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TOP NEWS ▶ 第72回 中小企業団体全国大会への提出意見案
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巻　頭

　本会が設置する専門委員会による書面での協議及び6月19日開催の本会三役会での調整の結果、第72回中小企業

団体全国大会への提出意見は下記のとおりになりました。この提出意見は、関東甲信越静中央会のブロック会議及び

全国中央会での調整を経て、全国大会での決議項目に反映されます。

　専門委員会は会長の諮問機関として課題ごとに６つの委員会（総合、労働、金融税制、エネルギー環境、商業サー

ビス業、工業）が設置されており、行政などへの意見要望等について審議しています。

１．官公需適格組合及び地元中小企業への受注機会の増大について

⑴　官公需適格組合等に対して積極的に受注機会の増大を図ること。また、国は地方公共団体に対して、国

と同様な発注がなされるよう強く要請を行うこと

⑵　地元中小企業の受注機会の増大を図るため、分離・分割発注の推進に努めるとともに、工事の発注にあたっ

ては、地元中小企業を優先すること

⑶　官公需適格組合や地元中小企業の受注機会の拡大のため、予算決算及び会計令、地方自治法を見直し、

一般競争入札の縮小と少額随意契約の適用限度額の引き上げを図ること

⑷　新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受ける中小企業に対し、最新の実勢価格等を踏まえた積

算に基づき、適正な予定価格の設定に努めること

２．社会保険料の引下げと中小事業者の利益確保について

⑴　中小事業者が負担する社会保険料を引下げること

⑵　社会保険料に含まれる法定福利費の発注価格への適正転嫁の徹底を図るとともに、人件費や原材料費の

上昇などに対応できないような低価格な発注が行われないよう対策を講じること

３．みなし総（代）会制度の創設について

⑴　現在、法令上認められている「みなし理事会」と同様に中小企業組合の総（代）会が書面決議のみで開催で

きるよう、中小企業等協同組合法等組合関連法令の改正を行うこと

⑵　組合員がインターネット等の手段を用いて遠隔地から総（代）会に参加できる形態「ハイブリッド型バー

チャル総（代）会」が法令上明文化されるよう必要な措置を講じること

⑶　デジタル社会に対応した人材育成を行うため、研修等の必要な措置を講じること

１．新型コロナウイルスの感染拡大による危機的な経済情勢においては、令和2年度の最低賃金の
引き上げは凍結すること

２．最低賃金の引き上げに伴うパートタイム労働者の税制上の扶養制度と社会保険上の扶養制度で
の基準となる年収額を引き上げること

３．中小・小規模事業者の新卒者採用支援及び若年者の人材確保・定着、就職氷河期世代や新型コ
ロナウイルス感染症の影響により採用内定の取消や職を失った者の採用に対する支援策の拡
大・強化を図ること

各委員会個別要望項目

第72回 中小企業団体全国大会への提出意見案第72回 中小企業団体全国大会への提出意見案

〔　総　合　〕

〔　労　働　〕
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４．外国人材の受入れ体制の整備について

⑴　外国人技能実習制度における対象職種・作業の拡大を図ること

⑵　「特定技能」による外国人材の受入れに当たっては、業界のニーズ等を勘案し、受入れ対象分野をさらに

追加、拡大すること。また、技能実習制度の修了者が特定技能に移行できるよう、特定技能特有の基準

の見直しを行うこと

５．外国人技能実習制度における入国後講習の実施方法について、物理的な「開催場所」を設けなが
らのインターネットを活用したオンラインによる講習を行うなど、実施方法の抜本的な見直し
を行うこと

１．高度化融資制度における融資の際に必要となる個人保証について、「経営者保証に関するガイド
ライン」に基づき、金融機関保証等へ弾力的に対応するように、都道府県に強く周知・徹底する
こと

２．事業承継の阻害要因となる、相続時の個人連帯保証を始めとした阻害要因に対し、「経営者保証
に関するガイドライン」における特則の周知・徹底をすること

３．資本性劣後ローンなど資本力の低い中小企業に対する、要件緩和等の措置を講じること

４．新型コロナウイルス感染症対策の中小企業向け融資制度について、今後の状況の変化に応じ、
実質無利子等の支援策の期間延長等に柔軟に対応できるよう体制を整えること

１．持続化給付金を益金不算入とすること

２．中小企業組合の事業活動に必要な寄付金について、被災地の組合を支援する組合及び組合員に
よる義援金を寄付金控除対象とすること

３．軽油引取税の課税免税措置を恒久化すること

１．廃棄物処理・資源集団回収事業者への支援強化について

⑴　国は自治体への財政負担支援を行い、資源集団回収事業者に対する奨励金の上乗せ等の委託契約条件の

改善が円滑に図られるよう指導の徹底を行うこと

⑵　国において緊急時を想定し保護具等の必要な物資の十分な備蓄を行うとともに、事業者が確実に物資を

入手できる仕組みを早急に構築すること

２．ＰＣＢ廃棄物処理に伴う支援強化について

⑴　処理費用とともに対象となる機器更新のための補助制度を創設し、期限内に処理が進むよう排出事業者

の負担軽減を図ること

３．「エコアクション２１」制度への支援の拡充について

⑴　エコアクション２１の国等による本制度の周知活動を一層強化すること

⑵　エコアクション２１の更新登録事業者に対する支援措置を創設すること

⑶　エコアクション２１の取得企業に対する官公需発注などにおける優遇措置を創設すること

〔　金　融　〕

〔　税　制　〕

〔　エネルギー・環境　〕
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４．「省エネ補助金」の継続・拡充について

