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　県連合会では、先般専門家らによる評価委員会を開き、各商工会から推薦があった新たに創意と工夫にあふれ

た新しい商品（市販化３年未満）より農産加工品・酒・飲料、水産加工品、菓子・スイーツ、工芸・日用品・そ

の他の４部門から 29 点を推奨品と認定しました。

福地鶏ハムスライス
　あっさりとしていて

鶏の味が堪能できるヘ

ルシーなハムです。

黒川産業（あわら市）

福地鶏モモロール
　旨味が豊富で、噛めば

噛むほど肉汁が口の中

に広がるお肉です。

黒川産業（あわら市）

（黒髪伝説）竹炭そうめん
　竹炭入りの真っ黒なそ

うめん。インパクト大で

お土産におススメ！

友吉製粉製麺（坂井市）

越前岬 天然梅酵母仕込み純米原酒
「PRUNE」

　業界初、天然梅酵母仕

込みの日本酒です。

田辺酒造（永平寺町）

菜の manma
　福井市美山で育てた美味しいお米

と美味しいお野菜が入った炊き込み

ご飯がお手軽に作れます！全5種類

米工房ほ・た・る（福井市）

さわやかラムネ
　甘さスッキリ！なぜか

懐かしい味がするラムネ

です。全３種類

北陸ローヤルボトリング（福井市）

玉葱のみそ
　キュウリに付けたりご

飯に乗せたりまたは豚肉

野菜炒めの調味料に。

かせや味噌（越前市）

あらごし甘酒
　あらごしなので麹の

粒々が味わえます。温め

ても冷やしても美味しい。

かせや味噌（越前市）

山田の本みりん
　水あめなどの糖類を添加せ

ずとも、充分なお米の甘味を

感じられる逸品です。

山田農園（南越前町）

山田の純米酢
　南越前町産コシヒカ

リだけで製造した純米

酢です。

山田農園（南越前町）

樽熟成梅酒 BENICHU19°

　梅は福井県若狭町産。

オークの樽に 3 年以上

貯蔵した限定品です。

エコファームみかた（若狭町）

微糖梅酒 BENICHU20°

　梅は福井県若狭町産。

微糖でフルーティーな梅

の香りが楽しめます。

エコファームみかた（若狭町）

無糖梅酒 BENICHU38°

　梅は福井県若狭町産。ノン

シュガーで辛口でスッキリな

新感覚梅リキュールです。

エコファームみかた（若狭町）

若狭梅酒
　梅は福井県若狭町産。ほのか

な甘みと爽やかな酸味のキレの

良い調和のとれた本格梅酒です。

エコファームみかた（若狭町）

レモングラス梅酒
　梅は福井県若狭町産。ハー

ブのレモングラスの柔らか

な香りが漂う梅酒です。

エコファームみかた（若狭町）

若狭鍋の素
　海の幸の美味しさを際立

たせるコクのある旨味たっ

ぷりの鍋用調味料です。

カネイチ商店（おおい町）

福井サーモンの味噌漬け
　味噌の力で肉質の旨

みと、甘みを最大限に引

き出しました。

青柳清治郎商店（あわら市）

越前産天然アカモクとろろ
　越前産のあかもくをとろ

ろに仕立てました。ネバシャ

キ食感がくせになります。

枩田商店（福井市）

お問い合わせ先一覧
事業所名 ☎ 事業所名 ☎ 事業所名 ☎

黒川産業 0776-79-1505 エコファームみかた 0770-45-3100 新ちゃんみそ 0776-98-4654
友吉製粉製麺 0776-72-0058 カネイチ商店 0770-67-2220 朝日風月堂 0778-34-0062
田辺酒造 0776-61-0029 青柳清治郎商店 0776-73-0313 コメコロ 090-1317-3263
米工房ほ・た・る 0776-90-7277 枩田商店 0776-89-2740 岡本善七製菓 0770-62-0530
北陸ローヤルボトリング 0776-56-0577 風呂セントラル木材 0770-57-1100 五十嵐製紙 0778-43-0267
かせや味噌 0778-42-0040 富士丸 0770-47-1259 箕輪漆行 0778-43-0055
山田農園 090-2778-3913 大谷商店 0770-72-0147

福井のネクストブレイク商品
（福井県商工会連合会認定推奨品）
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各商品の価格等については、県連合会ホームページに掲載しています。 福井県商工会連合会 検索

