
地震・噴火・津波による損害も補償！

『休業対応応援共済』
８月から案内開始

http://www.kumamoto-kyousai.or.jp

お問合せ、お申込は･･･
最寄の商工会まで

●商工貯蓄共済
●ふれんど共済
●火災共済

●まごころ共済
（自動車事故費用共済）
●自動車共済
　　　 その他 各種共済

熊 本 県 火 災 共 済 協 同 組 合

本 　 　 　 部 ： 熊本市中央区安政町3番13号（熊本県商工会館2Ｆ）℡ 096-325-3411
八 代 営 業 所 ： 八 代 市 松 江 城 町 6 番 6 号（八 代 商 工 会 館 2 Ｆ）℡ 0965-35-5686
天 草 営 業 所 ： 天 草 市 栄 町 1 番 2 5 号（本 渡 商 工 会 館 2 Ｆ）℡ 0969-24-2516

安心、信頼、ゆたかな未来へ。

①全損応援共済金（損害額が契約の建物の評価額の80％以上）

約定日額×約定日数（限度額 3,000万円）
●共済金は、最大３回に分けてお支払いします。
　１回目 全損認定後　全損応援共済金のうち30％
　２回目 事故日から３か月経過後
 全損応援共済金のうち20％（累計支払割合50％）

　３回目 事故日から６か月経過後
 全損応援共済金のうち50％（累計支払割合100％）

お支払する共済金について

全　損 一部損

お支払例　⇒　約定日額３万円・全損約定日数150日・一部損約定日数60日の場合（休業日数50日）

                        　※木造（ｂ級）の場合、年間共済掛金　25,734円（約定日額１万円あたり8,578円）

②一部損応援共済金（損害額が契約の建物の評価額の80％未満）

約定日額×休業日数（限度額 1,500万円）
●事故日からその日を含めて定休日を除く４日以上連続
　して休業した場合にお支払いします。
●休業日数は契約時に約定した約定日数（30日・60日・
　90日のいずれか）を上限とします。

粗利益日額（前年度実績）を基に定める「約定日額」と「休業日数」に応じてお支払します。

３万円×150日＝450万円 ３万円×50日＝150万円

火災共済・保険 ＋ プラス「 」（◎）

会員の皆様へ

店舗、作業場、事務所等の事業用建物が、火災、台風をはじめ地震等の災害により建物
が全損もしくは一部損の損害を受けた結果、事業が完全に休止した場合に休業日数に
応じて共済金を支払います。

休業対応応援共済

○ △

◎ ◎

NEW
！

△：任意で地震保険選択

●「富岡城お城まつり」開催について
●熊本県商工会連合会各課の事業紹介
●第50回熊本県商工会青年部連合会熊本市大会について
●平成29年度女子部ミニバレーボール大会
●九州ブロック商工会女性部交流会
●女性部経営資質向上セミナーの日程について
●県北・県南経営支援サポートオフィスからのお知らせについて
●元気探訪　有限会社　村上養魚場
●商工会だより　高森町商工会
●商工会の福祉共済　トータル「がん」補償
　シンプル「がん」補償取り扱い開始について 
●珠算検定「１級合格おめでとう」
●編集後記
●くまもと共済からお知らせ
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熊本県商工会連合会
熊本県商工会連合会会報

Vol.383

火災・自然災害等

建物の復旧費

休業補償

地震・噴火・津波

富 岡 城（天草郡苓北町）
　かつて苓北町は、数百年にわたり天草の中心地として栄えました。
　1205年からおよそ400年もの間、志岐氏が統治する時代が続き、戦国時代末期には志岐麟泉が領主となって全盛期を
迎えます。
　その後、徳川時代には唐津藩によって支配され、肥前唐津藩の寺沢志摩守広高によって慶長７年（1602年）頃に富岡城
が築かれました。
　寛永14年（1637年）「天草島原の乱」で、富岡城は幕府側の拠点として一揆軍から攻撃を受けました。必死の守りで落城
を免れたことが、乱の早期終結と後の徳川幕府の安定をもたらしたといわれています。
　乱後、山﨑甲斐守家治の領地となり、築城の名手と謳われた山﨑氏は大規模な修築および拡張を行い、現在みられる富
岡城の形が完成しました。
　山﨑氏の後に天草は天領となり、初代代官・鈴木重成の時代を迎えます。
　後に再び私領となり戸田忠昌が城主となるものの、戸田氏の領地替えの際に富岡城は破城。再び天領となって天草の行
政の中心となりました。
　現在、富岡城の本丸跡に「熊本県富岡ビジターセンター」を開設。さらに櫓・高麗門・白塀等が復元され、当時の面影を
偲ぶことができます。
　平成26年には新たに長屋・東西角櫓を復元し、平成27年７月、長屋跡に「苓北町歴史資料館」がオープンしました。現在
は、大手門の復元工事が行われています。
　また、富岡城から眼下に見下ろす眺望は、まさに絶景と言われています。
　　　　平成29年10月28日（土）29日（日）「富岡城お城まつり」を開催します！



　事業計画書作成支援を軸として、補
助金申請のご相談、経営革新認定支

援、資金調達支援、事業承継対策、専門家派遣の実施や
“くまもと物産フェア”の開催を通じ『稼げる企業』へ
の体質改善のお手伝いをしております。熊本地震から
の復旧・復興に向け、頼れる支援課を目指し、会員の皆
様のお悩みを解決できるよう取組んでまいります。　

