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■ 4つの「経営理念」
① 私たちは納税者の権利を守り中小企業と国民を大事にする税制をめざします。
② 私たちは中小企業のよい会社づくりを通してお客様の満足を追求します。
③ 私たちは身近でかけがえのないコンサルタントをめざします。
④ 私たちはお互いに成長し、豊かさを創造する職場づくりをめざします。
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新型コロナウイルス対策として 2020 年度第 1 次補
正予算により 2 兆 3176 億円が計上された持続化給付
金。769 億円で某一般社団法人にその事業委託された
が、委託先の法人としての実態や再委託の構造をめ
ぐり、委託事業の在り方を見直す声が高まっている。
一方、政府は、第 2 次補正予算案として 10 兆円の
予備費を計上することを決定した。歳出総額 30 兆円
超の約 3 分の 1 に当たる額である。緊急的な事態に
対応するため、憲法が求める財政民主主義の例外と
して予備費の計上は認められている。しかし、その

使途については、国会による監督が事後的にしか及
ばず、内閣の責任は政治的責任にとどまる。予備費
の過大な計上は、政権に財政を白紙委任するに近い
状況であり、憲法の原則である財政民主主義を骨抜
きにされるおそれがある。
コロナ禍から国民の生命と生活を守るため、国とし
ては積極的な対策や対応が求められる。しかし、混
乱期だからこそ、納税者として、よりしっかりとした
目で、税金の使途はチェックしていかなければなら
ない。 （F）
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農業を希望の持てる産業に
株式会社 長谷川農場 代表取締役 長谷川良光 氏
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分家としての長谷川家

1950 年代、日本の農業は、機械化が始まりました。
それまでの、人力・牛・馬に代わり、エンジンを搭
載した耕運機が登場したのです。その時代に、私の
父が本家から、田んぼ 5 枚をもらって独立する、「5
反百姓」という農家の分家として始まったのが長谷
川家です。

栃木県足利は、古くからの米・麦の 2 毛作の地
です。60 年ころから園芸野菜として苺の生産を始
めました。栃木県は苺の生産が盛んで、今でも生産
高日本一です。また、今の事業に繋がる、肥育牛の
育成も始めていました。苺や肥育牛の収入で農地を
買い、父は 20 年余りかけて農地の面積を 4 倍に拡
大しました。高度経済成長期と重なり、農業も大き
な変化をしていた時代でした。

肥育牛の規模拡大

玉子・米などの農産物の価格は、この 40 年余り
ほとんど上がっていません。規模拡大が農業の生き
残る道だと、肥育牛生産の大規模化を目指して、私
が大学卒業と同時に、父と一緒に、畜産団地を 5 人
の事業者と立ちあげました。それまでの 30 頭から
200 頭への拡大です。もう 40 年前になります。「農
業を産業として成り立たせるぞ」と現在に通じる思
いで働きだしていました。

規模拡大の中で法人化

父の代から肥育牛の餌となる稲藁は、地域の農家
から堆肥と交換に提供をうけ地域循環型農業をして
いました。農家の高齢化もあり、米麦の生産の請負
も増加しています。肥育牛も 200 頭から 500 頭へ
拡大し牛舎の建て増しもしました。規模の拡大と後
に述べる、後継者である息子の就業、地域の事業者
との連携を行うために、個人事業では収まらないと
判断して 2015 年に法人化、株式会社長谷川農場と
なりました。（肥育牛は現在 700 頭）

息子の大地は、大学を卒業後、リゾートホテル会
社に勤め、全国のホテルの飲食部門を回っていまし
た。長谷川農場が NHK の「小さな旅」に、取り上
げられ、後継者として紹介されました。長谷川農場
への就業は、「農業と消費者を結び付ける、見せる
農業を作りたい」いう思いだったようです。

地域とのつながりの中で

足利は大麦の生産が盛んです。「ダグワース」と
いうお菓子をご存知の方もいるかと思います。この
お菓子の大麦は長谷川農場が提供しています。農場
の近くを走る東武伊勢崎線の車窓から「この黄金色
の麦を使ったお菓子はできないものか」と足利の「大
麦工房ロア」という和菓子屋の社長が思い立ったこ
とから始まったことです。見せる農業の取組みとし
てロアと共同で麦畑の中を散策する「麦秋ツアー」