⑴　「省エネ補助金」の継続・拡充を図ること

⑵　小規模零細事業者でも活用できるよう、同補助金の申請や報告等の事務負担の軽減を図ること

１．新型コロナウイルス感染症対策のための資金供給支援等について

⑴　融資・補助金等資金供給支援措置の手続簡素化、迅速化、申請支援体制の強化を図ること

⑵　引き続き資金繰りに窮する事業者に対し、持続化給付金等の要件緩和と継続及び追加給付支援を行うこと

２．大規模小売店舗等の商店街組織への加入促進について

⑴　大規模小売店舗等の商店街への加入・協力を促すための条例やガイドライン等の制定を促進すること

３．キャッシュレス決済の普及について

⑴　中小・小規模事業者に対してはキャッシュレス決済手数料の補助制度を継続実施すること

１．ものづくり補助金の継続・拡充について

⑴　ものづくり補助金を継続するとともに、採択事業者の増加を図るため、予算額を増額すること

⑵　ものづくり補助金の給与支給総額の増加及び事業場最低賃金に関する補助要件を撤廃すること

⑶　中小製造業の高付加価値化を図るため、補助上限額を増額し、先端設備の導入及び高度な試作開発の促

進を図ること

２．感染症予防に適応した作業環境構築のための支援策について

⑴　感染症予防に対応した作業環境構築に関して、設備に対する補助制度の創設、既存制度の補助率引上げ、

補助対象の拡大など支援策を拡充すること

⑵　事業所内の衛生管理を強化するため、マスクや消毒薬等の衛生用品の安定な供給確保を図ること

３．下請取引の適正化について

⑴　新型コロナウイルス感染症の影響により、下請の中小事業者が資金繰りに窮していることから、元請企

業に対し手形の支払サイトの短縮等、取引条件の改善を促すこと

⑵　元請企業に対し、下請取引の適正化に関する各法令、ガイドラインの遵守、徹底を図るよう、監督・指

導を更に強化すること

⑶　新型コロナウイルス感染症の影響により、下請取引に関する問題が増大することが予想されることから、

下請かけこみ寺等、中小企業の相談窓口の拡充及び下請Ｇメンによるヒアリングの更なる強化を図るこ

と

４．新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策について

⑴　需要回復に至るまで、持続化給付金の要件緩和と継続及び複数回の申請を可能にする等、制度拡充を図

ること

⑵　各地域の支援策の抜本的拡充を図るため、地方創生臨時交付金を大幅に拡充するとともに、それを活用

した中小製造業への支援策の拡充について、国から地方自治体へ促すこと

⑶　各種展示会、商談会への出展、広告宣伝などの中小製造業の需要喚起、販路開拓への取り組みに対し、

新たな補助制度の創設、既存制度の補助上限額の引上げ、補助対象の拡大など支援策を拡充すること

〔　商業・サービス業　〕

〔　工　業　〕

商工神奈川7月号.indd   4 2020/07/09   16:15:08



5商工神奈川　2020年7月号

組合個別
専門相談
組合個別
専門相談

組合運営に関するよくある
質問に、本会の無料個別専
門相談を担当している、弁
護士、税理士・公認会計士
の先生方がわかりやすくお
答えします！

組
合
組
合
組
合

第

回

第

回

第

回
34Q AQ A&&

令和2年

◎法律、税務・経理、労務 8月19日（水）
午後1時～4時　本会会議室にて

●電話予約をお願いします。　本会 組織支援部 TEL：045-633-5133

■ 次回日程

●通常相談は無料、秘密厳守●

A．
　貴組合のように理事に対して理事会への出席手当と
して一律に一定金額を支給する組合も散見されます。
しかし、理事会へ出席する際の交通費及び食事代を領
収書や明細の提出も無いままに一律に支給する場合に
は支給額が実際に生じた費用の額であるか否かに関し
て次のような疑問が生じます。

・理事会開催場所までの移動に要する交通費の額は理
事それぞれによって異なると考えられること
・食事についても理事会の開催時間と往復の移動時間
によっては必ずしも食事が必要な理事ばかりとは限
らないこと。また、食事の支出額も各理事によって
異なると考えられること。
・交通費及び食費の合計額が丁度５千円となる可能性
は極めて低いこと

　これらの事情を考慮して、組合の「理事会出席手当支
給規程」等を作成し、支給手続きを明確にしておく必要
があります。規程の中には次のような趣旨の文言を入
れると良いと考えられます。

・利用する交通機関及び手段は理事として通常利用す
るものによること
・食事も理事として通常とると考えられる程度の内容
とすること
・受給に際しては理事が乗車期日、乗車区間、金額等
を記入した旅費明細書を作成し、タクシー等領収書
のあるものはこれを添付し、食費については領収書
を添付の上事務局に提出してもらい、事務局責任者
の承認を経て実費を支給すること
・交通費及び食費の合計額が5千円を超える理事につ
いては5千円を限度として支給する旨を明示するこ
と
・合計額が5千円未満の理事については実費を支給す
ること
・この規程に従って支出した金額については又は「会

議費」（又は「旅費交通費」）等の科目を以て損益計算
書の「一般管理費」の中に計上すること

　現状のままですと、役員報酬に該当するものとして
認定された場合、一人あたり５千円の支給額が役員報
酬として定時定額で毎月支給されている場合は通常の
役員報酬として取り扱われることになりますが、理事
会に対する交通費及び食事代支給の無い月が１ヶ月で
もあれば、定時定額の支給とはならないため、これら
の年間支給額の合計が役員賞与に該当するものとして
取り扱われ、組合の所得計算上の損金算入を否認され
ることになります。また、受給した各役員については
この部分の金額を給与所得とされ、受給した理事のご
自身の会社からの役員報酬受給額と併せて給与所得と
して所得税の確定申告をする必要が生じます。役員報
酬として支給する場合は毎月定時、定額で支給し、扶
養控除申告書を組合に提出していない理事については
「給与所得の源泉税額表」の乙欄に従って源泉所得税を
支給額の3.063％を乗じた額を差し引いて支払わねば
なりません。
　また、給与等の支給対象人員が10人以下であって
も、理事会への出席手当の支給対象者の数を加えると
10人を超えることとなる場合には源泉所得税の納期特
例の適用もなくなりますので、ご注意下さい。
　なお、これらの支給額を組合の一般管理費の中の「理
事会出席手当」等の勘定科目で独立掲記した場合には受
給した各理事については給与所得や年金所得等以外の
所得の金額がこの手当を含めて年間合計20万円以下で
あれば所得税の確定申告の必要はありません。20万円
を超える場合には確定申告をしなければならないこと
になります。一人5千円の支給を継続する場合でも、交
通費や食事代について、明細書や領収書が提出されて
いればこれらの合計額と5千円との差額だけが役員報酬
とされることになります。会計担当者としては全ての
支出に対して領収書、請求書等の支出額の正当性を裏
付ける証拠資料を入手すべき原則を忘れてはなりませ
ん。

　私どもの組合では、理事会へ出席する理事に対して１回の出席につき一律に一人あたり5千円を支給し
ております。顧問税理士からはこの支給額については役員報酬に該当するとの指摘を受けました。役員報
酬に認定されないようにするためにはどのように処理すべきでしょうか。

Q.

