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＜表紙写真＞
三宅彦右衛門酒造有限会社
代表取締役　三宅　範彦　さん（右）
三宅　早苗　さん（右２番目）、従業員の皆さん
　わかさ東商工会地区で酒蔵を営む三宅さんご夫婦
にお話をうかがいました。
詳しくはP12をご覧下さい。
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佐飛県連合会会長就任挨拶
および各商工会会長紹介

就任のごあいさつ
福井県商工会連合会

　　会長　佐飛　敏治
近畿府県商工会連合会連絡協議会会長　

池 田 町 商 工 会 会 長　

　私こと、去る5月24日に開催

されました県連合会通常総会に

おきまして、県下商工会会長の身に余るご推挙を受

け、県連合会会長の要職を再びお引き受けすること

となりました。

　県下商工会の皆様のご支援とご期待を得て選任さ

れた以上は、微力ではありますがその職責に誠心誠

意努力する所存であります。

　さて、国内の景気は、堅調な世界経済を背景に企業収益

は過去最高水準となり、生産年齢人口が減少する中でも就

業者数が増加するなど所得・雇用面で経済の好循環が見ら

れる回復局面となっております。

　しかしながら、商工会地域を取り巻く環境は、人

手不足、労働生産性の伸び悩みや後継者難といった

経営課題に直面しており、依然として厳しい状況で

あります。

　このような中、県連合会では小規模事業者と地

域経済の振興発展のために、第二次商工会中期行

動計画の着実な実行をはじめ、商工会および関係

機関と協力しながら、全役員が一致団結し、先導

的役割を果たしてまいる所存でございますので、

会員各位のご支援ご協力を切にお願い申し上げる

次第であります。

あわら市商工会
会長　赤尾 政治

（県連合会理事）

坂井市商工会
会長　半澤 政丈

（県連合会理事）

永平寺町商工会
会長　鈴木 茂喜

（県連合会理事）

福井東商工会
会長　山崎 栄一

（県連合会理事）

福井北商工会
会長　白﨑 誠一

（県連合会副会長）

福井西商工会
会長　鎌田 貞男

（県連合会理事）

越前町商工会
会長　森下 定信

（県連合会理事）

越前市商工会
会長　蓑輪 一美

（県連合会理事）

南越前町商工会
会長　谷﨑 信雄
（県連合会理事）

わかさ東商工会
会長　国川  清

（県連合会理事）

おおい町商工会
会長　荒木 和之

（県連合会理事）

高浜町商工会
会長　田中 康隆

（県連合会副会長）

各商工会会長紹介
（順不同敬称略）

(� )
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◆事業承継を機会とした新たな取り組みに利用できる補助金の紹介

※1 経営革新等を伴わない取り組みは対象となりません。

※2 事業所や既存事業の廃止等を伴う場合は、補助額が上乗せされます。

■締切：8月17日（金）当日消印有効　  ■交付決定：未定

■締切：8月31日（金）17時必着　　　 ■交付決定：11月中旬（予定）

【Ⅰ型】後継者承継支援型 【II 型】事業再編・事業統合支援型

対 象 と な る
承 継

・親族内承継　　・外部人材招聘など
・合併　・事業譲渡　・株式譲渡など

・会社分割　　・株式交換 / 株式移転

対 象 と な る
取 り 組 み※ 1

・経営革新

・ 新事業活動で販路拡大や新市場開拓、生産性向

上等、事業の活性化につながる取組み

・新事業分野への挑戦

・既存事業分野における新市場開拓

・既存事業分野における生産性向上

対 象 経 費

人件費／設備費／原材料費／外注費／委託費／広報費／知的財産権等関連経費／謝金／旅費／

店舗等借入費／会場借料費／マーケティング調査費／申請書類作成費用

【事業所の廃止、既存事業の廃業・集約】

廃業登記費／在庫処分費／解体費・処分費／

原状回復費

【事業所の廃止、既存事業の廃業・集約】

廃業登記費／在庫処分費／解体費・処分費／

原状回復費／移転・移設費

補 助 率 等※ 2

・小規模事業者

2/3 以内（上限 200 万円 上乗せ＋ 300 万円）

・上記以外

1/2 以内（上限 150 万円 上乗せ＋ 225 万円）

・採択上位

2/3 以内（上限 600 万円 上乗せ＋ 600 万円）

・上記以外

1/2 以内（上限 450 万円 上乗せ＋ 450 万円）

商工会が経営計画の策定をお手伝いします
商工会・商工会連合会は、経営計画を会員企業と一緒になって考え、策定をお手伝いします。
　日々の仕事に夢中になり、成り行きにまかせていたら、将来にわたって良い成果を生むことはできません。経営

