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皆様のご意見、ご要望がありましたらお寄せください。
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島内の需要を喚起し島内消費拡大を図ることを目的に
新型コロナウイルス対策プレミアム付商品券事業を行います。

※Ｐ２会頭挨拶・Ｐ７事業概要をご覧下さい。

新型コロナウイルスの感染を防止しながら、
皆さんと一緒に力を合わせて乗り越えましょう。
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　去る令和２年３月30日（月）13時30分より（有）観光ビルはた

なか３階会議室において福江商工会議所通常議員総会が開催さ

れました。令和２年度の事業計画及び収支予算に対して審議さ

れた後、承認可決されました。

　具体的には下記のとおりとなります。

　皆様もご承知の通り、この度の新型コロナウイルス感染症問題では、経済的に観光関連産業

が特別大きく影響を受けております。五島におきましてもその状況は変わらず、今月３月の旅

館ホテルのキャンセルは80％減になっており、４月はもう一段と厳しくなるようです。

　五島に於きましては、観光産業が経済の大きな柱となっております。この観光産業の火を消

さぬように急ぎ新型コロナウイルス感染症対策の第１弾となります「コロナ対策事業」を各団

体に呼び掛けて計画いたしました。

　この事業に付きましては１日でも早く具体的に着手し実行したいと思っております。今回の

対策が少しでも関係会員事業所の元気となり、事業の継続及び働く場の確保となります事を

願っております。

　この度の新型コロナウイルス感染症問題は、福江商工会議所の７０数年にわたる歴史の中で

も特段な緊急事態だと思っております。過去にも一度緊急事態がありました。それは福江大火

であります。その時も今回同様会員事業所に存亡の危機があったと思われます。然しながら今

回は当時と比べて、「人、物、の往来が止まり」その上に危機的期間がどの程度続くかが不明

であります。結果として今回の状況は、福江商工会議所に於きましては、「福江大火」を超え

る最大の緊急事態と思っております。この最悪の緊急事態である「コロナショック」を皆さん

と一緒に力を合わせて乗り越して、落伍者を出さない様に頑張りましょう。

︿清瀧会頭挨拶より抜粋﹀

―　基本方針　―　　※新型コロナウイルス感染拡大前に構想。

　我が国経済は、 米中貿易摩擦が拡大・長期化したほか、 中国をはじめとする新興国・資源国経済

が減速する中、 堅調な内需が下支えとなり企業利益も高水準を維持するなど、 景気拡大局面は戦後

最長となりました。 一方で少子高齢化の進行による深刻な人手不足が続いており、 人件費の高騰

によるコスト負担の増加など、 中小・小規模事業者においては、 依然として厳しい経営環境におか

れており、 特に県内小規模事業者は、 地域の経済や雇用を支える極めて重要な存在でありながら、 

人口減少や大手資本との競争激化、 消費行動の変化といった厳しい経営環境にあり、 売上低迷や事

業者数の減少、 経営層の高齢化など多くの課題を抱えています。 

　五島市においても同様であり、 有人国境離島法にかかる雇用拡充など、 労働環境は改善していま

すが、 労働力不足は、 かってにないほど厳しい状況が続いています。 

　一方、 経営環境を見てみると、 会議所が手がけてきた観光客の誘致については、 世界遺産登録や

～令和２年度福江商工会議所事業計画及び収支予算決定～
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浮体式洋上風力発電施設にかかる入り込み数は大幅な増加が見られ、 それに伴う旅館・ホテルの宿