成
田
公
認
会
計
士
事
務
所

　

所　

長
成
田
博
隆
先
生

新たに労務関連の
相談ができるよう
になりました !!
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特　集

　新型コロナウイルス感染症の拡大に関連して、国は様々な支援策を発表しています。その中で持続化給付金と

並び事業者向け支援策の中心となる雇用調整助成金は申請件数が増加し、令和2年6月28日時点で累計申請件数

281,567件のうち累計184,320件が支給決定しています。しかし、実際にはこの数字をはるかに超える申請が

控えていて、これから申請の準備をしようと考える事業者もあり、申請件数は今後さらに増加することが予想さ

れます。自粛ムードが徐々に緩和されて人も動き出し始めていますが、先行きが不透明であることから、継続し

て休業やテレワーク等を実施するケースもみられます。

　そこで今回は、雇用調整助成金について、あらためて基本要件や実務ポイントを整理します。元々手続きが複

雑で分かりにくいなど批判的な指摘も多い助成金ですが、特例発表や書式変更が頻繁になされ、オンライン申請

システムの不備などもあり、申請を躊躇してしまう方も多いようです。しかし現時点においては、変更内容も一

段落し、申請手続きも簡略化されているので、面倒がらず、あらためて要件を確認し是非申請してみてください。

　まず、基本的な要件は次の3つです。

①新型コロナウイルスの影響で売上げ等が下がった。

②雇用の維持を図るため、労働者に休業（短時間休業含む）をさせた。

③休業させた労働者には、休業手当を支給した。

　営業自粛や自宅待機させるなど労働者に労働をさせなかったとしても、有休消化や在宅勤務（テレワーク）をさ

せていたり、労基法で定める平均賃金60％以上の休業手当を支給していない場合は利用することはできません。

そしてこの助成金は本来雇用保険に加入している者を対象としたものですが、緊急対応期間中（令和2年4月1日～

9月30日）の休業であれば、アルバイトやパートなど雇用保険被保険者ではない労働者を休業させた場合にも、ほ

ぼ同内容の「緊急雇用安定助成金」を申請することができます。

　助成額については、従来日額8,330円が上限でしたが、緊急対応期間中の休業に限り日額15,000円まで引き上

げられました。これにより事業者が労働者に支払う休業手当の大部分がカバーされることから、労使間で定める

休業手当の支払い率を100％にするなど、休業当初より支払い率を引き上げる事業者も出てきています。

　助成額は、労働者に支払う休業手当が人により異なっていても、前年納付した雇用保険料をもとに計算した1人

当たりの平均額で算定するのですが、この計算方法が分かりにくいとのことから、小規模事業主（概ね労働者20人

以下）については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるようになっています。

1 基本の要件

2 助成額の算定

新型コロナウイルス感染症に係る
支援策活用のススメ

新型コロナウイルス感染症に係る
支援策活用のススメ雇用用調調調整整整助助助成成成金金金編編編雇用調整助成金編

社会保険労務士法人 ことのは
社会保険労務士　益子 英之
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　新型コロナウイルスの影響で、売上額や販売量等「生産指標」と呼ばれる数値が、原則として前年同月比で5％以

上（令和2年3月31日前の休業は10％以上）減少していることが要件です。そして一度申請をすれば、その後景気

が回復し5％以上減少していない状態になっていても、引き続き休業を実施したときは最長1年間申請することが

可能ですので、うっかり申請を止めてしまうことのないように気を付けてください。

　従来は、休業を実施する前に、休業実施の予定を立てた「休業等計画届」を作成し提出することが必要でしたが、

手続きの簡略化でその作成提出は現在不要となっています。

　また、支給申請手続きは、賃金計算の都度、賃金計算締切日の翌日から2ヶ月以内が期限ですが、支給対象期間

の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業については、令和2年8月31日まで申請が可能となりました。

これにより、すでに実施済みの休業についてもさかのぼって申請することが可能になっています。

　以上のように、様々な緩和策により利用のハードルが下がっているので、こうした支援策を活用し新型コロナ

危機を乗り切っていただきたいと思います。

＊分かりやすく解説するために、簡略・一部省略して記載しておりますことをあらかじめご承知おきください。

3 生産指標（売上低下）の要件と申請可能期間

4 休業等計画届の提出不要と申請期限

【執筆者紹介】

社会保険労務士  益
ま し

子
こ

 英
ひ で

之
ゆき

社会保険労務士法人ことのは  マネージャー

神奈川県中小企業団体中央会　個別専門相談会相談員

神奈川働き方改革推進支援センター派遣型専門家登録

　就業規則作成、給与計算、社会保険や労働保険の事務手続き、役所対応などのサポートから厚生労働省管轄
の公的助成金の受給手続き代行まで、人事労務の専門家として幅広い経営サポート業務を行っています。
　また、専門的で難しく捉えられがちな労務情報やノウハウを、講演などで分かり易く丁寧にお伝えしており、
働き方改革の支援等の労働環境の改善のために日々尽力しているほか、本会の個別専門相談員としても組合の
皆様の労働問題の解決支援に努めています。