第５０回
熊本県商工会青年部連合会熊本市大会

　平成29年７月１日「熊本市植木文化ホール」で、県内青年部員600名参加のもと、合同研修会・主張発表大
会が開催されました。基調講演は諏訪貴子氏を講師にむかえ、「中小企業が生き抜くための経営改革と人財育
成」をテーマに講演いただきました。翌２日は熊本市南区の各グラウンドで親善ソフトボール大会が開催され
ました。

　県下９ブロックから選ばれた部員により「若い経営者の主張大会」が開催されました。９名の発表者は、青
年部活動を通してどのように地域と関わってきたか、そして経営者としての課題や夢について堂々の主張発表
でした。
　審査結果は次のとおり。（敬称略）

　商工会連合会では会員事業所の安定した経営を実現して行くために国や県が実施する事業や制度等を地元の商
工会を通じて紹介しています！！

「熊本県商工会連合会各課の事業紹介 」

【総務課】 【会員サービス課】

【組織運営課】 【経営支援課】

　総務課は、本会の組織運営に関することから、本会の
庶務及び財務・税務に関すること、商工会職員の年金及
び退職金、商工会役職員の表彰、会員企業の従業員表
彰に関することを行っています。
　本年度は、商工会館建替えのために、10月から、南熊
本のテルウェル熊本ビル3階に引越しするため準備も
行っています。

　会員サービス課は男性４名、女性２名で、主な担当業
務としまして各種共済事業の他、商工会ネットワークサ
ポート、記帳機械化事業、珠算・簿記検定事業等を通じ
て会員サービス及び商工会の自己財源確立のお手伝い
をさせて頂いております。

　組織運営課は商工会の運営指導・税
務申告のほか、青年部・女性部及び各
部会の育成指導、また、消費税軽減税率対応事業およ
び職員協議会に関することを主な業務としておりま
す。

【大会スローガン】「絆・盛・輝」

【若い経営者の主張発表】

　翌日は、親善ソフトボール大会が開催され、ＡパートとＢパートに分かれ熱戦が繰り広げられました。結果は
次のとおり。

【ソフトボール大会】

最優秀賞　　大津町商工会　　　　松永　淳哉　
優  秀  賞　　熊本市城南商工会　　竹田雄一郎
努  力  賞（７名）
　　　　　　上天草市商工会　　　尾上　六郎
　　　　　　阿蘇市商工会　　　　内野　博樹　　
　　　　　　御船町商工会　　　　野口　大樹　
　　　　　　玉東町商工会　　　　狩野　卓哉
　　　　　　錦町商工会　　　　　山本　和弘
　　　　　　美里町商工会　　　　本山　貴志　　
　　　　　　氷川町商工会　　　　古島　隆一

［Ａパート］　20チーム出場　

 優　　勝　　合志市商工会青年部　　　
 準  優  勝　　玉名市商工会青年部
 ３　　位　　天草市商工会青年部　　　　　　　
 ３　　位　　山都町商工会青年部　　　　
［Bパート］　20チーム出場　　　

 優　　勝　　御船町商工会青年部
 準  優  勝　　八代市商工会青年部Ｂ
 ３　　位　　氷川町商工会青年部
 ３　　位　　菊陽町商工会青年部

～固い絆が生まれた　商売繁盛、地域を熱く　そして今、輝く未来のために～

(最優秀賞の松永淳哉さん)

（Ａパートで優勝した合志市商工会青年部）

井川専務 髙宮局長

後列左より 砂原指導員、松嶋指導員、甲斐指導員、相馬支援員、

 岩本臨時職員

前列中央 柳課長

後列左より 横田指導員、丸山係長、

 山田オペレーター

前列左より 西支援員、渡邉課長、狩野支援員

一番奥 柳瀬課長

向かって左奥より 原係長、波多野指導員、吉野臨時職員

右奥より 竹屋指導員、星子指導員、福島臨時職員

後列左より 下村臨時職員、江口指導員、角本指導員、

 青木支援員、對田指導員、平山指導員

前列左より 花谷係長、坂本課長、川上指導員、和田嘱託専門(指)

松永さんは９月13日（水）大分で開催
される九州大会に熊本県代表として
出場されます。
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井川専務 髙宮局長

後列左より 砂原指導員、松嶋指導員、甲斐指導員、相馬支援員、

 岩本臨時職員
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 山田オペレーター
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松永さんは９月13日（水）大分で開催
される九州大会に熊本県代表として
出場されます。
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県北・県南経営支援サポートオフィスからのお知らせ

「今なぜ事業承継なのか」

「事業承継の課題と対応」

テーマ：国が重点的に推進している「事業承継」

専門家を派遣します！専門家を派遣します！

①平成29年度女性部ミニバレーボール大会開催！！

　中小企業の中には、後継者の不在を第1の理由とする廃業が全国で年間7万件もあります。そ
の中には、決して業績が悪くない事業所も少なくありません。
　雇用を生み、モノやサービスの提供において地域での存在価値が大きい中小企業を存続支援
することは、我々支援機関にとって大切なことだと言えます。
　平成28年度補正事業である、小規模事業者持続化補助金において、「事業承継診断ツール」
が一部導入され審査の加点項目になるなど、事業承継の重要性は増しています。しかしながら、
実際の取組は遅れがちであることが多いのが現状です。
　その理由の一つは、経営者が事業承継の重要性は認識しているものの、緊急度の認識が低い
ということが挙げられます。つまり、目の前の仕事が優先であり、事業承継への取組が今日明日
ではなく、先送りされているということです。
　これには、「経営者がいつまでも元気である」、「今のままがうまくいく」、といった認識がある
かも知れません。しかし、経営者が高齢により病気や急死することもありうるし、事業のやり方も
環境変化に合わせられず、衰退傾向をたどることも少なくありません。
　会社の中・長期経営計画を策定し、期限を早くに設定して後継者の選定や企業に合った事業承
継の方法を決めて、具体的に着手することを支援していきたいものです。