計画は、目標と課題を定め、課題解決の取り組みを着実に実施することで企業の成長を促すものです。

　商工会は、会員事業所の内情を踏まえながら、豊富な経験と多様な人材、そして第三者の観点を活かして、経営

計画の策定を支援し、会員事業所の経営のレベルアップと利益獲得を応援します。

　事業再編、事業統合を含む経営者の交代を契機として経営革新等を行う事業者に対して、その取り組みに要する

経費の一部を補助します。（平成27年4月1日以降に事業承継を行った方も応募できます。）

◆創業に関する取り組みに利用できる補助金
　創業に必要な店舗などの事業拠点開設・整備、商品開発、販路開拓に係る費用等の一部を助成します。

創業支援事業（ふるさと企業育成ファンド）

対 象 者
①県内において、助成期間内に個人開業または会社等の設立を行い、その代表となる者

②県内に主たる事業所を有し、創業５年未満の中小企業者

対 象 経 費 事業拠点の開設、商品開発事業、販路開拓事業 に係る費用

助 成 率 等 2/3 以内　（助成限度額　200 万円）
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『ニッポン全国物産展 ２０１8』出展者 追加募集
日　　時　　平成３０年１１月１６日（金）〜１１月１８日（日）

場　　所　　池袋サンシャインシティ

　　　　　　展示ホールＡ・Ｂ（東京都豊島区）

来場者数　　約１６万人（昨年度の実績、３日間合計）

出展対象　　食品・非食品

　　　　　　（自社商品・または自社所在地の産品の実演・販売）

出 展 料　　無料

主　　催　　全国商工会連合会

※ 定員（県内６ブース）に達し次第、募集締め切りとなりますので、出展を検討・

希望される方は、お早めにお近くの商工会にお問い合わせください。

前回開催の様子▶︎

『福井しあわせ元気国体開催記念！商工会の
しあわせ逸品フェア』の出展募集を開始します

日　　時　　平成３０年９月３０日（日）　１０:００〜１９:００（予定）

場　　所　　ハピテラス（ＪＲ福井駅西口 ハピリン内）

出展対象　　食品・生活雑貨品・工芸品など地域産品の販売

出 展 料　　無料

募集開始　　８月上旬に募集開始を予定しております。募集が開始され次第、商工会を通じてご案内します。

主　　催　　福井県商工会連合会（共催：県内１３商工会）

　９月３０日（日）は「福井しあわせ元気国体2018」開会式の翌日であり、福井駅周辺も県内外から多数の来場

が見込まれます。この機会に積極的なご参加をお待ちしております。（※ 応募多数の場合は、事務局にて調整さ

せていただく場合があります。）

サイバー犯罪に巻き込まれないために！
チェックしよう～Wi-Fi設置編～

■強固な暗号化の設定
（WPA/WPA2による設定か？WEPでは危険！）

■Wi-Fiで接続している端末同士の通信は不可にする
（「ネットワーク分離機能」「プライバシーセパレー

タ機能」と呼ばれる設定か？）

■Wi-Fi機器の管理IDやパスワードを強固なものにする
（初期設定のままでは危険！）

【相談先】

福井県警察本部　サイバー犯罪対策室

ＴＥＬ：０７７６−２２−２８８０

Ｈ　Ｐ：http://www.pref.fukui.lg.jp/kenkei/

　　　　naka2/naka500.html

自宅・企業内で無線LAN（Wi-Fi）を設置している場合（セキュリティ対策の確認）
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商工会青年部 “絆 ”感謝運動