泊者や飲食業の来店客、 製造業等の需要拡大が見られました。 

　元号が令和となり新しい時代が幕開けし、 会議所も新たな島外需要を見いだす事業に向け、 今後

も継続して邁進したいと考えております。 

　重要な事業については、 下記のとおりであります。 

１． 交流人口の新たな需要を拡大する手段を見いだすこと。 

具体的には、 現在行っている、 再生可能エネルギーへの視察研修者の受け入れを活用し、 長崎市

と連携して平和教育による修学旅行等のマッチングを行い、 「脱炭素化と平和」 のテーマでの新

たな観光資源を開拓すること。 

２． ＩＲ集客からの観光客の誘致計画を策定すること。 

具体的には、 長崎県商工会議所連合会の共同提案にも入れておりますが、 ビジネスジェットの給

油設備・駐機場・格納庫設置と福江港から佐世保港までの船舶ルートの導入で、 国内外からの新

たな来島者の増加を促します。 

尚、 現在中心となってＩＲ事業の推進をしている長崎県と佐世保商工会議所へ五島を佐世保のＩ

Ｒ施設の一環として考えて頂くように提案しております。 

３． 再生可能エネルギーにおけるＲＥ100の推進にかかる福江商工会議所独自での認定証を発行

し、 新しい五島のブランド化を創設します。 

本年2020年は持続可能な時代への転換点とも言われております。 これからの社会は 「地球にや

さしい」 「温暖化対策」 「脱炭素化」 などが、 避けて通れない要因となります。 再生可能エネル

ギーの活用により製造業を始め、 該当する事業所にＲＥ100の推進を積極的に行ない、 福江商工

会議所独自での認定証を発行し、 新しい五島のブランドとして、 製造業の商品に付加価値を付け

販売戦略を行います。 そのため産・学・官等による認定証発行機関 「認定委員会」 の創設及び認

証ステッカーの作成を行うことも手がけて参りたいと考えております。 

４． 人手不足解消のため特定地域づくり事業協同組合の設立を手がけること。 

現在、 五島市は求人倍率がかってない程、 高くなっており求人票を出しても人材が集まらない状

況が続いています。 会議所では、 令和元年に通常国会で決議された 「地域人口の急減に対処する

ための特定地域づくり事業の推進に関する法律」 の制定を受けて、 「特定地域づくり事業協同組

合」 の設立に向けて着手します。 埋もれた人材を発掘し、 研修を行い、 スキルを上げた求職者を

育て会員企業へ派遣するものです。 

その他、 会員企業の成長や持続化に向けて、 国・県・市の制度を活用し、 経営力向上計画、 事業

承継、 経営革新、 創業等を積極的に推進するとともに、 関係機関と連携しながら地域の経済浮揚

に向けて役職員一丸となり努力してまいります。 

　《重点事項》

　　１． 地域振興対策事業　２． 観光交通対策事業　３． 商工振興対策事業　

　　４． 小規模、 中小企業支援事業

　《組織充実》

　　１． 通常議員総会等の開催、 常議員会の開催　２． 各部会及び各委員会の活動強化　

　　３． 会員拡大運動の実施
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―　事業計画　―　　※新型コロナウイルス感染拡大により変更となる場合もあります。

１． 地域振興対策事業

⑴　道路等の整備促進【福江島循環道路整備促進】

　①国道の整備促進　②県道の整備促進　③市道の整備促進

⑵　地域振興に関する継続事業

　①福江港整備促進　※大型観光船や緊急時自衛隊等の接岸可能な岸壁について

　②空港整備並びに利用促進に関する活動

　　※航空機給油施設の設置とビジネスジェットの駐機場整備

③公共投資の地元中小企業への優先受注確保　④自衛隊の協力支援　⑤過疎対策事業の推進　

⑥就業者不足対策事業　⑦情報通信技術の活用と推進　⑧その他地域開発に関する事業

⑶　特定有人国境離島新法の事業推進並びに関連事業推進

⑷　再生可能エネルギー推進事業の促進並びに関連事業推進

①地元企業の事業促進　②地元再生エネルギーの地産地消に関する事業推進

③再生エネルギー視察ツアーの推進

２． 観光振興対策事業

⑴　観光客の誘致活動

　①交流人口拡大の事業推進　②九州域内の観光PRの推進

　③福江みなとまつり協賛並びに事業推進　④五島フェスティバル （夕やけマラソン） の共催

　⑤五島椿まつりの共催　⑥2020五島長崎国際トライアスロン大会の共催

　⑦観光関連機関との観光宣伝活動の促進並びに事業推進

　⑧観光関係機関と連携し修学旅行等の誘致活動の促進

　　長崎の平和教育と五島の再生可能エネルギーを複合させた誘致事業

⑵　受入体制の整備

　①福江港トイレの改修についての要望

　②福江城 （石田城）・五島邸庭園・心字が池等を中心とした文化遺跡の観光事業推進

　③観光施設並びに観光資源の掘り起こしと研修会の開催

⑶　広域的集客化対策

　①広域観光ルート施策 （大村、 島原、 福江、 天草観光ルート等） と共同事業の実施

　②広域観光ルート施策に併せての大型イベント提言

⑷　地場産品振興対策

　①観光みやげ品の開発奨励　②地場産品愛用促進及び開発奨励と広報推進事業推進

　③地域資源を活用した特産品の開発 （ブランド化） 　④物産展、 商談会、 見本市等の出展支援

⑸　その他観光振興に関する事業

　①日本遺産 （japan Heritage/文化庁認定） に対しての研修の開催

　②九州商工会議所連合会観光委員会への参加　③全国商工会議所観光振興大会への参加

　④県下観光施設の研究視察

３． 商工振興対策事業

⑴　商業対策
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　①キャッシュレスの推進　②創業支援事業　③後継者 （事業承継） 対策事業の推進

