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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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−　福江商工会議所情報発信中　−

本誌の主な内容　　　　　　　　　　　
●日本商工会議所より「事業活動表彰」受賞
●長崎労働局からのお知らせ
●第２回「五島版RE�00認定委員会」開催
●「五島版RE�00認定証授与式」開催

●福江商工会議所青年部会員募集
●特別寄稿 ジオパークについて…清瀧会頭
●福江YEG五島振興局長表彰を受賞
●事業主の皆さまへ・労働保険の手続について
●インタビュー企画「きぼう」第８回

９月27日（月）第１回五島版RE100認定証授与式で、16の企業及び団
体に五島版RE100認定証が授与されました。

福江みなとまつり代替イベント
「コロナに負けない�地域活性化事業」
　　　　11月７日（日）・五島港公園
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日本商工会議所通常会員総会において
福江商工会議所が【事業活動表彰】を受賞

　去る９月16日、帝国ホテルにおいて、第133回日本商工会議所通常会員総会が開催されました。

総会には、全国515の会議所がコロナ禍の中、オンライン中継にて出席しました。

　総会には、菅総理を始め二階幹事長他、各政党の代表がご来賓としてご臨席され、コロナ禍にお

ける各種支援について会議所の対応に感謝の意を表し、また経済対策等についてご挨拶を賜りまし

た。議案では、事業報告・収支決算とともに各表彰式も執り行なわれ、福江商工会議所が「事業活

動表彰」を授与されました。受賞事業は、2020年６月に施行された「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」に基づく「五島市地域づくり事業協同組合」の設

立を手がけた事によって人手不足に直面している市内の観光、食品製造、農業、社会福祉等に係る

17事業所の参画を得て、労働力不足と雇用環境両面の改善に資する取り組みが、地域の雇用安定化、

労働力確保を通じて経済の好循環につなげるものであり、同様の悩みを抱える多くの地域の参考と

なる先行的取り組みとして評価されたものです。

お問い合わせ先

厚生労働省長崎労働局賃金室

☎095−801−0033

または最寄りの労働基準監督署

必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も。

長崎県最低賃金は令和３年10月２日から
　１時間821円

長崎労働局からのお知らせ

事業活動表彰
福江商工会議所

清瀧会頭

農業現場で研修中のIターン者ら

五島市地域づくり事業協同
組合による雇用環境整備
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　福江商工会議所青年部（福江YEG）会員募集
　福江商工会議所青年部は、会員を募集しています。会員相互の親睦と連帯を密にし、青年経済人としての
研鑽・企業の発展・地域の振興を図ることを目的にして活動しています。
　また、入会すると多様な業種間の事業者と市内・県内はもちろん、全国３万人のYEGメンバーとビジネス
サイト等で繋がりを持つことができ、企業のアピールの場として利用することもできます。
　多方面に見聞を広めたい方や仲間をつくりたい方なども大歓迎です。

　　　　入会希望・お問い合わせは・・・福江商工会議所　TEL. ０９５９−７２−３１０８
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：平野、吉田、荒尾までお気軽にご連絡ください。