　商工会青年部“絆”感謝運動は、各地で発生した災害における復興支援活動でも改めて確認された青年部および

地域における「絆」について感謝するとともに、今後もさらに強化していくことを目的に６月１０日の商工会の日

を中心に、地域貢献事業等に青年部全国約42,000人の青年部員が一体となって取り組んでいます。

　福井県内では、６月１日〜６月２４日の間に述べ148名の青年部員が参加し、清掃活動や献血運動に取り組みま

した。

商工会女性部福井県主張発表大会で
後藤悦子さん（あわら市）が最優秀賞を受賞！
～女性部の県代表として近畿ブロック主張発表大会へ出場～

　商工会女性部主張発表大会が６月２８日（木）にサ

バエ・シティーホテルで開催され、坂井ブロック代表

のあわら市商工会女性部 後藤悦子さんが最優秀賞の

福井県知事賞に選ばれました。

　後藤さんは「女性部活動と地域振興・まちづくり〜

楽しむ事が生きる力・女性部と私〜」と題して、女性

部と観光協会が連携して、また会いたいと思われる印

象術や、好印象メイク術＆笑顔が生まれる会話術、ワ

ンランク上の電話対応・来客応対・訪問マナーなど仕

事やプライベートに役立つセミナー「あわらビューテ

ィー改革　美♥学び塾」などの取り組みについて発表しました。

　また、優秀賞には、嶺南ブロック代表のわかさ東商工会女性部 木又さかえさんが選ばれました。

　最優秀賞の後藤さんは、９月１２日（水）に福井県あわら市で開催される近畿ブロック大会に県代表として出場

します。
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マル経融資をご利用下さい！

外国人を雇用する事業主の皆様へ
不法就労防止 に ご協力ください

　マル経融資制度は、商工会の経営指導を受けて、小規模事業者が経営改善を行うにあたって必要とする資金を

日本政策金融公庫から無担保・無保証人・低金利で融資するものです。

　県では、マル経融資（小規模事業者経営改善資金）について、当初２年間の利子のうち 0.5％分の利子補給を行っ

ています。

対 象 者

平成 30 年４月１日から平成 31 年３月 31 日までにマル経資金の融資を
受けた者
（※�これまでに利子補給を利用された方については、借り換え充当分を除く新規の

借り入れ分が補給対象）

補　 給　 額
利子のうち０. ５％相当分
１. １１％（平成30年７月11日現在）－�０. ５％�＝�実質金利 ０. ６１％

補 給 期 間 貸付から2年間

※地域によっては、市町よりさらに補給される場合があります。

　不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象と

なります。平成 24 年７月から導入された「中長期在留者の在留管理制度」により、在留カードを所持する外国

人が就労できるかどうかの判別が容易になっています。外国人を雇用する際は、下記のケースをよく確認し、不

法就労にならないよう注意してください。

　不法就労者を発見した場合や雇用しようとする外国人が不法滞在者であることが判明した場合には地方入国

管理局へ通報したり出頭を促すなどしてください。

　　　　法務省入国管理局  http://www.immi-moj.go.jp/

不法就労とは？ 不法就労となるのは、次の３つの場合です

１． 不法滞在者が働くケース ２． 入国管理局から働く許可
を受けていないのに働く
ケース

３． 入国管理局から認めら
れた範囲を超えて働く
ケース

（例）�密入国した人やオーバー

ステイの人が働く等

（例）�観光や知人訪問の目的で

入国した人が働く。留学

生が許可を受けずにアル

バイトをする等

（例）�外国料理店のコックとし

て働くことを認められた

人が機械工場で単純労働

者として働く等

外国人を雇用する際には在留カードを必ず確認してください

お問い合わせ先：お近くの商工会までお問い合わせください。
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　「ニッポンセレクト .com」は、地域経済を支える中小企業・小規模事業者等が、農商工連携や

