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令和２年７月豪雨お見舞い
　この度の豪雨によって被災された県民、並びに事業所の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
昨年の豪雨災害の傷も癒えきらぬ中、また、コロナウイルスの影響を受け続けている中での災
害で、近年稀に見るほどの災害となっています。本会では、コロナウイルス関連の補助金の情報
発信や相談受付も行っています。また、令和２年７月豪雨関連の施策等が発表されましたら当会
HPに掲載いたします。その他、災害に備えるためのBCP策定の支援も行っています。私ども中央
会は、県内各支援機関、行政、金融機関等と連絡を密にし、力を合わせ復旧・復興に取り組んでま
いりますので、今後の事業再建や事業継続等に関して遠慮なく本会にご相談ください。

　中小企業団体全国大会及び中小企業団体九州大会に於いては、毎回多数の方々にご参加を頂きましてありがと
うございます。
　令和２年度の第60回中小企業団体九州大会(9月10日開催)、第72回中小企業団体全国大会(10月22日開催)につ
きましては、コロナウイルス感染拡大防止の観点より、例年より大幅に規模を縮小して開催されることになりま
した。
　その為、佐賀県中小企業団体中央会としては、今年度の全国大会・九州大会に関しては、皆様への参加募集を
行いません。
　大変申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
　コロナウイルスが落ち着き、通常通りの開催に戻った際にはご参加をよろしくお願いいたします。

令和２年度中小企業団体全国大会・九州大会の開催について

「エレナ塩田店」オープン（塩田リバーサイドショッピングセンター（協））
　

　塩田リバーサイドショッピングセンター（協）が運営する共同
店舗「ぷらっと」に長崎・佐賀両県でスーパーを運営する「エ
レナ」（本社・佐世保市）が入居し、6月12日にリニューアルオー
プンしました。
　新しい店舗では、お買い物を楽しむ多くの方々で賑わってい
ました。ぜひ皆様お越しください。
※住所：佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲17４８−４
　　　　（肥前鹿島駅より車で約10分）

街の賑わい取り戻すきっかけに！
県社会実験「SAGAナイトテラスチャレンジ」に協力

（唐人町商店街振興組合）
　唐人町商店街振興組合は、佐賀県が実施した、店先の歩道を活用した夜
のオープンテラス運営の社会実験『SAGAナイトテラスチャレンジ』に協
力しました。この取り組みは、新型コロナウイルス感染症対策の一環とし
て求められている店舗経営の試行検証のために行われたもので、5月22
日(金)～6月6日(土)の計16日間、佐賀市の中央大通り沿いにある12店舗
で実施されました。
　6月18日に公表された県の調査結果によると、利用者の93.0%が好意
的な評価をし、リピートの意向は77.6%が「利用したい」と答えました。ま
た、オープンエリアのテラス席は3密回避などコロナ対策として一定の効
果が期待できるため、利用客と店舗側のニーズが高いことが確認できま
した。佐賀県はこの社会実験を11月までにさらに２回程度実施する予定です。
　参加店の中には引き続きテラス席を設けるお店もあり、他のお店でもマスク着用・除菌の徹底などコロナ対策に
積極的に取り組むお店が増えています。また、感染予防が十分に行われているお店で会食を再開させるなど地域の
飲食店を応援しようとする動きも出てきています。お店の方もお客さんも笑顔で過ごせる日々が１日でも早く戻る
ことを心から願っています。



第 65 回通常総会開催
　去る６月2５日（木）1４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6５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理事）に
よる開会の辞、内田健会長の挨拶の後、福岡桂副会長

（佐賀県生コンクリート工業組合理事長）が議長に選
出され議案審議に入りました。議事では、第１号議案
として令和元年度事業報告、決算報告承認の件につい
て、第２号議案として令和２年度事業計画、収支予算
決定の件について上程され、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）をはじめ理事29名、監事３名の合計３2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、佐賀県酒造協同組合前理
事長古賀釀治氏、佐賀県菓子工業組合理事長中原正博氏、佐賀県美容業生活衛生同業組合事務局長石丸忠良氏、
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。

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 副会長　 福岡　　桂 副会長　 杉町　謙吾 専務理事　 江島　秋人
公益社団法人佐賀県トラック協会

会　長
佐賀県生コンクリート工業組合

理事長
佐賀信用金庫
理事長

▪▪▪令和２年度中小企業団体功労賞受賞者▪▪▪

古賀　釀治　氏 中原　正博　氏

佐賀県菓子工業組合
理事長

佐賀県酒造協同組合
前理事長

石丸　忠良　氏

佐賀県美容業生活衛生同業組合
事務局長

▪▪▪新役員ご紹介▪▪▪ （6月25日選出時・敬称省略）
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令和２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