第一経理ニュース7月号　2020年7月1日発行

農業を希望の持てる産業に
“地消地産”をめざして牛肉のブランド化

会社訪問インタビュー
代表取締役　長谷川良光 氏
株式会社 長谷川農場



3

第一経理ニュース7月号　2020年7月1日発行

や、6 次産業化の国の補助も受けて、カフェ「つち
のか」も 5 年前にオープンし、農産物の商品化に
挑戦しています。

ブランド牛足利マール牛誕生

足利に「COCOFARM&WINERY」というワイ
ナリーがあります。このワイナリーで作っているワ
インが、2000 年沖縄サミットでソムリエの田崎真
也氏が絶賛し提供したワインです。

ワインの生産の工程ででる、ブドウの果皮や種
（マール）を発酵させて、改良し牛に給餌したところ、
霜降りの牛肉というだけでなく、サシと赤身のバラ
ンスがちょうどいい牛肉が誕生しました。「足利マー
ル牛」としてブランド化しました。牛の堆肥をブド
ウ畑に還元することで、循環農業も同時に可能にし
ました。

地産地消でなく地消地産

地産地消という言葉があります。私は違和感を感
じています。「地域で生産したものを地域で消費す
べき」と少し押し付けのような気がしてならないの
です。本来は逆で、「地域の人が消費したいと思う（選
ばれる）農産物を地域で生産する」。こんな思いで、
足利マール牛のブランド化をすすめてきました。

常時雇用をめざして

日本の農家の 9 割以上が兼業農家です。機械化
の進んだ現在の農業では、米・麦だけの生産は、機
械代が膨大に掛かりますが、人手はいりません。だ
から、土日だけ農業で働く兼業農家が存在します。
これはこれで、地域社会や環境を守るために必要な
人たちです。

ただ、この形では、若者は農業に入ってこられま
せん。常時働く環境があり、収入も将来的に予定で
きることがどの業界でも必要なことです。

年間を通して、作業があり、出荷が可能なものと
して、アスパラガスの生産を 10 年ほど前から取り
組んでいます。出荷の時期が 3 月から 10 月まで長
く、常時働く環境を作る面では、少し進んだと思っ
ています。

農業を希望の持てる産業に

本来農業は太陽と大地の恩恵の下、命の源である
食料を人々に届ける誇りある産業であると考えてい
ます。しかし農業を取り巻く環境は食料自給率、後
継者問題などさまざまな困難を抱えています。

農家を継いで 40 年夢中でした。一貫として考え
てきたことは、農業を産業として成り立つものにす
る。多くの希望をする人たちが誇りと収益を得られ
る農業つくりです。最近農業を始めたい若者を積極
的に受け入ています。社員の平均年齢は 28 歳と若
いです。今年、農業で独立を果たした社員も生まれ
ました。不安を上げればきりがありませんが、息子
と若い社員に私の希望を継いでもらいたいと思って
います。

長谷川農場牧場 兼 事務所
〒326-0327
栃木県足利市羽刈町 1319-1
TEL 0284-72-9075

アスパラガス、米、足利マール牛の宅配も行っ
ています。詳細は HP をご覧ください。

株式会社 長谷川農場 https://hasegawa-noujou.jp/



ここがポイント

第二次補正予算
2020年6月12日、新型コロナウイルス感染症対策の第二弾として、令和2年度第2次補正予算が

可決・成立しました。中小企業や個人向けの施策について、主に助成金等を中心に一部抜粋して要点のみ

ご紹介します。ただしあくまで執筆時点（2020年 6月20日現在）での情報であり、詳細な要件や申

請手続きが発表されていないものもあります。詳細発表と併せて内容が変更される場合もございます。あ

らかじめご留意ください。

なお、拡充された制度につきましては拡充のあった点についてのみ解説しております。基本的な内容に

つきましては5月号及び6月号をご確認ください。

新 設

【給付対象者】
　中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事

業者等であって、5 月～ 12 月 において以下の

いずれかに該当する者。

①いずれか 1 カ月の売上高が前年同月比で 50％
以上減少 
連続する 3ヶ月の売上高が前年同期比で 30％
以上減少 

【給付額】

　申請時の直近の支払家賃（月額）に基づき算
出される給付額（月額）の 6 倍（6カ月分）を支給。

給付率・給付上限額は下図の通り。最大の場合

では 600 万円。

例：『法人』で『月額家賃計 120万円』の場合
(ア)75万円×2/3＝50万円
(イ)（120万円－75万円）×1/3＝15万円
{(ア)+(イ)}×6倍＝390万円
給付額：390万円

