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　●福江商工会議所ホームページ http://www.fukue-cci.org/　●福江商工会議所Facebook
　●福江商工会議所は、docomo無料wi-fiがご利用可能です。

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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福江商工会議所ニュース

−　福江商工会議所情報発信中　−

本誌の主な内容　　　　　　　　　　　
●令和４年度　五島市合同企業説明会開催
●長崎県の新型コロナウイルス対策についてお知らせ【雇用版】
　◦令和４年度長崎県緊急雇用維持助成金
　　　（雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金用）
　　　（産業雇用安定助成金用）
●INPIT長崎県知財総合支援窓口へご相談ください

●㈱日本政策金融公庫生活事業長崎支店よりお知らせ
　◦マル経融資（小規模事業者経営改善資金）
　◦事業承継マッチング
●令和４年度　福江商工会議所青年部会長所信及び事業計画
●福江商工会議所青年部会員募集
●中小企業退職金共済制度のお知らせ
●事業環境変化対応型支援事業　個別経営相談会開催
●福江商工会議所女性会会員募集

2022年 秋放送
連続テレビ小説

舞いあがれ！

空とパイロットにあこがれ、ものづくりの町東大阪と
自然豊かな五島でさまざまな人との絆を育みながら、
夢へ向かい奮闘するヒロインの物語。
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−長崎県の新型コロナウイルス対策についてお知らせ【雇用版】−

令和４年度　五島市合同企業説明会 開催
～五島の未来をつなぐ高校生への就職メッセージ～

　長崎県五島振興局、五島市、ハローワーク五島等の行政と福江商工会議所等の民間団体が連携した「五島地区

若者定着促進連携会議」の主催による五島市合同企業説明会が令和４年６月13日(月)、五島市中央公園市民体育

館メインアリーナにおいて開催されました。説明会は、来春高等学校等を卒業予定の３年生及び１、２年生と保

護者を対象に開催され、地元企業への就職促進を目的に行われております。

　当日は、企業と各高等学校等との意見交換会、五島・福江島の魅力講演会、合同企業説明会が開催され、１４

６名の高校生が参加されました。開会において長崎県五島振興局長　松尾信哉氏の挨拶に続き、当商工会議所の

清瀧会頭が「今の五島があるのは、あなた方のご両親や先輩方が築いてくれた財産であり、皆様が五島の未来を

担っているので、是非五島に就職して下さい」と挨拶致しました。

●参加学校：長崎県立五島高等学校、長崎県立五島海陽高等学校

　長崎県立五島南高等学校、長崎県立奈留高等学校、

　長崎県立五島高等学校定時制、鶴南特別支援学校五島分校

●参加企業：３３企業

　○市内に就業地があり、市内で就業可能な企業

　○来春の新規高卒者の採用に係る求人票を６月中にハローワークへ提出予定の企業

　　１．介護福祉関係　　　　４企業　　　６．建設業　　　　　　５企業

　　２．コンピューター関連　１企業　　　７．農業、農産加工業　９企業　

　　３．旅客運送関連　　　　２企業　　　８．労働派遣事業　　　１企業

　　４．電気工事関連　　　　３企業　　　９．観光サービス業　　２企業

　　５．ホテル業　　　　　　２企業　　　10．金融業　　　　　　１企業

　　６．水産業　　　　　　　２企業　　　11．国防関係　　　　　１企業

令和４年度長崎県緊急雇用維持助成金（雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金用）
　新型コロナウイルスの影響に伴う従業員の休業等により雇用の維持を図る事業主の負担を軽減するため、
国の「雇用調整助成金」及び「緊急雇用安定助成金」、（以下「雇用調整助成金等」という。）に対する、
長崎県独自の上乗せ助成を実施します。

１．支給対象
　新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、長崎労働局から以下の期間の「雇用調整助成金等」の
支給決定を受けた県内中小企業事業者
■令和４年２月１日以降に支給決定を受け、判定基礎期間の初日が令和４年３月31日までの期間にある雇用

調整助成金等
【以下の場合は対象外となります】
　①雇用調整助成金等の助成率が10分の10の場合
　②上記期間の支給決定であっても、令和３年度に既に緊急雇用維持助成金の支給を受けている場合