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

監　事

監　事

監　事

枝　吉　順　佑

中　村　直　紀

松　雪　秀　敏

本　島　直　幸

吉　村　　　正

古　賀　義　治

喜多島　俊　一

伊　藤　健　一

今　村　芳　幸

松　尾　哲　吾

福　岡　龍一郎

菰　田　秀　三

原　田　　　守

芹　田　　　泉

原　田　　　元

池　田　英　雄

山　口　利　光

山　下　幹　夫

藤　井　道　博

古　賀　正　信

田　原　和　幸

眞　﨑　喜　隆

樺　島　雄　大

真　崎　俊　夫

小　林　市　造

百　田　憲　由

佐　野　康　隆

佐賀県紙業振興協同組合

佐賀商工振興協同組合

協同組合鳥栖商工センター

佐賀間税会

ﾊイテクパﾜーロジステｯク協同組合

佐賀県製粉製麺事業協同組合

佐賀県商店街振興組合連合会

佐賀県中央経営コンｻルタント協同組合

佐賀県美容業生活衛生同業組合

佐賀県建設工業協同組合

佐賀県自動車整備商工組合

佐賀県ソフトウェア協同組合

佐賀県中小企業青年中央会

佐賀東信用組合

佐賀県陶磁器工業協同組合

佐賀県信用保証協会

佐賀県理容生活衛生同業組合

佐賀県産業振興協同組合

佐賀大和工業団地協同組合

佐賀県電気工事業工業組合

協同組合戸上会

佐賀青果食品商業協同組合連合会

諸富家具振興協同組合

佐賀県印刷工業組合

佐賀県造園協同組合

肥前陶磁器商工協同組合

佐野税理士事務所

■新役員
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「今の時代を乗り切るために」

肥前陶磁器商工協同組合 理事長　百田　憲由　氏
（株式会社百田陶園 代表取締役）

　　肥前陶磁器商工協同組合は、陶磁器の製造や販売に関連し
た事業者が集まり、昭和26年7月に設立された組合。陶磁器
製造業者と販売業者間の流通及び決済の合理化を目的として
おり、佐賀県だけでなく、長崎県の事業者も加入している。
焼物の産地である佐賀県有田町に事務所を置き、共販事業を
柱に、製造業者の展示会の主催、金融事業などを行っている。
現在（令和2年4月現在）組合員数は137名。（製造業者77名、
販売業者60名）今回は、令和元年10月より新しく理事長に
就任された株式会社百田陶園代表取締役百田憲由さんのお話
を伺った。

―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。

百田　当組合は、製造業者である窯元さんと販売業者である商
社さんの両方に加入していただいている異業種組合です。多
数の窯元さん、商社さんに加入をいただいていますが、売上
の回収時期等の取引条件はバラバラです。そこで、組合が間
に入ることで、同じ取引条件で取引ができるようにしていま
す。

　　業界の現状としては、厳しい状況が続いています。有田焼
の売上高はピーク時の13％程度になっています。加えて、新
型コロナウイルスの影響で、前年同月比では40％～50％ま
で落ち込んでいます。

―理事長として組合で取り組んでいきたいことはありますか。

百田　組合というのは信頼関係が最も大切だと思っています。
万が一にでもその信頼関係を崩すようなことをしないように
したいと思っています。ただ、これからはより一層情報収集
と判断の速さが大切になっていくと思っています。そのため
に、みんなが持っている情報や意見を交換する場を適切に設
けています。

　　それに、組合でできることはあまり多くはないと思ってい
ます。絶対に必要な存在だとは思っていますが、あくまでも
各社のｻポートをする存在だと思っています。そのため私は、
自分が県外から仕入れた活きた情報を積極的に発信していま
す。少しだけお話させていただくと、今後は「贈答品」の需
要が増えるのではと考えています。新型コロナウイルスの影
響で人と人との交流が少なくなっているからこそ、「ちょっと
良い品」の需要が高まる気配があります。実際、東京で高級
な果物屋に行ったときには木箱入りのフルーツを購入してい
る人が多くいました。陶磁器で「良い品」はたくさんあるの
でしっかりとPRしていきたいと思っています。

―今後の業界の展開について教えてください。

百田　今後の経営方針に関する部分のため、各社で考え方は違
うと思いますので、私の個人的な意見をお話しさせていただ
きます。焼物が売れなくなっている大きな理由の１つに「時
代から求められる価値が変わった」というのがあると思って
います。だからこそ情報を収集して現在の人たちがどんな商
品を求めているのかをしっかりと認識してニーズに合った商
品を作っていく事が大切だと考えています。

　　有田焼は2016年で創業400周年を迎えました。それに合
わせて、2012年からは「1616/aritajapan」（イチロクイチ
ロクアリタジャパン）というブランドを立ち上げました。

「1616/aritajapan」では、有田焼の伝統を踏襲しながらも「今
の時代に寄り添う商品づくり」をキーﾜードに、国内外で活

躍するデザイナーの方々と協力をして、商品づくりをしてい
ます。

―百田陶園さんのショールームがリニューアルオープンされた
とのことですが。

百田　はい。今年の5月にオープンしました。ぜひ多くの方に
訪れてほしいと思います。「1616/aritajapan」の時にも協
力していただいたデザイナーさんにお願いをしてデザインし
ました。こだわりを詰め込んだ快適な空間ができましたので
ぜひ遊びに来てください。デザインだけでなく、原材料から
本物にこだわり、天井や壁は陶石を混ぜて作っています。床
にはコペンﾊーゲンから直接輸入した材木を使っている他、
レンガや銅板、海藻糊など環境にやさしい材料で作りました。

―イメージしていた焼物のショールームの雰囲気と全然違います。

百田　実際にお店や自宅で使う時にどんな風になるのかをイ
メージできるように心がけました。キｯチンやバスルーム、
リビングでの空間を作っています。「売る」ではなく、「魅せる」
というコンセプトで提案しています。

―カフェのような雰囲気でとても居心地が良いですね。

百田　ありがとうございます。カフェメニューもあります。打
ち合わせの際に取引先様からもこっちに来たいと言っていた
だけるようになりました。先方へ訪問する時間を短縮できる
だけでなく、リラｯクスして打ち合わせができるといった副
産物もありました。

―新型コロナウイルスの影響はいかがですか。

百田　当然大きな影響を受けました。当社はブライダル関連の
注文が全体の25％ほどあります。4月、5月はそのブライダ
ル関連の商品が軒並みキャンセルとなってしまい、売上に大
きく響きました。しかし、ショールームのリニューアルオー
プンもあって6月には前年比110％まで回復しました。今後
の売上推移を注視しなければなりません。
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―ショールームのスペースの割にかなり商品数が少ないように
感じます。

