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中央会会員アンケート　結果報告

ふくい青年中央会　活動紹介

福井県商店街振興組合連合会 ～商店街の魅力、再発見！～

 中小企業組合検定試験のお知らせ　

中央会事業活用事例のご紹介　                               　

組合紹介　●芦原温泉旅館協同組合 

組合TOPICS　●フクイ建設技術フェア

職員コラム

特集　インボイス制度について

先進組合事例紹介

中小企業者等事業継続支援金について

Collaborate Fukui  No.182contents

連携事業継続力
強化計画

主な
連携の
類型

組合等を通じた連携
●同業種・異業種団体間で協力
●人員の融通、設備の共同導入
●車両・倉庫の相互利用　など

地域で連携
●共同避難計画、共同訓練
●電源・備蓄品の共同管理　など

サプライチェーンで連携
●需給情報、被害情報の共有
●上位企業による復旧支援　など

相互補完による連携
●代替生産、人員・設備の融通
●原材料・部品確保の協力　など

顧客からの信頼の向上
競争力の強化
地域経済の安定

なお、連携事業継続力強化計画の参加企業は、補助金の加点などの支援策が受けられます（ものづくり補助金など）

連携事業継続力
強化計画策定の
主なメリット

対策集約によりコスト抑制
物資や場所等の確保が容易に

集団化で発信力・
交渉力強化

被災しなかった
企業での代替生産

頻発する大規模災害や新型ウイルス等による感染症の流行に、個々の企業が単独
で対策を講じることには限界があります。他の企業と連携すれば、資源の融通、代替
生産や情報共有等、単独では対応できない部分を相互に支援しあえます。

独立行政法人 中小企業基盤整備機構北陸本部 企業支援部 企業支援課　〒920-0031 石川県金沢市広岡三丁目1-1 金沢パークビル10Ｆ TEL：076-223-5546



7月に実施しました本会の情報誌、メールマガジ
ン、組合のオンライン体制等に関するアンケート
の結果についてまとめました。
アンケートにご協力いただいたみなさま、誠に
ありがとうございました。

◆アンケートの目的
本アンケートは、更なる会員組合への支援（組合
運営支援、補助金の案内等）及び会員組合の満足度
向上のために実施しております。

中央会会員アンケート 結果報告中央会会員アンケート 結果報告

◆アンケート結果

①中央会が発刊している情報誌について

Q1．情報誌が届いた後、どうなされていますか。（複数回答）

事務局職員が読んでいる

事務所で保管している

理事長が読んでいる

組合運営を進める上で参考になったことがある

理事長以外の役員が読んでいる

事務所で配架している

組合員企業の活性化を図る上で参考になったことがある

組合員が読んでいる

共同事業を進める上で参考になったことがある

Q2-1．情報誌に掲載されている内容で良かった内容

◦総会終了後の手続きについて	 ◦組合紹介、組合の活動紹介
◦ものづくり補助金活用事例紹介	 ◦補助金活用事例
◦補助金などの国の施策の説明など	 ◦伝統工芸品関係の記事
◦組合運営管理に関する情報	 ◦職員コラム
◦新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた総会手続きFAQ

Q2-2．情報誌に掲載してほしい内容

◦共同事業の事例	 ◦他県のSCのリーシング実施例
◦組合運営に係るQ＆A	 ◦新製品開発等の紹介など
◦組合員との円滑な人間関係の構築法	 ◦売上につながる戦略法
◦事業継続力強化計画策定に係る支援の取組み内容や具体的な事例紹介等
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②中央会が配信しているメールマガジンについて

Q3．本会がメールマガジンを配信しているこ
とはご存じですか。

Q4．メールマガジンが届いた後、どうなされていますか。（複数回答）
　　 ※Q3．で知っている・見ていると回答した方のみ

事務局職員が読んでいる

理事長が読んでいる（転送している）

組合運営を進める上で参考になったことがある

共同事業を進める上で参考になったことがある

理事長以外の役員も読んでいる（転送している）

組合員も読んでいる（転送している）

組合員企業の活性化を図る上で参考になったことがある

Q5-1．今までのメールマガジンで掲載された内容で良かった内容

◦組合向けの災害時の事業継続のサポート
◦補助金関連の情報
◦コロナ関連の助成金制度について
◦中央会支援メニュー

◦県からのお知らせ
◦新型コロナウイルス感染症関連の情報
◦ふく割について
◦企業のサイバーセキュリティ対策について

Q6．どのようなツール（手段）で中央会からの
情報を受け取りたいでしょうか。

知っている・
　見ている

知らない・
見ていない

中央会
ホーム
ページ

FAX

郵送

情報誌

メール

LINE Facebook
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Q5-2．今後掲載してほしい内容