２．助成率・限度額
「雇用調整助成金等」の助成率に応じて次の金額を助成
《助成限度額（累計額）》１事業者当たり100万円以内

国の助成率 県の助成率

５分の４ 国支給決定金額の８分の１（休業手当総額の10分の１程度）

10分の９ 国支給決定金額の18分の１（休業手当総額の20分の１程度）

３.申請期限
雇用調整助成金等の支給決定日から３ヶ月以内【最終申請期限：令和４年８月31日まで】
※支給決定日が令和４年４月３０日以前の場合は令和４年７月29日まで

《申請・問合せ先》長崎県産業労働部雇用労働政策課労政福祉班
住所 〒850－8570　長崎市尾上町３番１号
電話 095-895-2714　FAX 095-895-2582
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令和４年度長崎県緊急雇用維持助成金（産業雇用安定助成金用）
　新型コロナウイルスの影響に伴う従業員の在籍型出向により雇用の維持を図る事業主の負担を軽減する
ため、国の「産業雇用安定助成金」に対する、長崎県独自の上乗せ助成を実施します。

１．支給対象
　新型コロナウイルス感染症の影響に伴う在籍型出向により、長崎労働局から以下の期間の「産業雇用安定助
成金」の支給決定を受けた県内中小企業事業者

■令和４年２月１日以降に支給決定を受けている産業雇用安定助成金
　※出向初期経費については対象外となります。

２．助成率・限度額
「産業雇用安定助成金」の助成率に応じて次の金額を助成
《助成限度額（累計額）》１事業者当たり100万円以内

（令和３年度に限度額に到達した事業主も申請ができます）

国の助成率 県の助成率

５分の４ 国支給決定金額の８分の１（国支給決定金額の10分の１程度）

10分の９ 国支給決定金額の18分の１（国支給決定金額の20分の１程度）

３分の２ 国支給決定金額の20分の７（国支給決定金額の30分の７程度）

３.申請期限
雇用調整助成金等の支給決定日から３ヶ月以内【最終申請期限：令和５年３月３日まで】
※支給決定日が令和４年４月30日以前の場合は令和４年７月29日まで

《申請・問合せ先》長崎県産業労働部雇用労働政策課労政福祉班
住所 〒850－8570　長崎市尾上町３番１号
電話 095-895-2714　FAX 095-895-2582

〒856-00�6　大村市池田２丁目��0�−8 長崎県発明協会内
TEL0957−46−6��0　E-mail:chizaimadoguchi@hyper.ocn.ne.jp
INPIT長崎県知財総合支援窓口は（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）から委託を受け、長崎県発明協会が設置しています。

INPIT 長崎県知財総合支援窓口

◆商工会議所・商工会・よろず支援拠点等県内の様々な支援機関と連携してサポートします。
◆知的財産に関するお悩み・疑問についてお気軽にご相談下さい。

STEP１　　まずはお電話でご相談（予約）下さい
　　　　　　TEL　０９５７−４６−６２３０

（平日9：00〜�7：45）

STEP２　　窓口相談担当者がご相談にお答えします

STEP３　　必要に応じて知財専門家と協働で支援を
行います（相談会・専門家派遣等）

相談の流れ

相談
無料

秘密
厳守

企業
訪問可

Web会議
にも対応

INPIT 長崎県知財総合支援窓口　へご相談ください。

INPIT知財総合支援窓口は、国（INPIT/インピット）の事業で全国47都道府県に設置された知的財産に関する無料
の相談窓口です。窓口相談担当者が専門家（弁理士、弁護士、デザイナー等）と協働しワンステップで対応します。

どこに相談したら
いいの？

ネット販売を始めたら
他社から商標権侵害の
警告書が送られてきた

発明した物で特許を
取りたいけど…

新しい商品のロゴが
他のブランドと

似ている気がするけど…

パッケージのデザインを
真似されたくないけど…
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「続けたい」と「始めたい」を つなげる。
後継者がいないことなどを理由に「事業を譲り渡したい」とお考えの方と、創業や事業拡
大等に向けて「事業を譲り受けたい」とお考えの方をつなぐ、マッチングサービス「事業
承継マッチング支援」を提供しています。