百田　はい。焼物の商品陳列は最後の１区画だけなんですよ。
取扱商品を絞ることにより、容易に大量の在庫を管理するこ
とができ、世界各国に流通させることができます。加えて、
管理の手間も軽減できています。

　　ただ、実はここに置いている全ての物は商品です。売って
くれと言われたらこの椅子でもクｯションでもなんでも販売
できますので、そういった意味では、すべてのスペースが
ショールームです。

　　日によってはそういった商品の方が売れるなんてこともあ
ります（笑）

　　このショールームを作るために多くの家具や材料を海外か
ら輸入しました。そのおかげで、今まで海外への輸出しか頭
になかったのが、輸入販売もできるという思考に変わりまし
た。代理店さんから輸入販売やってみないかと言われたのが
きっかけで輸入品の販売にも踏み切りました。

―働く場の改善にも工夫をされているとお聞きしました。
（2018年4月号の本誌取材より）

百田　はい。おかげさまで募集をかけるとたくさんの方々から
応募をいただけています。

　　最近は、単純に賃金が高い方に行くという傾向は少ないよ
うに感じます。優秀な人ほどﾜークライフバランスを重視し
ていることが多いので、こちらの要望を押し付けるのではな
く、従業員さんや働きたいと言ってくれる人の要望をしっか
りと聞いて働き方を調整していくというのが功を奏している
ように感じます。

―百田理事長のワークライフバランスはいかがですか。

百田　ﾜークライフバランスが崩れていると感じたことはない
ですね。どうしても経営者の立場だと完全なプライベートと
いう日を作るのは難しいですが、先代からお世話になってい
る遠方の取引先に行くときには半分休暇みたいにリラｯクス
しに行けているので常に仕事をしているという感覚はそんな
にないです。リラｯクスするタイミングがないと次のアイデ
アを思いつかないので、できるだけリラｯクスする時間を作
るようにしています。

―リラックスと言えば趣味のゴルフには行かれていますか。

百田　はい。子供たちに仕事を任せられるようになったので、
時間が作れています。

―よく「どうやって教育したらそんなにしっかりと育つのか」
と聞かれるほどだそうですね。

百田　いえいえ、そんなことはありませんが、父親である自分
が仕事をしている姿が楽しそうだったようで、小さい頃から
よく仕事風景をみていたみたいです。大きかったのは語学留
学ですかね。

　　語学力以上にアンテナの感度がすごく上がっていて、視野
が広がっていました。

　　あ、コーヒーが出来上がったのでお召し上がりください。

―いただきます！

百田　コーヒーにはかなりこだわっています。機械はイタリア
のメーカーにオーダーメイドで発注して、豆は京都のお店か
ら仕入れています。イタリアで飲んで感動したあのコーヒー
の味を再現できていると思います。東京でもカフェをめぐり、
コーヒーを飲みましたが、どこにも負けていない自信があり
ます。ぜひコーヒーだけでも飲みに来てください！！

―百田理事長ありがとうござい
ました！コーヒーもとてもお
いしかったです！

　ごちそうさまでした！！

　リニューアルオープンした百田陶園にぜひお立ち寄りくださ
い。
　こだわりのコーヒーは本当においしく、そこで出されるコー
スターとグラスは欲しくなること請け合いです。
　また、組合のHPでは、「磁器と陶器の違い」や「器の選び方」
を紹介されていますので、そちらにもアクセスください。

株式会社百田陶園
所在地：佐賀県西松浦郡有田町赤坂 丙2351-169（アリタセラ内）
ＴＥＬ：0955-42-2519
ＷＥＢ：https://1616arita.jp/

肥前陶磁器商工協同組合
所在地：佐賀県西松浦郡有田町本町丙954番地9
ＴＥＬ：0955-43-2711
ＷＥＢ：https://arita.or.jp/
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豪雨・地震・コロナウイルスに備えてBCPを策定しませんか？

　緊急速報の知らせでスマートフォン・携帯電話からのアラート音を耳にする機会も増えており、
皆さんもドキｯとした経験があるのではないでしょうか。九州北部豪雨や熊本地震、コロナウイ
ルス等様々な災害が事業の継続を脅かしています。
　そのような時に適切な判断・行動をし、事業を継続させるためにBCPを策定しませんか？
　佐賀県中小企業団体中央会では、皆様のBCP策定を支援しています。
　組合単位での支援や企業単位での個別支援のどちらでも支援可能です。

　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

藤鹿地区環境整備事業協同組合様向け
BCP策定支援の様子（組合単位）

レグナテｯク株式会社様向け
BCP策定支援の様子（企業単位）

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
補助事業情報!
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新型コロナウイルス感染症に対する支援策について

　感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支
え、再起の糧とする事業全般に広く使える給付金です。（経済産業省）
　今回、給付対象が拡大され、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事
業者等の方や令和2年1月～3月に創業した中小企業者、個人事業者等の方が新たに当事
業の対象となりました。
　そのほかの点については、前回のLink6月号（No.239）もしくは、下記URLをご覧ください。
URL:  https://www.jizokuka-kyufu.jp/

給 付 持続化給付金

給 付 家賃支援給付金

　今般の新型コロナウイルス感染症による影響を受けている事業者の方に向けて、様々な支援策が実
施されています。今号では、拡充された国の持続化給付金及び新設された家賃支援給付金、並びに8月
に申請締切を迎える県内市町独自の支援策についてご紹介します。