◦特化した共同事業事例	 ◦県内のお得情報（店や施設等）
◦補助金や支援施策等	 ◦組合、企業の色々な取り組み事例
◦売上につながる商品アピール	 ◦各給付金、支援金等のチェックシート

③組合のオンライン体制について

Q7．組合事務局にオンライン会議をするため
の機材（パソコン、カメラ、マイクネット
環境等）がそろっていますか。

Q9．これまでにオンライン会議ツールを使用
したオンラインセミナーやオンライン会
議等に参加したことはございますか。

そろっていないと回答した方に「そろって
いない機材は何ですか」とお聞きした結果、1
番多かったのはマイク、次にカメラでした。
ネット環境やパソコンがないと回答された方
も複数いらっしゃいました。

Q8．組合でオンライン
会議を実施して
いますか。

Q10．バーチャルオンリー型組合総会・理事
会を開催できるよう、中小企業等協同
組合法施行規則が2021年5月14日に
改正されましたが、組合で取り入れた
いと思いますか。

そろって
いない

そろって
いる

あるない

実施
していない

実施
している

活用する
予定はない

検討したい

活用して
みたい

実施していないと回答した方に今後実施す
る予定はあるかお聞きした結果、実施する予定
はないと回答した方が過半数以上いらっしゃ
いました。
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④その他組合運営全般　※ここでは、いただいたご意見の一部を掲載しています。

Q11．中央会が主催するセミナーで取り上げてほしいテーマ

◦異業種の組合が交流できる場（セミナー等）、
　事務局間の交流
◦M＆Aについて
◦BCP策定について
◦財務諸表（BS、PL）の読み方
◦コロナ感染対策の補助金メニューについて
◦従業員の仕事への取組強化策
　（やる気を起こさせる対策法）

◦人材育成について
◦労務関連のセミナー
◦人材確保に関するセミナー
◦IT活用経営戦略
◦諸制度改正に伴う具体的な取組方法、事例
◦ポジティブに仕事が出来るような
　自己啓発セミナー
◦組合事務局職員に対する研修

Q12．組合及び組合員企業の事業活動でお悩みの点やお困りごとはございますか。

◦組合事務局職員のスキルアップ
◦組合事務局職員の採用
◦コロナ禍での売上不振
◦コロナの影響で組合事業（特に対面）の実施が
　停滞している
◦組合員の事業継承問題
◦組合員の減少

◦今後の組合活動のあり方
◦コロナ禍での青年部活動
◦若い人材の不足、業界のPR
◦最低賃金について
◦高齢化による人手不足
◦DXへの対応
◦組合施設の老朽化対策

Q13．組合事務局に日々の業務でお悩みの点やお困りごとはございますか。

◦規程、規約等の変更
◦職場環境整備
◦組合運営の知識不足
◦人手不足

◦資金繰り
◦コロナの影響による展示会や研修会の中止
◦IT化

～ 貴重なご意見をいただき、ありがとうございました ～
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8/6（金）UBAコミュニケーショングループ（組合どうしの壁をとかすグループ）主催によるウェブ会議ツー
ルZoomを活用した正副会長会議を開催し、14青年部26名が参加しました。
初めてとなるリアル会場とオンライン参加者を繋ぐハ
イブリッド形式にて行われ、中山会長（協同組合ゴールド
ショッピングセンター青年部会）と辻副会長（福井県保険代
理業協同組合青年部）の司会により、参加者全員に事前登録
していただいた“ふくいUBA図鑑”をもとに各青年部の活動
紹介・自己紹介・企業紹介を行っていただきました。
アニメ好きが共通点となった参加者同士では専門用語が
飛び交い、お二人はとても盛り上がってました。