　福井県南越前町牧谷の北陸自動車道上り線南条サービスエリア（SA）に隣接する道の駅「南えちぜん山海里」

が 10 月８日にオープンしました。南条 SAからの入り口となる２階には、福井のネクストブレイクコーナーが

常設されており、県連合会推奨品として認定された県内の優れた新商品が並び来場者の関心を集めました。

販売時間は 9:00 〜 20:00 まで（年中無休）

焼鱧（はも）
　遠赤外線でふっくら、

ジューシー。電子レンジで

チンしてそのままOKです。

風呂セントラル木材（若狭町）

焼鯖（塩味、醤油味）
　遠赤外線でふっくら、

ジューシー。電子レンジで

チンしてそのままOKです。

風呂セントラル木材（若狭町）

天然手造りもみわかめ
　若狭産の天然ワカメで

す。ご飯のふりかけに是

非どうぞ。

富士丸（若狭町）

米かまの炊いたん
　米粉が入った蒲鉾を

甘酒のお出汁と一緒に

缶詰にしました。

大谷商店（高浜町）

大豆のお菓子ギフト
　福井県産大豆100%で

作ったきなこ豆、揚げ豆、

しょうが豆のセットです。

新ちゃんみそ（福井市）

ひんやり涼しん棒
（期間限定品）

　凍った葛の弾力たっぷ

りの食感が新しいアイス

です。全２種類

朝日風月堂（越前町）

玄米粉のサブレ（よもぎ）
　池田町産無農薬無化学

肥料の玄米粉100％グル

テンフリーのお菓子です。

コメコロ（池田町）

生クリームどらやき
（抹茶つぶあん）
　明治創業、若狭の老舗和菓

子屋の一番人気どらやきです。

岡本善七製菓（若狭町）

Food Paper 野菜と果物から
できたノート

　廃棄される野菜や果物

を使用した、越前和紙の

ノートです。全4種類

五十嵐製紙（越前市）

Food Paper 野菜と果物から
できたメッセージカード
　廃棄される野菜や果物を使

用した、越前和紙のメッセー

ジカードです。全８種類

五十嵐製紙（越前市）

金継ぎセット
　金継ぎとは陶器類の割

れを漆で補修し、金粉で

仕上げる技法です。

箕輪漆行（越前市）

道の駅「南えちぜん山海里」にて
福井のネクストブレイク商品絶賛販売中
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令和３年度　国、県の支援策

設
備
投
資
・
販
路
開
拓

販路開拓等の取組を
行いたい

コロナ対策と事業継続を
両立させるための投資を

行いたい

設備投資を行いたい

ITツールを導入したい

小規模事業者
持続化補助金

ものづくり
補助金

IT導入補助金

感
染
症
対
応
資
金

新型コロナウイルスの
影響で売り上げが
低下した

感染症対策に係る費用を
軽減したい

中小企業者等
事業継続支援金

中小企業等における
感染拡大防止対策助成金

宿泊事業者による感染
防止対策等支援補助金

雇
用

従業員の雇用を
維持したい 雇用維持緊急助成金

創
業

創業する際の初期費用を
軽減したい 地域連携創業支援事業

国

国

国

県

県

県

県

県

補助金・助成金のご相談はお近くの商工会へ ※上記の補助金等には一定の要件・審査がありますのでご希望に添えない場合がございます。
　詳しくは右側のQRコードからご確認いただくか商工会へお問い合わせください。

ポストコロナの状況に
対応したビジネスモデルの

転換を行いたい

新分野展開、業態転換、
事業・業種転換等を

行いたい

事業再構築補助金国

●受付締切
　一般型：令和４年２月４日☆
　低感染リスク型：令和３年１１月１０日☆
●受付機関
　県内商工会

●受付締切
　令和３年１１月１１日☆
●受付機関
　ｊＧｒａｎｔｓ（電子申請）

●受付締切
　令和３年１１月１７日☆
●受付機関
　ｊＧｒａｎｔｓ（電子申請）

●受付締切
　令和３年１２月中旬頃☆
●受付機関
　ｊＧｒａｎｔｓ（電子申請）

●受付締切
　令和３年１２月２４日
●受付機関
　福井県宿泊事業者による感染防止対策等
　支援補助金事務局

●受付期間
　令和３年１２月１日～令和４年１月３１日
●受付機関
　福井県感染拡大防止対策助成金事務局

●受付締切
　令和３年１２月２８日
●受付機関
　福井県中小企業者等事業継続支援金申請
　事務局

●受付締切
　国の雇用調整助成金等の支給決定通知書
　の日付から１ヶ月以内
●受付機関
　福井県産業労働部労働政策課

●受付締切
　令和４年２月２８日
　※予算がなくなり次第、受付終了
●受付機関
　県内商工会

拡充

締切注意

キャンセル待ち

☆…以降も公募のある補助金

支
援
制
度
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について(一部抜粋)