○国の支援策について

　5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下
支えするため、地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金です。（経済産業省）
要　　　件：・2020年5月～12月の売上高についていずれか1ヶ月の売上高が前年同月

　と比較して50％以上減少　
　もしくは、連続する3ヶ月の合計売上高が前年の同期と比較して30％以
　上減少している
・自らの事業のために占有している土地、建物の賃料を支払っている

金　　　額：最大600万円（中小法人等）、最大300万円（個人事業者）
　　　　　　申請時の直近1ヶ月における支払い賃料（月額）に基づいて算出した給付額

（月額）の6倍が一括で支給されます。

申請期間：令和2年7月14日～令和3年1月15日
申請方法：オンライン申請
URL：https://yachin-shien.go.jp/index.html

法　　　人

個人事業者

75万円以下

75万円超

37.5万円以下

37.5万円超

支払賃料×2/3
50万円＋〔支払賃料で75万円を超える部分×1/3〕
（上限月額：100万円）
支払賃料×2/3
25万円＋〔支払賃料で37.5万円を超える部分×1/3〕
（上限月額：50万円）

支払賃料（月額） 給付額（月額）
算定方法
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　今般の新型コロナウイルス感染症による影響を受けている事業者の方に向けて、様々な支援策が実
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に申請締切を迎える県内市町独自の支援策についてご紹介します。

○国の支援策について

　5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下
支えするため、地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金です。（経済産業省）
要　　　件：・2020年5月～12月の売上高についていずれか1ヶ月の売上高が前年同月

　と比較して50％以上減少　
　もしくは、連続する3ヶ月の合計売上高が前年の同期と比較して30％以
　上減少している
・自らの事業のために占有している土地、建物の賃料を支払っている

金　　　額：最大600万円（中小法人等）、最大300万円（個人事業者）
　　　　　　申請時の直近1ヶ月における支払い賃料（月額）に基づいて算出した給付額

（月額）の6倍が一括で支給されます。

申請期間：令和2年7月14日～令和3年1月15日
申請方法：オンライン申請
URL：https://yachin-shien.go.jp/index.html

法　　　人

個人事業者

75万円以下

75万円超

37.5万円以下

37.5万円超

支払賃料×2/3
50万円＋〔支払賃料で75万円を超える部分×1/3〕
（上限月額：100万円）
支払賃料×2/3
25万円＋〔支払賃料で37.5万円を超える部分×1/3〕
（上限月額：50万円）

支払賃料（月額） 給付額（月額）
算定方法

○県内独自の支援策について  8 月に申請締切を迎える支援策一覧

中央会のページにも支援策について掲載していますので、ご確認ください。
中央会HP：http://www.aile.or.jp/news_chuokai/_1849.html

他にも、新型コロナウイルス感染症に対する支援制度が用意されています。
支援策についての情報は更新される可能性がある為、経済産業省のHPをご覧ください。
URL:　　　https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

佐賀ものづくり企業販路
拡大支援事業費補助金

500万円（出展事業者数が5社以上10社以下）  
1,000万円（出展事業者数が11社以上）

30万円から150万円
（事業規模に応じた金額を補助） 

法人　　　　20万円（上乗せ後40万円）
個人事業者　10万円（上乗せ後20万円）

事業所の水道料金・下水道使用料の
基本料金の4か月分相当額

10万円
（上乗せ条件を満たせば25万円）

町内に本店住所を有する事業者
　　　　　　　　　　 20万円～100万円
上記以外の町内事業者　10万円～50万円

法人　　　　　20万円
個人事業者等　10万円

法人事業者　15万円
個人事業者　10万円

上記基本助成金＋本支援策の合計
旅館業　　50万円を上限
飲食店業　20万円を上限

最大20万円

20万円

20万円

最大30万円

佐賀県

佐賀県

佐賀市

唐津市

唐津市

唐津市

多久市

神埼市

吉野ヶ里町

上峰町

玄海町

有田町

江北町

自治体

8月19日

8月31日

8月28日

8月31日

8月31日

8月31日

8月28日

8月31日

8月28日

8月31日

8月31日

8月31日

8月31日

締　切 金　　　　額支 援 策 QRコード

新たなまちづくりチャレンジ

支援事業費補助金 

唐津市持続化支援助成金

（基本助成金）

唐津市持続化支援助成金

（旅館・飲食店を除く）

唐津市持続化支援助成金

（旅館・飲食店向け）

多久市事業継続支援金

神埼市事業者応援給付金

吉野ヶ里町中小企業者事業

継続支援 

上峰町新型コロナウイルス

感染症対策休業支援金

 