　中小企業庁の「事業承継ガイドライン」によると、中小企業経営者の年齢のピークは、1995年
の47歳から2015年には66歳へ、20年間で19歳増加し、平均引退年齢は中規模企業で67.7
歳、小規模事業者では70.5歳となっています。
　取り組みの必要性は認識しているものの、当面の経営課題への対策が優先される結果、事業承
継へ準備が先送りされているものと考えられます。
　また、調査では、経営者の年齢が上がるほど投資意欲の低下やリスク回避性向が高まり、経営
者が交代した企業や若年の経営者の方が売上高を向上させています。

　事業承継には後継者の選定と教育をはじめ、
事業資産、個人資産の相続や税務対策、経営理
念、人脈、信用の引継ぎなど多くの課題があり
ます。
　円滑な承継を行うためには、充分な準備期間
と伴走期間が必要であり、早期の取り組みが求
められます。
　事業承継問題は当該企業の重要課題である
とともに、地域の雇用、経済を担っており、「事
業承継ネットワーク」の構築と連携による、企
業と支援機関が一体となった取り組みの重要性
が増しています。

◯補助金申請書の作成アドバイス 〔中小企業診断士〕
◯従業員の労務管理についての指導 〔社会保険労務士〕
◯ホームページ・ＳＮＳを始めたい 〔ＩＴ専門家〕
◯商品のパッケージ・ロゴ作成相談 〔デザイナー〕
◯特許・商標登録相談について  〔弁理士〕
他に「販売促進」「商品開発」「経営革新」「事業承継」「法律相談」「従業
員教育」「生産工程」など様々な専門家相談が可能です。

　第37回県女性連ミニバレーボール大会が、２年ぶりに６
月15日宇城市のウイングまつばせにおいて開催されました。
今年は、30商工会44チームが参加しました。結果は次のと
おりでした。
　優　勝　宇城市Ｃ
　準優勝　上天草市Ｃ
　３　位　小国町・苓北町

②平成29年度九州ブロック商工会女性部交流研修会

③女性経営者資質向上セミナーの日程について

　７月１２日・１３日の両日、九州ブロック商工会女性部交流研修会が鹿児島市に
おいて開催されました。
　初日は、九州各県から選出された代表による主張発表大会が開催され、熊本県
代表として湯前町商工会女性部の兼田美穂さんが壇上に上がりました。惜しくも
九州代表とはなりませんでしたが、審査員より高い評価をいただきました。九州
代表として、沖縄県石垣市商工会女性部の浦内さんが全国大会へ出場されます。
　また、主張発表大会後に開催された交流会では、各県から趣向を凝らしたアト
ラクションが披露されました。熊本県は、トップバッターで「おてもやん」を披露し、会場を大いに賑わせました。
　２日目の第一部は、記念講演が開催されました。講師はテレビ番組の時代考証も手掛ける「原口　泉氏」でした。
　第二部は、林九女性連会長より女性部まち（地域）づくり顕彰の授与が行われその後、九州代表の長崎県新上五
島町商工会女性部が事例発表を行いました。
　九州各県から集まった女性部員との交流はとても有意義なものとなりました。

　６月号でご案内しました、セミナーの日程をお知らせします。

優勝した宇城市Cチーム

熊本県代表　兼田美穂さん（湯前町）

※受講料は無料です。女性部員の方も部員以外の方も、多数のご参加お待ちしております。

経営計画の必要性、販路拡大を基盤とした経営計
画の策定

宇土市商工会9月4日宇　城

ふるさと名物を活かした観光まちづくり南関町うから館10月27日玉　名

ホームページの活用と事業ＰＲ菊陽町商工会9月27日城　北

販路拡大に向けた商品ＰＲ休暇村南阿蘇9月14日阿　蘇

事業承継通潤山荘10月24日上益城

販路拡大を基盤とした経営計画の策定八代市商工会9月11日八　代

ふるさと名物を活かした観光まちづくり錦町商工会10月6日球　磨

販路拡大に向けた商品ＰＲ天草教育会館11月27日天　草

自社の現状分析熊本市城南商工会9月8日熊本市

テーマ開催場所開催日ブロック

県南サポートオフィス
河本  龍二

県南経営支援サポートオフィス
〒869-4703　
八代市千丁町新牟田1458
（八代市商工会千丁支所内）
TEL0965-46-6100
FAX0965-46-6101

県北サポートオフィス

坂本  純夫

県北経営支援サポートオフィス
〒861-0331　
山鹿市鹿本町来民1633-1
（山鹿市ゆーくんち内）
TEL0968-41-5508
FAX0968-41-5509