販路開拓等の経費の一部を補助。ポストコロナを
踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセ
スの導入等の取り組みを支援

対象者　小規模企業
補助額　50 万～ 100 万
補助率　2/3 ～ 3/4

革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス
の改善を行うための設備投資等を支援

対象者　中小企業
　　　　小規模企業
補助額　1,000 万～ 3,000 万
補助率　1/2 ～ 2/3

自らの事業が該当する業種別ガイドラインに基づ
いた感染拡大予防のために行う感染防止対策に係
る経費を補助

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策等を目
的とした物品の購入および設置等に要する経費、
新たな需要に対応するための取組みに要する経費
を補助

対象者　県内に事業所を有する企業
　　　　個人事業主、各種法人等
助成額　10 万円　
助成率　4/5

対象者　県内の宿泊事業者
補助対象事業費上限額
　　　　500 万～ 1,000 万
補助率　1/2 ～ 4/5

従業員を解雇せずに、休業等を実施し従業員の 
雇用を守る事業主を支援

対象者　国の雇用調整助成金等を 9/10 の
　　　　助成率で支給決定を受けた事業者
補助率　雇用調整助成金等の 1/10
上限額　100 万

事業を開始するための機械器具、備品購入、販路
開拓費等を助成

対象者　令和２年１１月 1 日から
　　　　令和４年２月２８日までに創業した方
助成額　20 万円　　　助成率　3/4

補助金・助成金のご相談はお近くの商工会へ ※上記の補助金等には一定の要件・審査がありますのでご希望に添えない場合がございます。
　詳しくは右側のQRコードからご確認いただくか商工会へお問い合わせください。

IT ツールの導入により、業務効率化・売上アップ
といった経営力の向上・強化を支援

対象者　中小企業
　　　　小規模企業
補助額　150 万～ 450 万
補助率　1/2 ～ 2/3

福井県緊急事態宣言の発出等により、売上げが 
大きく減少した事業者の事業継続を支援

対象者　令和３年１～９月のいずれか１月
　　　　の売上が前年または前々年比
　　　　30％以上減少した事業者
給付額　5 万円または 10 万 / 月
　　　　（最大６ヶ月分６０万円まで）

新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再
編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い
切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の 
挑戦を支援

対象者　中小企業、小規模企業
　　　　中堅企業
補助額　6,000 万～ 1 億
補助率　1/2 ～ 2/3

詳
細
は
県
商
工
会
連
合
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
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LINE公式アカウント
はじめました！

福井県商工会連合会LINE公式アカウントでは補助金やセミナーなど
経営に役立つ様々な情報を発信していきます。

商工会ＩＴ支援のご紹介
　商工会では、会員事業所の業務効率化や財務改善、販路開拓等に役立つ様々なＩＴ支援を行っています。その中

からすぐに取り組める、おすすめのＩＴ支援をご紹介します。

　経理システム「ネットde記帳」を利用することで、記入が煩

わしい記帳や計算に時間がかかる決算書・申告書作成が簡単に行

え、経理業務に費やす時間を大幅に削減することができます。

　日々の仕訳を入力しておくだけで、資金繰り実績表や損益分岐点図

表などが自動で作成され、経営分析や経営計画立案に役立ちます。

　また「ネットde記帳」では、商工会の担当職員が事業所と同じ画

面を見ながら記帳や操作のアドバイスが行えるので、記帳から決算ま

で丁寧にサポートいたします。

経理システムの導入で業務効率化と財務改善

商工会の
記帳サポート

記帳指導
経理事務に不安がある方に、記帳・簿記の指導を

行っています。

自計指導
事業者自身がネットde記帳で経理業務が行えるよう、

システム導入や操作方法等の支援を行っています。

記帳代行指導
ネットde記帳の経理システムを活用し、商工会が

事業者に代わって記帳を行います。

決算指導
決算書の書き方や計算方法など、決算に関する指

導を行っています。

　ホームページ作成サービス「グーペ」を利用して、無料で自社ホームページを作成し、
事業ＰＲや商品紹介などが行えます。

　ホームページの作成方法や操作等は、商工会がしっかりサポートします。

ホームページを活用した情報発信

　ネットショップ作成サービス「カラーミーショップ」のフリープランを利用して、無料で
ネットショップの開設・運営ができます。
　場所・時間を問わずニーズのある商品の販売ができるネットショップを活用した、顧客

