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令和4年度（第67回）

福井県中小企業団体中央会

通常総会を開催
6月16日（木）、ザ・グランユアーズフクイ 3階 天山において、令和4年度通常総会を開催しました。
会員組合60名が出席し、来賓として福井県産業労働部

伊万里部長にご臨席を賜りました。

また、杉本福井県知事をはじめご来賓出席のもと、3年ぶりに懇親会を開催しました。

開催にあたり、稲山会長より「県内では、新型コロナウイルス
感染症の影響で資材・原材料の価格高騰や不足など、厳しい経
営環境が続いている。海外で構築したサプライチェーンの分断
の影響も大きく、加えて円安の影響も出ている。中央会では中
小企業、小規模事業者のこうした声を国や県へ陳情を行ってい
く。悩みや問題があったら中央会へ相談いただき、中小企業振
興のために動いていきたい。」旨の挨拶。
議案審議では、稲山会長が議長に選出され、令和3年度の事

▲稲山会長

業報告・決算、令和4年度の事業計画・予算などのほか、令和6年秋に中小企業団体中央会全国大会を本県
で開催することについてなどすべての議案が承認されました。
令和4年度の事業計画については、江端専務理事より今年度は下記の事業に重点的に取り組む旨の説明が
ありました。

令和4年度事業計画
本会は、カーボンニュートラルやSDGs、DXといった時代の潮流に乗った課題に対する支援を強化
するため、組合運営上の共通課題の解決や組合運営力の向上に資する総合的な支援を行う。
特に、今年度は本会指導員が自ら企画立案し、自らが講師となって、会員組合及び組合員企業の経
営力向上のための研修などを開始する。併せて、巡回支援の頻度を高めるなど、会員組合とのより強
固な関係づくりを進める。

中小企業連携組織対策事業
◦組合が直面している共通課題解決への総合支援

◦組合等への情報提供や中央会広報の強化

◦ものづくり中小企業のビジネスチャンスの創出を支援

等

一般事業
◦災害時に備えた事業継続力強化計画の策定支援
◦本会未加入組合の加入促進と運営支援

◦組合事務局力強化対策事業

◦17市町との連携による組合設立ニーズの掘起し

等

ほか、全国中央会補助事業や受託事業を行う。
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また、本年度は役員任期満了に伴う改選が行われ、会長には引き続き稲山幹夫氏が満場一致で再任されま
した。さらに理事32名・監事5名が承認され、理事の中から稲山会長が副会長4名、専務理事1名を選任し
ました。
※新役員につきましては、P3「中央会役員名簿」
をご覧ください。

総会後には懇親会を開催し、杉本県知事、鈴木商工中金福井支
店長、伊万里県産業労働部長にご臨席を賜りました。懇親会の開
催は3年ぶりとなりましたが、新型コロナ感染防止策を十分に講
じ、各組合の交流を深める場となりました。

▲懇親会の様子

ふくい青年中央会 活動紹介
〜令和4年度 通常総会を開催〜
4月28日（木）、ザ・グランユアーズフクイにて、令和4年度

ふくい青年中央会通常総会が開催され、各

青年部からオンラインを含め約60名が参加されました。
まず、中山会長より挨拶があり、福井県産業労働部 伊万里部長よりご祝辞をいただきました。次いで、
福井県電気工事工業組合青年部 佐々木氏が議長となり、議事が進められました。
第1号議案「令和3年度事業報告並びに収支決算承認の件」、第2号議案では「任期満了に伴う役員改選の
件」にて選考の結果、会長1名、副会長5名を含む理事30名、監事2名が選出され、また会長及び副会長の選
任が行われました（新会長、副会長につきましては、P10「ふくい青年中央会

執行部名簿」をご覧くださ

い）。第3号議案「令和4年度事業計画並びに収支予算決定の件」についても原案のとおり承認可決され、総会
は幕を閉じました。
引き続き開催されたビジネスマッチングセミナーでは、
第14代会長の海道

映諄氏と辻会長（新任）
のパネルディス

カッションが行われました。海道氏にはリーダーとして大
切なこと、青年中央会で学べることなどを数々の経験をも
とにお話しいただき、今後、経営者として青年中央会をど
う活用するかトークセッションが繰り広げられました。

今年度のスローガンは「Matching

▲セミナーの様子（海道氏（左）、辻会長（右））

～出会い、集い、未来を拓く～」

人と人が出会うこと、出会いから始まること、そして未来につなぐこと、ひとつの出会いから創造へ。
あらたな出会いから始まる未来にむけて、メンバーの斬新な発想力、
行動力でさまざまな事業を展開し、支援の場を広げ、青年部の活性化に努めてまいります。
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令和４年度
会

