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北海道官公需適格組合協議会
通常総会開催

コロナに負けない！
がんばる会員組合の活動紹介

ものづくり補助金活用事例紹介
～株式会社千幸社～
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01 北海道中小企業組合士会通常総会開催／
北海道官公需適格組合協議会通常総会開催／
北海道中小企業青年中央会通常総会開催
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02 コロナに負けない！がんばる会員組合の活動紹介
03 新型コロナウイルス対策のお知らせ
04 令和元年度 補正ものづくり補助金 2 次締切の採択結果が発表されました！
05 ものづくり補助金〔一般型〕
（4 次締切分）の公募について
06 新型コロナウイルス感染症の中小企業組合等への影響調査結果
07 家賃支援給付金の申請受付を開始しました
08 中小企業組合検定試験に挑戦！

〜組合制度編〜

09 税理士が 3 分解説！
「知っ得！コロナに負けない！税制のまとめ」
〜小島史資事務所 税理士・公認会計士 小島

史資

氏〜

10 ものづくり補助金活用事例紹介〜株式会社千幸社〜
12 7 月の道内景況
14 支部だより
16 中小企業大学校旭川校からのお知らせ
中小企業基盤整備機構からのお知らせ

お詫びと訂正
8月号『暑中見舞い』協賛広告欄のご芳名に誤りがありました。次のとおり訂正しますとともに、ご
迷惑をおかけした皆様にお詫び申し上げます。
P29

苫小牧地区中小企業団体事務長会

会長

（誤）牧野 俊夫

→ （正）牧野 敏夫

同

函館地区中小企業団体事務長会 会長

（誤）平井 等

→ （正）
高橋 正幸

同

釧根地区中小企業団体事務長会

（誤）佐藤 幸士

→ （正）
横田 治

（誤）
荒磯 宜久

→ （正）荒磯 宣久

P61

苫小牧地区トラック事業協同組合

会長
代表理事

令和2年度 中小企業組合検定試験のご案内
全国中小企業団体中央会による中小企業組合検定試験は、
札幌市において下記の日程での実施を予定してい
ます。
中小企業組合にもガバナンスの充実が求められる今、
広く社会の信頼を高め社会的責任を果たすには、
組合
運営の経験と専門知識を備えた人材が必要です。
組合の実務を担う皆さまの積極的な挑戦をお待ちしています。
1

試 験 日

令和2年12月6日（日）

2

試験時間

⑴組合会計

10：00〜12：00

1科目受験

4,400円

⑵組合制度

13：00〜14：20

2科目受験

5,500円

⑶組合運営

14：40〜16：00

3科目受験

6,600円

4

3

受 験 料

お申込み
受験を希望される方は願書を送付しますので、以下のお問合せ先までご連絡ください。
10月15日（木）までに北海道中央会へ願書を送付し、受験料をお支払いください。

お問合せ先

北海道中小企業団体中央会（担当：企画情報部） TEL：011-231-1919
MAIL：shirayoshi@h-chuokai.or.jp

※消費税等含む

FAX：011-271-1109

北海道中小企業組合士会 通常総会開催！
6月24日、稚内信用金庫札幌支店会議室において、北海道中小企業組合士会（会員135人）の通常総会が開催
されました。総会では、鈴木会長の開会挨拶後、全国中小企業組合士会連合会から会員3名に対し表彰状が贈
呈される旨の説明があり、その後、提出された全議案が満場異議なく承認されました。任期満了に伴う役員改
選では、会長に鈴木英弘氏（北海道税理士協同組合事務局長）、副会長に山岡芳夫氏（札幌市管工事業協同組合
事務局長）、村田京華氏（江別工業団地協同組合専務理事）、浜岡雄史氏（協同組合日専連旭川理事長）がそれぞ
れ再任されました。

北海道官公需適格組合協議会 通常総会開催！
6月26日、ホテル札幌ガーデンパレスにおいて、北海道官公需適格組合協議会（会員22組合）の通常総会が
開催され、
山田修三会長挨拶の後、議案審議に入り、令和元年度事業報告・収支決算、令和2年度事業計画、
収支
予算など全議案が満場異議なく承認されました。任期満了に伴う役員改選では、新たに山田耕作氏（千歳市環
境整備事業協同組合理事長）が会長、佐藤安幸氏（札幌市管工事業協同組合理事長）が副会長、齊藤一史氏（恵庭
まちづくり協同組合理事長）、成田才仁氏（苫小牧管工事業協同組
合理事長）が理事、上林登氏（札幌エネルギー協同組合理事長）、赤
羽幸雄氏
（戦略経営ネットワーク協同組合理事長）が監事に就任さ
れました。
総会では、
新型コロナウイルスが各組合・各業界の事業環境に及
ぼす影響や今後の対応策について活発な情報交換が行われたほ
か、協議会を挙げて官公需適格組合制度のさらなる普及と発展に
努めていくことを確認し、閉会しました。

新たに選任された山田新会長
（左）
、
勇退された
山田前会長
（右）

北海道中小企業青年中央会 通常総会開催！
7月7日、本会会議室において、北海道中小企業青年中央会（会員58組合青年部）の通常総会が新型コロナウ
イルス感染拡大の影響から規模を大幅に縮小し開催されました。今回は、大久保会長の挨拶後、議案審議が行
われ、令和元年度事業報告・収支決算、令和2年度事業計画、収支予算など全議案が満場一致で承認されたほ
か、任期満了に伴う役員改選では、会長に安藤慎也氏（札幌電
気工事業協同組合青年部）、副会長には熊谷広司氏（北海道テ
ントシート工業組合青年部）が新たに選出されました。
また、大久保前会長においては、今年度、北海道としては初
めて、47都道府県の青年中央会で構成される全国中小企業青
年中央会の会長に就任されたほか、東北・北海道の7道県で構
成される東北・北海道ブロック連絡協議会の会長にも就任さ
れ、
今後の活躍が期待されています。

大久保前会長
（左）
、安藤新会長
（右）
ニュースレポート中央会2020.
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コロナに負けない！
がんばる会員組合の活動紹介
新型コロナウイルスの感染拡大により事業環境が大きく変動する中、この難局を乗り切るべく様々
なアイデアでコロナ対策に取り組む会員組合の活動をご紹介します。

感染拡大防止の取組
札幌地方中古自動車販売事業協同組合
札幌地方中古自動車販売事業協同組合（問谷功三理事長、組合員61人）は、中古自動車の価格適正化と流通整備を目
的にオートオークション場の設置・運営を手掛け、毎週金曜日に開催するオークションでは、毎回200人ほどの参加事
業者によって活発な売り買いが行われます。
日頃から各種申請手続のため多くの人が集まり、3密になりやすい環境下にあった同組合では、感染リスク低減を図
るため、
新型コロナウイルス感染拡大の早期から様々な感染防止対策を講じています。
1．検温、
消毒の実施
組合事務所の入口付近に自動検温システムとアルコール消毒
液を設置。自動検温システムは、マスクを着用したまま検温で
き、異常体温を検知した際はディスプレイに警告が発せられ
ます。
2．ソーシャルディスタンスの確保
受付窓口や食堂は人が密集しやすいことから、床面に立ち位
置の案内表示を設置したほか、食堂は座席数を減らして利用
客が向かい合わない配置に変更しました。
また、オークション会場の座席は、通常二人掛けを一人掛けに
変更しています。
3．飛沫防止シートの設置
マスク着用を徹底するとともに、食堂のカウンターや受付窓
口に飛沫防止シートを設置しました。
取材の中で同組合の竹生事務局長は「コロナ禍で今後の事業環境がどうなっていくのか全く予想できず不安だが、
当組合としては、
できる限りの感染防止対策を講じながら、安定的な事業運営に努めていきたい。」と話しました。

コロナ対策商品・サービス開発情報
企業組合くれすとぱすてる

手作りマスクが好評販売中！
企業組合くれすとぱすてる（大佛司代表理事、組合員77人）では、社会貢献の一環として使い捨
てマスクや洗える布マスクの作製、販売を行っています。マスクは生地の裁断から縫製まで1枚1
枚丁寧に手作り。少しでも気分を盛り上げてもらおうと、白地だけでなく花柄やチェック柄など
ファッション性のあるマスクもバラエティ豊富に取り揃えています。お求めの際は組合まで直接
ご連絡ください。