地域資源の活用などにより開発した商品等や、魅力ある隠れた地域産品等をウェブを通じて紹介・

普及を行うことにより、地域の優れた産品を紹介・販売し、中小企業・小規模事業者の商品展開

力・販売力の向上等を図ることを目的とした全国商工会連合会公式のサイトです。

■募集内容 …………「食品」、「非食品」
　�　自社で開発、製造又は販売をしている商品で目安として 3,000 円以上の商品 ( セットも含む )。掛け率は�

ご相談の上、調整させていただきます。

■掲載予定数 ……… 5000 商品
■展開内容
　1．�購買意欲を高めるために重要な要素であ

る「商品」の素材（画像、盛り付けや商

品説明文等）の制作を行い消費者の購入

意欲を喚起し、商品販売に関して発生す

る決済業務（売上・在庫情報の報告・支

払い）といった利便性の向上、バイヤー

商談会に係る業務・消費者からの問い合

わせに対応し、各商品の販売促進支援を

します。

　2．�「リスティング及びアフェリエイト、バナー広告」を活用したウェブ上での広告宣伝集客し、各媒体（TV、

雑誌等）とのタイアップとして特集企画を行い、ウェブ利用者等以外の年齢層に周知を図ります。

お問い合わせ先：お近くの商工会または、商工会連合会までお問い合わせください。

〜商工会の 100 万会員ネットワーク〜
  「SHIFT( ホームページ作成支援システム )」を利用してホームページを作成してみませんか
　商工会では、会員事業所の情報発信を支援するため、ホームページの作成・運用システム「SHIFT」を無料で�

提供しています。この ｢SHIFT｣ を利用すれば、ホームページの開設・更新作業、電子公告などが誰にでも�

簡単に作成できます。是非あなたのビジネスにご活用ください。

無料でホームページが持てる
　会員の方は、無料で自社のホームページを持つことができます。

携帯からも情報発信
　「普段は、あまりパソコンを使わないんだよね」という方も携帯�

からメールを打つような感覚で簡単に情報を発信していくことが�

できます。

パソコン初心者でも安心
　パソコンのことはあまりわからないという方でも、商工会がしっ

かりとサポートさせて頂きますのでご安心ください。

お買い物かごでネット販売
　取り扱っている商品をインターネットを通じて全国に販売する�

ことができます。

詳しくは、商工会にお問い合わせください。

ニッポンセレクト.com  出展者の継続募集中！！
（申込費用、出品費用無料！）

無料でホームページの作成を支援します！

全国商工会連合会公式
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もれなく5,000円相当の特産品をプレゼント！！

福井県商工貯蓄共済キャンペーン

福井県商工貯蓄共済キャンペーン

ビジネス総合保険のご案内

業務災害保険のご案内

会員事業者のみなさまが補償金・賠償金を支出する
ことによって被る損害に備えるための制度です。

会社経営のリスクに備えるなら！！

業務災害保険

❶ 商工会のスケールメリットを活かした割安な保険料！
❷ スピーディーな保険金支払い！
❸ 従業員の人数報告は不要！
❹ パート・アルバイトの方も自動的に補償対象となります。

❺ 建設業の下請はもちろん、派遣社員や構内下請作業員の補償も可能です。

❻ 建設業の場合、「経営事項審査制度」の加点対象になります。

❼ ハラスメントや不当解雇に起因する損害賠償請求に備える特約もご用意。

■ 制 度 運 営 ■　全国商工会連合会 ■引受保険会社（50音順）■

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社

■お問合せ先■　

この広告は、本制度の概要を示したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項のご説明」を
ご覧いただくとともに詳細は引受保険会社の約款、パンフレットに従います。

従業員の安心と、経営リスクの軽減を両立！

労災事故による
高額賠償

就業中や通勤途中の
事故による

従業員のケガなど

ハラスメント・
不当解雇等に起因する
損害賠償請求

７つの 
特長

商工会
の

商工会名簿

各地商工会

　今回の特産品は、なんと福井県 13商工会から出品された 13品＋県連合会が選定した３品の全 16品！

是非この機会に、新規で加入して、お好きな特産品をお申し込みください。

キャンペーン対象・平成30年 8月 27日〜 12月 21日のご契約受付分
・新規月額掛金10,000円毎に5,000円相当の特産品をプレゼント

発送時期　　第１回　 8月27日〜10月25日ご契約分　 　平成30年12月(予定)
　　　　　　第２回　10月26日〜12月21日ご契約分　 　平成31年 1月(予定)

福井県13商工会から
出品された13品

県連合会が
選定した３品＋ ＝ 全16品の中からお好きな

特産品をお選びください！

会員事業者のみなさまが補償金・賠償金を支出する
ことによって被る損害に備えるための制度です。

会社経営のリスクに備えるなら！！

業務災害保険

❶ 商工会のスケールメリットを活かした割安な保険料！
❷ スピーディーな保険金支払い！
❸ 従業員の人数報告は不要！
❹ パート・アルバイトの方も自動的に補償対象となります。