の開拓をお手伝いします。

ネットショップで販路拡大

商
工
会
事
業
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近畿大会最優秀賞　ダブル受賞！
青年部、女性部主張発表全国大会に
福井県代表両名の出場が決定！

　令和３年度近畿ブロック商工会青年部主張発表大会が９月３０日

（木）に滋賀県大津市のコラボしが２１にて開催され、福井県代表と

して北川将成さん（あわら市商工会青年部）が出場されました。

　今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より事前収録し

た主張発表が YouTube でライブ配信されました。

　北川さんは新聞小売業を営みながら、青年部活動を通じて得た経

験を発表し、「青年部はつらいときに励ましあえる同じ志を持った仲

間。今後も仲間と共に地域を笑顔にしていく活動をしたい」と熱く

語り、審査の結果、見事最優秀賞に選ばれました。北川さんは令和

３年１２月７日（火）に福岡県久留米市で開催予定の全国大会に近

畿ブロック代表として出場します。県内からの全国大会出場は２期

連続となります。 青年部活動について発表する北川将成さん
( あわら市商工会青年部 )

女性部活動について発表する杉早苗さん
（池田町商工会女性部）

福井県商工会連合会LINE公式アカウントでは補助金やセミナーなど
経営に役立つ様々な情報を発信していきます。 ＠850sreuz

QRコードを
スキャンして下さい。

追加を押して完了です

➡︎
補助金申請や支援給付に

登録が必要になる場合があります。
事前に友だち登録をお願いします。

【青年部近畿大会】

　令和３年度近畿ブロック商工会女性部主張発表大会が９月７日

（火）に兵庫県神戸市のホテルクラウンパレス神戸にて開催され、福

井県代表として杉早苗さん（池田町商工会女性部）が出場されました。

　今年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、会場では

人数制限を行い、同時に交流会の模様が YouTube でライブ配信さ

れました。

　杉さんは「〜池田町の未来を子ども達と一緒に〜」をテーマに女

性部活動を通じて地域の子ども達に商売の体験をしながら地域活性

化に貢献していることを発表し、審査の結果、見事最優秀賞に選ば

れました。杉さんは令和４年２月１５日（火）に大分県別府市で開

催予定の全国大会に近畿ブロック代表として出場します。県内から

の全国大会出場は８年ぶりとなります。

【女性部近畿大会】
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業況のDI値の推移

全体

製造業

建設業

⼩売業

サービス業
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▲ 50.0
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全体 製造業 建設業 ⼩売業 サービス業

中小企業景況調査� （令和3年７月～９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、前期（令和３年４〜６月期）▲30.1、今期は▲29.4と横ばいとなりました。

　来期（令和３年１０〜１２月期）は▲38.1(前期差8.7ポイント)となり、悪化する見通しです。

※ 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 ▲ 31.3 30.6 ▲ 35.2 ▲ 20.4 ▲ 7.0 ▲ 29.4

製造業

D Ｉ値 ▲ 18.4 32.4 ▲ 27.7 ▲ 13.5 2.9 ▲ 15.8

建設業

D Ｉ値 0.0 62.5 ▲ 25.0 4.1 ▲ 9.5 4.1

小売業

D Ｉ値 ▲ 40.0 19.6 ▲ 43.1 ▲ 27.4 ▲ 9.1 ▲ 46.0

サービス業

D Ｉ値 ▲ 46.2 ▲ 30.0 ▲ 37.2 ▲ 30.0 ▲ 11.6 ▲ 37.3

製造業 業　況：今期は改善し、来期はやや悪化する見通し

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：製品ニーズの変化への対応

建設業 業　況：今期は大幅に改善し、来期は悪化する見通し

経営上の

問題点

第１位：官公需要の停滞

第２位：材料価格の上昇

第３位：熟練技術者の確保難

小売業 業　況：今期はやや悪化し、来期はやや改善する見通し

経営上の

問題点

第１位：需要の停滞

第２位：大型店・中型店の進出による競争の激化

第３位：消費者ニーズの変化への対応

サービス業 業　況：今期は悪化し、来期も悪化する見通し

経営上の

問題点

第１位：需要の停滞

第２位：利用者ニーズの変化への対応

第３位：店舗施設の狭隘・老朽化

DＩ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

景気動向
天気図の見方

●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　

●業況のDI値の推移
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会員情報（経営動向）調査� （令和３年９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）」調査を実施しています。その中から抜粋して一部をご紹介し