経営や技術的なお悩み・ご相談に応じ、その分野の専門会を派遣し、具体的・実践的
な事項に関して適切な指導助言を行います。

◯申込方法
　お近くの商工会に相談し、申し込んで下さい。

ぜひご活用下さい。

相談
無料

派遣例　　　〔　〕は専門家

（万人）

※出典：中小企業庁HPより

中小企業の経営者年齢の分布（年代別）
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　お近くの商工会に相談し、申し込んで下さい。

ぜひご活用下さい。

相談
無料

派遣例　　　〔　〕は専門家

（万人）

※出典：中小企業庁HPより
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県北・県南経営支援サポートオフィスからのお知らせ

「今なぜ事業承継なのか」

「事業承継の課題と対応」

テーマ：国が重点的に推進している「事業承継」

専門家を派遣します！専門家を派遣します！

①平成29年度女性部ミニバレーボール大会開催！！

　中小企業の中には、後継者の不在を第1の理由とする廃業が全国で年間7万件もあります。そ
の中には、決して業績が悪くない事業所も少なくありません。
　雇用を生み、モノやサービスの提供において地域での存在価値が大きい中小企業を存続支援
することは、我々支援機関にとって大切なことだと言えます。
　平成28年度補正事業である、小規模事業者持続化補助金において、「事業承継診断ツール」
が一部導入され審査の加点項目になるなど、事業承継の重要性は増しています。しかしながら、
実際の取組は遅れがちであることが多いのが現状です。
　その理由の一つは、経営者が事業承継の重要性は認識しているものの、緊急度の認識が低い
ということが挙げられます。つまり、目の前の仕事が優先であり、事業承継への取組が今日明日
ではなく、先送りされているということです。
　これには、「経営者がいつまでも元気である」、「今のままがうまくいく」、といった認識がある
かも知れません。しかし、経営者が高齢により病気や急死することもありうるし、事業のやり方も
環境変化に合わせられず、衰退傾向をたどることも少なくありません。
　会社の中・長期経営計画を策定し、期限を早くに設定して後継者の選定や企業に合った事業承
継の方法を決めて、具体的に着手することを支援していきたいものです。

　中小企業庁の「事業承継ガイドライン」によると、中小企業経営者の年齢のピークは、1995年
の47歳から2015年には66歳へ、20年間で19歳増加し、平均引退年齢は中規模企業で67.7
歳、小規模事業者では70.5歳となっています。
　取り組みの必要性は認識しているものの、当面の経営課題への対策が優先される結果、事業承
継へ準備が先送りされているものと考えられます。
　また、調査では、経営者の年齢が上がるほど投資意欲の低下やリスク回避性向が高まり、経営
者が交代した企業や若年の経営者の方が売上高を向上させています。

　事業承継には後継者の選定と教育をはじめ、
事業資産、個人資産の相続や税務対策、経営理
念、人脈、信用の引継ぎなど多くの課題があり
ます。
　円滑な承継を行うためには、充分な準備期間
と伴走期間が必要であり、早期の取り組みが求
められます。
　事業承継問題は当該企業の重要課題である
とともに、地域の雇用、経済を担っており、「事
業承継ネットワーク」の構築と連携による、企
業と支援機関が一体となった取り組みの重要性
が増しています。

◯補助金申請書の作成アドバイス 〔中小企業診断士〕
◯従業員の労務管理についての指導 〔社会保険労務士〕
◯ホームページ・ＳＮＳを始めたい 〔ＩＴ専門家〕
◯商品のパッケージ・ロゴ作成相談 〔デザイナー〕
◯特許・商標登録相談について  〔弁理士〕
他に「販売促進」「商品開発」「経営革新」「事業承継」「法律相談」「従業
員教育」「生産工程」など様々な専門家相談が可能です。

　第37回県女性連ミニバレーボール大会が、２年ぶりに６
月15日宇城市のウイングまつばせにおいて開催されました。
今年は、30商工会44チームが参加しました。結果は次のと
おりでした。
　優　勝　宇城市Ｃ
　準優勝　上天草市Ｃ
　３　位　小国町・苓北町

②平成29年度九州ブロック商工会女性部交流研修会

③女性経営者資質向上セミナーの日程について

　７月１２日・１３日の両日、九州ブロック商工会女性部交流研修会が鹿児島市に
おいて開催されました。
　初日は、九州各県から選出された代表による主張発表大会が開催され、熊本県
代表として湯前町商工会女性部の兼田美穂さんが壇上に上がりました。惜しくも
九州代表とはなりませんでしたが、審査員より高い評価をいただきました。九州
代表として、沖縄県石垣市商工会女性部の浦内さんが全国大会へ出場されます。
　また、主張発表大会後に開催された交流会では、各県から趣向を凝らしたアト
ラクションが披露されました。熊本県は、トップバッターで「おてもやん」を披露し、会場を大いに賑わせました。
　２日目の第一部は、記念講演が開催されました。講師はテレビ番組の時代考証も手掛ける「原口　泉氏」でした。
　第二部は、林九女性連会長より女性部まち（地域）づくり顕彰の授与が行われその後、九州代表の長崎県新上五
島町商工会女性部が事例発表を行いました。
　九州各県から集まった女性部員との交流はとても有意義なものとなりました。