福井県中央会 役員名簿

長
越前おおの織物工業協同組合
理事長
（稲山織物㈱ 代表取締役）

稲山

幹夫

組合事務局責任者
事務局

松本

成樹

住所：大野市春日64号50番地
TEL：0779-66-3360 FAX：0779-66-1780
メールアドレス：―
ホームページ：―
明治40年に設立された大野手巾組合から継承された旧大野織物工
業協同組合解散の後、歴史ある大野織物産地の伝統を引き継ぎ、経済
的・社会的な地位の向上を目指し活動しています。

副会長
福井県商店街振興組合連合会
理事長
（田原町商店街振興組合 理事長）

野尻

章博

本連合会は、県内における17の商店街振興組合で組織されていま
す。商店街が地域に必要とされる役割を果たすことができるよう、研
修会の開催や調査研究を行うなど事業を展開しています。

事務局責任者
県中央会 事務局長心得

近藤

住所：福井市大手3丁目12番20号 冨田第一生命ビル3階（県中央会内）
TEL：0776-23-3042 FAX：0776-27-3058
メールアドレス：syoren@chuokai-fukui.or.jp
ホームページ：―

史佳男
福井県織物工業組合
理事長
（ケイテー㈱

荒井

会長）

由泰

組合事務局責任者
専務理事

飯田

久人

住所：福井市大手3丁目7-1
TEL：0776-21-2750 FAX：0776-21-9060
メールアドレス：info@fit.or.jp
ホームページ：http://www.fit.or.jp/
当組合は織物製造業の組合で、福井は伝統を継承する絹織物や最先
端技術を追求する合繊などを幅広く世に送り出す日本を代表する織物
産地です。

福井県鉄工業協同組合連合会
理事長
（㈱イワシタ 代表取締役会長）

岩下

春幸

組合事務局責任者
事務局長

杉田

光治

住所：福井市若栄町508
TEL：0776-54-0465 FAX：0776-54-0488
メールアドレス：info@digit21.jp
ホームページ：―
所属する組合及び組合員企業の合理化と経済的地位の向上を図るた
め昭和44年に設立、福井県鉄工まつりの開催を通じて業界のPRに努
めています。

福井県眼鏡工業組合
理事長
（㈱エクセル眼鏡 代表取締役社長）

佐々木

英二

組合事務局責任者
専務理事

伊藤

幸彦

住所：鯖江市新横江2-3-4 めがね会館4F
TEL：0778-51-1724 FAX：0778-52-9110
メールアドレス：info@megane.gr.jp
ホームページ：www.megane.gr.jp
当組合は、眼鏡枠製造業及びこれに関する業務を営む中小企業者で
組織された組合で、企業の改善発展を図るために必要な事業を行って
おります。

3

専務理事
福井県中小企業団体中央会
専務理事

江端

誠一郎

事務局責任者
事務局長心得

近藤

理

住所：福井市大手3丁目12番20号 冨田第一生命ビル3階
TEL：0776-23-3042 FAX：0776-27-3058
メールアドレス：chuokai@chuokai-fukui.or.jp
ホームページ：https://www.chuokai-fukui.or.jp

史佳男

事

丸岡ファインテックス協同組合
理事長
（西田織マーク㈱ 代表取締役）

西田

紀春

全国生産量No.1を誇る織マーク・越前織の産地組合です。全国の
自治体や学校等を対象にデザインコンテストも実施し越前織のPR活
動も行っています。

組合事務局責任者
事務局

藤澤

住所：坂井市丸岡町一本田福所23-14-1
TEL：0776-66-3700 FAX：：0776-66-3703
メールアドレス：info@echizenori.jp
ホームページ：http://orimark.echizenori.jp/

美帆
福井県撚糸工業組合
理事長
（㈲中佐

中村

代表取締役）

堯規

組合事務局責任者
事務局

牧野

富美子

住所：福井市大手3丁目7番1号 繊協ビル606C
TEL：0776-23-5254 FAX：0776-23-5246
メールアドレス：info@fukunen.jp
ホームページ：http://www.fukunen.jp/
撚糸製造業者42名で組織しており、主に天然繊維や化学繊維の撚
糸を製造し、衣類をはじめ皆さんの暮らしに必要な繊維製品の下支え
をしております。

福井県ニット工業組合
理事長
（㈱アタゴ 代表取締役社長）

愛宕

泰男

組合事務局責任者
事務局

賀田

喜代美

住所：福井市大手3丁目7番1号 繊協ビル605-B
TEL：0776-26-5152 FAX：0776-26-8870
メールアドレス：knit-k@car.ocn.ne.jp
ホームページ：http://f-ami.jp/index.html
ファッションやスポーツなどの衣料から産業資材用途まで幅広く取
り扱い、組合員並びに賛助会員が一丸となり特色あるニット産地を形
成しています。

福井県建設鉄工協同組合
住所：福井市林町62号5番地
理事長
（第一テッコウ商事㈱ 代表取締役） TEL：0776-54-7227 FAX：0776-54-7805
メールアドレス：tekkokyo@aioros.ocn.ne.jp
前田 正美
ホームページ：http://www.fukui30000t.com/
組合事務局責任者
事務局長