第２回「五島版ＲＥ100認定委員会」開催
　去る９月15日、「観光ビルはたなか」において、第２回「五島版

ＲＥ１００認定委員会」が開催されました。委員会では、創設趣意

書、委員会規約、業務委託契約の変更及び島外事業所の取扱につい

て協議された後、「五島版ＲＥ１００」の認定について申請があっ

た16事業者の企業及び団体について審査が行われた結果、申請が

妥当として承認されました。

　︿認定企業及び団体は下記のとおり﹀　順不同

　　１．福江商工会議所　　　　　９．株式会社ＨｍＪ

　　２．有限会社イーウインド　　10．有限会社いけす割烹心誠

　　３．株式会社しまおう　　　　11．五島市商工会 

　　４．有限会社タテイシ　　　　12．株式会社神田商会

　　５．有川新石材有限会社　　　13．五島市本庁舎・各支所庁舎

　　６．福江サンヨー株式会社　　14．五島市福江文化会館・五島観光歴史資料館・市立図書館

　　７．株式会社眞崎商店　　　　15．JR西日本プロパティーズ九州支社

　　８．有限会社柳田建材　　　　16．株式会社ＪＳＨ

「五島版ＲＥ100認定証授与式」開催
　「五島版ＲＥ１００認定委員会」において、認定された企

業及び団体は９月27日、「観光ビルはたなか」において、五

島市野口市長、五島振興局松尾局長、五島市議会木口議長を

ご来賓にお迎えし、第１回目となる「五島版ＲＥ１００認定

証授与式」の式典が開催されました。同日、記者発表も行わ

れ、五島市における「地域版ＲＥ１００」の認定情報を国内外にプレスリリース致しました。

　清瀧会頭は、「温室効果ガス排出に起因する気候変動問題は、今生活している私共が解決しなけ

ればならない重要な課題であり、国内外の大手が推進しているＲＥ１００は、下請する中小企業や

取引条件として、脱炭素化の取り組みを課せられる問題である。また、今後は、金融機関や投資家

が投融資を行う際に、今迄の評価項目に追加をして脱炭素化、気候変動対策への対応が重視されつ

つあり、経営を行う中で避けては通れないものとなっていくであろう」と挨拶されました。認定事

業者の中には、ＪＲ西日本の不動産会社や東京に本社がある(株)ＪＳＨが運営する「コルディアー

レ農園」などの島外企業も含まれています。
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　私は熊本県の出身で、今から60年前になりま

すか、学生時代に叔父が当時の福江市内で商いを

しておりましたので、夏休みには毎年遊びに来て

おりました。海のきれいさは言うまでもなく熊本

の海にはない透き通ったエメラルドグリーンの色

や教会がたたずむ入江の美しさは感動でした。

　然し私には其の海より感動したのは、紺碧の空

に鬼岳の山からに見える崎山地域に広がる台地で

した。地球の大地としては比較的に若いのでしょ

う。噴火した鬼岳や箕岳の火山灰の鉄分が酸化し

て崎山の台地は赤く染まり見渡す限りに広がり、

その台地光景は、私にとって日本の何処にも無い

感度的な美しい光景でした。いつも見慣れている

地元の人にはわからない私だけの宝物と言える景

色でもありました。

　今でも、この写真の場所は私にとっては特別景

色であり、年には何度も訪ねて心を休めておりま

す。

　さて、私のジオの一押しは「ハマボウ」の花で

す。「ハマボウ」と言う名のお花を知ってますか。

「ハマボウ」は自然の中で人の住まいに特別に縁

の深い植物だと思っております。その花は、ハイ

ビスカスの花にそっくりですが、ハマボウは色鮮

やかな黄色の花が咲きます。南方系の植物で奄美

や鹿児島県、熊本県の一部や長崎県では対馬に自

生しています。この植物は塩分に強い塩生植物で

河口の汽水域に根を張り群生し、花を咲かせます。

奄美地方の「マングローブ」とそっくりの植生で

同じ汽水域に繁殖します。福江島にはマングロー

ブは自生しておりませんが、五島ではハマボウの

花は何故か集落の入り口に自生しております。

　その訳は地学的に証明できます。

　私はこの10年間に渡り時間があるときに、福

江島の西側の奥浦の地域を重点的に、花が咲く７

月から８月にかけてハマボウを探しました。

　現在までに私が見つけた「ハマボウ」は六方、

奥浦、宮原、唐船ノ浦、半泊の五カ所です。その

全てのハマボウは集落の入口に生えております。

但し、数千年前には今のような道路は有りません

ので、集落の入り口は、海からの河口が入り口と

なります。

　さて、何故集落の入り口なのか？ここで、美し

いハマボウの花を見ながら過去への旅に出てみま

しょう。

　3000万年前に太平洋プレートはユーラシアプ

レートに行く手を遮られ太平洋プレートは急激な

角度でユーラシアプレートの下に潜り込みます。

その圧力の影響を受けユーラシア大陸の端が引き

剥がされ、日本列島の元となる細長い島々が誕生

します。

　その後、1500万年間に渡りさまざまな地殻変

動を起こしつつ、少しずつ日本列島は東に移動し

ます。その間日本海では次々と海底火山が噴火し

て火山灰の量は厚さが1000ｍになったと言われ

ております。不思議なことにフィリピンプレート

も北上を始めて、その影響で西日本地域では多く

のカルデラ噴火がおきました。又、時を同じくし

て関東地域もその影響を受けて、南に並んでいた

〈特別寄稿 ジオパークについて〉

福江島の自然に魅せられて
福江商工会議所　会頭　清瀧　誠司
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火山の島々も北に向かい移動を始めて、現在の関