　６月号でご案内しました、セミナーの日程をお知らせします。

優勝した宇城市Cチーム

熊本県代表　兼田美穂さん（湯前町）

※受講料は無料です。女性部員の方も部員以外の方も、多数のご参加お待ちしております。

経営計画の必要性、販路拡大を基盤とした経営計
画の策定

宇土市商工会9月4日宇　城

ふるさと名物を活かした観光まちづくり南関町うから館10月27日玉　名

ホームページの活用と事業ＰＲ菊陽町商工会9月27日城　北

販路拡大に向けた商品ＰＲ休暇村南阿蘇9月14日阿　蘇

事業承継通潤山荘10月24日上益城

販路拡大を基盤とした経営計画の策定八代市商工会9月11日八　代

ふるさと名物を活かした観光まちづくり錦町商工会10月6日球　磨

販路拡大に向けた商品ＰＲ天草教育会館11月27日天　草

自社の現状分析熊本市城南商工会9月8日熊本市

テーマ開催場所開催日ブロック

県南サポートオフィス
河本  龍二

県南経営支援サポートオフィス
〒869-4703　
八代市千丁町新牟田1458
（八代市商工会千丁支所内）
TEL0965-46-6100
FAX0965-46-6101

県北サポートオフィス

坂本  純夫

県北経営支援サポートオフィス
〒861-0331　
山鹿市鹿本町来民1633-1
（山鹿市ゆーくんち内）
TEL0968-41-5508
FAX0968-41-5509
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阿蘇郡高森町高森1539-3
TEL  0967-62-0274
FAX  0967-62-0782

高森町商工会

117人の漫画家によるラッピング列車

有限会社 村上養魚場
（本店）阿蘇郡高森町矢津田354-1 （支店）阿蘇郡南阿蘇村中松1561-1 （直売所） 

代表取締役　村上 誠治

◆問い合わせ：TEL0967-67-0500　　FAX 0967-67-3255　
   ※ 水曜日以外の午前9時30分～午後5時
◆休 業 日：毎週水曜日　※イベント出店などで日曜日なども臨時休業する事があります。
◆営業時間：本店：午前８時～午後５時　支店：午前９時３０分～午後５時　

◆企業紹介　
　当社は、ヤマメ、ニジマスを、受精卵から成魚まで一貫
して生産を行う養殖場を営んでいます。近年では、加工
品の製造・販売にも力を入れており、甘露煮、南蛮漬け、
塩麹漬け、一夜干しなど、多くの加工品の販売も行って
います。今の一押しは、３年がかりで育てる弊社のブラン
ドマスを使った「奥阿蘇鱒の燻製」です。特殊な製法の
もと、桜の木でスモークする事で、味わい深くしっとりと

した食感の
燻製が出来
ました。酒
の肴や、ベ
ーグルに挟
んでも美味
しいおスス
メの商品で
す。

　他にも、地元の醤油と酒に漬け込んで作った黄金色
のヤマメの卵「kirara（きらら）」。イクラに比べて、臭み
も無く、お子様にも大人気です。
　夏場には、ヤマメのつかみどりイベントも開催し、多く
のお子様に楽しんで頂いています。
　食の安心、安全をモットーに全て自社生産、加工して
お客様にお届け
します。阿蘇の
冷たく、清らか
な湧水で育った
美味しい川魚を、
ぜひ、お召し上
がりください。

　高森町は、熊本県の最東端にあり、東部は宮崎県、東北部
は大分県に隣接しています。阿蘇五岳と世界一のカルデラで
ある外輪山の南側の間に位置し、人口6,584人、面積175.06
ｋ㎡、南阿蘇の中でも特に奥座敷といわれる静かで自然豊か
な地域です。
　商工会員は229名。昨年の熊本地震により、高森町への主
要幹線道路である阿蘇大橋、俵山トンネルルートが遮断され、
観光立町を掲げる高森町にとって経済的に大きな打撃となり
ました。商工会員の方々も例外なくその被害を受けましたが、
一丸となり復興へ向け尽力され、直接的な影響による廃業は
無く、ここ数年は、会員数はほぼ
横ばいに推移している状況です。
　このような中、本会では、12月
24日の俵山トンネルの開通に併
せ、「来てはいよ！宿泊限定おも
てなしプレミアム商品券」を発行
し、高森町観光協会の協力のも
と、「新酒とふるさとの味まつり」
イベント会場内で販売を行いま
した。イベントは大盛況に終わり、
来場者数は過去最高となる約

6,000人を記録、多くのお客様に高森町の味を満喫して頂き
ました。
　また、高森町では、南阿蘇鉄道の復旧と復興を目指し、商
工会長を実行委員会会長とした「南阿蘇鉄道復旧支援対策
チーム高森実行委員会」を立ち上げ、駅構内における多くのイ
ベントの開催、観光の目玉の一つであるトロッコ列車の運行
再開、ラッピング列車の導入・運行など、様々な観光客誘致
策を講じております。
　まだまだ復興の道半ばではありますが、早期の完全復興を目
指し、商工会としても様々な経営支援を実施していく所存です。

観光の復活へ向けて！
高森町商工会

トロッコ列車運行の様子

水上村商工会

vol.383

商工会の福祉共済 トータル「がん」補償・シンプル「がん」補償　取扱い開始について

　熊本県商工会連合会と商工会は全国商工会連合会が取り扱う「がん」に関する掛け捨て型の保険２種類を取扱い開始しました。
　男女共に２人に１人は“がん”になる可能性があるといわれており、これまでも要望のあった本保険の取扱いは会員の皆様のお役に
立てることと思います。
　掛金は月額３千円と６千円で契約年齢により分かれます。また、告知日より過去２年以内における病気・症状診断により補償内容が分
かれるようになっており、低廉な金額でご加入いただける仕組みとなっております。