❺ 建設業の下請はもちろん、派遣社員や構内下請作業員の補償も可能です。

❻ 建設業の場合、「経営事項審査制度」の加点対象になります。

❼ ハラスメントや不当解雇に起因する損害賠償請求に備える特約もご用意。

■ 制 度 運 営 ■　全国商工会連合会 ■引受保険会社（50音順）■

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社

■お問合せ先■　

この広告は、本制度の概要を示したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項のご説明」を
ご覧いただくとともに詳細は引受保険会社の約款、パンフレットに従います。

従業員の安心と、経営リスクの軽減を両立！

労災事故による
高額賠償

就業中や通勤途中の
事故による

従業員のケガなど

ハラスメント・
不当解雇等に起因する
損害賠償請求

７つの 
特長

商工会
の

商工会名簿

各地商工会

会員事業者のみなさまが補償金・賠償金を支出する
ことによって被る損害に備えるための制度です。

会社経営のリスクに備えるなら！！

業務災害保険

❶ 商工会のスケールメリットを活かした割安な保険料！
❷ スピーディーな保険金支払い！
❸ 従業員の人数報告は不要！
❹ パート・アルバイトの方も自動的に補償対象となります。

❺ 建設業の下請はもちろん、派遣社員や構内下請作業員の補償も可能です。

❻ 建設業の場合、「経営事項審査制度」の加点対象になります。

❼ ハラスメントや不当解雇に起因する損害賠償請求に備える特約もご用意。

■ 制 度 運 営 ■　全国商工会連合会 ■引受保険会社（50音順）■

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社

■お問合せ先■　

この広告は、本制度の概要を示したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項のご説明」を
ご覧いただくとともに詳細は引受保険会社の約款、パンフレットに従います。

従業員の安心と、経営リスクの軽減を両立！

労災事故による
高額賠償

就業中や通勤途中の
事故による

従業員のケガなど

ハラスメント・
不当解雇等に起因する
損害賠償請求

７つの 
特長

商工会
の

商工会名簿

各地商工会
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　「働き方改革」とは、労働者の置かれた個々の事情に応じて多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一

人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指すもので、今回、労働者がそれぞれの事情に応じた

多様な働き方を選択できる社会を実現する「働き方改革」を総合的に推進する法律が成立しました。

　主な措置は次のとおりです。

１．長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

①労働時間に関する制度の見直し
　現行の時間外労働の規制では、36協定で締結できる時間外労働の上限について、月 45時間以内かつ年 360

時間以内と定められていますが、罰則等による強制力がない上、臨時的な特別の事情がある場合として労使が合

意して特別条項を設けることで、上限無く時間外労働が可能だが、今回の措置では、原則として月 45時間かつ

年 360 時間とし、違反した場合には、特例の場合を除いて罰則が課されるようになり、臨時的な特別の事業が

ある場合においても年 720 時間が限度となる。

②勤務間インターバル制度の普及促進等
　短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮するため、労働者の前日の終業時刻と翌日の始業時刻

の間に一定時間の休息を確保する「勤務間インターバル制度」の努力義務。

２．雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

①不合理な待遇差を解消するための規定の整備
　短時間・有期労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の

性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。

　また、有期雇用労働者について、正規雇用労働者と職務内容、職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の

均等待遇確保の義務化。

②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
　短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、

正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明の

義務化。

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に
関する法律」が成立しました

平成３０年度　両立支援等助成金のご案内　

働き方改革
始めていますか？

誰もが活躍できる“職場づくり”のために、以下の取組みを支援します　

職業生活と
家庭生活の
両立支援

女性活躍推進

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/index.html

男性の育児休暇取得を促進 １　出生時両立支援コース　

仕事と介護の両立支援　 ２　介護離職者防止支援コース

仕事と育児の両立支援 ３　育児休業等支援コース　

育児・介護等による離職者の再雇用 ４　再雇用者評価処遇コース

女性の活躍を推進 ５　女性活躍加速化コース
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中小企業景況調査 （平成30年4月～6月期）

　対象企業数　県内13商工会地区165企業　　　　回答企業数　165企業（回答率100.0％）

●業界全体の業況
　業界全体の業況については、前々期（平成29年10〜12月期）▲28.6、前期（平成30年１〜３月期）▲37.2、

今期は▲20.1と改善。来期は、▲17.1（前期差3.0ポイント）となり、改善となる見通し

●景気動向天気図（前年同期比）　　　　　　　　　　   ●業種別の業況・経営上の問題点　

※DI 値（ディフュージョン・インデックス、景気動向指数）
　増加 (上昇・好転 )企業の割合から減少 (低下・悪化 )企業の割合を差し引
いた値を示すもの。仕入れ単価はプラスになるほど悪化となります。