【給付対象者】
　令和 2 年 4 月 1 日～ 9 月 30 日までに休業手
当が支給されなかった中小企業労働者。事業者

ではなく労働者本人が申請受給可能。（雇用保険

に加入していなくても本支援金に準じた給付金

の申請が可能）

【給付額】
　休業前賃金の 80％（月額上限 33 万円）を休

業実績に応じて支給

（2）新型コロナウイルス感染症対応休業支援金（仮称）

（1）家賃支援給付金　

出典：経済産業省HPより
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継 続 ・ 拡 充

【給付対象者】
　新型コロナウイルスの感染拡大後、患者 ( 感染

症患者に限らない ) や要介護者と接する業務に従

事した医療従事者・介護従事者・事務職員等

（3）医療従事者・介護従事者への慰労金
【給付額】

　一人あたり　５～ 20 万円

※都道府県から役割設定をされた事業所である

か、感染者等に対応した事業所であるか等に

よって変動

【拡充内容】
①助成額の上限の引き上げ
　1 日あたり日額　8,330 円⇒ 15,000 円

②解雇等をせずに雇用の維持に努めた中小企業の
　助成率の拡充
　原則 9/10（条件を満たす場合 10/10）

　　　　　　　　　　　　　⇒一律 10/10

（1）雇用調整助成金
※左記①②については、既に申請済みの事業主の方

についても令和 2 年 4 月1日に遡っての適用になり

ます。追加支給分（差額）は労働局・ハローワーク

で計算しますので再度の手続きは必要ありません。

③緊急対応期間の延長
　緊急対応期間の終期　6 月 30日⇒ 9 月 30 日

の平均と比べて 50%以上減少した事業者

②フリーランスを含む個人事業主で、収入を雑所得

や給与所得で申告している者のうち、業務の委託

元が発行した支払い調書などを確認できる者

②中小企業向け資本性資金供給・資本増強支援事業
　一時的に財務状況が悪化した中小企業等に対し

て、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫等が、

民間金融機関が資本とみなすことができる長期間
元本返済のない資本性劣後ローンを供給。

金、IT導入補助金の（一部）補助率増及び事業

再開枠（定額50万円）の設定

※本紙裏表紙にて、申請手続きについて説明した動画配信のご案内を掲載しております

【拡充内容】
　従前は対象外だった下記の法人・個人にも対

象が広がります。

①本年 1月から 3 月に創業した企業 ( 従前は対

象外 ) で、新型コロナウイルスの感染拡大後

の任意のひと月の事業収入が、1 月から 3 月

【拡充内容】
①貸付上限額と利下げ限度額の引き上げ
　日本政策金融公庫・商工組合中央金庫及び都

道府県等による制度融資を活用した民間金融機

関の実質無利子融資を継続し、さらに貸付上限
額と利下げ限度額の引き上げを実施。

【拡充内容】
　ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助

（2）持続化給付金

（3）資金繰り対策

（4）中小企業生産性革命推進事業による事業再開支援

各制度の詳細につきましては各税務担当者等へお問い合わせください。
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実行しました。さらに本部事務所では各フロア間で
の行き来をなくし、フロア内でも動線の分離などを
考え、感染のリスクとともに濃厚接触者を減らすた
めの対策も行いました。商談なども電話、メールで
の対応のみで、来協者を制限するため郵便物の授受
も 1 階の玄関先で行いました。

このような中、現場の従業員、パートスタッフは
今まで味わったことのない緊張感の連続で毎日を苦
しむことになりました。しかし組合員さんの多大な
期待に背いてはならないという使命からやり通して
います。まだ決して油断はできませんが、生協の意
義というものを再認識しています。

飲食業を営むH社
埼玉県でお好み焼屋を営んでいますが、3 月に入

り目に見えてお客様の来店が減っていきました。大
学生、社会人のお客様も多いため、4 月の新歓シー
ズンは例年多くの団体さん予約が入るのに今年は全
くない状況でした。

埼玉県の指導で閉店時間は 18 時と早めましたが、
店は開け続けました。3 月の上旬には大家さんにお
願いし家賃を下げてもらい、アルバイトの皆さんは
自宅待機としました。少しでも売上げていかなく
てはと、4 月からお昼時に店舗前に机を出し、一つ
700 円でお好み焼弁当も販売しました。しかしなか
なか赤字を補えるほどの売上げは出ませんでした。