お問合せ先
2

企業組合くれすとぱすてる 標津郡中標津町大通り北2-17-2
TEL：0153-74-0703

ニュースレポート中央会2020.
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H P：https://kurepasu.biz/

函館朝市協同組合連合会

独自のコロナ対策で朝市活性化に取り組んでいます！
函館朝市協同組合連合会（藤田公人理事長、会員4組合）では、新型コロナウイルスの感染防止対策として独自に新た
な取組
「スマホ朝市」
「サポートペイ」
、
をスタートしました。
「スマホ朝市」は、函館朝市選りすぐりの商品をスマートフォンで手軽に購入できるサービスで、グーグルやアップ
ルのアプリストアから無料でダウンロードできます。
「サポートペイ」は函館朝市の加盟店舗で使えるオリジナル電子マネー。現金の受け渡しが不要なキャッシュレス決
済サービスのため、極力人との接触機会を減らしながら買い物を楽しむことができます。各店舗では、事前にサポート
ペイの利用を申告すると割引やお得なサービスを受けられる特典も用意しています。連合会では今後、サポートペイ
を活用し、
函館駅前や周辺ホテルとの連携に繋げていきたいとのことです。

函館朝市協同組合連合会 事務局 函館市若松町9-19

お問合せ先

TEL：0138-22-7981

H P：http://www.hakodate-asaichi.com/

企業組合北見産学医協働センター

ハッカの清涼感で爽快！マスクの消臭スプレーを開発しました
企業組合北見産学医協働センター（有田敏彦代表理事、組合員6人）が開発した「マスクde
オドラント」
は、
北見の特産品であるハッカやオホーツク産カラマツエキスなど地場産品を
使用したマスク用消臭・除菌スプレーです。
清涼感のある爽やかな香りと除菌効果が期待で
き、
長時間マスクを装着することで生じる汗や臭い等の不快感の解消に役立ちます。コミュ
ニティプラザ等の実店舗で販売しているほか、インターネットでの購入も可能です。

企業組合北見産学医協働センター 北見市柏陽町603-2

お問合せ先

TEL：0157-57-3838

H P：http://betelgeuse.aa1.netvolante.jp/~kitamec/

新型コロナウイルス対策のお知らせ
本会では、
新型コロナウイルス感染防止対策として、
本支部事務所において以下の取組を行っています。
1．出勤時の体温の計測

2．アルコール消毒液の設置

事務所入り口にアルコール消毒液を常備。来所される
方にも入室時の手指の消毒をお願いしています。

3．相談コーナー・職員デスクにパーテーションを設置

対面時の感染リスクを低減するため、マスクの着用を
徹底するとともに、飛沫防止用のパーテーションを各
席に設置しています。

本会が新型コロナウイルス飛沫感染防止対策として設置してい

るパーテーションは本会会員組合の札幌手稲工業団地協同組合内

に立地する株式会社タマテックが製造し、株式会社龍文堂が販売

するものです。同社は高い技術力を背景に、高品質で利便性の高い

コロナ対策商品を感染拡大の早期から手がけてきました。With/

afterコロナ時代の新たなビジネス様式の一つとして、オフィス内
での飛沫対策に導入してみてはいかがでしょうか。
商品をお求めの際は下記までお問合せください。
販売元

お問合せ先

株式会社龍文堂

札幌市手稲区曙2条5丁目2-54
TEL：011-682-1451
H P：https://ryubundo.co.jp/

製造元

株式会社タマテック

札幌市手稲区曙2条4丁目4-38
TEL：011-694-0222
H P：https://www.tamatec.co.jp/

ニュースレポート中央会2020.
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中央会からのお知らせです
令和元年度補正ものづくり補助金2次締切の採択結果が発表されました！
令和2年3月31日から5月20日までの期間において、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔一
般型〕の2次締切の公募を行ったところ、全国で5,721者から申請があり、全国採択審査委員会による厳正な審
査の結果、
北海道内からは以下のとおり61者が採択されました。
商号又は名称