水野
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日出雄

建築物の鉄骨加工業者51社で組織する組合です。鉄骨構造物で暮
らしと経済活動を支える基幹産業の一つとして団結して活発な事業活
動を行っています。

福井県嶺北木材林産協同組合
理事長
（棚田製材

棚田

代表）

政治

組合事務局責任者
副理事長（事務局長兼務）

松倉

治和

住所：福井市合島町3-1
TEL：0776-53-0221 FAX：0776-53-2434
メールアドレス：info@reihoku-mokuichi.jp
ホームページ：fukui-rmokuzai.info
当組合は嶺北管内の製材業者、木材業者、工務店等１３７社で構成
された組合です。木材製品の需要に対し、市場流通を通しお客様の目
的やニーズに対応できる強みを活かしています。

福井県木材協同組合連合会
理事長
（南条木材㈱

谷﨑

取締役会長）

信雄

組合事務局責任者
事務局長

岩佐

礼三

住所：福井市合島町3号1番地
TEL：0776-50-3625 FAX：0776-50-3626
メールアドレス：fukui-mokuren@fukui-mokuren.jp
ホームページ：http://www.fukui-mokuren.jp/
当連合会は、福井県内の製材所や木材販売などの木材業を営む約
240の組合員で組織された団体です。環境に配慮した県産木材の利
用拡大を進めています。

福井県家具建具協同組合
理事長
（㈱本多家具工業 代表取締役）

本多

仁

組合事務局責任者
専務理事

河村

和成

住所：福井市足羽1-2-1
TEL：0776-35-3554 FAX：0776-35-3555
メールアドレス：kagutategu-kyou@iaa.itkeeper.ne.jp
ホームページ：https://www.fukui-kagutategu.or.jp/
当組合は福井県内の家具・建具の職人54名で組織され、組合員間
の仕事の助け合いなどに特徴があります。また、県産材・間伐材を使
用した家具製品の開発にも力を入れています。

福井県電気工事工業組合
理事長
（前田電機㈱

前田

代表取締役）

豊次

組合事務局責任者
専務理事・事務局長

友兼

公博

住所：福井市西方1丁目14番8号
TEL：0776-22-2903 FAX：0776-23-1250
メールアドレス：info@fkidenko.or.jp
ホームページ：http://www.fkidenko.or.jp/
当組合は敦賀市以北の電気工事業者335社で組織されています。
電気工事業界の認知度向上、後継者の育成を図り、業界の活性化を目
指しています。

福井県骨材工業組合
理事長
（㈱堀居組

堀居

顧問）

龍夫

組合事務局責任者
事務局長

中條

和男

住所：福井市城東4丁目12番21号
TEL：0776-89-1517 FAX：0776-89-1528
メールアドレス：kotuzai@bz04.plala.or.jp
ホームページ：ー
砂利採取業・採石業者18名で構成し、組合員の経営の安定・発展
を図るほか、採石災害防止パトロールや研修会等により安全対策の推
進を行っています。

福井県瓦工業協同組合
理事長
（新谷窯業㈱ 代表取締役会長）

新谷

孝雄

組合事務局責任者
事務局長

伊藤

重介

住所：福井市文京6丁目7-3
TEL：0776-22-3912 FAX：0776-22-6463
メールアドレス：info@f-kawara.jp
ホームページ：https://www.f-kawara.jp/
当組合は、「越前瓦・越前陶建材」の製造施工している事業者で組織
されています。北陸の風土に適した抜群の強度と耐寒性であらゆる建
物と調和し、住まいを守ります。
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福井県生コンクリート工業組合
住所：福井市栂野町21-5-1
理事長
（㈱ウエキグミ 代表取締役社長） TEL：0776-52-1400 FAX：0776-52-0099
メールアドレス：fukuikouso@zennama.or.jp
上木 雅晴
ホームページ：http://www.f-k.or.jp/
組合事務局責任者
事務局長

桑原

一吉

当組合は、県内生コンクリート業者24社で組織され生コンクリー
トの品質、信頼性を維持・向上させるため、指導・教育及び情報等の
提供を行っています。

福井県印刷工業組合
理事長
（創文堂印刷㈱

村田

顧問）

博宣

組合事務局責任者
事務局長

藤井

孝司

住所：福井市成和1丁目505番地
TEL：0776-23-3389 FAX：0776-21-9389
メールアドレス：fukui-pa@bridge.ocn.ne.jp
ホームページ：ー
県下32事業者で構成する組合で、印刷業界発展のために尽力しております。春夏の2回に
機関紙「いんさつ福井」を発刊し、トピックスや業界展望を掲載し、印刷業界の情勢等をお報
せしております。今後とも事業活性化を目指し、各種セミナー等を開催してまいります。