【実績など】
　人事労務コンサルティング（制度設計・運用、職場改善、etc.）、労働保険・社会保険手続きの指導、給与計
算方法の指導、各種助成金申請支援、社内規定作成支援セミナー講師、執筆他、労務関係事案に対する支援・
解決事例多数

　上記プロフィールのとおり、益子先生は本会個別専門相談会の相談員として雇用調整助成金をはじめ
とした労務関連のご相談を毎月1回行っています。もし労務関連でお悩みごとがございましたら是非、個
別専門相談会をご活用ください。

【個別相談会 窓口】　本会 組織支援部　TEL：045-633-5133
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復興を目指す街のモデルケース！

横浜中華街発展会協同組合
　横浜中華街発展会協同組合は、横浜中華街で活動する約400名の事業者を組
合員として、街内発展のため組合員が円滑に商業活動するためのルールづくり
や、催事・イベント運営等の活動に取り組んでいます。
　横浜中華街は、新型コロナウイルスが中国で流行し日本国内で感染者が出た当
初から、風評の影響も重なり客足が激減し、街全体が大きな損失を被りました。
しかし、そんな逆風にも負けずに「＃がんばれ中華街」をテー
マとして街の復興を目指し様々な活動を行っています。今
回、その活動の中心で指揮を執っている竹本理華常務理事に
取材させていただきました。

ユーザーの後押しで組合が奮起
　新型コロナウイルスの影響で緊急事態宣言が発令され、中華街のお店は一斉休業となり、街
は静けさに包まれました。休業期間中にも当時の活気をいち早く取り戻したいという思いか
ら、当組合の組合員が SNSで「#がんばれ中華街」と発信。その内容に中華街ユーザーが応え
る形でさらに拡散していき、瞬く間に横浜中華街を応援するコメントが SNSで溢れ、組合は
改めて復興を目指す決意を固め、宣言解除後に備えて様々な事業企画を立案していきました。

組合間連携から生まれた新事業！
　お店の本格中華料理を自宅にテイクアウト♪

　当組合は宣言解除後に「#がんばれ中華街」をテーマに地元企業と提携し、様々な取り組みを
行っていますが、中でも話題となったのが、５月13日～６月30日の期間に実施した、中華街
の飲食店の料理がテイクアウトできる「ドライブスルーサービス」です。当サービスに参加して
いる店舗に電話注文すると、従業員が希望時間に中華街パーキングに持参し、その場で手渡し
するサービスです。（利用可能な時間は11～14時の3時間）常に理事2名が感染防止のための
警備を行い、キャッシュレス決済サービスも積極的に活用しました。
　サービス開始当初に事務局でプレスリリースを行ったところ、メディアから取材申込が殺到
し、その取り組みが様々な媒体に広く報道されました。その結果、一日の利用者が150名に
達するなど盛況となりました。一人で大量注文するユーザーもおり、「頑張って！」、「応援し
てるよ！」等の言葉をかける方も多く、本当に励みになったそうです。
　料理の渡し場所となった中華街パーキングは横浜中華街パーキング協同組合が運営する施設で、昔から団体同士で良好な協力関
係を築いており、街を復旧させたいという両者の強い想いがこのサービスを実現させました。

復興を願う組合の熱い想い
　「中華街は新型コロナウイルスの影響を色濃く受けており、風評や噂も相まって、街にヘイトレター
や心無い言葉をぶつけられることもありましたが、それ以上に街を応援してくれる方の声が多く、涙が
出るほど嬉しく、励みになりました。
　私たちは街の活性化のために各委員会で様々な取り組みを行っており、衛生管理一つをとっても新型
コロナウイルスが流行する以前から、定期的にセミナーを開催し、日頃から食品衛生や公衆衛生管理を
徹底しています。何故そこまで徹底するかというと、組合員にとって街は自分たちの生活そのものになっ
ており、それだけ街の活性化にかける想いが強いためです。時には、意見の衝突もありますが、魅力溢
れる街づくりをしたいという気持ちは皆変わらず、中華街というブランドに誇りと自信を持っています。
　実は、中華街パーキングで実施した『ドライブスルーサービス』も組合としては初の試みで、手探りの
状態で始まり、加盟店やメニュー表をホームページに掲載するため、組合が運営会社と組合員の間で連
絡を取り合う等、試行錯誤の毎日でした。しかし、結果としてこれだけユーザーの方から反響を得るこ
とができたのは自信にもなりました。現在も街に人の出入りは少なく、イベント等も軒並み中止となっ
ており、厳しい状態が続いていますが、今後も様々な企画を立案・実施していくつもりです。」

横浜中華街発展会協同組合
常務理事　竹本 理華

【記事についてのお問合せ先】
横浜中華街発展会協同組合 事務局
TEL：045-662-1252

～新型コロナウイルスに負けない ! 事業者特集～

ホームページ
は
コチラ

取材に応じていただいた竹本氏

　幼少期から中華街で育ち、20年前に雑貨店「萬
ばん

來
らい

行
こう

」を
オープン。以降、横浜中華街内に3店舗を出店しています。ま
た、現在当組合の常務理事として事業企画部に籍を置き、横
浜中華街発展のための様々な企画立案・実施に取り組んで
います。取材中に街に対する熱い想いが伝わってきました。

組合員店舗への
来店者には

感謝の気持ちを
込めたカードを
渡しています

ユーザーに感謝の気持ちを伝えたいと、
中華街門に掲げれた横断幕

ドライブスルーが行われていた
中華街パーキング
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社内全体が一丸となって他社にはない製品とサービスを！

株式会社ツジマキ
（神奈川県スクリーン ･デジタル印刷協同組合 組合員）

 株式会社ツジマキは大正5年（1916年）にシルクスカーフの製版会社として創業し、
現在はシルクスクリーン印刷技術やインクジェットプリント印刷技術を活用した各種
印刷業務を行っています。当社も例に漏れず、新型コロナウイルスの影響により受注
が減少しましたが、既存の設備と印刷技術で培ったノウハウにより、新たに「ソーシャ
ルディスタンスシール」と「アクリルガード」を製造・販売し、大きな反響を呼んでい
ます。今回はその取り組みを行う当社について代表の辻巻晋輔 氏に取材をさせてい
ただきました。