事業計画名

熟成チーズ商品化による余剰生乳の高付加価値
有限会社山川牧場自然牛乳
化と収益性向上

事業計画名

株式会社技研工房

災害時も利用可能な多目的センサ
線連携システム開発

ノードの無

ソメスサドル株式会社

Web 修理品受注サービス・革製品オーダーメイ
ド受注サービスの事業開始に伴う運営ソフトの
改変

有限会社アド・ワン

先進的野菜包装ライン装置機械導入事業

有限会社ベッツサッポロ

道内屈指のペットのがんの検査・治療を院内ワン
ストップで実現させるプロジェクト

おひさまスマイル歯科

CT 診断装置と3D スキャナーによる高精度治療
の開始と生産性向上

株式会社エアシェア

小型機レンタルにおける毀損したサプライ
チェーン補完及び従来コンテンツ拡充・改善のた
めの開発投資

アークコーポレーション株式会社

人型の自然調査から脱却し、革新的で高効率な非
対面型ビジネスへの対応

株式会社北海光電子

8nm リソグラフィに対応した線幅測定装置の開発

株式会社山下水産

レトルト殺菌機を活用した、常温販売可能商品の
安定供給と新規顧客開拓

帯瀬鉄工有限会社

十勝の食品の価値を高める！フライス盤導入に
よるオーダーメイド設備の生産能力強化

西澤設備工業株式会社

管工事の短納期化と人手不足解消実現に向けた
鉄製加工管製作における生産性向上計画

株式会社釧路製作所

日本初！VR 技術や開先加工機導入による溶接技
術高度化と持続的価値提供の実現

有限会社小野鉄工

高性能プラズマ切断機導入による QCD 及び生
産性の向上

株式会社キッチンワークス

最新木工機械導入による新型コロナ等感染防止
アクリル隔て板製造及び生産能力向上

株式会社帯広土木設計

道路・橋梁工事の ICT 化を支える！高精度な3次
元測量の実施体制確立

北見第一木材株式会社

2×4プレカットライン導入による作業の大幅な
効率化と生産性向上

株式会社トメダ

大型農機具製造および輸入品の内製化に資する
最新型プラズマ切断機導入事業

株式会社 SHARE

高付加価値の運動をどこでも提供、オンライン
パーソナルトレーニングサービスの開発

北海道内田鍛工株式会社

多品種少量生産向けロボットプレス製造ライン
開発による架線金物の競争力向上

株式会社石岡商店

コロナ禍に伴う内食化に即応する最新高性能精
米機導入による道産米供給拡大計画

有限会社糠谷鉄工所

地域の多様化するニーズに対応した先端設備導
入により地域貢献を目指す

「非溶接」配管接続方式を新たに採用することに
よる生産性向上

株式会社柳本組
大籏建設株式会社

設備導入による型枠プレカット技術の高精度化・
高効率化と雇用促進

マルジュウランバー株式会社

新型モルダー導入による在来工法プレカット市
場で域内トップシェアを実現

日本食品製造合資会社

新型コロナウイルスの影響による巣ごもり消費
に対応するためのオートミール製品の生産能力
向上事業

トータル企画株式会社

プリンター施工への転換による生産性向上と新
サービスの提供

菱中産業株式会社

CAD・CAM・解反機導入による、農畜産業界向け
高付加価値品の生産性向上

株式会社荻窪金型製作所

自動車用の高精度部品を多数取りできる大型精
密金型の設計・製造

株式会社電通システム

WebEDI の基盤となるクラウド展開型の共通フ
レームワーク
（BACS3）
構築

ワイズデンタルクリニック

口腔内スキャナー等機器類導入による詰め物・被
せ物内製化

合同会社 Hikobayu

樹木精油の機能性成分と収量の高度抽出技術革新

株式会社イチムラ

最適な作業割合に分散させることにより繁忙期
の生産力向上を図る。

太平歯科医院

院内で補綴物を作製するシステム構築による歯
科治療の時間短縮と高精度コロナ対策事業

上田ボデー株式会社

水性塗料の塗膜品質向上による差別化と作業時
間短縮による生産性向上

トナミ食品工業株式会社

新しい冷凍技術を用いた新冷凍設備導入による
新製品開発と生産性向上

株式会社シー・ファーム

包装加工・梱包ライン強化による高付加価値製品
の製造並びに生産性向上事業

マルトマ苫小牧卸売株式会社

3密を避けたせり「魚の価値を向上させる道内初
の卸売市場システム」
の導入

株式会社らくらダイニング

より多くの高齢者に高品質な介護食を。全国配送
に対応する冷凍設備投資計画

草野作工株式会社

高付加価値な薬用植物の生産量拡大に向けた生
産設備能力の向上

もうたい農場

蕎麦の一貫生産体制によるサプライチェーンの
改善および農地・地域の活性化

株式会社 FULL COMMISSION

体温異常検知機能搭載無人チェックイン IoT シ
ステム開発

株式会社十亀板金工業

長尺切断機導入による格段の QCD 向上事業

株式会社エヌビィー健康研究所

新規抗体医薬シーズ開発を迅速化させる物性評
価技術の確立

ニホンフード株式会社

熱水スプレー式レトルト殺菌装置の導入による
運転費用の低減と生産性向上

北海道麦酒醸造株式会社

飲料の缶詰工程効率化による、道産原料を活用し
た RTD 市場の販路拡大事業

株式会社鏑木商店

高画質動画のネット配信及び高解像度動画制作
に係る機材導入事業

株式会社ワシダ商会

先進安全自動車の安全性を確実に！特定整備事
業の高品質化事業

上山試錐工業株式会社

最新型井戸カメラ導入による井戸診断・メンテナ
ンスサービスの事業拡大

株式会社タナカコンサルタント

レーザドローンと有人ヘリの組合せによる計測
範囲の拡大と災害対応能力の強化

協和工業株式会社

世界初パイプ・継手の亜鉛除去・開先加工完全自
動化による配管製作の生産性の向上

株式会社小島鉄工所

道内初！シフト装置付き溶接システムの導入に
よる生産性および付加価値向上計画

株式会社協合産業

国内で唯一の農ビのリサイクル処理の高度化（ペ
レットの量産体制構築）

株式会社ホットハウス

5G ネットワークを活用した高度な非対面営業を
可能とする遠隔接客システムの構築

阿部鋼材株式会社

3D レーザー加工機の導入による1次加工の
QCD 向上と事業の高付加価値化

株式会社 TOP AUTO FACTORY

専用設備導入による自動車の板金塗装技術の高
度化

アラタ設計株式会社

GNSS 測量機導入による i-Construction への対
応と生産性向上

道興建設株式会社

下水道管の包括維持管理を見据えた維持点検業
務の強化

株式会社とかち耕産

大型ポテトハーベスター導入による種馬鈴薯の
生産拡大および馬鈴薯生産者への安定供給

お問合せ先

4

商号又は名称

ものづくり補助金北海道地域事務局

株式会社スリービー
株式会社アイサム

札幌市中央区北1条西7丁目プレスト1・7ビル 3階
TEL：011-522-9300 H P：https://mono-ho.jp/
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タモギタケ由来セラミドの量産化技術の確立
「非接触のマラソン大会」を実現する最新のタイ
ム計測システムの導入

令和元年度補正・令和2年度補正
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
〔一般型〕
（4次締切分）
の公募について
「ものづくり補助金」は、中小企業・小規模事業者が、働き方改革や賃上げ、インボイス導入等の制度変
更に対応するために取り組む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際の設備投
資等を支援する補助金制度です。
○新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは
別に、
補助率を引き上げ、営業経費を補助対象とした特別枠を新たに設け、優先的に支援します。
○業種別ガイドラインに基づいた感染拡大予防の取組を行う場合は、定額補助・上限50万円を別枠
（事業再開枠）で上乗せします。

補助金額

100万円〜1,000万円

補助上限

1,000万円
＋50万円（特別枠に限り、事業再開枠の上乗せ可）

補 助 率 ［通常枠］

中小企業者 1／2、
小規模企業者・小規模事業者
［特別枠］A 類型 2／3、B・C 類型 3／4
［事業再開枠］定額（10／10、
上限50万円）
補助要件

2／3

以下を満たす3〜5年の事業計画の策定及び実行

・付加価値額

＋3％以上／年（年率平均）

・給与支給総額

＋1.5％以上／年（年率平均）

・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金＋30円
※特別枠は、補助事業実施年度の付加価値額及び賃金の引上げ目標を据え置き、その翌年度から3〜5年の間
にこの目標値を達成する計画とすることが可能です。

公募期間

公募開始日

令和2年 8月 4日（火）17時

申請開始日

令和2年 9月 1日（火）17時

申請締切日

令和2年11月26日（木）17時

【申請方法】
・電子申請システムでのみ受け付けます。
・申請には G ビズ ID プライムアカウントの取得が必要です。アカウントの取得には感染症等の影響
によって通常より長い時間を要する場合があるため、未取得の方は、お早めに利用登録を行ってくだ
さい。

ものづくり補助金事務局サポートセンター
お問合せ先

受付時間：午前10時〜午後5時（土日祝日を除く）
TEL：050-8880-4053
MAIL：monohojo@pasona.co.jp

※
「ものづくり補助金総合サイト（http://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html）」内の「よくあるご質問」
をご確認の上、
お問合せください。
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新型コロナウイルス感染症の中小企業組合等への影響調査結果
本年1月に国内初の感染者が確認された新型コロナウイルスは、北海道と国から2度の「緊急事態宣言」が発せられ、
宣言の解除後も未だ一定数の感染者が発生するなど、長期化の様相を呈しており、経済活動や社会生活に与える影響
は日々深刻化の一途をたどっています。
こうした状況の下、当会では、感染拡大が会員組合等へ及ぼす影響について2回に渡り調査を実施しました。以下は
主な調査結果です。
《調査概要》
■調査対象期間 （第1回）

第1四半期
（1月〜3月）
（第2回）第2四半期
（4月〜6月）
■調査対象
（第1回）

1,304会員組合等
（第2回）1,311会員組合等

1 組合の事業収入の減少について
1月〜3月期
組合数

※前年同期対比
組合の事業収入の減少
（構成比）

4月〜6月期

構成比

組合数

構成比

減少している

181

29.7％

252

37.8％

減少していない

427

70.3％

414

62.2％

合計

610

100.0％

666

100.0％

2 組合の事業収入減少率
（4月〜6月）
10〜20％

21〜30％

1月 87 66.9％ 20 15.4％

8

31〜50％

29.7％

1月～3月期

組合の事業収入について、
「減少している」と答えた
組合は前回（1月〜3月期）に比べ今回（4月〜6月期）は
37.8％と8.1ポイント増加した。

10％未満

■回答組合数・回答率 （第1回）

636組合・48.8％
（第2回）691組合・52.7％

70.3

37.8

4月～6月期
0

10

62.2

20

30

50％以上

6

4.6％

9

6.9％ 130 100.0％

7

5.0％

9

6.4％ 140 100.0％

4月 79 36.4％ 46 21.2％ 20

3月

38.3

4月

36.4

9.2％ 28 12.9％ 44 20.3％ 217 100.0％

5月 63 27.3％ 43 18.6％ 33 14.3％ 38 16.5％ 54 23.4％ 231 100.0％
8.8％ 37 17.1％ 42 19.4％ 217 100.0％

組合の事業収入の減少率について、
「31〜50％」
と答えた組合
は6月まで、
「50％以上」
の組合は5月まで増加し続けており、
6月
時点でも約2割と高い比率を占めている。
また、
「10％未満」
と回
答した組合は、5月まで減少傾向にあったが、6月は若干の増加
に転じている。