福井県眼鏡卸商協同組合
理事長
（㈱ハヤシ

林

代表取締役）

正剛

組合事務局責任者
専務理事

藤田

裕之

住所：鯖江市新横江２-3-4
TEL：0778-51-0702 FAX：0778-52-9110
メールアドレス：orosi@megane.gr.jp
ホームページ：http://orosi.megane.gr.jp/
本組合は、昭和36年3月に知事認可を受け、今年で61年目を迎えます。その間、眼鏡販売の促進また
は福井県産地のPRを行い眼鏡産業の発展に寄与してきました。また、組合員のために必要な共同事業
を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進するとともにその経済的地位の向上を図ってきました。

福井県和紙工業協同組合
理事長
（㈱五十嵐製紙 代表取締役）

五十嵐

康三

組合事務局責任者
事務局長

山下

泰央

住所：越前市新在家町8-44 パピルス館2階
TEL：0778-43-0875 FAX：0778-43-1142
メールアドレス：info@washi.jp
ホームページ：http://www.washi.jp/
1500年という長い歴史と最高の品質・最高の技術を誇る越前和
紙。組合では様々な事業を展開し、産地の活性化に努めさらなる発展
に寄与しています。

越前漆器協同組合
理事長
（㈱土直漆器 代表取締役会長）

土田

直

組合事務局責任者
事務局長

金子

明祐

住所：鯖江市西袋町37-6-1
TEL：0778-65-0030 FAX：0778-65-0550
メールアドレス：info1@echizen.or.jp
ホームページ：https://www.echizen.or.jp/
1500年の伝統と最先端の技術力を生かした新商品開発・市場開拓
に取組み、拠点であるうるしの里会館への誘客とミュージアムショッ
プでの販売促進を図っています。

福井県醤油味噌工業協同組合
理事長
（㈱米五

多田

取締役会長）

和博

組合事務局責任者
事務局長

宮越
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富子

住所：福井市学園２丁目6-3
TEL：0776-22-2725 FAX：0776-24-9150
メールアドレス：info@fukui-syoyumiso.jp
ホームページ：https://www.fukui-syoyumiso.jp/
醤油味噌製造事業者の組合です。原資材の共同購入や醤油の品質検
査、業界のPR事業などに取り組んでいます。リニューアルした組合
HPも是非ご覧ください！

福井県火災共済協同組合
理事長
（福井県商工会連合会 副会長）

白﨑

誠一

組合事務局責任者
専務理事

林

哲幸

住所：福井市御幸1丁目1-1 FM会館2階
TEL：0776-22-6000 FAX：0776-22-7471
メールアドレス：info@ken-kyosai.jp
ホームページ：https://ken-kyosai.jp
当組合は相互扶助の精神を理念とし、福井県内の中小企業者の経営
基盤である財産を不慮の災害から守り、皆様の安心をしっかりサポー
トしてまいります。

協同組合福井県建築設計監理協会
住所：福井市日之出5丁目4-7
理事長
（㈱佐々木一級建築士事務所 代表取締役） TEL：0776-53-2066 FAX：0776-53-9810
メールアドレス：jimu@sekkan.or.jp
佐々木 基之
ホームページ：https://sekkan.or.jp/
組合事務局責任者
事務局長

五十嵐

釣有

当組合は、県内の建築設計事務所25社で組織され、組合員が一体
となって受注契約を確実に履行する為の技術力や能力等の向上と、発
注者の信頼に十分応えるべく受注体制を整備しております。

福井県木材市売協同組合
理事長
（㈲フジモク 代表取締役社長）

齊藤

豊美

組合事務局責任者
事務局

中島

美清

住所：福井市稲津町50-1-1
TEL：0776-41-3730 FAX：0776-41-3720
メールアドレス：ー
ホームページ：ー
改組66周年になります。 組合員相互の一層の団結と融和を計り、
木材流通の要として、国産材の振興に邁進します。

福井県農業機械商業協同組合
理事長
（小浜ヤンマー㈱ 取締役会長）

中嶋

雄三

組合事務局責任者
事務局長

近藤

智美

住所：坂井市丸岡町熊堂第3号7番地1-16 福井県産業情報センター6階
TEL：0776-50-2154 FAX：0776-50-2654
メールアドレス：win-now.fukui@athena.ocn.ne.jp
ホームページ：ー
当組合は福井県内の農業機械販売店28社（50拠点）で組織された組
合です。農業の機械器具の普及、機械化、省力化に貢献しています。

協同組合福井問屋センター
理事長
（㈱ホーザイ 代表取締役社長）

茂原

康之

組合事務局責任者
事務局長

福岡

敬義

住所：福井市問屋町2丁目12番地
TEL：0776-26-0115 FAX：0776-26-0515
メールアドレス：tonya@sky.plala.or.jp
ホームページ：https://www.tontonfukui.com
当組合は卸業80余社が流通機能の近代化・合理化をめざし、昭和
43年4月に設立した組合です。又、立地として北陸道福井IC、国道8
号線に近接しており流通拠点として機能しています。