東地域に衝突して関東地方の山々が出来て関東地

域の大地は大きく広がります。伊豆半島も衝突し

た島の一つです。このように多くの大地の変動が

あり、奇跡的に運よく、漸く日本列島の形が出来

上がり、五島列島も火山活動は盛んではありまし

たが原型は出来上がりました。暫くの時を経て日

本列島の九州につながっていた大地も、その後、

九州と離れて五島の大地の原型が出来ました。

　五島の島々には山々がそびえており湿度の高い

雲は山に遮られて、数千年間に渡り多くの雨が降

り、時には大雨が続き山肌を侵食し、山を崩し、

谷は次第に深くなっていきました。谷間には水が

流れて小さな川となり、河口には平地が少しずつ

広がっていきました。時の流れと共に川には魚が

泳ぎ、海の魚も登り始めました。幾度の大雨が降

り次第に山々は深い谷となり、谷底の川の幅も広

がり大きな川となり河口の平地も広がりました。

　尚、大きくて高い山では谷底の川幅は大きくな

り河口には河岸段丘や平野が出来ました。

　福江島では海の近くに山がそびえており比較的

に低い山々ですので、平野は出来ませんでしたが、

人々が住むには充分な平地は出来ました。谷を流

れる川の河口には「ハマボウ」の木が群生し、季

節には綺麗な真っ黄色の花をきっと咲かせたで

しょう。

　この「ハマボウ」が咲く季節に海を渡ってきた

人々は船から満開のハマボウの花を見てきっとこ

の浜は飲料水もあり、飲み水には困らないし、汽

水域には多くの魚介類が豊富で、食べ物にも困ら

ないと判断して多くの人々が住み始め、集落と

なったと思っております。本来ならばハマボウの

木の近くには遠い昔の人々の遺跡があるはずです。

残念ながら、五島のハマボウの木々の群生は所謂

海岸脇ですので、護岸工事で整備され、現在残っ

ている全てのハマボウは運よく生き残った木であ

り、遺跡の痕跡もありません。　

　高校時代に理科の科目で同級生の１割にも満た

ない「地学」を選考した変わり者でしたが、今と

なっては自然のダイナミックスさや大地の美しさ、

不思議さをより楽しめることとなり科目の選択に

間違いはなかったと思っております。

　ジオは難しい事ではなく生活と密着した事柄で

す。大地の魅力は皆さんのすぐそばにあります。

　魚津ヶ崎の公園に花の見学に行った折りに、東

側の海辺をご覧ください。溶岩に打ち寄せる波が

見えます。花畑側の西側には溶岩を見る事さえで

きません。綺麗な花畑の堆積層の台地が広がって

おります。不思議で、美しい五島ですね。まだま

だ不思議な光景がいっぱいあります。大いにジオ

を楽しんでください。

福江商工会議所青年部（福江YEG）

「県民参加の地域づくり事業」五島振興局長表彰を受賞
　去る10月４日（月）に五島振興局において、「県

民参加の地域づくり事業」五島振興局長表彰式が開

催されました。

　本表彰は、「県民参加の地域づくり事業」の参加

団体で、特に功労顕著な団体に対し行われるもので

あり、本年度は当青年部が下五島地区愛護推進協議

会からの推薦を受けての表彰となりました。

　当青年部はゴミゼロ大作戦と題し、20年以上に

わたり福江川や福江港周辺などの地域美化活動を行っており、本年度で第50回目を迎える事業と

なりました。

　今後とも地域を支える青年経済人として各種活動に尽力してまいりますので、ご指導、ご鞭撻の

程よろしくお願い致します。
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事業主の皆さまへ

労働保険の手続について
　【労働保険】とは、労災保険（労働者災害補償保険）と雇用保険の総称です。

　下記の加入義務のある事業場などをご確認の上、まずは、最寄りの、労働基準監督署、

公共職業安定所（ハローワーク）へご相談ください。

加入義務のある事業場

◆次の事業場は、労働保険への加入が法律で義務づけられています。（強制適用事業場）

常勤、パート、アルバイト、派遣等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を１人

でも雇っている事業場は加入義務があります。

労働者とは？

労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、労働の対価として

の賃金が支払われる者のことをいいます。

保険料は何に使われている？

◆お支払いいただいた労働保険料は、労災保険と雇用保険で次のように使われています。

労災保険　労働者が仕事（業務）や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になっ

た場合や亡くなった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行って

います。

※令和元年度は、約69万人に新規の療養補償給付等を行い、約20万人に労災年金を支給しました。

雇用保険　労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また自ら

教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っ

ています。

※令和元年度は、約109万人に新規の一般求職者給付（いわゆる失業手当）を行いました。

　成立手続がおすみでない事業主の方は、速やかに手続をお願いします。

◎労働保険の成立手続は、労働基準監督署及び公共職業安定所（ハローワーク）の窓口

又は電子申請で行うほか、労働保険事務組合（厚生労働大臣の認可を受けた中小事業

主等の団体）や社会保険労務士へ事務処理を委託（依頼）することもできます。

詳しくは　長崎労働局総務部労働保険徴収室

　　　　　電話095−801−0025

　　　　　又は最寄りの監督署・安定所へ

　　　　　お尋ねください。
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対象者（事業場）

令和３年８月から業務改善助成金 が使いやすくなりました

新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、業務改善助成金の内容が大幅に拡充されました。
（③はコロナ禍により売上等が30%減少した事業主又は事業場内最低賃金900円未満の事業場に限ります）