玄海町経営継続 緊急支援金

有田町新型コロナウイルス
感染症対策事業者緊急支援
給付金

江北町

「元気復活応援金」

佐賀市事業継続支援金 

支援策の対象等、詳細については、それぞれの支援策のホームページをご覧ください。
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伊万里　秘窯の里大川内山「風鈴まつり」に行ってきました！
　6月20日(土)から8月31日(月)まで伊万里市の大川内山にて「風鈴まつり」が開催されています。今回は、伊
万里鍋島焼協同組合の原事務局長に「風鈴まつり」の魅力について、お話を伺うことができました。
　伊万里鍋島焼の風鈴は、日本で初めての陶磁器製風鈴として誕生しました。もともと夏の器を引き立てるア
イテムとして制作されたものでしたが、その音色の美しさと白磁のデザインが評判となり、「風鈴まつり」とし
て今では例年5万人が訪れる大川内山の夏の風物詩となりました。晴れた日には各窯元の軒先に1000個以上
の風鈴が飾り付けられ、大川内山の町並みを彩っています。
　風鈴の音色は直径が小さいほど高くなり、焼き上げる温度でも変わってくるため、1つ1つ違った音を響か
せます。もちろんデザインへのこだわりも素晴らしく、香炉の透かし彫りの技法を使った風鈴や、真珠を砕い
た粉を吹き付けてキラキラと輝くかわいいデザインの風鈴など、各窯元による個性的で洗練されたデザイン
にどれも心が弾みます。期間中のみ風鈴の絵付け体験(1,200円税込)もできますので、ぜひチャレンジしてみ
てはいかがでしょうか？ 
　今年はコロナウイルス感染防止対策として、アルコール除菌液の設置、従業員の方のマスク着用のほか、３
密にならないようにライトアｯプ企画を中止するなど、規模を一部縮小して開催されています。感染防止対策
がしっかりされていますので、安心しておでかけください。
　古来より、風鈴には魔よけの効果があるそうです。自然豊かな大川内山を散策しながら、お気に入りの風鈴
を見つける旅は、きっと素敵な夏の思い出になると思います。涼やかで透明感のある音色が町を包む、大川内
山「風鈴まつり」にぜひ足を運んでみてくださいね。

伊万里鍋島焼協同組合 原 貴信 事務局長
素敵なお話をありがとうございました♪

個性豊かなデザインに目移り こんなところにも遊び心が

活動報告

1 13 3

2 24 4

TG学園の有田くん（4コマ漫画）の連載を開始します!
佐賀の焼き物を愛する有田くんが主人公です。
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活動報告
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県内ものづくり事業者への補助事業の公募が開始されました
安心快適ファクトリー創造事業

ものづくり事業者等で構成される業種団体等
が一丸となって、販路拡大に取り組み収益拡
大を目指すために展示会等に出展する取組に
対して経費の一部を補助
≪補助率≫
3分の2以内（所定の条件で4分の3以内）
≪補助上限額≫
500万円（5社以上10社以下）又は
1,000万円（11社以上）
報償費、費用弁償、旅費、使用料及び賃借料等
８月19日(水)

ものづくり事業者が、3密状態の解消やテレﾜーク環境
の整備等の取組を推進することにより、新型コロナウイ
ルス感染症の流行下においても事業を継続していくため
に必要な設備投資や環境整備に対して経費の一部を補助
≪補助率≫
3分の2以内（所定の条件で4分の3以内）
≪補助上限額≫
300万円

報償費、費用弁償、備品費、委託料、賃借料等
8月7日(金)

さがものづくり企業販路拡大支援事業 安心快適ファクトリー創造事業

事業概要

補 助 率
上 限 額

対象経費
締　　切

不定期連載 エクセルの達人
2010年8月号まで連載していた「エクセルの達人」を今号から復活します。
表計算ソフトExcelの便利な使い方をご紹介していきます！

今月のテーマ：予測シートを活用しよう！
　補助金申請や融資など、様々な場面で売上予測をされることもあると思います。Excelにはそん
なときに使える、過去のデータを基に今後の傾向を予測してグラフ化する「予測シート」という
機能があります。この「予測シート」は、Excel2016から新しく備わった機能です。

①基になるデータを選択し（ここでは「A1:B16」の売上高のデータ）、［データ］タブ→
　［予測シート］を選択します。

②［予測ﾜークシートの作成］のダイアログボｯクスが開きます。ダイアログボｯクスの右上に「折
　れ線グラフ」と「棒グラフ」を選択するボタンがあるので、どちらかを選択した後、予測終了
　の日付をカレンダーから選択、または入力します。グラフの選択、日付の選択・入力が終ったら［作
　成］ボタンをクリｯクします。

操作は簡単です。

帰ってきた！
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③指定した期間の予測シートが表示されます。既定値で［信頼区間］が95%で設定されているので、
　折れ線グラフには「信頼上限（売上高）」、「信頼下限（売上高）」、「予測（売上高）」　の３本の線
　が表示されます。不要な線は［Delete］キーで削除することができます。

簡単に売上予測表が作成できる「予測シート」の機能を是非ご活用ください。（おわり）

一度作成した予測シートのグラフはあとから変更できないので、
最初に選択しておきましょう！
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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2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２年５～６月分の景況は下記の傾向を示しています。
　なお、全国中央会が取りまとめている全国の調査結果をご希望の方は本会までご連絡下さい。
全国中央会ホームページ（https://www.chuokai.or.jp/keizai.aspx）からもご覧いただけます。

５月、６月の傾向

佐賀県内中小企業36業界の景況

　今期（５-6月期）の景況調査結果について＜前月比＞DI（全業種）でみると、主要指標「売上高」は、５月調査期では
マイナス6８.7となり、前期時調査（３-４月調査時、以下同）と比較して急激なマイナスとなり、6月調査時点では若干持
ち直したが対前年同月比ではマイナス５４.８であり、コロナウイルスの影響により、予断を許さない状態。同じく主要指
標である「収益状況」に関してみると５月はマイナス62.５、6月はマイナス22.6と大幅なマイナス傾向が見られる。「業
界の景況」を見てみると、５月結果マイナス6８.８、6月結果マイナス2５.８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、５月調査時点ではマイナス7８.1、6月調査時点では
マイナス５４.８となり、大幅な減少傾向が続いている。「収益状況」についてみると、５月調査時点ではマイナス7５.0、6
月調査時点ではマイナス6４.５と大幅なマイナスとなっている。「業界の景況」について見ると５月調査時点ではマイナス
6８.８、6月調査時点ではマイナス67.８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]
6.3% 18.7% 75.0% −68.7% 6.3% 9.3% 84.4% −78.1%