3 事業収入が減少している組合員の割合

4月〜
6月期

100
80

77

24.3
24.1

18.6

34.1

6月
0

10

9.2

14.3

20.7

20

30

40

■10％未満
■31～50％

11.7

12.9

23.4

17.1

60

■10～20％
■50％以上

70

13.0
20.3

16.5

8.8

50

6.2 4.6 6.9

11.4 5.0 6.4

13.0

21.2

27.3

5月

19.4
80

90

100（％）

■21～30％

※前年同期対比

9割

8割

7割

6割

5割

4割

3割

2割

1割

無し

合計

15

25

15

4

11

8

16

19

12

105

307

1.3％

3.6％

2.6％

5.2％

6.2％

3.9％

34.2％

4.9％

8.1％

4.9％

19.2％

89

31

22.3％

7.8％

37

20

9.3％

22.3％

21.5％
5.0％

12

25

11

14

29

26

105

6.3％

2.8％

3.5％

7.3％

6.5％

26.3％

25.1％

100.0％

34.2％

3.0％

26.3％

事業収入が減少している組合員の割合

120

100
（％）

77
25.1％

構成比

90

10割
25.1％

組合数

80

15.4

52.9

2月

構成比

70

66.9％

1月

3月 62 38.3％ 39 24.1％ 21 13.0％ 19 11.7％ 21 13.0％ 162 100.0％

1月〜
3月期

60

■減少していない

組合の事業収入減少率
（1月〜6月期）

合計

6.2％

組合数

50

※前年同月対比

2月 74 52.9％ 34 24.3％ 16 11.4％

6月 74 34.1％ 45 20.7％ 19

40

■減少している

399
100.0％

26.3％

事業収入が減少している組合員の割合
（構成比）
105 105

89

1月～3月期

25.1％

19.2

4月～6月期

22.3

25.1

21.5

34.2

60
40

15

20
0

10割

31

9割

25

37

8割

15 20
7割

29
26
25
16 14 19
12
12 11
11
8
4
6割

5割

■1月～3月期

4割

3割

■4月～6月期

2割

1割

無し

0

10

20

■10割

30

40

26.3
50

■6割～9割

60

26.3
70

■1割～5割

80

90

100（％）

■無し

事業収入が減少している組合員の割合では、
「無し」
を除き、
「10割」
と回答した組合が前回
（1月〜3月期）
77件、
今回
（4月〜
6月期）89件とともに最多となっている。
また、減少している組合員が
「無し」
の組合の比率は、今回26.3％と前回の34.2％に比べ7.9ポイント減少した。
6
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4 組合員に対し講じている特別な措置
1月〜3月期
組合数
講じている（予定含む。
）
講じていない
合計

構成比

4月〜6月期
組合数

■講じている措置の内容
（予定含む。
） ※複数回答あり
1月〜3月期
組合数
構成比
18
69.2％
5
19.2％
3
11.5％
0
   0.0％
26
100.0％

構成比

26

   5.3％

52

   8.7％

464

94.7％

545

91.3％

490

100.0％

597

100.0％

組合員に対し講じている特別な措置を今回
（4月〜6月期）で見ると、
「賦課金の減免等」と答
えた組合が56.4％と最も多く、
次いで
「手数料・
使用料の減免等」32.7％、前回（1月〜3月期）は
なかった「支援金・見舞金等の支給」が9.1％と
続いている。

1
2
3
4

賦課金の減免等
手数料・使用料の減免等
金融事業の貸付条件の優遇等
支援金・見舞金等の支給
合計

講じている措置の内容
18

1 賦課金の減免等

5

2 手数料・使用料の減免等
3 金融事業の貸付条件の優遇等
4 支援金・見舞金等の支給

0
0

i

4月〜6月期
組合数
構成比
31
56.4％
18
32.7％
1
1.8％
5
9.1％
55
100.0％

1

31

18

3
5
5

10

15

■1月～3月期

20

25

30

35

■4月～6月期

nformation

北海道経済産業局からのお知らせです
家賃支援給付金の申請受付を開始しました
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減
少に直面している事業者の事業の継続を支えるため、地代・家賃（賃料）の負担を軽減することを目的とする、
家賃支援給付金の申請受付を開始しました。

■制度概要

【対象者】
・ 令和2年5月〜12月までの間で、
新型コロナウイルス感染症の影響などにより、
いずれか1か月の売上が前年
同月比50％以上減少している、
又は連続する3か月の売上の合計が前年同期比30％以上減少していること
・ 他人の土地・建物を自身が営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支
払いを行っていること
・ 法人の場合は、
資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
又は、上記の定めがない場合、
常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
・ 医療法人、
農業法人、
NPO 法人など会社以外の法人についても幅広く対象となります
【給付額】
法人は最大600万円、
個人事業者は最大300万円を一括支給

■算定方法

申請時の直近1か月における支払賃料
（月額）に基づき算定した給付額（月額）の6倍
法

人

個人事業者

支払賃料（月額）
75万円以下
75万円超
37.5万円以下
37.5万円超

給付額（月額）
支払賃料×2／3
50万円＋〔支払賃料の75万円の超過分×1／3〕
※ただし100万円（月額）が上限
支払賃料×2／3
25万円＋〔支払賃料の37.5万円の超過分×1／3〕
※ただし、50万円（月額）が上限

■申請方法

ウェブサイトから電子申請となります。
（URL：https://yachin-shien.go.jp/）
※ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、順次申請サポート会場を開設し、電子申請手続きをサ
ポートさせていただきます。
（完全事前予約制）
詳細については、
上記ウェブサイトをご確認ください。

■申請期間

令和2年7月14日
（火）
〜令和3年1月15日（金）24：00まで

申請・お問合せ先

家賃支援給付金コールセンター
TEL：0120-653-930 受付時間：午前8時30分〜午後7時

ニュースレポート中央会2020.
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（組合制度編）
中小企業組合検定試験に挑戦！
「中小企業組合検定試験」
は中小企業組合
（事業協同組合、
企業組合、
協業組合、
商店街振興組合、
商工組合やこれ
らの組合の連合会）
の事務局の役職員の方が職務の知識に関する試験を行い、
試験合格者の中から一定の実務経
験を持つ方に、
「中小企業組合士」
の称号を与える制度です。
中小企業組合にはガバナンスの充実や社会からの信
頼が求められ、
社会的責任を果たすために、
組合運営の経験と専門知識を備えた人材が必要です。
組合業務に携わ
るすべての役職員の方々に挑戦していただきたい資格です。
ここでは昨年12月に実施された
「組合制度」
の分野から問題を出題します。
ぜひとも、
挑戦してみましょう。

問1 次の文章は、中小企業組合について述べたものである。文中のA〜Cに入る最も適切な語句を回答欄に記
入しなさい。①〜③に語群から正しいものを選び、その番号を回答用紙の回答欄に記入しなさい。
1．
組合員は各自1個の議決権と役員又は総代の選挙権を有している。
この権利は

A

の多寡に関わらず各組合

員平等に1個であり、
組合組織の具備すべき基本的な基準の1つである。
語群：①従業員数 ②出資口数 ③資本金

2．
出資は、金銭出資と現物出資とに区別されるが、共同経営体としての組合がその事業活動を行ううえに必要欠く
べからざる

B

基礎となるべきものであり、組合が経済社会における信用を維持していくための一要素と

してきわめて重要な意義を有するものである。
語群：①人的 ②共有的 ③財産的

3．
理事会の招集は、
会日の1週間前までに通知を発してするものとされている。
しかし、
総会と異なり、
定款において
招集期間を短縮して差し支えない。また、

C

の同意があるときは、この招集手続きを経ないで理事会を開

くことができる。
語群：①理事全員 ②役員全員 ③監事全員

問2 次に掲げたAからBは「中小企業等協同組合法」の条文である。下線が引かれた箇所の内容が正しい
ものには○印を、誤っているものには×印を解答用紙の解答欄に記入しなさい。
A．
中小企業等協同組合法
（企業組合）
第九条の十一

企業組合の総組合員の三分の二以上の数の組合員（特定組合員を除く。事項から第四項までにお

いて同じ。
）
は、
企業組合の行う事業に従事しなければならない。
B．
中小企業等協同組合法
（役員）
第三十五条 組合に、
役員として理事及び監事を置く。
4  理事
（企業組合の理事を除く。
以下のこの項において同じ。
）
の定数の少なくとも三分の二は、
組合員又は組
合員たる法人の役員でなければならない。
ただし、
設立当時の理事の定数の少なくとも二分の一は、
組合員に
なろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。
C． 中小企業等協同組合法
（総会の招集）
第四十七条 臨時総会は、
必要があるときは、
定款の定めるところにより、
いつでも招集することができる。
2  組合員が総組合員の五分の一
（これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、
その割合）
以上の同意を
得て、
会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき
は、
理事会は、
その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
（略）

答え 問1 1：②、 2：③、 3：① ／ 問2 A：×、 B：×、 C：○
（一部本会で加筆のうえ掲載）
8
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税 理 士 が