ます。

コロナウイルスに関する影響について

�・�新型コロナウイルス感染症の影響が続いているが、中身は業種により様々。商業・サービス業は低迷が続いている。製造業では回

復基調の企業が増えているが、海外からの部品仕入が滞って製造に影響が出ているところもある。� (坂井地区)

�・�アパレル関連の繊維産業やお酒を主に扱う飲食店や宿泊業者が非常に厳しい。また施策に関しては非常に助かると言った声が多い

が、手続きに不安がる事業所も多い。� (高志・福井地区)

�・�客席を減らしたままの営業が続いており、テイクアウト事業等を強化しているが利益率が低く、新サービスを検討中。� (嶺南地区)

資金需要（運転、設備投資、借入期間）の動向、資金繰りの状況

�・飲食、宿泊業を中心に感染症対策の設備資金相談が多く、期間を長期にして据置で借入する事業者が多い。� (坂井地区)

・�前向きな設備投資を検討している事業者が増加している。しかし、一方で売上が減少している中、新規の借入を行うことで返済負

担が増加し、資金繰りが厳しいという事業所も少なくない。� (丹南地区)

・�前期（4月から6月まで）はほとんど資金需要はなかったが、据え置きの終了や前向き設備などの資金需要が高まっている。

� (嶺南地区)

雇用の状況（雇用調整・休業などによる雇用調整助成金の使用の有無、コロナウイルス前と現在の雇用状況の変化、人手不足等）

・�求人募集を行っても問い合わせがなく人材が不足している。公的機関の施策等で月毎の受注等が急に増えることがあり、急な対応

が難しい創業相談は増加傾向にあるが業種に偏りがみえる。� (坂井地区)

・経営環境の改善は当面期待できない様子であり、雇用調整助成金等の条件が元に戻る（悪くなる）ことを危惧する声は多い。

� (丹南地区)

・コロナ禍で厳しい景況ではあるが、創業案件は個人開業を中心に例年より多い状況にある。� (嶺南地区)

マル経融資斡旋状況(令和３年４月～9月)
　令和３年度に県内１３商工会が斡旋したマル経融資斡旋状況は、令和３年４月〜 9 月の期間において、

４億７，６７５万円の１０７件となりました。うち、運転資金の斡旋は３億３，８７６円の７６件、設備資金の借入

は１億３，７９９万円の３１件となりました。

マル経融資斡旋状況 令和３年４月～ 月
令和３年度に県内１３商工会が斡旋したマル経融資斡旋状況は、令和３年４月～ 月の期

間において、４億７，６７５万円の１０７件となった。うち、運転資金の斡旋は３億３，８
７６円の７６件、設備資金の借入は１億３，７９９万円の３１件となった。
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小規模企業共済制度・経営セーフティ共済のご案内

中小企業退職金共済制度のご案内

告知に問題のある方には、

がんのみを補償する

シンプル「が
ん」補償

  もあります。

全額自己負担となる所定の先進医療を
受けられたとき、何度でも補償します。
通算支払限度はありません。
※対象となる先進医療については、パンフレットの「補償のあらまし」ご確認ください。

がんの手術はもちろん、
病気・けがで所定の手術を受けられたとき、
何度でも補償します。
※傷の処置、切開術（皮膚、鼓膜）、抜歯等お支払いの対象外の手術

やお支払い回数に制限がある手術があります。

がんの入院はもちろん、
病気・けが入院も、日帰り入院から
補償します。

一旦治癒した後、がんが再発したと
診断確定されたときなどにも
診断共済金をお支払いします。 
※支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以

内であるときは、がん診断共済金をお支払いできません。

大切な、商工会会員の皆さま、だからこそ加入できる特別な制度です!