福井県石油業協同組合
住所：福井市花堂中1丁目3番40号
理事長
（井田スクエア㈱ 代表取締役社長） TEL：0776-34-3151 FAX：0776-34-0132
メールアドレス：fukuseki.can-do0431@jupiter.ocn.ne.jp
井田 浩志
ホームページ：ー
組合事務局責任者
専務理事

田中

敏夫

当組合は、福井県内の136社、237SSで構成されています。日々、
皆様が安全にドライブを楽しめるように、快適な生活を送れるように
努力し続けています。
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福井県綿寝具商業組合
理事長
（夢ショップ タニダ

谷田

住所：福井市西木田3丁目10-10
TEL：0776-35-0050 FAX：0776-35-5406
メールアドレス：hukuiken.menshingusyou@white.plala.or.jp
ホームページ：ー

代表）

敬一

本組合は、県下綿寝具業界を統括する組織として、ブライダル需要
や寝具類を中心とした共同購買事業等を展開しており、展示即売会の
開催にも取り組んでいます。

組合事務局責任者
事務局長

岩本

紀雄

福井県共同店舗協同組合連合会
住所：福井市大和田2-1212
理事長
（㈿福井ショッピングモール 理事長） TEL：0776-57-2525 FAX：0776-57-2520
メールアドレス：ー
竹内 邦夫
ホームページ：ー
ショッピングセンター（エルパ、ベル、パリオ、ワッセ、アミ、サ
ンプラザ、VIO、メルシ、レピア）の連合会です。皆様のご来店を心
よりお待ちしております。

組合事務局責任者
事務局

佐々木

国雄

福井県トラック事業協同組合
理事長
（春江貨物㈱

後藤

代表取締役）

隆一

住所：福井市大土呂町1-20-1
TEL：0776-38-6510 FAX：0776-38-0730
メールアドレス：ー
ホームページ：ー
嶺北地域一円のトラック事業者8社で構成される組合です。組合施
設内での車両整備や給油事業のほか、ETCカードの精算、荷受配車の
事業などに取り組んでいます。

組合事務局責任者
事務局長

渡辺

武男

敦賀市管工事協同組合
理事長
（㈱中村住設

中村

会長）

紀明

住所：敦賀市天筒町8番8
TEL：0770-25-5843 FAX：0770-25-5863
メールアドレス：info@tsuruga-kankoji.or.jp
ホームページ：https://tsuruga-kankoji.or.jp
当組合は令和３年(2021年)に設立50周年を迎えました。
「市民の為に信頼される
組合～技術力を結集し、安心・安全・迅速なライフラインの確立～」
をスローガンに
-NEXT 50YEARS-も組合員がそれぞれ輝けるよう組合活動に取り組んでまいります。

組合事務局責任者
事務局

白尾

善昭

福井県中小企業団体青年中央会
会長
福井県保険代理業㈿青年部
㈲シィ・ティ・エム辻 代表取締役

（

辻

大助

事務局責任者
県中央会 事務局長心得

近藤
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史佳男

住所：福井市大手3丁目12番20号

冨田第一生命ビル3階

FAX：0776-27-3058
）TEL：0776-23-3042
メールアドレス：seinen@chuokai-fukui.or.jp
ホームページ：https://fukui-uba.com/

異業種交流ならではの貴重な出会いや、そこから生まれるコラボ、
求めていた学び、プライベートにつながる楽しみなど多様な活動を展
開中です。

監

事
福井県左官工業組合
理事長
（菅左官工業所

土田

代表）

英樹

組合事務局責任者
事務局長

山本

勘治

住所：福井市城東4丁目22-21
TEL：0776-24-3320 FAX：0776-22-8281
メールアドレス：spg27ec9@aria.ocn.ne.jp
ホームページ：https://fukuisakan.com/
当組合は業界の改善・発展及び組合員間の協調融和を目的に昭和
50年に法人化し、11支部と組合員数166名からなる団体です。工業
高校への出前講座や若手技能者の育成に努めています。

福井県電器商業組合
理事長
（㈲サイトー電器 取締役会長）

齊藤

清員

組合事務局責任者
事務局長

永森

正一

住所：福井県福井市和田東1丁目715
TEL：0776-23-3053 FAX：0776-21-2992
メールアドレス：fukui@zds.or.jp
ホームページ：https://machinodenkiya.fukui.jp/index.html
当組合は福井県内約200の電気店で組織された組合です。県警本
部と連携し特殊詐欺被害撲滅運動等の社会貢献事業への積極的な連携
と協力を行っております。

福井県造園業協同組合
理事長
（㈱向農園

向

代表取締役）

富美吉

組合事務局責任者
事務局長

羽柴

香緒利

住所：坂井市丸岡町楽間15-27-1
TEL：0776-67-0600 FAX：0776-67-0668
メールアドレス：fu-zouen@niwapro.com
ホームページ：https://niwapro.com/
県内のプロの造園業者が集う団体として、お客様のニーズに応える
ため常に技術技能の向上に努め、よりよい緑の環境づくりを目指し活
動しております。