　④各種調査の実施（通行量調査など）　⑤商工振興成功事例（先進地）の調査研究

　⑥各種施策、 助成金制度の普及推進

　⑦経営革新を図るため経営者及び従業員の講習会、 研修会等の開催

　⑧中心商店街の活性化推進（広域的な活性化など）　⑨商店街基盤整備の促進

　⑩五島管内商工団体連絡協議会を通しての商工会との連携事業

　⑪長崎商工会議所連合会議員大会（長崎大会）への参加　⑫その他商工振興に関する事業

⑵　工業対策

　①工業技術等に関する講習会、 研修会等の開催　②経営分析診断による経営合理化対策実施　

　③その他工業振興に関する事業

４． 商工技術推進事業

⑴　珠算、 簿記検定試験の実施

⑵　簿記講習会の実施

⑶　販売士検定試験の実施

５． 小規模、 中小企業支援事業

⑴　小規模事業者支援法に基づく会員事業所支援

　①金融相談　②税務相談　③労働相談　④各種補助金に対する相談　⑤その他経営相談

⑵　経営発達支援の認定に向けて事業推進　　※ながさき産業振興推進計画を含む

⑶　事業継続力強化計画の認定に向けて事業推進

⑷　創業、 経営革新、 事業承継等の各種相談事業の推進

　　※専門家派遣制度の推進 （エキスパートバンク、 ミラサポなど） 

⑸　経営指導員、 経営支援員のOＪＴ及びＯf f−ＪＴよる資質向上

⑹　その他中小企業及び小規模事業者支援事業の実施

６． 調査・広報推進事業

⑴　調査事業

　①国、 県、 市等の委託調査　②特定商工業者の調査及び名簿刊行

⑵　広報事業

　①福江商工会議所ニュースの刊行　②福江商工会議所ホームページの充実

　③ＳＮＳを活用した広報事業　④福江ケーブルテレビ等のメディアを活用した広報事業

７． 会員福祉事業の推進

⑴　生命共済、 特定退職金等各種共済制度の推進

⑵　ＰＬ保険制度の推進

⑶　その他会員福祉事業の推進

８． 青年部、 女性会の運営並びに活動支援

⑴　福江商工会議所女性会 （会員数　26名） 

⑵　福江商工会議所青年部 （会員数　60名） 
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2020年３月27日現在
●生産性革命推進事業

　生産性革命推進事業（令和元年度補正予算３, ６００億円）において、新型コロナウイルス感

染症による影響を受け、サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資や販路開拓、事業

継続力強化に資するテレワークツールの導入に取り組む事業者が優先的に支援されます。

　具体的には、①ものづくり・商業・サービス補助、②持続化補助、③ＩＴ導入補助の採択審査

において、今般の感染症の影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者に対して加点措置が

講じられます。さらに、①については、生産性向上や賃上げに係る目標値の達成時期を１年間猶

予するなど申請要件の緩和を行うとともに、交付決定日前に発注した事業に要する経費について

も対象となります。

①　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）

（補助額：100万〜1,000万円、補助率:中小１/ ２　小規模２/ ３）

中小企業等が行う、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資

等を支援します。

②　小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）

（補助額：〜50万円、補助率: ２/ ３ ）

小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓の取組等を支援します。

③　サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（ＩＴ導入補助金）

（補助額：30万〜450万円、補助率１/ ２）

中小企業等が行う、バックオフィス業務の効率化や新たな顧客獲得等の付加価値向上に資するＩ

Ｔツールの導入を支援します。

【お問合せ先】福江商工会議所・中小企業相談所
　　　　　　　TEL：０９５９−７２−３１０８

●雇用調整助成金
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に

対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、

賃金等の一部を助成するものです。当助成金のお問合せ先一覧は、 こちらをご参照ください。

【助成内容】

＜助成率＞　大企業：１／２・中小企業：２／３

＜支給限度日数＞　１年間で100日（３年間で150日）

◆新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置①

　※休業等の初日が令和２年１月24日から７月23日までの場合に適用します。

【特例の対象となる事業者】

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受

ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

【お問合せ先】ハローワーク五島・公共職業安定所
　　　　　　　TEL：０９５９−７２−３１０５

新型コロナウイルス対策補助事業（経済産業省・厚生労働省）
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〈目　　的〉新型コロナウイルス感染症により、各種イベントの中止や観光客
のキャンセルが相次ぎ、市内商工・観光関連業者の売上が低迷し
ている状況に鑑み、島内の需要を喚起し島内消費拡大を図ること
を目的に事業を実施する。