商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・
無保証人でご利用できる制度です。

●マル経融資（小規模事業者経営改善資金）の概要
資金のお使いみち 運転資金 設備資金
融資限度額 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）
利率（年） 特別利率F
担保・保証人 担保・保証人は不要です。

ご利用にあたっては商工会議所会頭､ 商工会会長等の推薦が必要です。
併用できる融資制度 設備投資を行う方 設備資金貸付利率特例制度（全国版）(注1）

設備資金貸付利率特例制度（東日本版）（注2）
（注１）下記の災害等関連のマル経融資には、ご利用いただけません。
（注２）下記の災害等関連のマル経融資の場合は、東日本大震災関連のみご利用いただけます。

【新型コロナウイルス感染症により影響を受けたみなさまへ】
●新型コロナウイルス感染症関連の概要
〈ご利用いただける方〉
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１ヵ月間の売上高または過去６ヵ月（最近１ヵ月
を含みます。）の平均売上高が前４年のいずれかの年の同期と比較して５％以上減少しているま
たはこれと同様の状況にある方（※）
※商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要です。

〈ご融資限度額〉　通常のご融資額 ＋ 別枠1,000万円
〈利　率〉　【当初３年間】　特別利率F － 0.9％（別枠の1,000万円以内）（注）
　　　　　【４年目以降】　特別利率F
〈ご返済期間（うち据置期間）〉　 設備資金10年以内（４年以内（別枠の1,000万円以内））
　　　　　　　　　　　　　　　運転資金10年以内（３年以内（別枠の1,000万円以内）） 

（注）１．「特別利率F－0.9％」の適用限度額は、新型コロナウイルス感染症特別貸付
における「基準利率－0.9%」の適用限度額に含まれます。

２．一部の対象者については、特別利率F－0.9％の部分に対して中小企業基盤整
備機構から利子補給を受けることにより、当初３年間が実質無利子となります。

㈱日本政策金融公庫国民生活事業長崎支店よりお知らせ

マル経融資（小規模事業者経営改善資金）

長崎支店（国民生活事業）
〒850-0057　長崎県長崎市大黒町10-4
Tel:095-824-3142（平日9：00〜17：00）

❶譲り渡しに関するニーズ ❶譲り受けに関するニーズ

❷譲り受けたい
　お客さまのご紹介

❷譲り渡したい
　お客さまのご紹介

❸ニーズが合致する両者を引き合わせ（マッチング）

日本公庫

後継者が不在の
中小企業・小規模事業者の方等 事業を拡大したい

中小企業・小規模事業者の方等

創業をお考えの方

検 索日本公庫　事業承継マッチング
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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。