～築き上げた関係性に救われた当社～
　新型コロナウイルスの影響により、大きな損失を受けた当社ですが、「今だからこそ、お客様のために何かできることがあるので
はないか」と考え、悩んだ末に既存の設備と印刷技術で培ったノウハウで「アクリルガード」と「ソーシャルディスタンスシール」を開
発しました。今までお世話になった感謝の意味を込めて、無償で両商品を行政機関や支援機関、取引先各社に提供したところ、大
量注文の問合せがあり、本格的に製品化するに至りました。ホームページや SNS等で広告をせずに、ここまで売上が上がったのも
当社が築いてきた外部との関係性に尽きるのではないでしょうか。

～先代から会社を継ぎ社内改革で売上が3倍に！～
　辻巻氏は上記の取り組みを含め、先代から会社を継いでから、当社を取り巻く環境変化に対
応するため、抜本的な組織改革を行っています。例えば、中央会が窓口となっている「ものづ
くり補助金」や「経営革新」等の制度にチャレンジし、補助金や特別融資を活用しながら、設備
導入と人員補充を行い、新サービス・製品の開発や既存商品製造にあたっての調達から加工ま
での社内一貫体制を構築していること等が挙げられます。
　また、自社の PRをすべく、ホームページや SNS等を活用し、情報拡散する他、各種展示
会にも出展することで、辻巻氏自身が想定していなかった企業が新たな取引先となり、大口の
受注を獲得することができたそうです。この経験から「商品やサービスの価値を決めるのは自
社でなく、お客様自身である」と気づき、積極的に異業種の企業とも交流を図っています。
　このような社内改革を行った結果、会社を継ぐ以前と比較すると、売上が3倍にもなり、事
業を拡大することに成功しました。

～事業者の声～
　「新型コロナウイルスの流行により、改めて気づかされたのが、数年先でさえ企業を取り巻くビジネスモデルはガラリと変わり、
企業はその変化に対応しなければならないということです。現在も非対面型のビジネスが台頭しており、当社もメールやDMによ
る営業、最終的にはWEB上で商談ができるような環境を整えていく構想を練っています。また、こんな時だからこそ、いつも以
上に国が展開する補助金等の制度を最大限に活用していく必要があると感じています。私自身も補助金等の書類を作成する際は支
援機関や専門家、色々な方たちの協力を得て、申請しているので、ただ『苦手だから』や『興味がない』といった理由でチャレンジし
ないのは、非常にもったいないと思います。
　私も組合に所属する一人として、自社のことだけを考えるのではなく、自分の知識や経験、ノウハウを組合内で共有し、業界の
発展に貢献していきたいと考えています。新型コロナウイルスの影響による自社の損失は大きいですが、この機会を新たな事業を
生み出す転換期だと捉え、今後も前向きに経営をしていくつもりです。」

【記事についてのお問合せ先】
株式会社ツジマキ
（横浜市南区大岡3-13-12）

TEL：045-741-4856
MAIL：tsujimaki@tsujimaki.jp

当社
ホームページ取材に応じていただいた

3代目 代表取締役社長 辻巻晋輔 氏

～新型コロナウイルスに負けない ! 事業者特集～

ソーシャルディスタンスシール アクリルガード

　ラミネートコーティン
グされているため、文字
が消えにくく、シールを
はがした際も糊跡が残
らない仕様になっていま
す。

　塩ビ素材のため、落と
して割れる心配もなく、
サイズも調整して注文で
きます。価格も他社と比
較するとリーズナブル。

当社が認定を受けた制度の数々
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2020  5月2020  5月 業界情報業界情報 情報連絡員の声情報連絡員の声

売上高
景
況
天
気
図
（
前
年
比
）

全　

体

製
造
業

非
製
造
業

在庫数量 販売価格 取引条件 収益状況 資金繰り 設備操業度 雇用人員 業界の景況

-74.3％

-85.7％

-69.8％

-11.1％

0.0％

-20.8％

-17.6％

-19.0％

-17.0％

-31.1％

-19.0％

-35.8％

-74.3％

-81.0％

-71.7％

-59.5％

-66.7％

-56.6％

-61.9％

-61.9％

―

-23.0％

-28.6％

-20.8％

-79.7％

-76.2％

-81.1％

快晴

30以上

晴れ

10～30未満

くもり
10未満　
　～-10

雨
-10超～　
　-30未満

雪

-30以上

【天気図の見方】各景況項目について「増加」（または「好転」）業種割合から「減少」（また
は「悪化」）業種割合を引いた値（KJI）をもとに作成。その基準は次の通りである。ただし、
在庫数量はKJI値プラスの場合には雨、マイナスの場合には晴れの方向に表した。KJIとは、
「神奈川県情報連絡員調査指数」の略である。

※この業界情報は、県下74名の連絡員からの情報をもとにしております。
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焼きたてパンの店等はテイクアウトを選ぶ方が増
えて前年比アップしているが、卸その他合計の売

上では大幅にダウン。緊急事態宣言明けは、多少発注が戻る
が、スピードは遅い。6月は給食が軌道に乗らず、給食関係
組合員は依然厳しい状況が続く。

令和2年4月の清酒課税移出数量の特定名称酒は対
前年比47.19％と下回った。特定名称酒以外の普

通酒も対前年比43.01％と下回り、合計で対前年比46.50％
と前年を下回る結果となった。

新型コロナウイルス対策の自粛により、百貨店経由
の販売減少や、大手ゼネコンの工事中止により、完

成遅れ、従って作り付け家具の納期延長が発生している。アパレ
ル店舗の縮小や、ホテル旅館向けの注文家具もストップしている。

緊急事態宣言の全面解除が出されたが当業界の現状
は観光地の旅館・土産店等の得意先が動きださず未

だ厳しい状況である。本来なら「小田原ひもの」の原料である地
元産アジが旬の季節を迎えるため原料確保に血眼になる時期だ
が今の環境では資金繰りの点で原料確保が思うようにできない。