※新規ご加入の場合、共済期間の初日からその日を含めて90日（待機期間）を経過した日までにがんと診断確
定された場合は、がん診断共済金（がん手術共済金・がん入院共済金）はお支払いできません。（病気・けがの
手術共済金、入院共済金をお支払いできる場合があります。）

※同一事故においてがん手術共済金と病気・けがの手術共済金およびがん入院共済金と病気・けがの入院共

2021年11月1日午後4時から2022年11月1日午後4時まで
中途加入の場合、毎月1日午前0時から2022年11月1日午後4時まで

共済（補償）期間

ご加入できる方

共
済
金
額

がん診断共済金

病気・けがの手術共済金

病気・けがの入院共済金
（1日あたり）

がん手術共済金

がん入院共済金（1日あたり）

先進医療共済金

加入プラン

契約年齢

月払掛金 3,000円

満6歳～65歳

トータル「がん」プラン

満66歳～74歳

6,000円

シニアトータル「がん」プラン

100万円

5,000円 （1日～120日まで）

放射線治療共済金 5万円

手術の種類により 40万円～7.5万円

305万円～5万円

10,000円 （1日～無制限）

掛金と共済金

通算支払
限度なし

お支払日数
無制限

がん以外の
病気・けが
も対象

再発・転移
も安心

取扱代理店：株式会社ふるさとサービス  東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10F　TEL:03-3214-5710　　           引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社　担当課：広域法人部法人第一課  東京都千代田区三番町6-4　TEL:03-3515-4147
2021年9月作成　21-TC04667

5 安 心のつ
上皮内がん等の初期のがんでも、
診断共済金として、１００万円を
お支払いします。

がんと診断確定されたとき、
入院の有無にかかわらず一時金として

このチラシは福祉共済および東京海上日動火災保険（株）の団体総合生活保険（医療補償基本特約・がん補償基本特約）の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
ご不明な点等がある場合には、ご加入の商工会までお問い合わせください。

商工会の会員とその家族、会員の従業員とその家族、商工会・連合会の役職員とその
家族であって健康な方が対象となります。（健康状態に関する告知義務があります。）
※ただし2021年11月1日時点での満年齢が満6歳以上満74歳以下の方に限ります。（継続加入は満80歳まで）

「家族」とは…①配偶者、父母、子  ②同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫  ③配偶者の父母  をいいます。
※万一、商工会からの脱退や退職等により、加入者資格を喪失した場合には、お手数ですが、ご加入の商工会へ
ご連絡くださいますようお願いいたします。

初期のがんも
安心!1

再発・転移も
安心!2

入院も
安心!3

手術も
安心!4

先進医療も安心!5
1回のお支払いは実費の半額程度となります。

※一部の商工会においては取り扱っていない場合があります。お問い合わせ・資料請求はご加入の商工会まで

トータル がん 補償あなたも家族もまるごと守る！　頼れる補償の

66歳となった場合はシニアトータル「がん」
プラン（6,000円）に自動的に移行します。( ( （継続加入は満80歳まで）

※補償内容の詳細はパンフレットを参照してください。

商工会の福祉共済全国商工会会員福祉共済

済金はそれぞれ重複してお支払いしません。
＊1 2021年11月1日時点の年齢をいいます。
＊2 手術・放射線治療の内容・種類によっては回数の制限があったり、お支払いの対象とならない場合があります。
＊3 対象となる重大手術・先進医療については、パンフレットの「補償のあらまし」をご確認ください。

＊1

重大手術 20万円、入院中5万円、入院以外2.5万円
＊3

＊2

＊3

＊2

＊2

トータル「がん」補償と
「病気」の補償は

新型コロナウイルス
感染症も補償！

このページ内のお問い合わせ・お申し込みはお近くの商工会へ

告知に問題のある方には、

がんのみを補償する

シンプル「が
ん」補償

  もあります。

全額自己負担となる所定の先進医療を
受けられたとき、何度でも補償します。
通算支払限度はありません。
※対象となる先進医療については、パンフレットの「補償のあらまし」ご確認ください。

がんの手術はもちろん、
病気・けがで所定の手術を受けられたとき、
何度でも補償します。
※傷の処置、切開術（皮膚、鼓膜）、抜歯等お支払いの対象外の手術

やお支払い回数に制限がある手術があります。

がんの入院はもちろん、
病気・けが入院も、日帰り入院から
補償します。

一旦治癒した後、がんが再発したと
診断確定されたときなどにも
診断共済金をお支払いします。 
※支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以

内であるときは、がん診断共済金をお支払いできません。

大切な、商工会会員の皆さま、だからこそ加入できる特別な制度です!