45.2% 16.1% 38.7% 6.5% 19.4% 6.4% 74.2% −54.8%
在庫数量

[DI]=[減少]−[増加]
9.5% 52.4% 38.1% 28.6% 19.0% 52.4% 28.6% 9.6%

10.0% 55.0% 35.0% 25.0% 10.0% 45.0% 45.0% 35.0%
販売価格

[DI]=[上昇]−[低下]
3.1% 81.3% 15.6% −12.5% 9.4% 68.7% 21.9% −12.5%
6.5% 77.4% 16.1% −9.6% 3.2% 74.2% 22.6% −19.4%

取引条件
[DI]=[好転]−[悪化]

0.0% 81.2% 18.8% −18.8% 0.0% 75.0% 25.0% −25.0%
0.0% 90.3% 9.7% −9.7% 0.0% 77.4% 22.6% −22.6%

収益状況
[DI]=[好転]−[悪化]

6.3% 24.9% 68.8% −62.5% 3.1% 18.8% 78.1% −75.0%
9.7% 58.0% 32.3% −22.6% 3.2% 29.1% 67.7% −64.5%

資金繰り
[DI]=[好転]−[悪化]

3.1% 62.5% 34.4% −31.3% 3.1% 40.6% 56.3% −53.2%
9.7% 83.8% 6.5% 3.2% 6.5% 51.6% 41.9% −35.4%

設備操業度
[DI]=[上昇]−[低下]

0.0% 54.5% 45.5% −45.5% 9.1% 36.4% 54.5% −45.4%
25.0% 66.7% 8.3% 16.7% 8.3% 41.7% 50.0% −41.7%

雇用人員
[DI]=[増加]−[減少]

0.0% 84.4% 15.6% −15.6% 0.0% 68.7% 31.3% −31.3%
0.0% 90.3% 9.7% −9.7% 0.0% 67.7% 32.3% −32.3%

業界の景況
[DI]=[好転]−[悪化]

3.1% 25.0% 71.9% −68.8% 3.1% 25.0% 71.9% −68.8%
9.7% 54.8% 35.5% −25.8% 3.2% 25.8% 71.0% −67.8%

●DI［景気動向指数］値（全業種） 上段が5月分、下段が6月分

（調査票取りまとめ：令和２年７月1３日　情報連絡員総数３6名：５月回答数３2名：回答率８８．9％、6月回答数３1名、回答率８6．1％）
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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

　先月よりも需要、売上は若干上向いたが、新型コロナの
影響は大きく、前年同月比と比べれば落ち込んでいる。
特にお土産品類の需要は販売先、地域によっては少しずつ
戻ってきているが、まだ弱い。
　家庭内で消費する菓子の需要もやや弱くなっている。状
況として店舗や他店販売先、販売地域、商品形態等で事業
所に温度差があり、全体としては80%前後くらいに戻って
きた感じだが、行事、イベント等の中止なども影響してい
るので、しばらくは工夫を重ねながら、取り組んでいかな
ければならない状況だ。

■佐賀県酒造協同組合　事務局長　大坪浩明　氏
　今月、毎年恒例となっていた佐賀酒PR事業である『東京
大試飲会』『大阪試飲会』がコロナ禍において、すべて中止
となり令和２年度の需要開発事業をどうするか協議してき
たところですが、組合員の提案により宴会自粛モードの中、
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315(ｻイコー)プロジェクト』を開催するこ
ととなりました。
　この事業は、東京・大阪試飲会の予算を応援団加盟の料
飲店様315店舗へ向け、一升瓶で認定酒相当のお酒2本を
各店舗へお届けし、各料飲店様で振る舞い酒や営業に使用
していただきます。料飲店の皆様にはコロナに負けずに頑
張ってほしいと思います。

■嬉野茶商工業協同組合　理事長　中山明則　氏
　コロナの影響がまだ続いており、各小売店がお客様が来
ないのでかなり苦戦しており、4・5月はまだ新茶の時期で
したので今より少しは良かったですが、今後、夏に向けて
さらに厳しくなると思われます。
　秋口にコロナの第2波が来ないことを願っています。
　売上50%以下に落ちた会社は支援がありますが、50%
では、会社が駄目になります。20%・30%の売上落ちで
も支援があるようにお願いします。

■諸富家具振興協同組合　副理事長　平田尚二　氏
　緊急事態宣言の解除に伴い、消費者の足が販売店に戻り
つつあり、徐々にではあるが家具の需要が始まってきた。
建築等も中断していた案件が再開し、建築案件等に絡む問
い合わせも同様に来だしてはいるものの、先行きが見通せ
ず、景気の不安感は未だ払拭しきれていない。
　また、第2波ともなるような感染者の増加が心配であ
る。そのような中、家具販売店や製造側の取り組みとして
WEBを活用したECｻイトやバーチャルショールーム、さ
らにはリモートでのプロモーションが目立ち始めている。
出口戦略の一環としてこの様なWEB環境を整備しての営
業活動が急務である。

■佐賀県紙業振興協同組合　事務局　松尾雄一郎　氏
　　コロナウイルス感染症の拡大による影響は大きく、売上、
　利益とも大幅にダウンしている。

■佐賀県陶磁器工業協同組合　専務理事　山口善広　氏
　新型コロナウイルス感染症の影響による需要減などで、
休業や生産調整があり、前年比73.45%減となる過去に経
験したことのない減少率となった。需要回復は今後の新型
コロナウイルス感染症の動向次第ですが、需要が以前の水
準に戻るには時間を要するとする見方が支配的です。