項目
業種 売上額 仕入単価 採　算 資金繰り 従業員数 業　況

全　体

D Ｉ値 ▲ 13.9 32.1 ▲ 23.2 ▲ 16.4 ▲ 8.8 ▲ 20.1

製造業

D Ｉ値 ▲ 13.2 41.7 ▲ 21.0 ▲ 21.1 ▲ 8.3 ▲ 15.7

建設業

D Ｉ値 8.4 41.7 0.0 4.2 ▲ 21.7 0.0

小売業

D Ｉ値 ▲ 19.6 24.0 ▲ 26.0 ▲ 21.6 ▲ 7.1 ▲ 30.0

サービス業

D Ｉ値 ▲ 19.2 28.8 ▲ 32.7 ▲ 17.4 ▲ 4.4 ▲ 23.1

D Ｉ値 100 〜 15.1 15 〜 0.1 0 〜 ー 15 ー 15.1 〜 ー 40 ー 40.1 〜 ー 100

天気図

傾　向 好転 やや好転 やや悪化 悪化 大幅に悪化

製造業 業　況：今期は改善し、来期はやや悪化の見通し

経営上の

問題点

第１位：需要の停滞

第２位：原材料価格の上昇

第３位：製品（加工）単価の低下・上昇難

建設業 業　況：今期は横ばい、来期はやや改善の見通し

経営上の

問題点

第１位：官公需要の停滞

第２位：従業員の確保難

第３位：材料価格の上昇

小売業 業　況：今期は改善し、来期も改善の見通し

経営上の

問題点

第１位：大型店・中型店の進出による競争の激化

第２位：消費者ニーズの変化

第３位：購買力の他地域への流出

サービス業 業　況：今期は大幅に改善し、来期はやや改善の見通し

経営上の

問題点

第１位：顧客ニーズの変化

第２位：需要の停滞

第３位：材料等仕入単価の上昇

会員情報（経営動向）調査 （平成30年6月末）

　県内各商工会では、全経営指導員が各地域の経営環境を把握し、商工会全体で情報の共有を図り、対策を講じる

ことを目標として、年４回「会員情報（経営動向）」調査を実施しております。その中から抜粋して一部をご紹介

させていただきます。

資金需要の動向、資金繰りの状況
・設備資金の需要が増えてきており、特に建設業での資金相談が多い。� （坂井地区）

・売上増による設備投資や大型事業の運転資金など前向きな資金需要が多い。� （高志・福井地区）

雇用の状況
・�建設業（建築、土木）、製造業、大手小売業での人手不足が継続して不足している。その他一部の業績好調な事業者では、高校生な

どの新卒採用をしたくても採用が思い通り出来ない状況にある。� （坂井地区）

・�高齢従業員の退職等もあり、人手不足が表面化しているが設備投資行い生産性向上の取組ができる体力もなく、時間外勤務等で対

応している企業多い。� （高志・福井地区）

原発再稼働・廃炉決定による影響
・�１号、２号の廃炉作業などで、地元の関連企業には特需が発生している。ただ、作業員などは、敦賀に宿泊する方が増えるなど、

稼働していた時期と比べて変化もある。� （嶺南地区）

・�発電所関連の作業員を対象とした民宿であったが、この先の受注回復は見込めないと判断し、ファミリーやグループ旅行客に対応

した民宿に変更を検討中である。� （嶺南地区）

北陸新幹線延伸の影響
・�関連工事の直接的な影響はないが、生コンの入手が困難で工事の遅れや価格の高騰が懸念される。� （丹南地区）

・�新幹線のトンネル工事の残土の活用による特需が続く。また、高架工事も行われており、関連事業所は雇用増大。� （丹南地区）
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イベント案内（8月～10月）