詳しく知りたい
方は

商工会にお尋
ねください。

vol.383

山口 莉子さん
やま  ぐち　  り    こ

平成19年１月11日生
谷川 詩織さん
たに がわ　  し   おり

平成18年６月27日生

編
集
後
記

会報が2色刷りに変わり、こ

れまでのカラーに比べると見

劣りする部分もあるかと思い

ますが、内容については毎号

よりよい物をという思いで

作成しております。

是非ご一読下さい。

　　　　　　（M）

珠算検定
1級合格
おめでとう

宇城市商工会 大津町商工会

2016年11月1日午後4時から2017年11月1日午後4時まで
中途加入の場合、毎月1日午前0時から2017年11月1日午後4時まで

共済（補償）期間

商工会の会員とその家族、会員の従業員とその家族、商工会・連合会の役職員とその家族であって健康な方が対象となります。
（健康状態に関する告知義務があります。）
※ ）でま歳08満は入加続継（。すまり限に方の下以歳47満上以歳6満が齢年満ので点時日1月11年6102しだた
「家族」とは…①配偶者、父母、子　②同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫　③配偶者の父母　をいいます。

ご加入できる方

先進医療に係る費用が全額自己負担となる所定の
先進医療を受けられたとき、
何度でも補償します。
通算支払限度はありません。
※対象となる先進医療については、パンフレットの「補償のあらまし」をご確認く
ださい。

先進医療
特長5

も安心!

がんの手術はもちろん、病気・けがで
所定の手術を受けられたとき、
何度でも補償します。
※傷の処置、切開術（皮膚、鼓膜）、抜歯等お支払いの対象外の手術やお
支払回数に制限がある手術があります。
お支払対象となる手術については「約款」をご覧ください。

手術
特長4

も安心!

がんの入院はもちろん、
病気・けがの入院も、
日帰り入院から補償します。

入院
特長3

も安心!

一旦治癒した後、がんが再発したと診断確定されたと
きなどにも診断共済金をお支払いします。
※支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であ
るときは、がん診断共済金をお支払いできません。

再発・転移
特長2

しても安心!

5 安 心のつ
初期のがん

特長1

でも安心!

上皮内がん等の初期のがんでも、
診断共済金として、
１００万円をお支払いします。

●新規ご加入の場合、共済期間の初日よりその日を含めて90日（待機期間）を経過した日までにがんと診断確定された場合は、がん診断共済金・がん手術共済金・がん入院共済金はお支払いできません。
●同一事故においてがん手術共済金と病気・けがの手術共済金およびがん入院共済金と病気・けがの入院共済金はそれぞれ重複してお支払いしません。

額
金
済
共

がん診断共済金

病気・けがの
手術共済金

病気・けがの
入院共済金
（1日あたり）

がん手術共済金

がん入院共済金
（1日あたり）

先進医療共済金

放射線治療共済金

加入プラン

契約年齢

月払掛金 3,000円

満6歳～65歳

トータル「がん」プラン

満66歳～74歳
（継続加入は満80歳まで）

6,000円

シニア
トータル「がん」プラン

100万円

5,000円
（1日～120日まで）

40万円～7.5万円

305万円～5万円

5万円

10,000円

手術の種類により

掛金と共済金

通算支
払

限度な
し

お支払日
数

無制限

再発・転
移

しても
安心

がんと診断確定されたとき、
入院の有無にかかわらず一時金として

1回のお支払いは実費の
約半額程度となります。

（1日～無制限）

重 大 手 術
入 院 中
入 院 以 外

20万円
5万円

2.5万円

66歳となった場合は
シニアトータル「がん」プラン

（6,000円）に自動的に移行します。

※補償内容の詳細はパンフレットを参照してください。

大切な、商工会会員の皆さま、だからこそ加入できる特別な制度です!　
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もと、桜の木でスモークする事で、味わい深くしっとりと

した食感の
燻製が出来
ました。酒
の肴や、ベ
ーグルに挟
んでも美味
しいおスス
メの商品で
す。

　他にも、地元の醤油と酒に漬け込んで作った黄金色
のヤマメの卵「kirara（きらら）」。イクラに比べて、臭み
も無く、お子様にも大人気です。
　夏場には、ヤマメのつかみどりイベントも開催し、多く
のお子様に楽しんで頂いています。
　食の安心、安全をモットーに全て自社生産、加工して
お客様にお届け
します。阿蘇の
冷たく、清らか
な湧水で育った
美味しい川魚を、
ぜひ、お召し上
がりください。

　高森町は、熊本県の最東端にあり、東部は宮崎県、東北部
は大分県に隣接しています。阿蘇五岳と世界一のカルデラで
ある外輪山の南側の間に位置し、人口6,584人、面積175.06
ｋ㎡、南阿蘇の中でも特に奥座敷といわれる静かで自然豊か
な地域です。
　商工会員は229名。昨年の熊本地震により、高森町への主
要幹線道路である阿蘇大橋、俵山トンネルルートが遮断され、
観光立町を掲げる高森町にとって経済的に大きな打撃となり
ました。商工会員の方々も例外なくその被害を受けましたが、
一丸となり復興へ向け尽力され、直接的な影響による廃業は
無く、ここ数年は、会員数はほぼ
横ばいに推移している状況です。
　このような中、本会では、12月
24日の俵山トンネルの開通に併
せ、「来てはいよ！宿泊限定おも
てなしプレミアム商品券」を発行
し、高森町観光協会の協力のも
と、「新酒とふるさとの味まつり」
イベント会場内で販売を行いま
した。イベントは大盛況に終わり、
来場者数は過去最高となる約