3

分

解 説 ！

知っ得！
コロナに負けない！
税制のまとめ

公認会計士小島史資事務所
所長
税理士・公認会計士

小島 史資 氏

皆さん、
こんにちは。
令和2年も残すところあと数か

ると考えて良いでしょう。
例えば、
納税者や関与税理士

月となりました。
昨年の祝宴ムードから一転、今年は

が新型コロナウイルスに感染したケースに限らず、
感

コロナとの予期せぬ戦いに日本全体が巻き込まれる

染拡大防止の取組により外出自粛を行っているケース

形となりました。
どんなに優れた経営者であってもこ

などもやむを得ない理由に該当するとのことです。

のリスクは予測できなかったのではないでしょうか。

申請については、申告・納付期限の前だけでなく、

北海道は2月頃から長らくコロナに狼狽させられ

その期限を過ぎた後でも申請を行うことが可能で

て来ました。私の会計事務所もお客様の要請に応じ

す。必ずしも申請書等を提出する必要はなく、申告書

て、この7月まではほぼ毎週借入のお手伝いを続け

の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限

てきたところです。融資面の支援もそうですが、税制

延長申請」である旨を付記するか、e-Tax を利用の

面の支援も国は用意しています。今回はその確認を

場合は所定の欄にその旨を入力するなど簡易な手続

してみたいと思います。

きによる申請も認められています。
納付については、新型コロナウイルス感染症の影

欠損金の繰り戻し還付制度 

響により、多くの事業者の収入が急減しているとい

資本金10億円以下の法人は、前年度黒字で今年度

う状況を踏まえ、令和2年2月以降、収入が減少（前年

赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を

同月比▲20％以上）し、納税が困難となった事業者

受けることができます。本来は資本金1億円以下の

について、無担保かつ延滞税なしで納税が猶予され

中小企業者に限っていましたが、特例的に資本金の

ます。対象は、法人税や消費税など基本的にすべての

上限を上げました。

税が対象となります。

更には、
災害損失欠損金の繰戻し還付制度がありま

原則として、1年間納税猶予が認められます。担保

す。
新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発

の提供は不要となり、猶予期間中の延滞税が免除さ

生した場合には、
災害損失欠損金の繰戻しによる法人

れます。

税額の還付を受けられる場合があります。
ここで言う
「災害損失欠損金」
とは、①飲食業者等の食材の廃棄

固定資産税等の軽減 

損、
②感染者が確認されたことにより廃棄処分した器

地方税の中に固定資産税や都市計画税、償却資産

具備品等の除却損、
③施設や備品などを消毒するため

税があります。これらについては一定の要件を満た

に支出した費用、
④感染発生の防止のため、
配備する

した場合に、納税が猶予・軽減されます。

マスク、
消毒液、
空気清浄機等の購入費用、
⑤イベント

納税の猶予の要件は、
令和2年2月から納付期限まで

等の中止により、
廃棄せざるを得なくなった商品等の

の任意の1か月以上の収入が前年同期比概ね20％以上

廃棄損などが該当します。
青色申告書を提出する法人

減少した場合です。
そして、
軽減・免除の要件は、
同年2

は2年前までの法人税を還付することが可能です。

月から10月までの任意の連続する3か月の収入が対前
年減少率で
「50％以上減少」
の場合で免除、
「30％以上

申告期限の延長・納税の猶予 

50％未満」
の場合で軽減
（2分の1を免除）
となります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、
法人がそ
の期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由

おわりに 

がある場合には、
申請することによって法人税や消費

以上、簡単ではありますがまとめてみました。詳細

税の申告・納付を個別に延長することが認められてい

は経済産業省特設 HP を参照ください（「経済産業省

ます。
やむを得ない理由は非常に柔軟に考慮されてい

新型コロナウイルス感染症関連」で検索）。
ニュースレポート中央会2020.
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ものづくり補助金活用事例紹介

第55回

長年培った木工職人の技術力と
設備導入による効率化との相乗効果で
信頼に応える盤石な体制構築を目指す！

第55回目は、
「株式会社千幸社」
（平成26、28、29年度補正ものづくり補助金）
の取り組みに
ついて紹介します。
会社の概要

の高さの伸長傾向を受けて2,400ミリ以上の木材加
工ニーズが高まるなか、
優位性を失いつつありました。

株式会社千幸社は、昭和46年に展示会やイベン
ト会場の装飾、空間づくりを行う展示会工事業者と
して創業したのが始まりです。昭和51年に法人を設
立し、商号を株式会社千幸社としてからは、建築内
装業の需要の高まりを受けて、木工を中心とした内
装工事を手掛けています。
近年は、
海外ブランド企業の国内店舗の内装工事に
力を入れており、
とりわけ強みとするのが商品を陳列

新規に導入したパネルソーは3,000ミリまで切断できる

する展示販売什器の制作です。
ブランド企業が要望す

一般に木材加工は留め加工、
直線加工、
縁貼り加工

る高品質な展示販売什器を一つひとつ、
提供される図

の3工程を経て完成しますが、
同社は一連の工程の機

面と仕様書に基づきオーダーメイドで忠実に作り上げ

械化が立ち遅れており、
作業員の経験に基づく手作

ています。
ブランド企業間の販売競争が激化するなか、

業に頼る状態が続いていました。
業界内では一定の

各ブランド企業は、
自社ブランドイメージの意図に合っ

評価を得ていた一方、
完成までに時間がかかり、
加工

た店舗空間や展示販売什器を強く求める傾向にあり

の仕上がりにもムラがあるなど、
手作業に起因する完

ます。
熟練の木工職人の高度な加工技術と、
積極的な

成度の限界や生産性の低さが課題となっていました。

設備投資により高品質・高効率を追求する姿勢とが相

こうした現状を受け、同社は、生産工場の安全を

乗効果を生み、
同社の展示販売什器は40を超える海

確保するとともに、品質と作業効率の改善を目指

外ブランド企業の店舗づくりで活かされています。

し、平成27年に職場環境改善プロジェクトをスター
ト。その柱として策定した設備導入計画に基づき、

ものづくり補助金申請の経緯
同社の昇降盤は、
年式が古く、
鋸刃の位置決めや素

多様化する顧客のニーズに対応できる盤石な生産
体制を整えるため、平成26、28、29年度補正もの
づくり補助金を活用しました。

材の向きを適時手作業で微調整しなければなりませ
んでした。
そのため、
機械操作に熟達した一部の作業員
に業務が集中し、
過大な労働時間の一因になっていた

10

三年度に渡る設備導入で盤石な生産体制を目指す

だけでなく、
目視による寸法間違いなど人為的ミスも

平成26年に導入したフレーム構造タイプパネル

たびたび発生していました。
一度に加工できるサイズ

ソーは、高さ3,000ミリ、厚さ45ミリまでの木材に

にも高さ2,400ミリ以下の制限があり、
展示販売什器

対応し、テーブルにパネル材等を垂直にセットした

ニュースレポート中央会2020.
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株式会社千幸社
専務取締役 加藤 力
〒 003-0029
札幌市白石区平和通 17 丁目北 3 番 6 号
TEL 011-862-9937
FAX 011-864-1255
後、簡単なデジタルプログラムを入力することで定

手作業に比べ、
製品への糊のはみ出しも抑えられるた

規の位置決めから切断まで自動で行います。習熟

め、
縁貼り後の糊の拭き取り作業が減少するなど、
加

度の低い作業員でも一人で操作でき、省人化と大

工時間の短縮と作業コスト削減につながっています。

幅な作業効率の向上につながったほか、加工可能

翌29年度に導入した最新型マシニングセンタは

な材質や寸法等のバリエーションが増えたことで商

5軸制御によりあらゆる立体的な三次元木材加工

業施設や海外ブランド店舗の天井高の変化にも柔

を施せるのが特徴です。加工精度の向上に加え、計

軟に対応できるようになりました。

画生産が可能になったことで時間と使用木材のロ

同社では同時期に2台のスライドソーも導入。
従来

ス率が大きく低減しました。

の軸傾斜丸鋸盤では、
木材の接合面を均一な45°
に

三年度に及ぶ設備導入は工場内の安全面の改善

カットできず、
相互の木材を組み合わせた際、
隙間や

にも大きな効果をもたらし、切創や突き刺しなど作

ズレが生じてしまい、
見栄えが悪くなっていましたが、

業中の小さな負傷事故も含め、5年以上に渡り無事

新たに導入したスライドソーは、
大きな断面積と多室

故・無災害を継続しています。

構造を備え、
留め継ぎ計算や軸傾斜変更時の定規の
誤差も自動補正するため、
サイズが大きく厚みのある
木材でも安全かつ高い加工精度で45°
に真っ直ぐカッ
トできます。
これにより、
ブランド企業から最も厳しく要
望される留め加工の精度が飛躍的に向上しました。