外野席からぼんやり試合を眺める自分がいた
それじゃ物足りないと試合に参加した

気づけばマウンドに立っている自分がいる

先輩たちが繋いだ40年の歴史
力強く、想いのこもった球

後輩たちが想いに答えようと
力強く頑張る姿

皆の想いと覚悟を背に
自分も投げよう

次の�0年へ繋がるように
大した球は投げられないかもしれないが

ただ胸を張って
精一杯に投げればいい

少しの勇気と情熱をもって
気づけばマウンドに立っている

自分自身に言い聞かせよう
頑張れ、やればできると

心を燃やせ

仲間を鼓舞できる人であろう
頑張れ、やればできると

心を燃やせ

道が判らないと悲観しないで
通ってきた道に自信をもって

道は自ずと出来るから
今を頑張ろう

自分を信じて、仲間を信じて
歩みを止めるな

心を燃やせ 福江ＹＥＧ

所　　信
福江YEG　令和４年度

第40代会長 浦　雄介

事　業　予　定　表 　　　　R4.4.15現在
月 福江商工会議所青年部等 県連・九ブロ・日商青年部

４月 定期総会 28（木）全国会長会議（東京都）

５月 広報紙発刊
会員手帳作成

７（土）県連通常総会（佐世保市）
27（金）、28（土）九ブロ役員会議・定時総会（沖縄県宮古島市）

６月 第51回ゴミゼロ大作戦
移動例会（嵯峨島視察）

７月 第19回レトロ冒険隊 ９（土）県連第１回役員会（佐世保市）

８月 27（土）夕やけマラソン大会 20（土）九ブロ役員会議（沖縄県宮古島市）

９月 選挙管理委員会発足 10（土）第２回九ブロサッカー大会（大村市）

10月 １（土）～２（日）福江みなとまつり
第52回ゴミゼロ大作戦

７（金）～９（日）九ブロ役員会議・定時総会・九ブロ大会（沖縄県宮古島市）

11月 第41代会長予定者発表会
26（土）40周年記念事業

５（土）県連第１回臨時総会・第28回会員大会（佐世保市）
10（木）～12（土）日商青年部　第98回会員総会・第40回全国会長研修会（大阪府枚方市）

12月 第２回福江YEGカップソフトボール大会 ３（土）県連第２回役員会・次年度役員予定者会議（佐世保市）
10（土）九ブロ役員会議（大分県日田市）

１月 新年会

２月 第29回五島椿まつり 16（木）～19（日）日商青年部　第99回会員総会　第42回全国大会（秋田県秋田市）

３月 広報誌発刊
新入会員オリエンテーション

４（土）県連第２回臨時総会・次年度役員予定者会議（佐世保市）
11（土）九ブロ役員会議（熊本県玉名市）

日程未定
事業 通常例会、卓話例会、家族親睦会

※県　連：長崎県商工会議所青年部連合会　　※九ブロ：九州ブロック商工会議所青年部連合会　　※日商青年部：日本商工会議所青年部

令和４年度 福江商工会議所青年部会長所信及び事業計画
令和４年度スローガン　心を燃やせ　福江YEG創立40周年



6

福江商工会議所女性会会員募集!!
　福江商工会議所女性会は現在会員を募集しています。

　主な活動と致しまして、福江みなとまつりへの参加・地域事業への協力・愛のチャリティ歌の祭典の開催など、
多岐にわたり活動の場を広げております。
　長崎県下の女性会との交流も積極的に行ない、大会や他の女性会の事業に参加することで、島内外での多く
の繋がりを深めることもできます！
　多方面での見聞を深めたい方、地域を盛り上げたい・振興を図りたい方、会員一同大歓迎しております！

福江商工会議所　TEL.0959−72−3108
　　　　　　　　　（担当：白石、大坪までお気軽にお尋ねください！）

入会希望・
お問い合わせ

中小企業退職金共済制度のお知らせ

事業環境変化対応型支援事業

個別経営相談会開催
新型コロナウイルス感染症の影響により日本はもとより世界的に経済は厳しい状況下となっており五島市に
おきましても観光関連産業をはじめ様々な業種で大変厳しい状況であります。地域の経済を支える福江商工
会議所としましても国、県、市等の行政協力のもと小規模・中小企業者のサポートに取り組んできました。
今回、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による売上の減少など、中小・小規模事業者の皆さまが抱える
経営問題等の悩みを解決するために、中小企業診断士による個別経営相談会を開催致します。

日　　時　令和4年６月１日（水）〜12月28日（水）
　　　　　午前９時00分〜午後５時00分　※１事業者あたり３時間以内とさせていただきます。

会　　場　福江商工会議所（五島市末広町８－４）
対　　象　五島市内に事業所がある中小企業者・小規模事業者

相 談 料　無料
申込定数　45事業者　※先着順、定数になり次第締め切ります。

申込方法　事前予約制となります。
申込書に記入し、FAXでお申し込みいただくか、申込書の内容をメールに記載または
添付し、お申し込みください。※申込書はお問い合わせください。

相談内容　◦経営全般
◦各種給付金、補助金等の申請手続き方法、融資について（上記以外の相談も受け付けます。）

主　　催　福江商工会議所
協　　力　五島市産業振興部 商工雇用政策課

お問い合わせ　福江商工会議所・中小企業相談所　担当：野口、平野、白石
五島市末広町８－４　TEL 0959-72-3108　FAX 0959-74-1588
E-mail：fukuecci@vc.fctv-net.jp