　職人の雇用確保に関する助成や情報の提供

■肥前陶土工業協同組合　事務局長　一ノ瀬秀治　氏
　6月の陶土共同販売高は、対前年同月比71.2%、対前月
比131.3%で推移。前月からすると稼働日数があったこと
と安価で低収益ながらも従業員、卸業者の仕事量維持を含
め動いた窯元も数社ほどあったように聞こえてきた。その
辺の要素が多少、売上高を押し上げたのではないかと考え
られる。前年同月に至っては、約3割の減少に留まったも
のの内容は非常に厳しい。夏場に向けて休業日の増加が伝
え聞こえてくる。新型コロナ感染が増加傾向にあり、今後
もかなり厳しい状況が続くものと思われる。

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
　当工業団地は、機械部品製造業や印刷業が主体であるが、
4月・5月に続き、新型コロナの影響により、さらに売上減
少、収益悪化が強く出ている。
　なお、当団地の共同受電(19組合員中、17組合員利用)
の電力使用量について、5月は、前年同月比約14％の大幅
減少であったが、6月は大口電力使用の事業者の回復もあ
り、約5％の減少で収まった。

■佐賀工場団地協同組合　事務局長　松尾利弘　氏
　業種で自動車関係の稼働が減少している。

■協同組合戸上会　専務理事　牟田秀敏　氏
　売上高について、前月比では増加しているが、前年同月
比では、減少している。

■肥前陶磁器商工協同組合　専務理事　藤　雅友　氏
　前月比、115.15％、前年度比、40.07％
　先月に続き、新型コロナウイルス感染拡大の影響により
組合共販の動きとしては大きな変わりはなく、6月共販高
についても雇用調整のため休業する組合員もあり、生産額
が上がらず組合共販高は厳しい数字であった。

■佐賀青果食品協同組合　理事長　眞﨑喜隆　氏
　6月は、暖かくて野菜等は初旬までは、安値安定であっ
たが、中旬後は野菜の生育が悪く、減量となり価格が高値
となった。
　特に葉野菜、トマト、なす等は高値となった。果物につ
いても量は少なく高値で推移している。青果物は天候に左
右され、青果業にとっては、大変厳しい問題である。
　また、マスク着用についても、暖かくなってきて息苦し
くなってきた。いつまでマスク着用を義務付けするのかと
の意見も多くて、市場との話し合いで、セリ参加者は必ず
マスク着用とし、セリに参加しない時は(3密以外)マスク
を外しても良いと、組合員さんに連絡をお願いした。

■鮮魚組合　担当　坂田重利　氏
　自粛解除で先月に比べ、飲食店向け商材が多少動いた。
スーパーマーケｯト部門では、先月に比べ、刺身、寿司の
売上は減少。
　来月は、土用丑、昨年に比べ販売価格は下がる模様だ。
売り上げに期待。

■佐賀県石油商業組合　専務理事　光武　繁　氏
・原油相場が主要産油国による協調減産の順守などを受け
　上昇中。
・しかし、4月と5月の減販と原油暴落による粗利上昇で、
　5月連休後の原油上昇による卸値上昇に対し、ほとんど
　値上げの動きなし。
・粗利が大幅に減少する中だが、ガソリン販売量がほぼ元
　に戻っている。

■佐賀県食肉事業協同組合　事務局長　吉田さおり　氏
　新型コロナウイルス感染症による売上低下等の影響も少
しずつ緩和されているように感じる。国の新型コロナウイ
ルスに関する融資も提案していたが、融資を受けた店舗は
1店舗のみであり、組合員店舗が今現在どのような状況な
のか内情を把握するのは難しい。
　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、その対応も進めている
ところであるが、なかなか徹底できていないのが現状で、
今年度も随時指導を行っていこうと検討している。

■伊万里駅通商店街振興組合　理事　本岡一蔵　氏
　6月より、梅雨に入ると同時に売り上げが減少。売上減
少が梅雨のせいかコロナのせいかが分かりません。

■佐賀県自動車整備商工組合　専務理事　保利昌宏　氏
　自動車整備業界においては、新型コロナウイルスの影響
はあまり見られないが、新車販売においては大きく影響し
ており、九州沖縄地区の5月の新車販売台数は前年同月比
46.2％減となり8ヶ月連続で減少した。落ち込み幅は、4
月より16.6ポイント悪化した。
　なお、佐賀県の5月の新車販売台数は、前年同月比

62.3％で、また、軽自動車の届け出台数は前年同月比
45.5%であった。

■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、前月比では若干上回った。佐賀県の新型
コロナウイルス感染者は、5月17日以降発生していないこ
ともあり、6月に入り予約数も増加傾向となったが、福岡
県の発生が止まらなかったことや、3密対応予約の実施に
より売り上げの伸びは少なく、対前年比では大幅な減少と
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ものの、対前年
比では増加した。また、経営悪化による閉店が2件、組合
脱退も2件発生した。　
　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等の
作成・配布に取り組み中である。

■唐津市旅館協同組合　理事長　松下隆義　氏
　旅館の方は、新型コロナの影響で営業不可能の状態です。
　旅館は開業しておりますが、客足はパｯタリです。
　ビジネスホテルは、40％稼働しております。

■佐賀県ソフトウェア協同組合　理事　森木　武　氏
　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。

■佐賀県建設工業協同組合　常務理事　川副健治　氏
　令和2年6月の公共事業は、件数では前年同月比で
26.5%増、前月比で35.6%の増、請負額では前年同月比
39.3%の増、前月比6.3%の減となっている。
　令和2年5月の住宅着工は、戸数では前年同月比は0.0%
の増、前月比で46.2%の増、請負額では前年同月比は
80.8%増、前月比で51.1%の減となっている。