福井県内にはコロナ禍でも頑張っている商店街がたくさんあります!商店街振興組合連合会事務局が商店
街を回って見つけたお店をご紹介します。

「家族の様な温かみのある顔の見える田原町商店街」
田原町商店街は、福井市の中央より北部に位置し、福井大学に隣接する文京地区に位置します。商店街の
活性化のため福井大学と連携をしており、平成16年に情報発信基地（たわら屋）をオープンさせ、現在も活
動を続けています。夏祭りなどの地域密着型イベントを開催し、地域コミュニテイの担い手として、家族の
ように温かい商店街を目指しています。

〜オンラインde正副会長会議〜
ふくい青年中央会 活動紹介ふくい青年中央会 活動紹介

〜商店街の魅力、再発見！〜
福井県商店街振興組合連合会福井県商店街振興組合連合会

昔ながらのこだわりの製法！
町のみんなから愛されるパン屋さん

100種類以上のパンを提供しているパン屋さ
ん。その中でもロングセラー商品である「ミルク
パン」と「ミルティ」は60年変わらない製法で作
り続け、多くのファンが存在しています。これ
からも素材、製法、品質にこだわり続ける初代
店長のパンを一度ご賞味ください。

ベーカリーマルキ　福井市文京2丁目7-16
営業時間 7：15〜18：30 （定休日：日曜、第3月曜）

より良いものをより安く！
お客様想いの八百屋さん

野菜、果物、魚、肉、お惣菜、日用品など、
何でもそろう八百屋さん。新鮮な商品、無添加
のお惣菜などを取りそろえ、店長のこだわりと
思いやりが垣間見えます。皆様が探していた逸
品が見つかるかもしれません。ぜひ一度当店へ
お越しください。

栗波商店　福井市文京2丁目4-14
営業時間 7：00〜19：00 （定休日：日曜、祝日）
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中小企業組合検定試験に合格し、かつ組合等での実務経験が3年以上ある方に与えられる資格です
（全国中小企業団体中央会により認定）。検定試験の内容は、事務局運営をスムーズに行うために必要
な基礎的、実務的知識について行われます。
現在、全国で約3,000名の方が、中小企業組合士として組合（事業協同組合、商工組合、信用組合、
企業組合、協業組合など）はもちろん、商工組合中央金庫、中小企業団体中央会等それぞれの分野で
活躍しています。
中小企業組合士は、まさに組合運営のエキスパートです。

中小企業組合士とは？

中小企業組合検定試験のお知らせ中小企業組合検定試験のお知らせ
～お申し込み方法や詳細などは福井県中央会までお問い合わせください～～お申し込み方法や詳細などは福井県中央会までお問い合わせください～

挑戦して

みません
か？

挑戦して

みません
か？

組合役員、事務局職員の方にぜひ受けていただきたい資格です！

組合役員、事務局職員の方にぜひ受けていただきたい資格です！
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「諸制度改正に伴う専門家派遣等事業」を活用してDXをテーマにした講習会を開催！

