「作る」、「健康」をテーマとしたさまざ
まな講座が用意されています。
　6月と7月に行われた参加店向け事前説明会では岡崎まちゼミの会　代表　松井洋一郎氏を講師に迎えて、
効果的なまちゼミの実施についてお話がありました。どのようにしたらお客さんが来て喜んでくれるか、参加
店同士での活発な意見交換も行われました。
　もともと少人数で行われるまちゼミですが、今年は新型コロナウイルス感染症対策として、従来よりも定員
を減らし、手洗い・換気・消毒など徹底して行われます。また、今回はZoomを使ったオンライン講座に挑戦
されるお店もあります。
　過去受講者の99％が「満足した」と回答する『まちゼミ』。受講者からは「気になっていた店だったので店内
の様子が見られて良かった」、「プロの方に直接聞ける機会がとても良い」といった声が聞けました。
　街を歩いていると、外から見て気になるお店があった
ことはありませんか？この機会にぜひお店の方とお話し
してみてください。きっと喜んで私たちが知らないこと
をたくさん教えてくださいます。受付はすでに開始され
ていますので、空き情報や講座情報などは佐賀まちゼミ
Facebookをチェックして、各店舗へお申し込み下さい。

（チラシにQRコードがある場合はメールやラインでの
お申し込みも可です。） ☝事前説明会の様子

☝レグナテック株式会社　
 代表取締役社長　樺島雄大 氏

☝ヒノキトロフィー ☝実際のバーチャルショールームの様子

☝有限会社ミマツ工芸　
 代表取締役　實松英樹 氏

☝株式会社飛鳥工房　
 代表取締役　廣松利彦 氏

佐賀まちゼミ
Facebookは
こちら☝

ヒノキトロフィー制作をされている3社へインタビュー

インタビューにご協力いただきありがとうございました。
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公益財団法人
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公益財団法人

　 =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2年７～８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２年7～8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。

7月、8月の傾向

佐賀県内中小企業36業界の景況

　今期（7－8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、7月調査期で
はマイナス29.0、8月調査期ではマイナス28.5となり、前期時調査（3-4月調査時、以下同）の急激なマイナスから、
回復の兆しがないまま依然としてマイナス傾向が続いている。同じく主要指標である「収益状況」に関してみると7月
はマイナス51.6、8月はマイナス39.3と大幅なマイナス傾向が見られる。「業界の景況」についても、7月結果マイナス
58.1。8月結果マイナス42.9と大幅な減少が続いている。
　一方＜前年同月比＞DI（全業種）をみると「売上高」については、7月調査時点ではマイナス71.0、8月調査時点で
はマイナス82.1となり、11ヶ月連続で大幅な減少傾向が続いている。「収益状況」についてみると、7月調査時点では
-77.4、8月調査時点ではマイナス82.1と前期時調査から引き続き大幅なマイナスとなっている。「業界の景況」につい
ても7月調査時点ではマイナス71.0、8月調査時点ではマイナス82.1となり、前期調査時点よりもマイナスの幅が拡大
している。（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]
22.6% 25.8% 51.6% －29.0% 6.5% 12.9% 80.6% －74.1%
17.9% 35.7% 46.4% －28.5% 10.7% 10.7% 78.6% －67.9%

在庫数量
[DI]=[減少]－[増加]

5.0% 75.0% 20.0% 15.0% 5.0% 55.0% 40.0% 35.0%
15.0% 70.0% 15.0% 0.0% 15.0% 35.0% 50.0% 35.0%

販売価格
[DI]=[上昇]－[低下]

6.5% 87.0% 6.5% 0.0% 6.5% 70.9% 22.6% －16.1%
10.7% 85.7% 3.6% 7.1% 10.7% 71.4% 17.9% －7.2%

取引条件
[DI]=[好転]－[悪化]

0.0% 83.9% 16.1% －16.1% 0.0% 67.7% 32.3% －32.3%
0.0% 96.4% 3.6% －3.6% 0.0% 75.0% 25.0% －25.0%