■協同組合佐賀県鉄構工業会　事務局長　大坪一徳　氏
＊業　況… 先月と変わりない状況である。手持工事量1ヶ

月～6ヶ月　工場稼働率が70%～100%で推移
している。

＊動　向… 現況、見積りが少なく、今後の仕事量に影響が
出ると思われる。受注単価も下落傾向になって
いる。

＊問題点… 新型コロナウイルスによる影響が出てきてお
り、需要の先行きに懸念が出ている。

■佐賀県電気工事業工業組合　事務局長　山口光浩　氏
　例年、上半期は予算の関係で仕事量が減少傾向であるが、
新型コロナウイルスの影響で特に民間工事が低調なことも
あり、今年度は厳しい状況が予想される。
　新型コロナウイルスの影響が出るのは必然的であり、先
行きの見えない状況が続くと懸念される。引き続き行政庁
等の柔軟な対応及び支援が望まれる。

■佐賀東部管工事協同組合　事務局長　大串哲也　氏
　第1四半期（4月～6月）佐賀東部水道企業団発注工事が
前年同期の2.3倍の工事発注となった。(早期発注の為)
　令和2年度から始まる送水管更新工事及び重要給水施設
配水管耐震化工事が早期発注された。

■佐賀県貨物自動車事業協同組合　専務理事　大江孝文　氏
　新型コロナウイルスの影響が顕著となり、近距離、長距
離ともに荷物が減少してきた。スポｯト運賃も、かなり下
落している状態であり、依然厳しい状況が続いている。
　6月燃料価格は、前年比20円程度下がったものの前月比
では8円程度上昇した。荷物量が少なく、スポｯト運賃が
下落する中で、燃料費の上昇は収益的に厳しい。

※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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　ナ・ツナ・ツナ・ツナ・ツココナ～ツ♪この季節になる
と、どこからともなくこの歌が近くの席から聞こえてきま
す。いよいよ夏ですが、新型コロナウイルスの影響により
例年とは少し異なる生活様式の季節となりそうです。外
出時にはマスクの着用が当たり前となりましたが、この夏
も笑顔で元気に過ごせますようご自愛ください。

　さて、県を越えての往来の自粛が解除され、早速友人と九重へ登山に
行って参りま…ま！まま！まさかのゲリラ豪雨＆雷！！これはもう泣・く泣・
く泣・く泣・くキャンセ～ル(涙)して、基山の老舗・知る人ぞ知る◯幸ラーメ
ンセンターへ！入口すぐの券売機で食券購入＆もちろんバリ硬で注文。ち
なみにワンコインでお釣りが来ます。各卓に常備されている紅ショウガは
お好みで入れて下さい♪豚骨スープとそれに絡む麺との相性は抜群で、どこ
か懐かしい味にお腹だけでなく心も満たしてくれる最高のラーメン屋さんで
した。「ご馳走様でした。」（TT）
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これからの行事・イベント

編集雑記

◎大川内山風鈴まつり
日　　時：6月20日（土）～8月31日（月）　9：00～17：00
場　　所：伊万里市大川内山　大川内山窯元郡一帯
お問合せ：風鈴まつり実行委員会　TEL：0955-23-7293
概　　要：秘窯の里・大川内山の窯元の軒先や店内に伊万里焼風鈴が飾られ、涼しげな音色が響き

渡る「風鈴まつり」。期間中は、各窯元の軒下にはたくさんの伊万里焼の風鈴が吊り下げら
れ、ガラスの風鈴が奏でる音色とはまた違った、日本の情緒を感じさせる音色が町にやさ
しく響き渡ります。（各種イベントはコロナウイルス感染症拡大防止のため中止予定。）

◎第40回秋の唐津焼展
日　　時：9月18日(金)～9月22日(火) 
場　　所：唐津市ふるさと会館 アルピノホール特設会場
お問合せ：唐津焼協同組合　TEL：0955-73-4888
概　　要：温かみのある独特の味わいが人気の唐津焼を楽しめる恒例の展示即売会です。どうぞお

気軽に足をお運びください。

◎第72回中小企業団体全国大会（規模縮小で開催・ツアー中止）
日　　時：10月22日(木)　14：00～17：00
場　　所：ザ・ヒロｻﾜ・シティ会館（茨城県立県民文化センター）
お問合せ：佐賀県中小企業団体中央会　TEL：0952-23-4598
概　　要：中小企業団体全国大会は、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、内外に広く表明するとともに、政府等に対して中小企業の実情と振興施策の拡充
強化を訴え、中小企業の持続的な成長と豊かな地域社会の実現を図ることを目的として、
毎年、全国の中小企業団体の代表者等が一堂に会して開催しています。

　　　　　　なお、本年度の全国大会につきましては、新型コロナウイルス感染症の終息の見通しが
不透明な状況下、例年通りの形式での開催が極めて難しいと判断し、規模を大幅に縮小、
開催内容も変更して開催することとなりました。

◎令和２年度中小企業組合トップセミナー（当面の開催は見送り）
　新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、例年7月に嬉野市にて開催をしていた標記セミ
ナーについては、当面の開催を見送ることとしました。この中小企業組合トｯプセミナーは、著名な
講師をお招きし中小企業組合等が直面する経済情勢等の変化とこれからの針路についての認識を深
め、今後の企業経営等に資するための事業として長年実施してきたところです。昨年７月は、内容を
一部変更して開催いたしましたが、今後については先日ご協力いただいたアンケート結果を参考に、
より意義のある事業となるよう検討し企画していきたいと考えております。詳細が決まりましたら、
改めてご案内させていただきます。
お問い合わせ：佐賀県中小企業団体中央会（連携企画部）　TEL：0952-23-4598

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