福井県石材業協同組合
理事長
（㈱石材のますや 代表取締役）

増谷

勉

組合事務局責任者
事務局長

武澤

治

住所：福井市高柳1丁目204番地 株式会社 礎 内
TEL：0776-53-3066 FAX：0776-60-1305
メールアドレス：o-takezawa@masuya-stone.jp
ホームページ：ー
当組合は、県内の石材加工・販売を行う事業者で組織されおり、石
材関連資材の共同購買事業を行うほか、技能検定試験による人材養成
にも尽力しています。

福井県保険代理業協同組合
理事長
（㈱イチフク

佐竹

代表取締役）

武夫

組合事務局責任者
主任

竹澤

真澄美

住所：福井市大東2丁目1番20号 レコルタフォー202
TEL：0776-57-0135 FAX：0776-57-0185
メールアドレス：info@fiac.jp
ホームページ：http://www.fiac.jp
当組合は平成7年に設立し、福井県内の30の保険代理店で組織さ
れた組合です。
「官公需適格組合証明」を最大限に活用し、「公共物件の
スペシャリスト」として広く活動を進めているところです。
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令和４年度 ふくい青年中央会
会

執行部名簿

長
住所：福井市灯明寺2-1410
企業ＨＰ：http://www.sjnk-ag.com/a/ctm-tuji/
福井県保険代理業㈿青年部
㈲シィ・ティ・エム辻 代表取締役

辻

大助

主な事業内容

各種損害保険・生命保険の販売

副会長
住所：鯖江市石田下町43-6-1
企業ＨＰ：https://www.wakayamapp.jp/
福井県眼鏡(工)青年部会
㈱ワカヤマ 代表取締役社長

若山

健太郎

主な事業内容

各種メッキと塗装などの表面処理加工

住所：福井市足羽1丁目10-21
企業ＨＰ：ー
福井県インテリア事業㈿青年部
101Interior 代表

西村

一哉

主な事業内容

101ビル1Ｆ

内装工事全般

住所：越前市新在家町11-11-1
企業ＨＰ：http://www.shimizushikoh.com/
越前和紙青年部会
清水紙工㈱ 取締役

清水

聡

主な事業内容

紙加工

住所：坂井市坂井町大味29-45
企業ＨＰ：https://www.tasaki-tekko.jp/
福井県建設鉄工㈿青年部会
田崎鉄工㈱ 専務取締役

田崎

肇

主な事業内容

鉄骨建築・鋼構造物の製品製造

住所：福井市若栄町308
企業ＨＰ：ー
福井県機械工業青年会
北鋼シャーリング㈱ 生産管理室室長

増田
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悠二

主な事業内容

鉄鋼材の切断・溶断・曲げ加工

令和4年度 福井県商店街振興組合連合会
〜通常総会を開催しました〜
福井県商店街振興組合連合会は、令和4年度通常総会を6月6日、福井県繊協ビルで開催しました。
開会にあたり、野尻理事長よりあいさつがあり、次いで事務局より各議案の説明をして全ての議案が満場
一致により承認されました。
また、先般開催した理事会で新道副理事長退任による副理事長の補充について決議され、小浜駅通り商店街
振興組合の岸野光恭氏、福井中央商店街振興組合の海道映諄氏が副理事長に就任したことが報告されました。
総会後には、福井県産業労働部

産業政策課

商業・

サービス業グループの前宗徳主任との意見交換会が行われ
ました。各商店街の現状が報告されたほか、消費喚起策や
抱える課題について各商店街から意見が述べられ、新幹線
開業に向けた今後の商店街の取組み等について話し合われ
ました。最後に、前主任より県施策について説明いただき、
閉会となりました。

▲意見交換会の様子

組合T o p i c s
ソフトパークふくい協同組合

第1回 Lunch Time Concert in ソフトパークふくい
【ソフトパークふくいPR事業】
2022年7月20日（水）、福井県産業情報センター1階エントランスロビーにおいて、「ランチ
タイム コンサート」が開催されました。
同コンサートは、ソフトパークふくい協同組合が主催となり、組合員企業の従業員や一般来
場者を対象に、昼食時間のひと時を有意義に、癒しの時間を提供したいとの想いから企画・開
催されました。
当日は、12：15より開演され、ソプラノ歌手、サックス・ピアノ演奏者からなるユニット
『SailOn（セイロン）』の3名より生歌と演奏を披露されました。昼食時間を利用した約30分の間
にオペラやミュージカルなど7曲を披露、コンサートを目当てに来場された方以外にも、昼食
に訪れた方も素敵な歌声と演奏に足を止め、耳を傾けていました。
開演冒頭の同組合・奥村理事長の挨拶では、「本日は
第1回目の素晴らしい機会を頂いたが、2回、3回と定期
的に開催して参りたい」と話され、閉演後には菊事業委
員会委員長より「組合員や来場者の交流の場を提供する
と共に、『ソフトパークふくい』のPRにつなげていきた
い」と挨拶されていました。
次回開催が待たれるとともに、今後の『ソフトパーク
ふくい』の活性化に期待が寄せられます。