〈事業期間〉令和２年４月20日〜令和２年５月31日

〈発行総額〉6,650,000円（うちプレミアム分2,750,000円 40％）

島外へ出張などでお出かけされた方は、体調が悪くない方でも、２週間後にご利用ください。
コロナでお出かけできないご家族様。たまには、五島のお宿に格安で泊まりませんか。
五島に
泊まろう宿泊プレミアム付商品券

Ⓐ素泊り１枚4,500円を2,500円で販売・100枚限定
Ⓑ一泊一食付１枚5,500円を3,000円で販売・200枚限定
Ⓒ一泊二食付１枚7,000円を3,500円で販売・300枚限定

ご家族でご利用ください。
五島で
食べよう飲食プレミアム付商品券

　１枚3,000円を2,000円で販売・500枚限定

島外にいるご家族にお送りください。
五島を
贈ろう土産品プレミアム付商品券

　１枚3,000円を2,000円で販売・500枚限定

〈販売方法〉五島市民が島民カードを提示し購入する。

〈販売場所〉福江商工会議所・五島市商工会（各支所）

〈事 業 費〉①五島市緊急経済対策消費拡大支援事業費補助金
②各種団体負担金

〈実施主体〉下五島商工連絡協議会
協賛団体
　■福江商工会議所　■五島市商工会　■（一社）五島市物産振興協会　
　■（一社）五島市観光協会　■五島市旅館・ホテル組合　■五島市飲食店組合
　■五島観光みやげ品協同組合

【事務局・お問い合せ先】福江商工会議所 TEL 0959−72−3108

この事業を応援しています。㈱五島市民電力／五島水産㈱／㈱神田商会

私たちの力で五島を元気に!!
新型コロナウイルス対策プレミアム付商品券事業概要

〈発行する
商品券の
種類と　
販売価格〉

※ご利用前には
　事前に予約が必要です。
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令和２年度　検定試験日程表

各種検定の詳細は　http://www.kentei.ne.jp/をご覧下さい。

検定試験 試　験　日 受　付　期　間 受　験　料

簿　　　記（155） ６月14日（第２日曜）
４月６日（月）

〜５月15日（金）
１級　７, ８５０円

２級　４, ７２０円

３級　２, ８５０円

簿　　　記（156） 11月15日（第３日曜）
９月７日（月）

〜10月16日（金）

簿　　　記（157）

２. ３. ４.級のみ
２月28日（第４日曜）

12月21日（月）

　〜１月29日（金）

珠　　　算（219）

暗　　　算　　　

段　　　位（129）

６月28日（第４日曜）
４月20日（月）

　〜５月28日（木）

段位（珠算、暗算）

　　　　２, ９５０円

段位（珠算のみ）

　　　　２, ５５０円

段位（暗算のみ）

　　　　１, ２２０円

１級　　２, ３４０円

準１級　２, ０４０円

２級　　１, ７３０円

準２級　１, ６３０円

３級　　１, ５３０円

準３級　１, ３２０円

４級〜６級

　　　　１, ０２０円

７級〜10級　　 

　　　　　 ９１０円

暗算１級〜10級

（準１級〜３級含む）

　　　　　 ９１０円

珠　　　算（220）

暗　　　算

段　　　位（130）

10月25日（第４日曜）
８月17日（月）

　〜９月24日（木）

珠　　　算（221）

暗　　　算

段　　　位（131）

２月14日（第２日曜）
12月７日（月）

　〜１月14日（木）

販売士２級　（86）

販売士３級　（86）
７月11日（第２土曜）

５月11日（月）

　〜６月19日（金） １級　７, ８５０円

２級　５, ７７０円

３級　４, ２００円

販売士１級　（87）

販売士２級　（87）

販売士３級　（87）

２月17日（第３水曜）
12月14日（月）

　〜１月22日（金）