平成31年10月から消費税の軽減税率制度が実施されます

　各商工会地区で行われるイベントをご紹介します。

　社会保障と税の一体改革の下、消費税率引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食�

料品」と「定期購読契約が締結された週 2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施�

されます。

　軽減税率の下では消費税率が８％と 10％の２つになるため、事業者の皆様は

「適用税率ごとに区分した消費税額の計算」や「商品ごとの適用税率およびその

合計額を記載した請求書等の発行」といった新たな作業が必要になります。

　軽減税率制度が実施されるまでの間に、取り扱う商品の適用税率の把握、レジや

システムの対応状況の確認、従業員研修など準備しなければならないことがたく

さんあります。

　政府では、事業主の皆様の軽減税率対応に向けて取組みをサポートするための

さまざまな背策を講じています。

　余裕を持って今日から準備を始めましょう。　

イベント名称 イベント日程 イベント会場 商工会地区
若狭瓜割名水まつり ８月 ４日（土） 若狭瓜割名水公園 わかさ東商工会
若狭おおいのスーパー大火勢 ８月 ４日（土） うみんぴあ大飯 おおい町商工会
ＲＥマーケット ８月５日（日）、９月２日（日）、１０月８日（月・祝） 金津本陣にぎわい広場 あわら市商工会
さかい夏祭り ８月 ５日（日） 坂井グラウンド駐車場 坂井市商工会
九頭龍ドラゴンボート大会 ８月 ５日（日） 九頭龍川高屋橋上流特設会場 福井北商工会
第13回花筐薪能 ８月 ５日（日） 花筐公園能楽ステージ 越前市商工会
あわら湯かけまつり ８月 ８日（水）～ ９（木） 芦原温泉街 あわら市商工会
三国花火大会 ８月１１日（土） 三国サンセットビーチ 坂井市商工会
丸岡古城祭り ８月１１日（土）～１２日（日） 丸岡城周辺 坂井市商工会
夏フェスタ美浜 ８月１１日（土） 美浜町総合運動公園多目的グラウンド わかさ東商工会
サンクスマーケット ８月１２日（日） 霞ヶ城公園ふれあい広場 坂井市商工会
越前市サマーフェスティバル ８月１３日（月）～１５日（水） 越前市役所周辺・日野川河川緑地 越前市商工会
名田庄星のフィエスタ ８月１３日（月） 名田庄あきない館前広場 おおい町商工会
おたまつり＆O・TA・I・KO響2018 ８月２５日（土） 越前町オタイコヒルズ 越前町商工会
越前朝倉戦国まつり　越前朝倉万灯夜 ８月２５日（土）～２６日（日） 一乗谷朝倉氏遺跡 福井東商工会
わかさ東あきんどまつり ８月２６日（日） ゆうあい広場 わかさ東商工会
三国湊帯のまち流し ９月 １日（土） 坂井市三国町旧市街地 坂井市商工会
2018年JAF全日本ダートトライアル選手権第8戦in今庄 ９月 １日（土）～２日（日） オートパーク今庄 南越前町商工会
越前モノづくりフェスタ2018 ９月１５日（土）～１７日（月） サンドーム福井 越前市商工会
街道浪漫・今庄宿2018 ９月１５日（土） 南越前町今庄（北国街道・JR今庄駅周辺） 南越前町商工会
若狭町まつり-若祭- ９月１６日（日） 縄文ロマンパーク わかさ東商工会
観月の夕 ９月２２日（土） ハーモニーホールふくい 福井東商工会
もりのわフェスタ ９月２２日（土）～２３日（日） 森田配水塔（マイアクア） 福井北商工会
第８回越前さかなまつり ９月２２日（土）～２３日（日） 厨漁港広場 越前町商工会
南越前町ふれあい産業物産フェア2018 ９月２２日（土） レインボーパーク南条 南越前町商工会
河合ニコニコ王国フェスタ2018 ９月３０日（日） 河合小学校周辺 福井北商工会
福井しあわせ元気国体開催記念！商工会のしあわせ逸品フェア ９月３０日（日） ハピテラス（JR福井駅西口�ハピリン内） 福井県商工会連合会
コスモスまつり １０月 ７日（日） 宮ノ下コスモス広苑 福井北商工会
熊川いっぷく時代村 １０月 ７日（日） 鯖街道熊川宿 わかさ東商工会
うみんぴあフェスタ2018 １０月１３日（土）～１０月１４日（日） うみんぴあ大飯 おおい町商工会
クラフトマーケット with Sweets １０月２０日（土）～２１（日） 金津創作の森 あわら市商工会
越前市商工会本所移転記念講演会 １０月２０日（土） 越前市あいぱーく今立多目的ホール 越前市商工会