11

組合紹介
企業組合そまの恋姫サラダ会
今回取材したのは、南越前町の農家女性が直売所
施設「南条農産物直売所

四季菜」の開業に合わせ、

平成16年に立ち上げた加工グループです。平成23
年には事業の拡大にともない企業組合による法人化
に至りました。地域農産物の有効活用と高付加価値
化を目標に組合員7人とパート・アルバイト4人で
お弁当やお惣菜、おはぎなどの製造販売に取り組ん
でいます。

“そまの恋姫サラダ会”の由来
そまやま

南越前町の杣山には、南北朝時代に南朝の越前国の拠点となった城があり、武将新田義貞の夫人であった
うちかけいわ

勾当内侍が敵から身を隠した「姫穴」や城主の戦死を知り、夫人や待女が身を投げた「袿掛岩」といった名所が
あります。出陣する夫や息子の無事を祈り、帰りを心待ちにしながら漬物や保存食を作ったお姫様たち。その
ひたむきな恋心と昔から伝わる味を引継ぎ、1つ1つ真心を込めて手作りするという想いが込められています。

レストラン“四季菜”をオープン！
農産物直売加工施設「四季菜」の直売機能を令和3年10月に
北陸自動車道南条ＳＡに隣接して開業した道の駅 南えちぜん
山海里へ移転することになったため、集客力低下が懸念されて
いました。そこで、直売所の売り場空間を飲食スペースに改修
し、令和4年3月30日にレストランをオープンしました。
レストランでは、地元の農産物を使った郷土食を中心とする
メニューの提供をしており、日替わり定食はお客様に喜んでも
らえるよう組合員がアイデアを出し合って決めています。
取材に行った日の日替わり定食は「チキンカツ3種盛り」
でした。3種類のチキンカツはボリューム満点！副菜も優
しい味付けです。日替わり定食のメニューも毎日組合員が
作成しているそう。
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座席は、お客様のプライバシー
を確保した空間を意識し、少し高
めのパーティションで仕切られて
います。また、子どもにも楽しん
でほしいと、魚が泳ぐ水槽や植物
が至る所にあるなど店内には理事
長のこだわりがつまっています。
特注のパーティションでコロナ対
策が徹底されています。

お客様からは新型コロナの感染対
策をしっかりしていてゆっくり過

悠華fishfarmと名付けられた水槽
では魚が泳いでいます。メダカの
販売もしています。

ごせる空間がいいといった声をい
ただくことが多いそうです。
設立以来、お惣菜やお弁当など
の商品は地元客を中心に支持を得
てきましたが、レストランをオー
プンしてからは地元以外からのお
客様も増えたそうです。
地元客からは以前のように農産物の販売をしてほしいとの声もあり、レストランの一角に野菜を販売する
スペースを設けています。取材中もお惣菜や野菜を買いに来るお客様が次々と訪れ、お弁当はあっという間
に完売してしまいました。
理事長のおすすめは“おにぎり”とのこと。地元産コシヒカリを使用し、
どこから食べても具があるよう工夫したおにぎりだそうで、ぜひ一度食
べていただきたい商品です。
今後は、カフェタイムで手作りスイーツの提供も考えているそうで、
「ランチ以外の時間帯も皆様にぜひ来ていただき、家族や友人、または1人
でゆっくりとした時間を過ごしていただきたい」
とおっしゃっていました。