新たに導入した最新型マシニングセンタ

おわりに
展示販売什器を中心とする海外ブランド企業の
店舗づくりのノウハウと優れた生産性が高評価を受
高精度の留め加工を可能にしたスライドソー

平成28年にはエッジバンディングマシンを導入し、

けている同社。取材の中で加藤専務は
「顧客の要望
にしっかり応えられる盤石の体制を整えるのは勿
論、経営理念に掲げる
『人の心に響くものづくり』を

それまで手作業で行っていた縁貼り加工工程のほぼ

追求していきたい」
と語ってくれました。ものづくり

すべてを自動化。
タッチパネル操作で縁貼りの厚さや

への真摯な姿勢と飽くなき向上心が生み出すさま

加工範囲を設定すると、
自動でパネルの木口に脱落防

ざまな海外ブランドの店舗は、私たちのショッピン

止の糊を流し込みながら一気に木材を貼り付けます。

グを一層華やかで楽しいものにしてくれるでしょう。

ニュースレポート中央会2020.
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7月の道内景況

情報連絡員レポート

一転して売上高が悪化 改善傾向に腰折れの兆し

概 況

主要 DI の推移

主要DIの推移では、
「 景況」は前月に引き
続き改善したが、
「収益状況」はほぼ横這い、
「売上高」は再び悪化に転じた。
業種別に見た前月との比較では、製造業
は「景況」
「収益状況」
「資金繰り」で若干改善
したものの、
「 売上高」
「 販売価格」
「 取引条
件」
「雇用人員」がわずかに悪化した。非製造
業では「景況」
「販売価格」を除く全ての項目
で落ち込みが見られ、製造業、非製造業とも
にマイナス域での推移となった。

20.0

景況

売上高

収益状況

4

6

10.0
0.0
－10.0
－20.0
－30.0
－40.0
－50.0
－60.0
－70.0
－80.0

7

8

9

10

11

12

R2.1

2

3

5

7

景況天気図（前年同月比）
全業種
6月

7月

製造業
前月比

業界の景況
△61.4

売

上

△57.1

7月

△55.2

6.0

→

→

△64.3

収 益 状 況
△58.0

△57.1

△59.4

△53.3

△53.1

△53.3

△12.5

△11.9

取 引 条 件

9.8

→

→

△19.3

△22.6

資 金 繰 り
△33.0

△31.0

雇 用 人 員
△15.9

30 以上

△16.7

10 〜 29

△3.3
→

△53.1

△43.3

△15.6

△15.6

△16.7

△16.7

△1.0
→

△1.0
→

2.0

10.6

→

→

△0.8
→

7月

△40.6

△9.4

9 〜△ 10

△30.0

△10.0

△ 11 〜△ 29

△0.6
→

前月比
3.2

△62.5

△59.3

→

△14.0
→
△56.4

0.8

→

6月

△0.2
→

0.6

販 売 価 格

前月比

4.2

△9.1
→

高

（凡例）

6月

非製造業

△60.7

△70.4

△64.8

△4.1
→

1.5
△10.7

△21.4

△9.3

△25.9

→

△4.5
→

△2.9
→
△28.6

△19.6

△31.5

△20.4

△0.7
→

△ 30 以下

天気図の見方 各景況項目について調査月と前年同月を比較して、
「増加」
（または「好転」）したという回答（構成比）から「減
少」
（または「悪化」
）
という回答
（構成比）
を差し引いた値
（DI）
をもとに作成。
天気の表示は凡例のとおりです。
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製造業
・観光地での需要の減少に加えて贈答品需要も弱い。
（水産食料品／全道）
・量販店の売上は前年同月比 10％増。業務店は地域差が大きく、地方は 2 〜 3
割減、札幌等中心部では 6 〜 7 割減と大幅に落ち込み、回復の兆しが見えな
い。
（めん類／全道）
・6 月単月の出荷量は味噌・醤油とも前年比減。味噌よりも醤油の落ち込みが大き
い。新型コロナウイルスの影響で、地方の地場産業等と密接に関係している（業
務用取扱い比率の高い）企業は、特に厳しい状況にある。 （味噌・醤油／全道）
・天候に恵まれなかったことに加え、夏祭り等イベントの中止や食品スーパーで
の売上が例年通りの水準に落ち着いた点が響き、売上高は減少に転じた。

（飲料／全道）
・製材市況は、カラマツ、エゾ・トドマツいずれも弱保合。原木市況は、カラマ
ツは保合、エゾ・トドマツは弱保合。カラマツ、エゾ・トドマツ原木の在庫は
先月同様、非常に潤沢だが、梱包材やパレットなどの製材受注がなく荷動きは
非常に悪い。原木価格は弱含み。製品受注については、DIY 用の製材受注が旺
盛な模様。桟木については動きがない。
（一般製材／全道）
・物の動きは依然停滞基調にあり、物流資材となる木材の動きも同様に悪い。

（一般製材／中川郡）

・各種イベント等の自粛に伴う売上減が見受けられる。
（印刷・同関連業印刷／全道）
・7 月の生コン出荷量は前年同月比 101.8％の約 368 千 m3。地域別には、前年
同月を上回った分会（協組）は 29 分会（協組）中 13 分会（協組）。前年同月
比で増加したのは千歳地区、苫小牧、南北海道など。一方、減少したのは札
幌、釧路、北東十勝などだった。 （窯業・土石製品製造業／全道・生コン）
・当初予定していた公共事業のうち、緊急性のない事業が発注延期になった。

（窯業・土石製品製造業／全道・砂利）
・大手・中堅ゼネコンからのガラス・建具の見積依頼は入り始めているが、極僅か
であり、売上面ではこの先も厳しい状況が続くと思われる。自粛により工事延期と
なった現場が発生しており、価格競争の激化が懸念される。雇用調整のため従業
員を交代で休ませる組合員が出ている。（窯業・土石製品製造業／全道・ガラス）
・新型コロナウイルスによる受注減は緩和されつつあるが、未だ前年同月を大き
く下回っている。自動車、産業機械、建設機械向けでは回復の兆しが見える一
方、公共材は微減。生産調整で雇用調整助成金を受給している会社も数社見受
けられる。
（銑鉄鋳物／全道）
・新型コロナウイルス感染の懸念から、市や都道府県をまたぐような本格的な営
業活動の再開には至っておらず、先行き不透明である。
（金属機械工作／全道）

非製造業（卸・小売・商店街・サービス業）
・外出自粛解除により内食化傾向が緩んだためか、特需となっていたスーパー等の伸
びが落ち着き、売上はやや厳しいものとなった。節約志向に加え、観光関連の回復
が見えないことで、業界をめぐる情勢は一層厳しさを増している。 （菓子／全道）
・新型コロナウイルスの影響で荷動きが鈍くなっている。価格も弱含み傾向。

（木材／全道）
・売上高は対前年同月比 102.3％。客足が戻りつつあり、微増となった。

（野菜・果実／札幌）
・先月同様、新型コロナウイルスの影響で外国人観光客の来店は皆無、国内ツ
アーもほぼ見受けられなかった。7 月の連休時は久しぶりの賑わいを取り戻し
たが、依然として平日は厳しい状況が続いている。
（鮮魚／釧路）
・一時期、エアコン利用等によりガソリンの販売量は大幅に増えたが、石油製品
全体では、消費者の節約基調が変わっていないこともあり、前年同月比減と
なっている。節電 PR 等が拍車をかけ、消費者の節約意識は一層活発となって
おり、経営環境は依然厳しい状況が続いている。原油価格や為替の影響等もあ
り、仕入れ価格が大幅に変動する状況も続いたが、競争環境や消費者意識を考
慮し、値上げまで踏み切れない販売事業者も多く散見される。掛売り市場の顧
客獲得競争も一段と激しくなってきており、掛け売り市況の波乱含みは今後も
予想以上の勢いで進むものと思慮される。
（燃料／全道）
・新型コロナウイルスの影響で製品の入荷に遅れが生じている。一部では事業決
定の遅れにより納期がずれ込んでいるようだ。
（農業用機械器具／全道）
・感染の再拡大に伴って市場は低迷。卸売業界では売上減少、在庫の圧縮、収益
の低下傾向が強まり、パートを始めとした人員削減の動きが広まっている。一
方、外出自粛のため家庭内消費が増加しており、スーパー等が取り扱う一般消
費者向け生活雑貨、酒類、DIY 商品等は好調。業務用は苦戦している。