協同組合武生問屋センター

組合活力向上事業を活用してSCの課題について講習会を開催！

協同組合勝山サンプラザ

「中小企業におけるＤＸの推進について」をテーマに講習会が実施されました。

当組合では、企業の活動におけるデジタル変革の必要性が叫ばれる中、多くの組合員企業がその重

要性を認識しながらも、具体的に何から、どこから取り組めば良いかが分からず、デジタル化が進ま

ない現状が課題となっていました。そこで、組合員企業がＤＸの本質や中小企業における取り組み事

例を知って、少しでもDXに取り組んでもらえるようにと今回の講習会を企画されました。

当組合では、コロナ禍による経営環境の大きな変化や組合員の事業承継など様々な課題を抱えてい

ました。そこで、3回にわたりこれらのSCの課題に関する講習会が実施されました。

事例研究のほか、講習会の中で行われ

たディスカッションでは、共同店舗内	

外の強みや課題を洗い出し、分析を行い

ました。

講　師

合同会社アイティ経営ラボ　
代表社員　ITコーディネーター

横 屋 俊 一 氏

中央会事業活用事例中央会事業活用事例

中央会事業を活用して講習会を実施！中央会事業を活用して講習会を実施！

第1回目「SCの内外課題の明確化・共有化」

第2回目「SCの内外課題・強み等を活かした分析」

第3回目「SCの活性化方向・方針づくり」

テーマ

◦DXに取り組むことは難
しいと思っていたが考え
が変わった。　　　など

参加者の声

◦地域に必要な機能を果たす必
要があると感じた。

◦新たな計画づくりに活かして
いきたい。　　　　　　など

参加者の声
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◆あわら温泉とは

あわら温泉の開湯は明治16年、「関西の奥座敷」としてお客様に親しまれており、年間100万人を越す浴

客が訪れる福井屈指の温泉です。現在、源泉は74本あり、お湯の共同管理はしていません。あわら温泉の

特徴は、このお湯の共同管理をしていないところにあります。自家噴泉で各組合員が源泉を所有しているた

め、それぞれの旅館で温度や質が異なり、その違いを楽しむことができるのです。

◆組合の取組み

当組合は、あわら温泉を盛り上げる「湯かけまつり」や地域の小学生向けの入浴体験を実施し、少しでもあ

わら温泉に親しんでもらう取組みをしています。

青年部でもあわら温泉を盛り上げようと様々な積極的な活動を行っているほか、女将の会では女将たちが

田植えから行って造ったオリジナルのお酒を旅館で提供・販売しています。

◆コロナ禍での現状

以前は、県外客やインバウンド客が多く訪れ、温泉街も賑わっていましたが、現在は県内客がほとんどだ

といいます。また、県内客も日帰りが多く、宿泊の予約が少ないことやせっかく宿泊予約が入っても、県内

でコロナ感染者数が増えてくるとキャンセルも増えるという状況にあり、組合員の旅館では休業日が増えて

いるところもあります。

組 合 紹 介組 合 紹 介

芦原温泉旅館協同組合

◇代表理事：伊藤　和幸	 ◇設　立：1968年12月1日
◇組合員数：15	 ◇所在地：あわら市舟津48字19番地の1
◇ホームページ：https://awara-onsen.org

組合概要
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今年8月は県内でインターハイがあったため、組合員の旅館には出場する県外の高校生や関係者の宿泊予