※新規ご加入の場合、共済期間の初日からその日を含めて90日（待機期間）を経過した日までにがんと診断確
定された場合は、がん診断共済金（がん手術共済金・がん入院共済金）はお支払いできません。（病気・けがの
手術共済金、入院共済金をお支払いできる場合があります。）

※同一事故においてがん手術共済金と病気・けがの手術共済金およびがん入院共済金と病気・けがの入院共

2021年11月1日午後4時から2022年11月1日午後4時まで
中途加入の場合、毎月1日午前0時から2022年11月1日午後4時まで

共済（補償）期間

ご加入できる方

共
済
金
額

がん診断共済金

病気・けがの手術共済金

病気・けがの入院共済金
（1日あたり）

がん手術共済金

がん入院共済金（1日あたり）

先進医療共済金

加入プラン

契約年齢

月払掛金 3,000円

満6歳～65歳

トータル「がん」プラン

満66歳～74歳

6,000円

シニアトータル「がん」プラン

100万円

5,000円 （1日～120日まで）

放射線治療共済金 5万円

手術の種類により 40万円～7.5万円

305万円～5万円

10,000円 （1日～無制限）

掛金と共済金

通算支払
限度なし

お支払日数
無制限

がん以外の
病気・けが
も対象

再発・転移
も安心

取扱代理店：株式会社ふるさとサービス  東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10F　TEL:03-3214-5710　　           引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社　担当課：広域法人部法人第一課  東京都千代田区三番町6-4　TEL:03-3515-4147
2021年9月作成　21-TC04667

5 安 心のつ
上皮内がん等の初期のがんでも、
診断共済金として、１００万円を
お支払いします。

がんと診断確定されたとき、
入院の有無にかかわらず一時金として

このチラシは福祉共済および東京海上日動火災保険（株）の団体総合生活保険（医療補償基本特約・がん補償基本特約）の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
ご不明な点等がある場合には、ご加入の商工会までお問い合わせください。

商工会の会員とその家族、会員の従業員とその家族、商工会・連合会の役職員とその
家族であって健康な方が対象となります。（健康状態に関する告知義務があります。）
※ただし2021年11月1日時点での満年齢が満6歳以上満74歳以下の方に限ります。（継続加入は満80歳まで）

「家族」とは…①配偶者、父母、子  ②同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫  ③配偶者の父母  をいいます。
※万一、商工会からの脱退や退職等により、加入者資格を喪失した場合には、お手数ですが、ご加入の商工会へ
ご連絡くださいますようお願いいたします。

初期のがんも
安心!1

再発・転移も
安心!2

入院も
安心!3

手術も
安心!4

先進医療も安心!5
1回のお支払いは実費の半額程度となります。

※一部の商工会においては取り扱っていない場合があります。お問い合わせ・資料請求はご加入の商工会まで

トータル がん 補償あなたも家族もまるごと守る！　頼れる補償の

66歳となった場合はシニアトータル「がん」
プラン（6,000円）に自動的に移行します。( ( （継続加入は満80歳まで）

※補償内容の詳細はパンフレットを参照してください。

商工会の福祉共済全国商工会会員福祉共済

済金はそれぞれ重複してお支払いしません。
＊1 2021年11月1日時点の年齢をいいます。
＊2 手術・放射線治療の内容・種類によっては回数の制限があったり、お支払いの対象とならない場合があります。
＊3 対象となる重大手術・先進医療については、パンフレットの「補償のあらまし」をご確認ください。

＊1

重大手術 20万円、入院中5万円、入院以外2.5万円
＊3

＊2

＊3

＊2

＊2
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「病気」の補償は
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感染症も補償！
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商工会の福祉共済全国商工会会員福祉共済

済金はそれぞれ重複してお支払いしません。

＊1 2021年11月1日時点の年齢をいいます。

＊2 手術・放射線治療の内容・種類によっては回数の制限があったり、お支払いの対象とならない場合があります。
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トータル「がん」補償と「病気」の補償は新型コロナウイルス感染症も補償！

福祉共済があなたの
暮らしを守ります。
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はじめました！
商工会の事業活動、セミナー・講
習会のご案内、補助金・助成金の
ご案内等、会員のみなさまのお役
に立つ情報を発信して
い き ま す の で、 是 非�
ご覧ください。