収益状況
[DI]=[好転]－[悪化]

3.2% 42.0% 54.8% －51.6% 3.2% 16.2% 80.6% －77.4%
3.6% 53.5% 42.9% －39.3% 3.6% 10.7% 85.7% －82.1%

資金繰り
[DI]=[好転]－[悪化]

3.2% 71.0% 25.8% －22.6% 0.0% 48.4% 51.6% －51.6%
3.6% 85.7% 10.7% －7.1% 3.6% 42.8% 53.6% －50.0%

設備操業度
[DI]=[上昇]－[低下]

18.2% 63.6% 18.2% 0.0% 0.0% 45.5% 54.5% －54.5%
16.7% 75.0% 8.3% 8.4% 8.3% 41.7% 50.0% －41.7%

雇用人員
[DI]=[増加]－[減少]

0.0% 83.9% 16.1% －16.1% 0.0% 61.3% 38.7% －38.7%
0.0% 96.4% 3.6% －3.6% 0.0% 78.6% 21.4% －21.4%

業界の景況
[DI]=[好転]－[悪化]

0.0% 41.9% 58.1% －58.1% 3.2% 22.6% 74.2% －71.0%
0.0% 57.1% 42.9% －42.9% 0.0% 17.9% 82.1% －82.1%

●DI［景気動向指数］値（全業種） 上段が7月分、下段が8月分

（調査票取りまとめ：令和２年9月13日　情報連絡員総数36名：7月回答数31名：回答率86.1％、8月回答数28名、回答率77.8％）
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< 業 界 通 信 >
■佐賀県菓子工業組合　理事長　中原正博　氏

　土産商品やイベント、行事等の中止、縮小など関連商品
は依然として弱く、家庭内で消費する菓子は、若干安定傾
向なので、先月とあまり変わらない動き・需要が続いている。
　全体的な菓子の市場から見れば、少しは回復傾向になっ
てはきているが、お盆等の行事菓子も従来よりも少なく、
本来の需要からはまだほど遠い状況となっているので、生
活環境、行動様式の変化に合わせた販売環境、商品構成等
の工夫が必要だ。

■佐賀県酒造協同組合　事務局長　大坪浩明　氏
　今月は、佐賀県内の佐賀酒応援団加盟店である料飲店
様を応援するため「佐賀酒3150(サイコー)プロジェクト」
を開催しました。
　佐賀県内より326店舗の参加希望があり、それぞれの店
舗でプチ振舞イベントを行っていただきましたが、反響が
大きくアンケートにもコロナ禍での状況が詳しく書いてあ
りました。夜の街「自粛ムード」の中、頑張ってはいるが、
料飲店では折角のプロジェクトを思いきり開催できない苦
悩が伝わってきます。

■嬉野茶商工業協同組合　理事長　中山明則　氏
　お中元のシーズンも終わり、1年で1番売上が上がらない
月で、さらにまだコロナの影響で売上が低迷しており、各
商社、不安を抱えており先が見えない状態です。

■諸富家具振興協同組合　副理事長　平田尚二　氏
　8月は、お盆の時期と重なり、例年売り上げが伸び悩む
時期である。前月比に関しては、例年通り売上の落ち込み
が見られたが、昨年同月比に関しては多少の増加が見られ、
コロナの影響が多少和らいできた感も見受けられる。ただ
し、景況感に関しては良いとは言えず、一部の組合員の好
業績が平均の底上げをしているのではないだろうか。いず
れにせよ、家具のインテリアの先行きの見通しは悪く、コ

ロナ禍における内需喚起に向けて、新たな商品開発および
マーケティング戦略の必要性に迫られる。

■佐賀県紙業振興協同組合　事務局　松尾雄一郎　氏
　　観光等による消費が依然厳しいため、売上減少の状況が
　続いているように思われる。

■佐賀県印刷工業組合　理事長　真崎俊夫　氏
　例年行われている秋のイベントの中止により、ポスター、
チラシ、パンフレットの受注が減少している。観光業や飲
食業の販促物は、徐々に戻りつつあるが、GO TOキャン
ペーン、GO TOイートなどでの消費に期待したい。