① 45 円コースを新設 ②年度内に２回目の申請が可能 ③上限加算の対象人数を10人まで拡大

『業務改善助成金』は、設備投資により生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）」
の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。 申請期限：令和４年１月３１日

１人 ２～３人 ４～６人 ７人以上 10人以上（※1）

20円コース（20円以上引き上げ） 20万円 30万円 50万円 70万円 80万円

30円コース（30円以上引き上げ） 30万円 50万円 70万円 100万円 120万円

45円コース（45円以上引き上げ） 45万円 70万円 100万円 150万円 180万円

60円コース（60円以上引き上げ） 60万円 90万円 150万円 230万円 300万円

90円コース（90円以上引き上げ） 90万円 150万円 270万円 450万円 600万円

賃金引上げ労働者数
各コース助成上限額

申請回数

■設備投資（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練など）の範囲が拡大
※生産性向上の効果が認められる場合はPC、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器（新規導入の場合のみ）
の他、乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車なども対象となります。
（ただし、生産量又は売上高等の最近３か月間の月平均値が前年または前々年の同じ月に比べて30%以上減少
している事業主で、かつ、引き上げ額30円以上の場合に限ります）

コース区分

■事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内 かつ 事業場規模100人以下

助成対象範囲の拡大

助成率
■４／５（生産性要件(※2)を満たした場合は ９／10）
（※2）ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値を指します。

助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較
し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

（※1）10人以上の上限額区分は、以下のいずれかに該当する事業場が対象となります。
①賃金要件：事業場内最低賃金900円未満の事業場
②生産量要件：売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が前年又は前々年の同じ

月に比べて、30％以上減少している事業場

■同一年度内に２回まで申請が可能
従来は、同一年度内の複数回受給を認めていませんでしたが、年度当初に助成金を活用し、賃金引上げを実施
した事業場が同一年度内に再度賃金引上げを行う場合は、年度内にもう１回申請ができるようになりました。

ご留意ください?
■国の予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
■事業完了の期限は令和４年３月31日です。

■お問合せ先■
「業務改善助成金コールセンター」を設置しましたので、お気軽にお問合せ下さい。

電話：03-6388-6155（受付時間 月～金８：30～17：15）
■申請窓口■
長崎労働局雇用環境・均等室
〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル３階（電話：095-801-0050）
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インタビュー企画・地元就職者のご紹介

Q入社のきっかけ

Aきっかけは私が高校生の時、学校の授業や部活動でご
と㈱の商品開発に携わったことです。商品の味や食感

の調整を通して、地元の食材を生かした商品を開発するごと
㈱に魅力を感じ、島内で地元に一番貢献できるところはここ
だと思い入社しました。

Q仕事内容

A主にレジでの会計や、商品の発
注に加え、カフェでの接客業務

が現在の仕事です。
　本年９月には長崎で行われる催事に初めて参加させてもら
うので、沢山の経験を通してさらにスキルアップしていきた
いと思っています。

Q仕事で大切なことは

A来店頂いたお客様には気持ちよく買い物や、カフェで
のひと時を過ごして欲しいので笑顔で接客することを

特に大切にしています。また販売している商品等についてお
客様から質問をされた際に正しい情報を伝えるということも
大切にしています。

Q会社の好きなところは

A全国に商品を発信し、成長を続けようとしている所です。
また職場の先輩方が時に厳しく、時には優しく指導し

て下さり、年齢が離れていても話しかけやすい雰囲気がとて
も好きです。

Q息抜きの方法

A休日は外にでる事が多く、ドライブに行ったり友達と
休みが合えば一緒にカラオケに行ったりしています。

家にいる時は好きな漫画や小説を読んで過ごしています。

Q今後の目標について

A仕事のスキルアップとともに五島の魅力を全国に発信
していけるようにこれからも頑張っていきたいです。

ごと株式会社

荒木 萌恵さん
きぼう第８回

取材日　令和３年８月27日

ごと株式会社 会社案内
〒853-0031
長崎県五島市吉久木町726-1
TEL：0959-75-0111
FAX：0959-75-0022

代表者：木下秀鷹
設　立：平成18年８月18日

事業内容：
長崎県五島列島産のさつまいも
「ごと芋」を使った冷凍焼き芋
の製造販売、同産の旬な材料を
使用したレトルトパウチ食品の
製造販売。
商品は主に通販で販売しており
ますが、五島市にある実店舗で
は当社製造商品のほか、五島列
島の特産品の販売も行っており
ます。

HP：https://nagasakigoto.net/

※ごと芋パンケーキ