いいね！
お待ちして
います！

福井県商工会連合会
Facebook 開設しました

創業相談・支援
経営相談・支援

●
●

●
●
金融相談・あっせん
補助金・助成金の
紹介・申請支援

●
●
税務・経理相談
労働保険事務代行

●
●
販路開拓
情報発信支援

●共済・保険制度 ●
●
経営セミナーの開催
専門家の無料派遣

創業から、事業拡大まで。
地域の商いを支える商工会の支援・サービス

商工会会員

募集中！\
/

ハローワークからのお知らせ
「ハローワークインターネットサービス」がさらに便利になります

福井県最低賃金の改正

　ハローワークの運営するWeb サイト「ハローワークインターネットサービス」の機能が拡充されました。「求

人者マイページ」を開設することで求人活動がさらに便利になります。求人活動にぜひご活用ください。

　令和３年１０月１日から福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

　時間額　８５８円　【お問い合わせ】福井労働局労働基準部　賃金室　TEL0776-22-2691

求人者マイページとは？
　求人サービスをオンライン上で受けられる事業者向けの専用ページです。求職者とのやりとりをオンライ

ン上で行えるので、採用業務が効率化されます。�【お問い合わせ】都道府県労働局または最寄りのハローワーク

無担保!!無保証!!低利率!!

マ ル 経
融 資 制 度 　県では、当初2年間の利子のうち0.5%の利子補給を行っています。

　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。
　詳しくは商工会にお問い合わせください。

資金のお使いみち 運転資金 設備資金

融資限度 2,000万円

ご返済期間
（うち据置期間）

７年以内
（１年以内）

10年以内
（２年以内）

備考 原則として、商工会の経営指導員より
６ヶ月以上の経営指導を受けている方

小
規
模
事
業
者

商 

工 

会

金
　
融
　
公
　
庫

日
　
本
　
政
　
策

①申込 ②推薦

③審査・融資

※融資には審査がありますので、ご希望に添えない場合がございます。

こんな時にご利用ください
□　運転資金として
　　　仕入資金、手形決算資金、給与・ボーナスの支払い等に
□　設備資金として
　　　工場・店舗の改装資金、車両購入、機械設備の購入等に

✓

✓

利率（年利）

1.21%
令和3年

10月1日現在

マル経融資（小規模事業者経営改善資金）

融資の流れ

そ
の
他
情
報



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

福井のブランド肉が
楽しめる本格焼肉店

shop�info

焼肉　味くらべ� 【住所】福井県三方郡美浜町郷市 4-11-8��【電話番号】0770-32-3333��【営業時間】17：00 〜 22：00��【定休日】月曜日

お店のインスタグラムは右の
QR コードからご覧ください。
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　平成 28 年に居酒屋としてスタートした味くらべさんは、

順調に経営を行う一方、美浜町内に焼肉店が 1 店舗もない

ことに新たなニーズを見出しておられました。そこに、新

型コロナウイルス感染症の影響でアルコール類を提供する

ことが難しくなり利用客も減少したことで、思い切って今

年の 8 月、国の「事業再構築補助金」を活用し「居酒屋　

味くらべ」から「焼肉　味くらべ」へと事業転換を行いま

した。

　福井のブランド肉である「若狭牛、福井ポーク、福地鶏」

全てが味わえる県内有数の店舗として再スタートを切って

からは地域の評判も高く、居酒屋の時ではあまり来客され

なかった家族等の客層も増え、今まで以上にお店に賑わい

が増したそうです。

　商工会の経営指導により事業再構築補助金を知ったこと

をきっかけに事業転換に挑戦しましたが、補助金の申請書

を記入することに大変苦労されたそうです。しかし、経営

指導員のサポートを受けながら申請書を書き上げ、無事採

択された時は苦労した分嬉しさも大きく、「商工会のサポー

トは非常に助かった。」とおっしゃっていました。

　「今後は、元々居酒屋であったことを強みに他の焼肉店

にはないメニューの開発・提供もしていきたい。」そうおっ

しゃり挑戦し続ける味くらべさんを商工会は伴走して支援

していきます。

1

32

4

１／福井のブランド肉 盛り合わせ  ２／商工会窓口で説明を聞く増井さん
３／補助金を活用して導入したロストルクリーナー洗浄機
４／コロナ禍でも安心の完全個室対応　※ふくい安全・安心飲食店認証店