　　補助金や支援策の情報(変更、追加、新規)などを常に情
　報共有したい。

■佐賀県陶磁器工業協同組合　専務理事　山口善広　氏
　各組合員に蓄積されている技術力を活用し、腕時計の文
字盤を製作するなど、新たな展開が期待されています。こ
うした新たな分野、建築分野などへの技術力の活用をはじ
めとした各組合員の応用力を高めるサポートへの取り組み
の必要性を感じています。このような応用力は、既存の商
品開発に反映され、より細分化されていく消費者ニーズに
対応した商品の供給が可能になると思われます。

■肥前陶土工業協同組合　事務局長　一ノ瀬秀治　氏
　8月の陶土共同販売高は、対前年同月比78.1％、対前月
比100.1％で推移。4月から5月にかけての緊急事態宣言に
よる急激な悪化以降、雇用調整助成金等の活用で、休業、
稼働日の固定化が進み、6月、7月、8月とほぼ横ばい。前
年同月比、約70%あたりで推移している状況。資金繰りも
変わらず厳しい状況が続いている。そんな中での台風9号、
10号であったが、多少の被害はあるものの営業に支障が出
るほどの被害は確認できず、ホッと胸を撫で下ろしている。

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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■佐賀大和工業団地協同組合　事務局長　中村耕三　氏
　全体的には、7月に続いて売上、収益状況、資金繰り、
設備操業度の項目で、前月比及び前年同月比とも悪化・低
下しており、新型コロナの影響が浸透している。雇用人員
は、政府の支援策もあり、おおむね維持されている状況で
ある。
　なお、当団地の共同受電(19社中17社が利用)の使用量
実績(前年同月比)からみると、7月は約18%減となったが、
8月には、約4%減まで回復してきた。しかし、業種的に製
造業の電力使用量の落ち込みは、まだ続き、厳しい状況で
ある。

■協同組合戸上会　専務理事　牟田秀敏　氏
　売上高について、前月比、前年同月比とも減少している。

■協同組合鳥栖商工センター　事務局長　松雪大輔　氏
　コロナウイルスの動向により、今後の景況には注意が必
要だと思います。組合員の中にも事業の見直しや縮小の動
きもあるようです。
　組合の収益にも、相応の影響が出ています。収束がいつ
頃になるのか、不安が大きいようです。

■肥前陶磁器商工協同組合　専務理事　藤　雅友　氏
　前月比、107.6％、前年比、66.44％。
　8月についても、新型コロナウイルス感染症の影響から
予断を許さない状況に変わりはない。業務用は、ホテル・
旅館・飲食業の影響もあり依然として厳しい。企画商品や
ネット関連で多少の数字の動きが見られた。

■佐賀青果食品協同組合　理事長　眞﨑喜隆　氏
　8月に入っても猛暑が続き、依然として青果物の高値が
続いています。
　お盆の商品の入荷が心配であったが、新型コロナの関係
で、お盆に帰省する人も少なく、お盆商戦も思っていたよ
りは、スムーズに終わり、少し期待外れとなったようです。
　7月のGo Toキャンペーン以降、県内でも新型コロナ感
染者が毎日のように続いていて、市場からは絶対に出さな
いように、みんなに呼びかけようと話しています。なお、
PCR検査を受けなければならない時点で、市場も、組合も
お互いに報告するようにと話しています。

■鮮魚組合　担当　坂田重利　氏
　長雨、猛暑の天候不順で入荷量・売上も悪化。
　期待の盆商戦も新型コロナの影響で売上も最悪の状況で
あった。

■佐賀県石油商業組合　専務理事　光武　繁　氏
・ 原油相場は小幅に値上げ、為替相場が円高ドル安でコス

ト下げ。原油コスト横ばいで仕入値、小売値ほぼ変わらず。
・ガソリン販売量数は、前年比1割減。新型コロナの影響
　でお盆商戦不発。

■佐賀県食肉事業協同組合　事務局長　吉田さおり　氏
　食肉小売店では、6月1日よりHACCPに対する法律も施
行(令和3年5月までは猶予期間)されているので、8月に講
習会を検討したが、7月後半よりコロナウイルスの陽性患
者が増え、講習会の開催は白紙となった。先の見えない状
況に危惧し困惑している。