コロナ禍の影響で景況が悪い。色々と制限が解除さ
れている中、今年の夏は海水浴場は営業しない模

様。休業、自粛要請の出し方の基準がマチマチな様な気がする。
まだ、第2波の懸念もある中、長期にわたって休校や休業が出て
しまうと耐えられない所も出てしまわないか、とても気になる。

新型コロナウイルスの影響とゴールデンウィークが重
なり、売上前年比で各社20～50％の減少を見せてい

る。従業員の休業指示もあり、各社助成金や給付金、制度融資を
利用する会社も多く、組合として資料をまとめ配布していく予定。

今年度の当組合のスローガンは「進もう、一歩前に。
～次の世代に一歩進んだ Happy Industry を継承す

るために～」であり、小さな一歩でも確かな実績を積み重ね、次
の世代に今よりも良い社会を繋いでいくことを使命としている。

緊急事態宣言解除後のある組合員の景況は次の
とおり。「2月頃からその傾向は出ていたが、5

月は売り上げが急減した。石油元売りの製油所稼働率は4月第2
週に80％を割り込み、5月第2週以降は70％前半に低迷した。」

新型コロナウイルスの影響による工事の一時中断で、
月前半までは需要の縮みが現われ出荷が減少した。後

半は回復の兆しが見受けられるものの、当月出荷は総じて低調。

毎年4～6月まで年度替わりで受注低調である
が、今年は新型コロナウイルス感染症の影響も

あり、昨年より10％受注が低下した。特に5月は中頃より、
感染症の影響による得意先の減産があり売上減となった。例
年通りの7月からの受注増加に期待するが、取引先がテレワー
クで打ち合わせができていない。

5月の共同受電電気使用量
は、家庭向けの需要が急伸し

ている食品製造業を除くと、機械・金属関係は前年同月比▲
20.9％と操業度は低下している。4月は前年同月比▲9.9％
であり、状況は厳しくなっている。

新型コロナウイルスの影響
が、売上・操業度などに出て

きている。組合員の取扱い製品によりズレはあるものの、各
社メーカーの工場休止生産計画の下方修正により、時期によっ
ては売上高前年比▲20％程度の減少を予想。雇用面、4月、
5月分の雇用調整助成金の申請を実施済の組合員あり。

新型コロナウイルス対応及び
活動自粛、自主休業の拡大等

により、売上減少。今後の見通しは不明で、ジリジリ厳しい
状況になっており、特に車関連の落ち込みが激しい。週1～2
日の生産調整実施企業も増えており、今後、売上低迷の見通し。

新型コロナウイルスで緊急事態宣言から約２ヶ
月、じわじわとコロナ疲れが表れてきて中小企

業は非常に厳しい状況になっている。雇用の維持や固定費が
重くのしかかり、緊急事態宣言が解除されても元の状態に戻
るには長い時間を要する。政府の対策が急がれる。

緊急事態宣言中
は、9割強の企業

が影響を受け、連休も長めに取り、ほぼ停止状態。一部の合
成樹脂関係企業はアクリル板やシールドの注文が殺到し、フ
ル稼働している。宣言解除後は、大手も動き出し徐々に動い
てはいるが見通しは厳しい。

新型コロナウイルスで世界経済が悪
化し、国内造船各社は商談が思い通

りに進まず、例え収束しても平常に戻るためには数か月から半
年位の時間が必要と言われている。手持ち工事量は20年ぶり
に低水準で危険水域に達している。

新型コロナウイ
ル ス の 影 響 に

よって、多くの企業で売上高は減少し、収益状況と資金繰り
が悪化している。取引が想定以上に悪化し、在庫が増加して
いる企業もある。取引先の破産により、売掛金の未回収や取
引先で海外部品の納期が延びて、製品が組み上げられない等
の影響も出ている。

世界的に設備投
資が見送りされ

工作機械の受注が大幅に減少。大規模展示会等が中止され、
機会損失が発生。原油、金属材料の相場乱高下の影響が大き
く、飲食業の営業自粛、イベント自粛による影響が製造業へ
も波及する可能性がある。

パ　ン

酒　造

家　具

ひもの

製　麺

製　本

印　刷

石油製品

砕　石

工業塗装

工業団地（相模原市）

工業団地（相模原市）

工業団地（伊勢原市）

金属製品

工業中心の複合業種（川崎市）

指定業者（船舶）

工業中心の複合業種（川崎市）

工業中心の複合業種（厚木市）
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原油相場が4月末に一端底を打って以降、5月に
入ってから3週続けて上昇している。これは、新

型コロナウイルス感染対策のため制限していた、経済活動を
段階的に再開する動きが欧米も含め拡大、石油需要が回復に
向うとの観測に繋がったためと考えられる。

非　製　造　業

卸

売

業

小

売

業

小

売

業

サ

ー

ビ

ス

業

建

設

業

そ
の
他
の

非
製
造
業

運

輸

業

売上が減少している。一部休業して雇用調整助成
金を申請する組合員もいるようだが、新型コロナ

ウイルスが早期に収束しなければ、資金繰が大変厳しくなる
ことが予想される。

金属屑が発生し、極端に売上が減少。（約30～
40％減）

新型コロナウイルスの影響に慣
れたのか、諦めなのか、少し落

ち着いてきた。飲食店はテイクアウトに力を入れているが、
どこも始めているので、特色を出さないと難しいだろう。

売上については、前年同月比で減少。新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響により、急激に悪化し