農家のごはん屋さん
レストラン
情報

〒919-0227

四季菜

南条郡南越前町脇本17-42-1

TEL：0778-47-2401
営業時間

10：00～18：00
（定休日 火曜）
ランチタイム

11：00～14：00

カフェタイム

14：00～18：00
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令和4年10月～

雇用関連の法改正ポイント
特定社会保険労務士

小玉隆一

氏

ここ数年「働き方改革」による雇用関連の法改正が頻繁にあり、今年度抑えておきたい令和4年10月以降に
施行される主な法改正のポイントをご紹介します。

1．育児・介護休業法改正（育児休業の分割取得と産後パパ育休）
【令和4年10月1日施行】
産後パパ育休（R4.10.1〜）
育休とは別に取得可能

育児休業制度
（R4.10.1〜）

育児休業制度
（現行）

子の出生後8週間以内に
4週間まで取得可能

原則子が1歳
（最長2歳まで）

原則子が1歳
（最長2歳）まで

原則休業の2週間前まで※1

原則1か月前まで

原則1か月前まで

分割して2回取得可能
（取得の際にそれぞれ申出）

原則分割不可

原則就業不可

原則就業不可

1歳以降の延長

育休開始日を柔軟化

育児開始日は1歳、
1歳半の時点に限定

1歳以降の再取得

特別な事情がある場合に
限り再取得可能※3

再取得不可

対象期間
取得可能日数
申込期限
分割取得

休業中の就業

分割して2回取得可能
（初めにまとめて申し出ることが必要）
労使協定を締結している場合に限り、
労働者が合意した範囲 ※2 で休業中に就業
することが可能

出典：リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
（厚生労働省）

今回の改正により、従来は分割取得が不可だった1歳までの育児休業が2回まで分割して取得ができるよ
うになります。また、新たに創設された「産後パパ育休」により子の出生後8週間以内に4週間まで育児休業
を2回まで分割して取得できるようになります。これにより従前のパパ休暇は廃止されますが、より柔軟に
育児休業の取得が可能となるでしょう。各企業においては、就業規則等の変更が必要となりますので留意し
てください。

2．パートタイマー等の社会保険加入【令和4年10月1日施行】
10月以降、従業員数（厚生年金被保険者数）101人以上500人以下の企業で働く一部のパートタイマーや
アルバイトの社会保険加入が義務化されます。
（令和6年10月からは51人以上の企業も対象）
加入要件は以下のとおりで、すべて満たしている場合に対象となります。
①週の所定労働時間が20時間以上
（雇用契約上は週20時間未満だが、業務の都合等により恒常的に週20時間以上となり引き続く場合は、
3か月目から加入することになる）
②2か月を超えて雇用見込みがある
（雇用契約上は、期間の定めが2か月以内であっても契約更新がされる場合有りの明示や実績として2か
月を超えて雇用している場合は、当初から加入することになる）
③月額賃金が88,000円以上
（通勤手当、精皆勤手当、家族手当、賞与等を除く）
④学生ではない（休学中や夜間学生は対象となる）
パートタイマーやアルバイトにとって社会保険加入は年金の増額や給付の受給などメリットもあります
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が、手取りが減るとか扶養家族から外れるなど不安な点もあり、本人の理解・意向と企業側の方針・意向
（保険料負担の増加、働き方など）のマッチングが必要なため施行までに充分な労使間のコミュニケーショ
ンが求められます。

3．雇用保険料のアップ【令和4年10月1日施行】
4月から事業主負担の保険料率が変更になり、10月からは、以下の表のとおり労働者負担・事業主負担両
方の保険料率が変更になります。10月分の給与時には必ず労働者の雇用保険料率を変更のうえ給与計算を
行いましょう。

◯令和4年10月1日〜令和5年3月31日
負担者
事業の種類

①労働者負担

②事業主負担

（失業等給付・
育児休業給付の
保険料率のみ）

失業等給付・
育児休業給付の
保険料率

雇用保険二事業の
保険料率

①＋②
雇用保険料率

一般の事業

5 / 1,000

8.5 / 1,000

5 / 1,000

3.5 / 1,000

13.5 / 1,000

農林水産・※
清酒製造の事業

6 / 1,000

9.5 / 1,000

6 / 1,000

3.5 / 1,000

15.5 / 1,000

建設の事業

6 / 1,000

10.5 / 1,000

6 / 1,000

4.5 / 1,000

16.5 / 1,000

出典：リーフレット「令和4年度雇用保険料率のご案内」
（厚生労働省）

4．時間外労働の割増賃金率が50％に【令和5年4月1日施行】
令和5年4月1日よ
り中小企業も1か月
60時間を超える時間
外労働の割増賃金率

（2023年3月31日まで）

（2023年4月1日から）

月60時間超の残業割増賃金率
大企業は50％（2010年4月から適用）
中小企業は25%

月60時間超の残業割増賃金率
大企業、中小企業ともに50%
※中小企業の割増賃金率を引き上げ

が、25％から50％
に引き上げられます
ので現行の25％のま

1か月の時間外労働

［

］

1日8時間・1週40時間を
超える労働時間

までは法違反になり

60時間以下

60時間超

1か月の時間外労働

［

］

1日8時間・1週40時間を
超える労働時間

60時間以下

60時間超

ます。また、常時10

大企業

25%

50%

大企業

25%

50%

人以上の労働者を使

中小企業

25%

25%

中小企業

25%

50%

用している事業場の
場合、就業規則等を
変更し監督署への届
出が必要です。

➢2023年4月1日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象となります。
出典：リーフレット「月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます」
（厚生労働省）

中小企業にとっては、短期的に見ると人件費が増加する可能性が高く、デメリットであるように感じられ
るかもしれませが、長期的な観点からは、これを機に長時間労働の削減、職場環境の改善、業務効率化の推
進等により業績アップが可能になるということも見込め、今後の企業の成長につなげましょう。
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中央会の

特定退職金
共済制度

地震危険補償特約 で
万が一に備えましょう！
●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）
2022年2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

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

大樹生命保険株式会社
大樹−KB−2022−28

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 - m a i l k a w a d a y a @ ru b y . o c n . n e . j p

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。