約が入り、休業する旅館は多くありませんでしたが、7月は全国各地で緊急事態宣言やまん延防止措置が発

令され、さらに県内でも県独自の緊急事態宣言が発令された影響で、書き入れ時の夏休み期間は非常に厳し

い状況でした。

◆コロナ禍での取組み

毎年行っていた湯かけまつりが中止となったため、代わりとなるイベント「お湯かけジャー」を実施しまし

た。あわら市内の12のこども園で開催した当イベントは、1園につき2Lのお湯を使用して、園児たちに楽

しんでもらうイベントです。

また、あわら市と連携した取組みを行っています。その1つとして、あわらサマープレミアム商品券あわ

ら温泉キャッシュバックキャンペーンとして、商品券1セット12枚綴りを丸ごと当組合の組合員旅館での支

払いに利用した場合、1,000円をキャッシュバックするお得なキャンペーンを実施しました。

その他にも、様々な泉質を楽しめるといったあわら温泉の特徴を活かして、温泉めぐりができるような取

組みを今後考えているとのことです。

◆今後の展望

今後、現在停止中のふくいdeお得キャンペーン、あわら市の宿泊キャンペーンが再開されるなど様々な宿

泊キャンペーンが実施される予定です。これからの時期は越前ガニシーズンということもあり、キャンペー

ンを利用して多くの方々があわら温泉に泊まりにきていただけることを期待しているそうです。

また、本県では、2024年新幹線開業に向けて様々な準備が進められています。当組合でも、新幹線開業

による観光客増加に期待を膨らませ、日帰りを含めて多くの人にあわら温泉を楽しんでもらいたいと考えて

いるそうです。
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組合Topics 　

当組合では、建築関係の企業や官公庁職員、一般

の来場者などに福井の繊維を表現した越前瓦外壁材

「WOVEN	CERAMIC	ECHIZEN」について説明されて

いました。

会場で組み立てられたデザイン性の高い「WOVEN	

CERAMIC	ECHIZEN」は、来場者の注目を集めていま

した。実際に間近で見ると、金具で固定されているた

め、安定感があることが分かります。また、越前瓦外

壁材は手に取ることもでき、今までの瓦にはあまりな

かった軽量化された外壁材であることを感じることが

できます。

福井県瓦工業協同組合

「フクイ建設技術フェア」が9月8日、9日に開催され（オンライン展示は8月23日（月）～2022年4月29日

まで）、福井県瓦工業協同組合、福井県防水工事協同組合、福井県板金工業組合などが出展しました。会場

では、来場者に対して各分野における製品・工法および活用事例等についてPRされていました。

当組合では、長年蓄積してきた技術力、ノウハウ

を背景にトーチ工法用の改質アスファルトルーフィ

ングシート「メルトーチ」を開発され、トーチバー

ナーによる加熱融着工法による水密性の高さや耐久

性に優れていることなど様々な特徴をパネルで説明

されていました。

また、高校生を対象とした体験ブースでは、様々

な種類の防水シートの上でパットゴルフをして、パ

ターがボールに当たったときの感触や滑りやすさ、

ゴルフボールの転がり方を体験できるイベントを

行っていました。

福井県防水工事協同組合

組み立てる前の「WOVEN	CERAMIC	ECHIZEN」▶
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 　組合Topics

　当組合の高校生体験ブースでは、空調・換気・排

煙といった空気の流れを確保するためのダクトの組立

て体験を行っていました。

また、寺院の向拝に見られる唐破風に一文字葺とい

う工法を施す様子を間近で見ることができました。こ

のような唐破風への施工は減少しているため、若手職

人が作業する機会はなかなかないそうです。2日間か

けて行われるこの作業は、若手職人の育成の一環にも

なっているとのことです。

福井県板金工業組合

Collaborate	Fukui	182号をお読みいただきありがとうございます。今年度2回目の職員コラムは連携支

援課の青木が担当させていただきます。

さて、コロナ禍で様々な事が制限される中、毎日のモチベーションが上がらない方もいらっしゃると思い

ます。そういう時、私は漫画を読んでモチベーションを上げています。漫画は子供の読み物と思われがちで

すが、中には心を揺さぶるような熱い漫画やビジネスに役に立つ漫画もあります。私は小学校からバスケを

続けており、数ある漫画の中でも“スラムダンク”は私のバイブルとなっています。“諦めたらそこで試合終了

ですよ”という安西先生の言葉、今でも心に刻まれています。「諦め

ずに挑戦し続ければ、道は開ける」という意味があるこの言葉は、

人生で大事なことを教えてくれました。

外出しにくい世の中なので、自宅で落ち着いて漫画を読んでみ

るのも良いかもしれません。皆さんのお勧めの漫画がありました

ら、教えていただけると嬉しいです。

「私のモチベアップ法」

第 2 回

職員コラ職員コラムム

▲ベテラン職人（左）と若手職人（右）
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1．適格請求書等保存方式の概要
令和5年10月1日から複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」（いわゆ
るインボイス制度）が導入されます。
適格請求書等保存方式の下では、「帳簿」及び税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請
求書発行事業者」が交付する「適格請求書」（いわゆるインボイス）などの請求書等の保存が仕入税額控除の要
件となります。

適格請求書とは？

適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、
一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。
記載事項は、以下のとおりです。（下線の項目が、区分記載請求書の記載事項に追加される事項で
す。）

　　　インボイス制度について　　　インボイス制度について特集

名称を問わず、また、手書きであっても、

もの

区分して 区分して

ビール

××年11月30日

××年11月30日

T012345・・・

T123456・・・

区分した消費税額等

い

等の取引について、
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２．適格請求書発行事業者登録制度
○適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。
○適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出（以下「適
格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することを「登録申請手続」といいます。）し、登録を受ける必要
があります。
　登録は、課税事業者であれば受けることができます。

インボイス制度について組合で講習会をしたい、専門家に相談したいなどといった場合には、中央会事
業をぜひご活用ください。専門家謝金や会場借上料などを補助します。お気軽にお問い合わせください。

事業者は以下の

等

手続

≪登録申請のスケジュール≫

令和 導入５

令和３ 令和５ 令和５

　適格請求書発行事業者の登録を受けている事業者において、翌課税期間の基準期

間における課税売上高が１,０００万円以下となった場合の納税義務

は

手続

の効力が失われ

なお、登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。

手続

 登録申請手続は、令和３年 10 月１日から行うことができます。適格請求書等保存方式が導入される令

和５年10 月１日から登録を受けるためには、原則として、令和５年３月 31 日までに登録申請手続を行

う必要があります。

出典：消費税軽減税率制度の手引き｜国税庁ホームページ
（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01-1.htm）
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先進組合事例紹介先進組合事例紹介