■唐人町商店街振興組合　宮﨑知幸　氏
　飲食店は、特に7月より客足が減少している。中には変
わらない所もある。

■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2年7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2年1月～6月)の総整備売上高DIは－59.0

で、前期に比べて40.9ポイント低下した。また、総入
庫台数DIも－59.5で、前期に比べ36.7ポイント低下
した。

2.　 来期(令和2年7月～12月)の業績予想では、予想総整備
売上高DIは、－59.1で、前期に比べて23.1ポイント

低下した。また、予想総入庫台数DIも－58.9で、前期
に比べて21.5ポイント低下した。

3.　 整備業界全体の現在の景況感DIは、－77.2で、前回調
査時に比べて、17.2ポイント低下した。なお、「やや
悪い」、「かなり悪い」と回答した事業者は79.8％を占
めており、約8割の事業者が「景気は悪い」と感じて
いる。

■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
　　年々、毛布、布団、絨毯類が動かなくなりました。
　式服類も減少となりました。

■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、佐賀県も新型コロナウイルス感染者が、
8月に入っても発生が止まらなかったことや、密を避ける
ため予約数の制限等により、来店顧客数が減少し、売上の
伸びはなかった。また、対前年比では、前月同様、大幅な
減少となった。
　新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰り悪化の
ための金融相談は前月に比べ、若干減少した。また、経営
悪化による閉店や組合脱退はなかった。
　新型コロナウイルス感染症に対する組合の対策として、
金融相談に対する相談の充実、国、県、市町の支援策の周
知、お客様が安心してサロンを利用できるためのポスター、
三角柱、ポップを作成し、全組合員に配布した。

■佐賀県ソフトウェア協同組合　理事　森木　武　氏
　状況は先月と変わらず。
　各種イベント(事業契約なども含めて)、時期変更や遅延
の話もあり営業活動への影響がある。年度内での受注や売
上高への影響が心配される。
　また、採用活動も各社の内定の時期が遅延等もあり、内
定対応など通年の対応とは時期が間延びしている感じもあ
る。
　また、withコロナの状況も見られ、リモートワーク・在
宅勤務関連でのビジネスの機会へのつながりも起きている。

■佐賀県建設工業協同組合　常務理事　川副健治　氏
　令和２年８月の公共事業は、件数では前年同月比で6.8％
の減、前月比で4.7％の減、請負額では前年同月比13.4％
の増、前月比25.7％の増となっている。
　令和２年７月の住宅着工は、戸数では前年同月比は
18.8％の減、前月比で5.5％の減、請負額では前年同月比
は24.8％増、前月比で8.7％の増となっている。

■協同組合佐賀県鉄構工業会　事務局長　大坪一徳　氏
＊業　況… 8月の状況は、手持工事量1ヶ月～5ヶ月、工場

稼働率70～100％、見積り件数は少ない状況。
手持工事量、稼働率とも年度初めからするとか
なり落ち込んでいる。

＊動　向… 消費増税とコロナ禍の影響により仕事量、見積
りの減少が続いており、今後の見通しが立たな
い状況である。

＊問題点… 仕事量が少なくなり、受注単価が下落傾向と
なって来ている。

■佐賀県造園協同組合　課長　村田俊彦　氏
　コロナの影響で、あらゆるイベントの中止により、さが
の樹の配布事業が無くなり、その納品先を探すのが大変で
す。また、売上的にも今年度は、大変厳しくなるようです。