6,000人を記録、多くのお客様に高森町の味を満喫して頂き
ました。
　また、高森町では、南阿蘇鉄道の復旧と復興を目指し、商
工会長を実行委員会会長とした「南阿蘇鉄道復旧支援対策
チーム高森実行委員会」を立ち上げ、駅構内における多くのイ
ベントの開催、観光の目玉の一つであるトロッコ列車の運行
再開、ラッピング列車の導入・運行など、様々な観光客誘致
策を講じております。
　まだまだ復興の道半ばではありますが、早期の完全復興を目
指し、商工会としても様々な経営支援を実施していく所存です。

観光の復活へ向けて！
高森町商工会

トロッコ列車運行の様子

水上村商工会

vol.383

商工会の福祉共済 トータル「がん」補償・シンプル「がん」補償　取扱い開始について

　熊本県商工会連合会と商工会は全国商工会連合会が取り扱う「がん」に関する掛け捨て型の保険２種類を取扱い開始しました。
　男女共に２人に１人は“がん”になる可能性があるといわれており、これまでも要望のあった本保険の取扱いは会員の皆様のお役に
立てることと思います。
　掛金は月額３千円と６千円で契約年齢により分かれます。また、告知日より過去２年以内における病気・症状診断により補償内容が分
かれるようになっており、低廉な金額でご加入いただける仕組みとなっております。

詳しく知りたい
方は

商工会にお尋
ねください。

vol.383

山口 莉子さん
やま  ぐち　  り    こ

平成19年１月11日生
谷川 詩織さん
たに がわ　  し   おり

平成18年６月27日生

編
集
後
記

会報が2色刷りに変わり、こ

れまでのカラーに比べると見

劣りする部分もあるかと思い

ますが、内容については毎号

よりよい物をという思いで

作成しております。

是非ご一読下さい。

　　　　　　（M）

珠算検定
1級合格
おめでとう

宇城市商工会 大津町商工会

2016年11月1日午後4時から2017年11月1日午後4時まで
中途加入の場合、毎月1日午前0時から2017年11月1日午後4時まで

共済（補償）期間

商工会の会員とその家族、会員の従業員とその家族、商工会・連合会の役職員とその家族であって健康な方が対象となります。
（健康状態に関する告知義務があります。）
※ ）でま歳08満は入加続継（。すまり限に方の下以歳47満上以歳6満が齢年満ので点時日1月11年6102しだた
「家族」とは…①配偶者、父母、子　②同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫　③配偶者の父母　をいいます。

ご加入できる方

先進医療に係る費用が全額自己負担となる所定の
先進医療を受けられたとき、
何度でも補償します。
通算支払限度はありません。
※対象となる先進医療については、パンフレットの「補償のあらまし」をご確認く
ださい。

先進医療
特長5

も安心!

がんの手術はもちろん、病気・けがで
所定の手術を受けられたとき、
何度でも補償します。
※傷の処置、切開術（皮膚、鼓膜）、抜歯等お支払いの対象外の手術やお
支払回数に制限がある手術があります。
お支払対象となる手術については「約款」をご覧ください。

手術
特長4

も安心!

がんの入院はもちろん、
病気・けがの入院も、
日帰り入院から補償します。

入院
特長3

も安心!

一旦治癒した後、がんが再発したと診断確定されたと
きなどにも診断共済金をお支払いします。
※支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であ
るときは、がん診断共済金をお支払いできません。

再発・転移
特長2

しても安心!

5 安 心のつ
初期のがん

特長1

でも安心!

上皮内がん等の初期のがんでも、
診断共済金として、
１００万円をお支払いします。

●新規ご加入の場合、共済期間の初日よりその日を含めて90日（待機期間）を経過した日までにがんと診断確定された場合は、がん診断共済金・がん手術共済金・がん入院共済金はお支払いできません。
●同一事故においてがん手術共済金と病気・けがの手術共済金およびがん入院共済金と病気・けがの入院共済金はそれぞれ重複してお支払いしません。

額
金
済
共

がん診断共済金

病気・けがの
手術共済金

病気・けがの
入院共済金
（1日あたり）

がん手術共済金

がん入院共済金
（1日あたり）

先進医療共済金

放射線治療共済金

加入プラン

契約年齢

月払掛金 3,000円

満6歳～65歳

トータル「がん」プラン

満66歳～74歳
（継続加入は満80歳まで）

6,000円

シニア
トータル「がん」プラン

100万円

5,000円
（1日～120日まで）

40万円～7.5万円

305万円～5万円

5万円

10,000円

手術の種類により

掛金と共済金

通算支
払

限度な
し

お支払日
数

無制限

再発・転
移

しても
安心

がんと診断確定されたとき、
入院の有無にかかわらず一時金として

1回のお支払いは実費の
約半額程度となります。

（1日～無制限）

重 大 手 術
入 院 中
入 院 以 外

20万円
5万円

2.5万円

66歳となった場合は
シニアトータル「がん」プラン

（6,000円）に自動的に移行します。

※補償内容の詳細はパンフレットを参照してください。

大切な、商工会会員の皆さま、だからこそ加入できる特別な制度です!　