（各種商品／札幌）
・7 月の 4 連休は食堂では行列が出来るなど例年の GW のような活況が見られ
たが、物販店では消費が伸び悩み、依然として厳しい状況は続いている。

（各種商品／函館）
・新型コロナウイルスの影響は大きく、ホテル・観光・飲食店の売上は前年比
30％程度に留まった。キャッシュレス消費者還元事業の終了に伴う駆け込み
需要の反動減はあったが、特別定額給付金の効果からか大型家電等の需要増に
よる家電量販店の売上増加に加え、ホームセンター・ドラッグストア・食料品
の売上が好調で、大幅な減少とはならなかった。依然として飲食店・観光業の
売上は減少している。収益では取引条件の低減化とキャッシングの大幅な減少
により悪化した。
（各種商品／旭川）
・大型店は衣料品の持ち直しもあり、前年比 101.7％の 16 億 2400 万と 9 ヶ月
ぶ り に 前 年 を 上 回 っ た が、 ス ー パ ー 各 社 は 31 億 6000 万 円 と 対 前 年 比
97.7％に留まった。
（各種商品／帯広）
・半数以上の組合員から、新型コロナウイルスの影響で依然として客足が回復せ
ず、現状が長引けば極めて厳しいとの声が聞かれた。今月は取扱高全体で前年
を下回った。部門別では、前月キャッシュレス消費者還元事業の終了に伴う駆
け込み需要もあって前年を上回ったカード部門も前年を下回り、その他全部門

で前年を下回る厳しい結果となった。
（各種商品／釧路）
・キャッシュレス消費者還元事業が終了したことで 7 月の売上は更に落ち込み、
最終的に 7％減となった。
（各種商品／斜里）
・仕入価格、販売価格ともに変化はないが、店頭販売が著しく悪化している。中
元用商品の動きは平年並みと推測されるが、店頭販売の落ち込みに引きずられ
収益状況は芳しくない。
（各種商品／小樽）
・連休中は道内観光客が車で道内各地を訪れる動きが見られたが、本州からの観
光客は航空便の休止などで皆無の状態が続き、前月比で若干売上は回復したも
のの業界全体として大変苦しい経営状況が続いている。 （燃料小売業／稚内）
・7 月の卸値は若干の値上げ改定で推移、小売店の販売価格も上方修正で推移し
たが、月末に原油価格の値上げがあり、8 月に入ってから影響が表れると思わ
れる。収支状況では従来と同じく量販店の安値攻勢により厳しい利益口銭に圧
縮、さらに新型コロナウイルスの影響で販売量が回復せず収益も続落してい
る。
（燃料小売業／旭川）
・小売は昨年並みで推移した。新型コロナウイルスの影響で新車の納期が遅れ、
下取り車等の発生に影響が生じており、商品車の仕入れが困難との声が聞かれ
る。
（中古自動車／札幌）
・特別定額給付金で自転車を購入する動きが多く見受けられたが、地域差も激し
く、地方では苦戦が続いてる。
（自転車・自動車／全道）
・地元百貨店の 6 月売上高は前年同月比 5.7％減の 3 億 9,258 万円。キャッ
シュレス消費者還元事業の駆け込み需要で減少幅は一桁となった。市内大型店
5 店の 6 月売上高は前年同月比 1.7％増の 16 億 2,400 万円と 9 ヶ月ぶりに
前年を上回った。スーパー 3 社の 6 月売上高は前年同月比 2.3％減で 31 億
6,000 万円。7 月共通駐車券の利用は前年同月比 69.5％、買物共通バス券は
前年同月比 63.3％に減少。
（商店街／帯広）
・7 月の連休を中心に宿泊者数は前月よりも増加したが、前年比では各館 2 〜 4
割ほどの宿泊実績に留まった。7 月 1 日から開始した音更町宿泊助成の利用が
思わしくない。GOTO トラベルは内容が分かりにくい等利用者への説明に苦
慮している。各館の集客や売上の回復には未だ時間がかかる。 （旅館／音更）
・新型コロナウイルスの影響でシステム開発の発注元である首都圏大手企業の業
績が大きく落ち込み、目先のシステム投資が見直され、システム開発案件の中
断、延期が発生している。そのためシステム開発を受託する道内の中小 IT 企
業の第 2 四半期以降の収益悪化は確実な状況。収益悪化により道内中小 IT 企
業の経営基盤の脆弱さが露呈し、今後、発注元のシステム開発投資が回復しな
い限り、その影響が運転資金の枯渇へとつながることが懸念されている。今
後、新型コロナウイルスを契機に道内中小 IT 企業はテレワークによる在宅勤
務での業務遂行を推進して働き方改革を進める動きが活発化しそうだが、セ
キュリティ対策の確保や使用回線の高容量化、専用 PC の購入等、高額な設備
投資が足かせとなって、今のところ、大々的に取り組むことができていない。
また、マネジメント上の時間管理の難しさや公正な評価への不安、上司・同僚
とのコミュニケーション不足等の指摘されている懸念を払拭することも改善す
べき課題となっている。
（ソフトウェア／全道）

非製造業（建設・運輸業）
・7 月の業況として、少しずつではあるが工事の案件が動き出しているように感
じられる。公共工事の発注量は例年通りの量が確保されている。民間工事にお
いては、建築関係の業者を始め動き出しており、関連業者に対しての見積り依
頼も増えてきている。反面、今まで以上に他社との競合の中で受注していくこ
とが求められ、売上を上げ利益を出すためには企業としての更なる自助努力が
必要になってくると考えられる。
（電気工事／全道）
・新型コロナウイルスの影響が長期化するなかで景気減退による設備投資の中止
が散見され、今後のさらなる建設需要・工事引き合いの減少が懸念される。

（左官工事／全道）
・7 月末に当初発注予定になかった工事の発注が決定し、昨年度より受注高が上
回る可能性がある。例年、合併浄化槽設置工事が夏までに数本発注されている
が、今年度は発注情報がいまだにない状況。
（管工事／名寄）
・弁当配送について、配送日数は平常に戻ったものの数量が回復していない。レ

ストラン、百貨店へ卸している野菜問屋は外注を減らし自社社員で配送してい
るため、4 月から売上がゼロである。共同受注、共同配車はスポット、引越が
落ち込む一方、宅配は順調に売上を維持しているが、全体としては 7％ほどの
売上減少となった。
（一般貨物自動車運送／全道）
・農産物の生育はおおむね良好。本州の大雨の影響で市況も良く、出荷状況は順
調だが、新型コロナウイルスの影響で消費は低迷している。建設機械関連につい
ても工期が再開しつつあり、前月比で多少上向いてきている。飲料関係は、気温
の低さと新型コロナウイルスの影響を受け荷動きは悪い。貸切バスの利用は 3
月以降ほとんどなく、非常に厳しい状況にある。 （一般貨物自動車運送／石狩）
・新型コロナウイルスの影響で全体的な悪化傾向にある。

（一般貨物自動車運送／小樽）
・売上高は前年同月比 21.3％減。乗務員数は前年同月比 7.0％減。6 月分チケッ
ト取扱高は前年同月比 33.6％減。
（一般乗用旅客／旭川）
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支部だより
・宗谷総合振興局・留萌振興局管内
上川・宗谷支部（旭川市）所管／上川
駐在職員／西村事務所長・増田主任
タクシーがプロの味を運びます！