ている。一方、巣ごもり需要による特需で増収の企業もあり、
販売ターゲットによる業績格差が顕著に表れている。

4月に引き続き外食産業向けの我々専門卸売
業は厳しい結果となる。給付金の申請、雇用

助成金の申請、借入等、すべてを行ってきたが、対応が遅れてい
るのは残念である。解除された6月以降も間違いなく低迷は続く。

歯科医院が診察時間の制限に入り、物流に滞り
が出始める。

古紙・古布に関して、新型コロナウイルスによる各国
の輸入禁止措置などにより、大きな影響が出ている。

古紙市況は、供給余剰により問屋の在庫は高
水準で、依然として市中回収ができない状況

も続いている。中国向けの輸出減少が回復しないため、ベトナ
ムや韓国向けの輸出拡大等新しい取り組みを課題としている。

新型コロナウイルスの影響で業界の先行きは不透明であ
る。店舗販売だけでは売上が作れないので、受注業務に期

待したいが、なかなかイベント開催も難しいので、苦しいところである。

新型コロナウイルス感染による外出自粛で学校給
食休止期間の延長や外食産業の営業自粛などが増

加し、牛乳・乳製品需要の減少は深刻化する一方であった。
宅配の牛乳・乳製品については、外出自粛により新規の宅配
顧客は増加傾向にある。

新型コロナウイルスの影響で売上は前年比50～60％。

新型コロナウイルスの影響による折込広告の収
入減少は深刻である。

緊急事態宣言の影響もあり、能動的な訪問活動
ができない状況であったが、電化製品の買替需

要は一定数あり。前年比50％以上販売がダウンしたお店はほ
とんどないと思われる。6月はそれぞれのお店が独自に個展
を開催する予定で夏物商品の拡販に期待。

新型コロナウイルスの影響で、当組合としては、イ
ベントの中止等により、売上が延びず苦戦している。

給食等の納品業務は再開が不透明。店舗販売のほ
うが影響が少なく、飲食店は壊滅状態。

前月と同様、緊急事態宣言による大手書店チェーンの休業
により、地元の商店街の小売店は売上が1.5～2倍増加した。

5月も、引き続き天候も良く、野菜果実とも生育
順調で、入荷相場ともに概ね安定していたが、政

府の緊急事態宣言で、納品関係はますます厳しさを増し、連
休の影響もあり、依然需要は低迷状態が続いている。

４月に引き続き、５月も組合員施設のほとんどが休業している。

新型コロナウイルスにより、4月、5月は未収金
発生。テナントも退去届が出ており、悪化の一方。

新型コロナウイルスの影響で消費財の売上
が低迷している。タイヤ販売は現場作業の

ため、テレワークできず、各社マスクやアルコール除菌等で
感染防止に努めている。他業種の不振が今後の消耗品需要に
繋がるので、この先も不安である。

新型コロナウイルス感染症による組
合員向け支援策として組合費は5～

6月の2ヶ月分全額免除とした。今後も大規模な感染第2波、第3波
到来の可能性も大きく、先行き不安な状況が続くのではないか。

新型コロナウイルスの影響で、飲食
業を中心にとても厳しい状況で、テ

イクアウトや昼営業を行っている。早く自粛解除を望む。

緊急事態宣言延長で近隣大型商業施
設の休業が延長、当商店街は営業時間

短縮で営業を継続できているため、全体の売上は前年比で110％
以上の伸び率である。苦戦していた飲食店舗では、弁当販売開始
により、売上がプラス。逆に、衣料品店、サービス業の店舗につい
ては、厳しい状況が続いており、持続化給付金で対応している。

新型コロナウイルスに感染した人が
急増してから約３ヶ月、緊急事態宣

言が月末に解除され、当商店街の通行量は大きな変化はない
が、各店舗の売上は飲食店を中心に厳しいようである。また、
銀行、信用金庫等は、資金難のお店への貸出に前向きに考えて
いるようで、補助金関係の資料を商店街各店舗に配布している。

病院群は２病院（横浜市・川崎市）がコロナ患者を
受けいれており、入院（70％）、外来（80％）と減

少が激しい。また、健診の全面ストップによる収入減も大き
い。クリニック・薬局は、風評被害による外来患者数の減少、
検査等の縮小による日当点の減少が続き、売上（収入）は大幅
に下がっている。

前年度は新型コ
ロナウイルスの

影響は少なく増益となったが、今年度のウイルスの影響は大
きく、減益を予想している。

新型コロナウイルス感染症による顧客の休業、休
店、休館等により売上げの減少が見られる。

5G開発関連で売上、収益ともに増加
傾向。新型コロナウイルスによる影響

も徐々に出てきており、企業によっては既に営業活動がほぼ停
止。既存プロジェクトは在宅勤務で対応しているが、コミュニケー
ション環境や開発環境が十分ではなく、生産性の低下懸念あり。

柔道整復師はデイケアを併設するところも増えてい
るが、感染の不安から予約が著しく減少、新規顧客

獲得０件、衛生用品の支出増、などに伴い経営悪化、さらに人材不足の加
速も加わり、経営圧迫されている。

コロナ禍での影響甚大で先行きが見通せず。

新型コロナウイルスによる外出自粛のため、交
通量が減少し、修理の入庫も減少している。

緊急事態宣言も解除され、神奈川では各緩和のステッ
プを踏まず、各店の休業要請が解除された。今後２

週間後の感染状況が気になるところだが、新型コロナウイルスの影響
による生活の形はかなり変わったと思う。学校や地区センター等の公
共施設の設計が多いが、今後の設計にも影響を少なからず与えよう。