「あいぱーく今立完成記念」越前げんきフェスタ　商工会マルシェ １０月２０日（土） 越前市あいぱーく今立・いまだて芸術館及びその周辺 越前市商工会
越前町商工祭 １０月２１日（日） 劔神社周辺 越前町商工会
そばまつりinみやま １０月２８日（日） 美山木ごころ文化の郷 福井東商工会



商工会の伴走型支援のスタート

今年で創業 300 年を迎える三宅彦右衛門酒造

有限会社は、海と湖、山に囲まれた風光明媚

な観光地としても知られる美浜町早瀬地区にある

老舗酒蔵です。商工会の勧めで持続化補助金に応

募したことがきっかけとなり、商工会の伴走型支

援がスタートしました。

補助金を活用して

展示会に出品

することは

できても、補助金

の申請なんて自

分たちには無理

だと思われてい

たようですが、商

工会のサポート

を受け、初めて経

営計画を策定し、これを基に持続化補助金を申請

し採択されたことで、自分たちの新たな可能性を

感じることができたそうです。また、この経験が

経営計画の重要性に気づくきっかけとなり、その

後の老舗企業助成金を活用した店舗づくりや、も

のづくり補助金を活用した四季醸造の体制づくり

など、企業の持続的発展に向けた積極的な取り組

みにつながったそうです。

経営革新計画の策定

こちらでは、平成２９年度に経営革新計画を策

定し、県の承認を得ることができました。補

助金を活用し設備面を整備できたことで、事業、人

材育成、地域貢献も考える余

裕が生まれ、事業をより効果

的に進展させるために、計画

策定に取り組まれたそうです。

計画策定の際は、商工会から

厳しい指摘もあったそうです

が、「地域に密着して企業を支

援する商工会の指摘は、これ

までの成功例にフォーカスし

がちな考えを、軌道修正するきっかけとなり良か

った。」とおっしゃっていただけました。

将来にむけて

経営計画を策定し、「つなげる」という目標が

明確になったそうです。「つなげる」という

ことには事業を次につなげることはもちろんのこ

と、人、地域をつなげるということも含まれます。

この目標を達成するために、海外展開やノンアル

コール事業への参入など、これまでの事業をしっ

かりと守りながらも、新しいことに積極的にチャ

レンジされています。また、これまで後回しにな

っていた人材育成にも目を向けられ、技術継承や

地元雇用にも取り組まれています。取材にお伺い

したときには、皆さんお忙しい中でも、和気あい

あいと活気があり、三宅さんご夫婦が「つながり」

を大切にしている何よりの証拠だと感じました。

創業３００年の伝統を大

切に、しかし、そこだけ

に留まらず、将来にたす

きをどうつなげるか。前

向きでバイタリティあふ

れるお二人の挑戦は続き

ます。

会員事業所紹介
三宅彦右衛門酒造有限会社

地域の担い手！

三宅彦右衛門酒造有限会社
〒９１９-１１２４
三方郡美浜町早瀬２１-７
TEL：０７７０－３２－０３０３
営業時間：8：30～ 17：00
定 休 日：不定休

ご相談はお気軽にお近くの商工会へ
坂井地区

あわら市商工会� ☎ 0776(73)0248
坂井市商工会� ☎ 0776(66)3324

高志・福井地区
永平寺町商工会� ☎ 0776(61)0456
福井東商工会� ☎ 0776(41)0206
福井北商工会� ☎ 0776(56)1610
福井西商工会� ☎ 0776(98)5555

丹南地区
越前町商工会� ☎ 0778(36)0800
越前市商工会� ☎ 0778(43)0877
池田町商工会� ☎ 0778(44)6342
南越前町商工会� ☎ 0778(47)2174

嶺南地区
わかさ東商工会� ☎ 0770(45)0222
おおい町商工会� ☎ 0770(77)0135
高浜町商工会� ☎ 0770(72)0226

福井県商工会連合会　☎ 0776(23)3624

県内初四季醸造化

趣を残して改装された店内

酒造りを支える現役の井戸

　１７１８年に創業した「三宅彦右衛門酒造有限会社」は、辛口の酒質で知られる銘柄『早瀬浦』の酒蔵です。代

表の三宅範彦さんと奥様の早苗さんのお二人にお話を伺いました。
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商工会は行きます� 聞きます� 提案します〜会員満足向上運動〜
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