■背景・目的
当組合では人物や色鮮やかな花などを織物で再現した高品質ブランド「越前織」を確立しており、主要商品

のネームタグは国内シェアの約80%を誇っている。しかしながら近年、大手アパレルメーカー、有名ブラ

ンドのタグが織ネームからプリントネームに移行してきたことやアパレル業界の低迷に起因して受注が減少

し、業界では厳しい状況が続いている。そこで、越前織の認知度向上を目指すことで産地活性化および組合

の受注拡大を図ろうと市と連携して越前織PR事業を展開することとした。

■取組みの手法と内容
平成27年より、自治体を対象とした全国シティセールスストラップデザインコンテストを本組合と坂井

市で共同開催している。本コンテストでは、自治体職員が着用するネームストラップに織り込みたい地域の

特産品やキャラクター、建造物など「まちの魅力」を表すデザインを募集し、選考の結果大賞に選ばれた団体

に応募デザインが織り込まれた越前織オリジナルストラップ100本を贈呈することにより、耐久性に優れる

など機能性が高い越前織の特性や、織物で表現することが難しいとされる人物や風景を織り込む技術力や魅

力をPRしている。本事業は、市が宣伝募集を行い、組合員が贈呈するス

トラップを制作する体制をとっており、大賞作品を選ぶために市、組合、

専門家によって結成された選考委員会では、技術的な視点で審査するな

ど、組合員の能力が発揮されている。また、複雑なデザインを織るため

には高い技術が必要となるため、組合員の技術向上にもつながっている。

令和元年度からは大学や企業等へコンテストの募集対象を広げ、自治

体だけではなく一般にも普及していきたいと考えており、企画規模を拡

大する予定である。

■成果とその要因
本事業を実施後、平成29年には丸岡城の入場券として越前織でしお

りを制作、福井しあわせ元気国体2018の記念品に、坂井市の特産品と

して越前織のコースターとマスコットを制作するなど、坂井市との密接

な関係が続いている。さらに、コンテストを契機に2020年東京オリン

ピック関連の受注を受けるなど全国の自治体から受注があり、ネームス

トラップの受注額は事業実施前に比べ大幅に増加。ネームストラップを

多用する自治体という媒体に着目し越前織の魅力を発信できたことが大

きな要因であると考えられる。

坂井市との連携による越前織PR事業の展開

丸岡ファインテックス協同組合丸岡ファインテックス協同組合
住　　所 〒910-0251　福井県坂井市丸岡町一本田福所23-12-6
Ｕ Ｒ Ｌ http：//www.echizenori.jp/
設　　立 昭和25年2月 主な業種 繊維工業
組合員数 38人 出 資 金 22,511千円

発信力を持つ市と連携し、自治体を対象にしたコンテストを開催するという目新しい取組みを行
うことで越前織の認知度向上を図ったこと。Point

※本掲載内容は2020年3月時点の内容です。

全国中小企業団体中央会発行　先進組合事例抄録2020・3　P43より

コンテストの表彰式で受賞した団体
にオリジナルの越前織ストラップが
贈呈された

オリジナルデザインの越前織ストラップ
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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皆様の事業継続を支援する「中小
企業者等事業継続支援金」の制度が改正されました。（改正箇所は網掛け下線）

○受付期間
令和3年7月26日（月）から同年12月28日（火）まで　令和3年9月30日（木）から延長されました

○受付方法
申請書類を「簡易書留など郵便物の追跡ができる方法」で郵送

※令和3年12月28日（火）の消印有効です。

　令和3年12月29日（水）以降の消印は無効となりますのでご注意ください。

○申請に必要な書類の入手方法
下記いずれかの方法にて、申請に必要な書類等を入手することが可能です。
①「福井県中小企業者等事業継続支援金」のホームページからダウンロード
　URL：https：//www.fukui-jigyo-keizoku.com
②県内各市町、商工会、商工会議所、商工会連合会の窓口

○給付額
1事業者につき1か月あたり10万円（最大6か月分）
※売上が50%以上減少している月が、1か月の場合は10万円、2か月の場合は20万円、3か月の場合は30万円、4か

月の場合は40万円、5か月の場合は50万円、6か月以上の場合は60万円となります。

※これまでに中小企業者等事業継続支援金を申請し、中小企業者等事業継続支援金を受給した月は給付対象外となり

ますのでご注意ください。

※複数回に分けて申請することも可能ですが、申請する月が重複しないようご注意ください。

※事業者単位の申請になるため、事業所が個々に申請することはできません。

〇申請要件
令和3年1月から9月までの何れか1月の売上（※）が前々年または前年の同じ月と比べ50%以上減少して
いること。※福井県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金を含む