公共工事に係る受注は順調であるが、民間からの
受注の落ち込みが顕著である。新型コロナウイル

ス以外にも消費税駆け込みによるものとみられるが、当面は引
きづりそうである。

新型コロナウイルス感染拡大により、現場作業
が休工し、延期が増加している。学校関連の入

札は夏休みの工事が全て中止。受注単価も低下している。

新型コロナウイルスの影響で受注してい
る工事等が延期・中止になっている。今

後の影響がどうなるかわからない。

組合事業は好転しているが、一般事業社の売上は
悪化し、長期化する可能性を秘めている。

先月同様、リフォームを控えるお客様が多く、売上げが
減少気味である。新型コロナウイルスの影響と思われる。

新型コロナウイルス対策の影響により組合員事業所の
景気回復が見えないためか、経営は大きく悪化した。

消毒液を入れる容器など衛生関連品の輸送が堅
調。海上コンテナの輸入は中国からのものが微

増し、輸出は減少のままである。

新型コロナウイルス感染症の影響は予想以上に
大きい。特に海コン業者の落ち込みは20～50％

と厳しく、中には80％以上ある業者もいると報告されている。

新型コロナウイルス感染症の影響が拡大しており、輸送
業務が減少している組合員が多くなった。求車求荷の荷

物情報が1／5程度に減少している中、車が余っている事業者が多くなっ
たため、受給バランスが崩れて、運賃の一部低下が見られるようになった。

５月は新型コロナウイルスによる自粛で営業日数・
営業時間を短縮していたので、売上が下がったが、

予想より減少幅は小さかった。但し、エンドユーザーが相手
の仲介専業の不動産屋は売買も賃貸もまともに打撃を受けた。

商店街（相模原市）

燃　料

菓子卸

金属原料

卸団地

料理材料卸

歯科用品

リサイクル

リサイクル

菓　子

乳製品

生　花

新聞販売

電化製品

食　肉

鮮　魚

書　店

青　果

温泉旅館

共同店舗

タイヤ販売

商店街（横須賀市）

商店街（横浜市）

商店街（藤沢市）

商店街（川崎市）

医療業

ファイナンシャルプランナー

建物管理

情報サービス業

柔道整復師

警備業

車体整備

建築設計

管工事業

電気工事

空調設備工事

畳工事

建　具

歯科技工

道路貨物

道路貨物

道路貨物

不動産
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法律、会計・税務、労務関連でお悩みごとはありませんか？
そんなときは「個別専門相談会」をご活用ください!!

本会パソコン研修会の開催について

PRRPRRPPRRPPRPPRPRRRPP ひろばひろばPRひろばPRひろば
　本会では、毎月1回専門家による個別相談会を無料で実施しています。法律、会計・税務のほか、今年度より
新たに労務関連のご相談が可能となりました。組合運営に精通した弁護士、公認会計士、社会保険労務士の専門
家と本会指導員が皆様のお悩みごとを解決いたします。毎月の開催日時は本機関誌の組合 Q&Ａのコーナー（今月
号は5ページ）の下部に掲載しておりますので、お気軽にお問合せくだい！なお、ご都合がつかない場合は、本会
指導員が代わりに専門家に質問をさせていただくことも可能です。

※ご相談頂ける方は県内の中小企業組合様と本会会員団体様に限ります。

相談内容例
法律：債務や契約の不履行、行方不明組合員への持分払い戻し等
会計・税務：新型コロナウイルス感染症対応の助成金や一時金の会計処理、利用分量配当等
労務：労務管理上の実務（就業規則の見直し、新型コロナウイルス感染症における休業補償、テレワーク・時

差出勤の運用）、助成金手続きの方法等

　会員の皆様におかれましては、いつも本会パソコン研修会にご参加いただき誠にありがとうございます。本機
関誌4月号（令和2年4月15日発行）にて令和2年度の研修会スケジュールを掲載させていただきましたが、新型コ
ロナウイルス感染拡大の影響により開催日時や内容を変更することとなりました。ご連絡が遅れてしまい大変申
し訳ございませんが、調整がつき次第、再度皆様にスケジュールをご案内させていただきます。開催する際は感
染拡大防止すべく、3密を回避できるよう徹底して参りたいと考えております。
　なお、引き続き、個別の組合様でパソコン研修会等を開催することも可能で
ございますので、お気軽にお問合せください。

【パソコン研修会についてのお問合せ先】
 企画情報部　TEL：045-633-5134

労働保険のお知らせ
令和2年度・労働保険（労災保険・雇用保険）の
　　　　　確定・概算申告と保険料等の納付はお早めに。
令和2年度・労働保険（労災保険・雇用保険）の
　　　　　確定・概算申告と保険料等の納付はお早めに。

申告・納付期間は  6月1日（月）～8月31日（月）です。
※令和2年度は期限が延長となっています。

※申込締切日を過ぎて提出された場合は、次の期からの振替となります。

お問合せは
神奈川労働局  総務部  労働保険徴収課  適用第1係・第2係・第3係 … 電話  045-650-2803

労災保険と併せて石綿健康被害救済のための一般拠出金も申告・納付となります。

労働保険料は口座振替が便利です！▶ 検 索 厚生労働省  労働保険  口座振替
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＃34  佐島の地だこ
　蛸壺や篭網漁で漁獲され、６～８月が漁の最盛
期。横須賀市佐島の海はタコの餌となる貝類や甲
殻類が多く、豊富な餌を食しているため歯応えも
良く味わい深いのが特徴。かながわブランドにも
選定されており、ブランド品として定評がある。
　こちらのコーナーは「かながわの名産100選」より抜粋してい
ます。
　「かながわの名産100選」は県 HP（http://www.pref.kanaga
wa.jp/docs/ya3/cnt/f300096/）でもご覧になれます。

記事に関するお問合せはこちら
神奈川県  国際文化観光局  観光部 観光企画課

TEL：045-285-0739（直通）

今月
の逸
品『かながわの名産

　　　　　　100選』より

編集後記
　もう7月になり、汗ばむ季節になりました
ね。多くの組合様は事業年度末が3月になって
いるので、総会の準備や終わった後の事務処理
の忙しさで、あっという間に今の時期になって
しまった、という方も多いのではないでしょう
か。できることなら、コロナウイルスの影響を
気にせず、リフレッシュも兼ねてどこか遠くに
旅行でもしたいものですね。
 企画情報部担当者

【組合の情報掲載に関するお問合せ】
企画情報部　TEL:045-633-5134

もしくは組合担当者まで

★イベントの
　告知をしたい
★組合の事業を
　紹介したい
★取材に来てほしい

『商工神奈川』に
組合の情報を掲載しませんか？

情報募集

お気軽にお問合せ下さい！お気軽にお問合せ下さい！
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神奈川県中小企業団体中央会  会員の皆さまへ耳より情報！神奈川県中小企業団体中央会  会員の皆さまへ耳より情報！神奈川県中小企業団体中央会  会員の皆さまへ耳より情報！
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