を気軽に注文することができ

協同組合旭川ハイヤー協会（柏葉健一理事長、組合
員11人）は、旭川市内の飲食店と連携し、料理の宅配
サービスに乗り出しました。

ます。
利用したユーザーからは
「自宅で安心して食べたいお

この取組は、今般の新型コロナウイルス感染拡大

店の料理を食べられる。」
「こ

による外出自粛で自宅での飲食機会が増え、テイク

れまで行ってみたいと思って

アウトの需要が高まったことにより、旭川市からの

いても中々行けなかったお店

委託を受けて行っているものです。現在は組合員の

の料理をこの機会に食べるこ

タクシー事業者10社及び未加入の事業者2社が参加

とができた。」との声が聞か

しています。

れ、大変な好評を得ています。

「タクとれ」
案内チラシ

サービスを利用する場合は、専用サイト「タクDE

同組合の荒川専務理事は、
「事業者だけでなく消費

とれーる」
（通称・タクとれ）に掲載されている加盟飲

者にとっても非常に意義のある取組。飲食店とタク

食店一覧から利用したい店舗を検索し、電話やメー

シー事業者が力を合わせ、一丸となってこの危機を

ルなどで直接注文をします。その後、タクシーで自宅

乗り越えていきたい。」と話していました。

に料理が届けられるというシステムです。
様々なジャンルの飲食店約60店舗がこのサービ
スに参加しており、ユーザーは食べたいお店の料理

釧根支部（釧路市）

「タクDEとれーる」
公式ホームページ
https://taku-tore.net/

所管／釧路総合振興局・根室振興局管内
駐在職員／田口事務所長・尾﨑主事

釧路川の絶景を眺めながら食事も楽しめる
「くしろ夕日カフェ」

料理に舌鼓をうちながら、瀟洒
な店内で寛ぎのひとときを過ご

今回は釧路市にある企業組合ウェルフェアグループ

してみるのはいかがでしょうか。

（栂野豊理事長、
組合員111人）
の取組をご紹介します。

レジ前では以前から手作りのクッキーや雑貨類を

同組合は、ハンディキャップのある方に就労の場

販売していましたが、近頃のコロナ禍やレジ袋有料

を提供する就労継続支援A型の事業所として、
犬の美

化の流れを受け、マスクやエコバッグ、さらにはお弁

容室
「くしろわんこ」
、
焼きたて手作りのパンを販売す

当の販売も新たに開始するなど、お客様の要望に柔

る
「くしろぱんや」、釧路川沿いにあるカフェ
「くしろ

軟に応える店舗運営を心がけています。

夕日カフェ」
の3店舗を釧路市内で運営しています。

同組合の佐藤理事は「暑い夏にぴったりの冷たい

「くしろ夕日カフェ」
は、
インドネシアのバリ、
フィリ

デザートも数多くご用意しています。スタッフ一同

ピンのマニラと並んで世界三大夕日の一つに数えら

お待ちしておりますので、釧路にお越しの際はぜひ

れる釧路の夕日を

『くしろ夕日カフェ』でお食事と美しい眺望をお楽し

客席から眺められ
る抜群のロケー
ションが 話 題に。
一品ずつ丁寧に作
一番人気のハンバーグ・エビフライランチ
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られるこだわりの

みください。」と話していました。
くしろ夕日カフェ
釧路市入舟4丁目1番1号かもめホール2階
T E L：0154-41-2015（くしろ夕日カフェ）
0154-41-2016（組合本部）
営業時間：午前11時から午後4時30分まで 定休日／水曜日

胆振支部（室蘭市）

所管／胆振総合振興局管内
駐在職員／尾崎事務所長・大西（雅）主任

古市友之さん、第42回全国建築板金競技大会優勝！

に関わる優秀な建築板金工の

日本一の技術を示す

育 成 を 行 い 、住 環 境 の 品 質 向

本年2月22日から23日にかけて一般社団法人日

上、安心・安全に資するものと

本建築板金協会主催の第42回全国建築板金競技大

して年1回、技能競技の部と建築技術の部の2部門に

会が静岡県富士宮市で開催されました。決められた

分けて開催されています。

課題を時間内に製作する技能競技の部には全国から

昨年、同大会に初出場した古市さんは初出場なが

腕自慢の職人51名

ら8位入賞と健闘しましたが、梨木工業有限会社の

が参加し、苫小牧金

梨木社長は「古市さんなら必ず2年目で優勝、1位を

属板工業協同組合組

獲れる！」と古市さんの高い技術力を信じて会社を

合員である梨木工業

挙げての全面支援を行いました。古市さんの並々な

有限会社の古市友之

らぬ努力も相まって、2度目の挑戦となった今回は、

さんが見事、優勝を

2位以下に大差をつける好成績で栄冠を手にし、期

果たしました。

栄冠に輝いた古市友之さん

待に応えてみせました。

全国建築板金競技大会とは、伝統ある建築板金の

優勝者は再度同大会に出場することができないと

技能・技術を後世に残し、将来の建築板金を担う後継

いうルールがあるため、古市さんは今後、技術力の更

者の発掘と育成を図るため、その技能・技術を発表す

なる研鑽に努めるとともに、後輩の指導にも注力し

る大会です。国民生活に欠かすことのできない「住」

ていくとのことです。

空知支部（岩見沢市）

所管／空知総合振興局管内
担当／大瀧主任

映画
『糸』 深川・美唄がロケ地に
北海道を主なロケ地として撮影された、俳優・菅田

ます。早くもファンの間では縁
の場所として注目されており、

将暉さん主演の映画『糸』が8月21日から全国の映画

同所に足を運んで写真撮影を

館で公開されています。この映画は、札幌市出身のシ

したり、地元の方に撮影時の様子を尋ねたりする観

ンガーソングライター・中島みゆきさんの楽曲『糸』

光客もいるそうです。

に着想を得て製作されたもので、本来、令和2年4月

空知管内以外では上富良野町や函館市などでも撮

24日の公開を予定していましたが、新型コロナウイ

影が行われたとのこと。ストーリーはもちろん、道内

ルス感染拡大の影響を受けて公開が延期され、この

各地の美しい景色を楽しむことができる映画となっ

たび4か月ずれ込んでの上映開始となりました。空

ています。ぜひ一度ご覧になってみてはいかがで

知管内では深川と美唄で撮影が行われ、市民や関係

しょうか。

者の間ではファンによる「ロケ地巡礼」がもたらす経
済効果への期待が高まっています。
深川は市立病院がロケ地に選ばれ、市民約70人が
エキストラとして参加し、撮影を盛り立てました。美
唄では南美唄町がロケ地に。陸上自衛隊美唄駐屯地
近くの市営団地での撮影に加え、同町中央通りの空
き家2棟はヒロインの自宅や食堂として使われてい

南美唄町中央通りの映画ロケ地
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小規模企業共済制度
ポイント ❶

ポイント ❷

常時使用する従業員が20名以下
（商業・サービス業では5名以下）の個人事業主、
個人事業主の共同経営者（2名まで）
及び会社の役員の方が加入できます。
無理のない掛金、税制面での大きなメリット！

掛金は毎月1,000円～70,000円（500円単位）の範囲内で
自由に選択できます。
● 掛金は全額所得控除、
受取りは「退職所得扱い」
（一括受取）
または
「公的年金等の雑所得扱い」
（分割受取）
となります。
●

ポイント ❸

事業資金の貸付け・災害時のサポートもあります！

事業資金等の貸付制度が利用できます
（担保・保証人不要）
。
● 地震・台風、
火災等の災害時にも貸付けが受けられます。
●

全国加入者
約 48 万人の
実 績！

経営セーフティ共済制度

ポイント ❶ 中小企業で、引き続き1年以上事業を行っている方が加入できます。
● 取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難となった時に貸付けが受けられます。
● 取引先との商取引の事実確認だけで、
迅速に貸付けが受けられます。

税制面での大きなメリット！
ポイント ❷ 無理のない掛金、
● 月額5,000円～200,000円
（5,000円単位）
の範囲内で自由に選択できます。
● 掛金は全額
「損金
（法人）
」
または
「必要経費
（個人事業）
」
に算入できます。
ポイント ❸ 最高8,000万円まで貸付けが受けられます。
● 掛金総額10倍の範囲内で、
回収困難となった売掛金債権等の額
貸付けを受けた場合、
貸付額の10分の1の額が、
積立てた
● 貸付条件は
「無担保・無保証人」
「無利子」※ただし、
掛金から控除されます。
ポイント ❹ 40ヶ月以上掛けていれば、
● それ以降掛金を掛けなくても、
共済金の貸付けは受けられますので安心です。
● 解約しても共済金の貸付けを受けていなければ積立てた掛金の全額が戻ります。

本制度は、法律に基づき独立行政法人
中小企業基盤整備機構が運営しています。

（独）中小企業基盤整備機構
共済相談室
TEL 050-5541-7171

〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西7丁目 プレスト1・7 3階
TEL 011-231-1919 FAX 011-271-1109
ホームページアドレス https://www.h-chuokai.or.jp
発行日／2020年9月1日
（毎月1日発行）
＊この機関誌は、誰もが読みやすい
ユニバーサルデザインフォントと
環境にやさしい植物油インキを使
用しています。