その他申請要件は福井県中小企業者等継続支援金ホームページをご確認ください。

○お問い合わせ
福井県事業継続支援金コールセンター
［専用ダイヤル］0776-50-6458　［受付時間］9：30～16：30（土、日、祝日を除く）

中小企業者等事業継続支援金の制度が改正されました中小企業者等事業継続支援金の制度が改正されました
※掲載内容は令和3年9月8日時点の内容です。

宛先　〒910-8691　福井中央郵便局留め
　　　福井県	中小企業者等事業継続支援金申請事務局　宛て

支援金ホームページは
こちらからも

ご覧いただけます。

★福井県令和3年度9月補正予算が成立した場合、令和3年1月から9月までの何れか1月の売上げが対
前々年または対前年同月比で30%～50%減少した事業者に1か月あたり5万円支給されます。今後、
さらに支援金制度改正があった場合には、中央会ホームページ、メールマガジンおよび組合巡回時に
お知らせいたします。
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福井本社／〒918‐8108 福井市春日3丁目620番地　　　　　TEL.（0776）35‐3333㈹
東京本社／〒169‐0075 東京都新宿区高田馬場1丁目21‐13　TEL.（03）3200‐7777㈹
E-mail kawadaya@ruby.ocn.ne.jp

ココロを表現する

想像力が色づく

豊かな感性と確かな技術。

大樹－KB－2021－167

●特　色
１事業主が負担する掛金は加入従業員１人あたり月額
30,000円まで損金計上可能（所得税法施行令第64条・
法人税法施行令第135条）
　2021年4月現在の税制に基づいた記載です。今後税制
改正が行われた場合には記載の内容と相違する場合があ
ります。

２掛金納入月数60月以上の従業員が死亡以外の事由によ
り退職した場合、年金による受取が可能

※詳しくは、福井県中小企業団体中央会の退職金共済規程
および特定退職金共済制度パンフレットを必ずご覧くだ
さい。

資料の請求とお問い合わせ

中央会の

特定退職金
共 済 制 度

大樹生命保険株式会社

福井県中小企業団体中央会 ☎（0776）23‐3042

福井市大手3丁目12‐20 冨田第一生命ビル3階

地震危険補償特約で
万が一に備えましょう！
地震危険補償特約で
万が一に備えましょう！
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中央会会員アンケート　結果報告

ふくい青年中央会　活動紹介

福井県商店街振興組合連合会 ～商店街の魅力、再発見！～

 中小企業組合検定試験のお知らせ　

中央会事業活用事例のご紹介　                               　

組合紹介　●芦原温泉旅館協同組合 

組合TOPICS　●フクイ建設技術フェア

職員コラム

特集　インボイス制度について

先進組合事例紹介

中小企業者等事業継続支援金について

Collaborate Fukui  No.182contents

連携事業継続力
強化計画

主な
連携の
類型

組合等を通じた連携
●同業種・異業種団体間で協力
●人員の融通、設備の共同導入
●車両・倉庫の相互利用　など

地域で連携
●共同避難計画、共同訓練
●電源・備蓄品の共同管理　など

サプライチェーンで連携
●需給情報、被害情報の共有
●上位企業による復旧支援　など

相互補完による連携
●代替生産、人員・設備の融通
●原材料・部品確保の協力　など

顧客からの信頼の向上
競争力の強化
地域経済の安定

なお、連携事業継続力強化計画の参加企業は、補助金の加点などの支援策が受けられます（ものづくり補助金など）

連携事業継続力
強化計画策定の
主なメリット

対策集約によりコスト抑制
物資や場所等の確保が容易に

集団化で発信力・
交渉力強化

被災しなかった
企業での代替生産

頻発する大規模災害や新型ウイルス等による感染症の流行に、個々の企業が単独
で対策を講じることには限界があります。他の企業と連携すれば、資源の融通、代替
生産や情報共有等、単独では対応できない部分を相互に支援しあえます。

独立行政法人 中小企業基盤整備機構北陸本部 企業支援部 企業支援課　〒920-0031 石川県金沢市広岡三丁目1-1 金沢パークビル10Ｆ TEL：076-223-5546
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