地震・噴火・津波による損害も補償！

『休業対応応援共済』
８月から案内開始

http://www.kumamoto-kyousai.or.jp

お問合せ、お申込は･･･
最寄の商工会まで

●商工貯蓄共済
●ふれんど共済
●火災共済

●まごころ共済
（自動車事故費用共済）
●自動車共済
　　　 その他 各種共済

熊 本 県 火 災 共 済 協 同 組 合

本 　 　 　 部 ： 熊本市中央区安政町3番13号（熊本県商工会館2Ｆ）℡ 096-325-3411
八 代 営 業 所 ： 八 代 市 松 江 城 町 6 番 6 号（八 代 商 工 会 館 2 Ｆ）℡ 0965-35-5686
天 草 営 業 所 ： 天 草 市 栄 町 1 番 2 5 号（本 渡 商 工 会 館 2 Ｆ）℡ 0969-24-2516

安心、信頼、ゆたかな未来へ。

①全損応援共済金（損害額が契約の建物の評価額の80％以上）

約定日額×約定日数（限度額 3,000万円）
●共済金は、最大３回に分けてお支払いします。
　１回目 全損認定後　全損応援共済金のうち30％
　２回目 事故日から３か月経過後
 全損応援共済金のうち20％（累計支払割合50％）

　３回目 事故日から６か月経過後
 全損応援共済金のうち50％（累計支払割合100％）

お支払する共済金について

全　損 一部損

お支払例　⇒　約定日額３万円・全損約定日数150日・一部損約定日数60日の場合（休業日数50日）

                        　※木造（ｂ級）の場合、年間共済掛金　25,734円（約定日額１万円あたり8,578円）

②一部損応援共済金（損害額が契約の建物の評価額の80％未満）

約定日額×休業日数（限度額 1,500万円）
●事故日からその日を含めて定休日を除く４日以上連続
　して休業した場合にお支払いします。
●休業日数は契約時に約定した約定日数（30日・60日・
　90日のいずれか）を上限とします。

粗利益日額（前年度実績）を基に定める「約定日額」と「休業日数」に応じてお支払します。

３万円×150日＝450万円 ３万円×50日＝150万円

火災共済・保険 ＋ プラス「 」（◎）

会員の皆様へ

店舗、作業場、事務所等の事業用建物が、火災、台風をはじめ地震等の災害により建物
が全損もしくは一部損の損害を受けた結果、事業が完全に休止した場合に休業日数に
応じて共済金を支払います。

休業対応応援共済

○ △

◎ ◎

NEW
！

△：任意で地震保険選択

●「富岡城お城まつり」開催について
●熊本県商工会連合会各課の事業紹介
●第50回熊本県商工会青年部連合会熊本市大会について
●平成29年度女子部ミニバレーボール大会
●九州ブロック商工会女性部交流会
●女性部経営資質向上セミナーの日程について
●県北・県南経営支援サポートオフィスからのお知らせについて
●元気探訪　有限会社　村上養魚場
●商工会だより　高森町商工会
●商工会の福祉共済　トータル「がん」補償
　シンプル「がん」補償取り扱い開始について 
●珠算検定「１級合格おめでとう」
●編集後記
●くまもと共済からお知らせ

………………………1頁
…………………… 2頁

… 3頁
………………… 4頁
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熊本県商工会連合会
熊本県商工会連合会会報

Vol.383

火災・自然災害等

建物の復旧費

休業補償

地震・噴火・津波

富 岡 城（天草郡苓北町）
　かつて苓北町は、数百年にわたり天草の中心地として栄えました。
　1205年からおよそ400年もの間、志岐氏が統治する時代が続き、戦国時代末期には志岐麟泉が領主となって全盛期を
迎えます。
　その後、徳川時代には唐津藩によって支配され、肥前唐津藩の寺沢志摩守広高によって慶長７年（1602年）頃に富岡城
が築かれました。
　寛永14年（1637年）「天草島原の乱」で、富岡城は幕府側の拠点として一揆軍から攻撃を受けました。必死の守りで落城
を免れたことが、乱の早期終結と後の徳川幕府の安定をもたらしたといわれています。
　乱後、山﨑甲斐守家治の領地となり、築城の名手と謳われた山﨑氏は大規模な修築および拡張を行い、現在みられる富
岡城の形が完成しました。
　山﨑氏の後に天草は天領となり、初代代官・鈴木重成の時代を迎えます。
　後に再び私領となり戸田忠昌が城主となるものの、戸田氏の領地替えの際に富岡城は破城。再び天領となって天草の行
政の中心となりました。
　現在、富岡城の本丸跡に「熊本県富岡ビジターセンター」を開設。さらに櫓・高麗門・白塀等が復元され、当時の面影を
偲ぶことができます。
　平成26年には新たに長屋・東西角櫓を復元し、平成27年７月、長屋跡に「苓北町歴史資料館」がオープンしました。現在
は、大手門の復元工事が行われています。
　また、富岡城から眼下に見下ろす眺望は、まさに絶景と言われています。
　　　　平成29年10月28日（土）29日（日）「富岡城お城まつり」を開催します！