■佐賀東部管工事協同組合　事務局長　大串哲也　氏
　8月期までの受注額、前年同月期までの受注額ともに
80％増。
　令和2年度全体の受注額は前年並みと思われるが早期発
注されているので年度末に共合する心配がない。
　相変わらず、交通指導員の確保に苦慮している。

※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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　最近他県出身の方から「佐賀はいいところ。
住みやすい！」といったお話をよく聞きます。子
育て支援が充実していて、生活しやすいとのこ
とです。佐賀生まれ佐賀育ちの私としてはうれ
しい限りです。

　中央会に入って8月で丸4年が経ちました。面接でガチガチに緊
張しながら「佐賀のいいところを伝えられる職員になりたいです」と
言ったことを今でも覚えています。中央会では県内各地をまわって、
お話を聞いて、佐賀の魅力に触れる機会が多く、日々新発見がたくさ
んあります。これからも初心を忘れず、佐賀の魅力を発掘・発信でき
る職員になりたいと思います。（EM）

組
合
等
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これからの行事・イベント

編集雑記

◎肥前吉田焼　毎月陶器市
　今年の「肥前吉田焼毎月陶器市」は2020年7月から2021年2月まで、毎月開催されています。新しい器で
おうち時間の楽しみを、ひとつ増やしてみてはいかがでしょうか？
日　程： 2020年10月 9 日（金）～10月11日（日）
　　　　2020年10月31日（土）～11月 3 日（火）
　　　　2020年11月21日（土）～11月23日（月）
開催地：肥前吉田焼窯元会館および各窯元
主　催：肥前吉田焼窯元組合　TEL 0954-43-9411

◎・Stockholm Furniture ＆ Light Fair 出展凱旋イベント　
◎The Archive in JONAI SQUARE – 特別販売会
◎諸富家具ブランド「ARIAKE」×有田焼ブラント「2016/」
日　程： 2020年９月26日（土）～10月18日（日） 
場　所：JONAI SQUARE（佐賀市城内1丁目6番10号サガテレビ1F）
お問い合わせ先：  JONAI SQUARE　TEL 0952-23-9113　
概　要： 佐賀県を代表する伝統産業である諸富家具ブランド「ARIAKE」と有田焼ブランド「2016/」が期間

限定の特別販売会を開催されます。今年2月、両ブランドは、毎年ストックホルムで開催される北欧
最大のデザインイベント「Stockholm Furniture ＆ Linghting Fair」に出展。今回はその凱旋イベ
ントとして、「ARIAKE」と「2016/」が地元佐賀の地で再びコラボレーション。ぜひこの機会にご来
場ください。

◎第72回中小企業団体全国大会
　中小企業で組織する全国約３万組合等の意見を総意としてとりまとめ、広く内外に表明し、政府等に対して
中小企業の実情と振興施策の充実強化を訴えていく大会です。今回は大会の規模を縮小して行われます。 
日　程：令和2年10月22日(木)
開催地：茨城県　ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター）
主　催：全国中小企業団体中央会・茨城県中小企業団体中央会

◎旅で佐賀を元気にしよう‼Go To トラベルキャンペーン
　Go To トラベルとは、国内旅行代金の最大5割を国が支援する事業です。旅行代金総額の35％が割引とな
るほか、旅行代金総額の15％が旅行先で使える地域共通クーポンとして付与されます。(地域共通クーポンは
2020年10月以降出発の方が対象です)もちろん日帰り旅行もOK。この機会に、お近くの観光地に足を向けて
みてはいかがでしょうか？
主　催：Go To トラベル事務局　TEL 0570-002-442　
　　　　URL: https://goto.jata-net.or.jp/

組合の運営に役立つ　中小企業組合事務手続きハンドブックを作成しました！
組合の運営に必要な情報や手続き等をまとめました。必要な方は佐賀県中央会までご連絡ください。

令和２年１０月１日より所管行政庁が変更となります。
地方分権の流れを受け、下記の通り権限移譲がなされます。
　　経済産業局長　⇒　都道府県知事
ご不明な点がございましたら佐賀県中央会までお問い合わせください。
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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