本当にいろいろなことを考えました。そして時間
はあるのだからと、徹底的に味の見直しを行い、厨
房に立ち続けました。緊急事態宣言も解け、6 月に
入りわずかですがお客様が戻ってきてくださいまし
た。そして「お好み焼の生地が軽くなったね。」と
言葉をいただきました。転んでもただでは起きない
ぞ、という気持ちでまだまだ長い道のり頑張ってい
きます。

消費生活協同組合のY社
生協を営んでいますが、新型コロナウィルスへの

感染予防対策による、外出自粛要請、学校休業、緊
急事態宣言などから、生協配達への受注も利用者数、
注文受注数、共に急激に増加しました。

理念である「いのちと健康、くらしを守る」事業
者として、感染予防対策の考えられることはすべて

塗装業を営むT社
以前より個人宅や商業ビル、公共工事など幅広く

塗装の現場をこなしてきましたが、ここ最近は個人
のお客様からのお仕事が多いです。外出自粛や在宅
勤務で、家について改めて考える機会が増えたこと
によるものかと思います。そこで自社ホームページ
を一新し、地域、値段、築年数、塗料など様々な項
目により実際の施工事例を検索できる機能や、施工
項目ごとの詳細な見積もりを載せたところ、さらに
受注が増えました。

作業を行う際には在宅中のお客様や近隣の皆様
に迷惑とならないよう、大きな声で行っていた指示
は控え、また、においなどの刺激が強い塗料を使う
際は予めお知らせするなどのケアをしました。施工
したお客様からの紹介で新しいお仕事もいただいた
ため、信頼を裏切らぬよう頑張りたいと思います。

コロナを生き抜く緊急企画

緊急事態宣言は解除となり、止まっていた経済を取り戻そうと少しずつ日常が戻りつつあり

ます。ですが、多くの事業者にとってコロナによる影響は依然として続いているかと思います。

今号も引き続き、事業者の皆さまがコロナ禍でどういう取り組みをされていたか、情報共有し

たいと思います。



【算出方法】
・前期データを100とし、伸び率を算出しています。
・売上高と人件費は1社ごとの各伸び率を算出し、サ
ンプル数で平均しています。実態をより正確に反映
させるため、イレギュラーな事象によって異常値が
出た数値及びサンプルは集計から除外しています。

・銀行借入金残高は業種の傾向をより正確に反映させ
るため、それぞれの全社分を合計し、そこから増減
率を計算しています。

・対象となるサンプルは前期・当期両方の数値がある
もののみを採用しています。

・製造業、建設業、不動産業、卸売・小売業、飲食
業、医療・福祉業以外の業種はサービス業＆その他
業種に集約しています。

伸び率 業種区分 件数 黒字件数割合
売上高 人件費 銀行借入金残高 当期 前期
11% 11% 19% 製造業 4 件 100% 75%

4% 1% -17% 建設業 22 件 77% 68%
-2% 9% -2% 卸売・小売業 6 件 83% 83%

16% 3% 67% サービス業＆その他業種 17 件 71% 59%
7% 3% -3% 全業種合計 49 件 76% 67%

業 種 別 景 況 分 析今月の
【1月決算法人】

▶ 次号は2月決算法人の分析です

◆ 不動産業、飲食業、医療・福祉業は件数が少ないため、そ
の他業種に含んでおります。

◆ 全体的にコロナの影響がほぼ出ていない頃の景況です。
◆ 製造業では 1 社が計算上伸び率を牽引した結果となりまし

た。
◆ 建設業は平均的に各社銀行借入金残高を減らしていました。

売上も平均して伸ばしている企業が多く、元々の好況感が
あります。

◆ サービス業では特別な条件が重なったことにより数値を牽
引する企業がありました。銀行借入金残高は +67％と大幅
な増加に見えますが、数値自体が大きいものではなく、1
社だけで伸び率を牽引した結果となりました。

今月のコメント
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私の

○○
～将棋～

埼玉税務経営サービス事業部

永瀬 直之

昨年 10 月に中途入社しました永瀬直之です。
今回は将棋について書きたいと思います。
私は小学生の頃に父から将棋を教わり、父と将棋

をすることが楽しみでした。
やはり最初の頃は負けてばかりで、何度も負けて

はもう一局とお願いしていた記憶があります。
何度も対局を受けてくれて教えてもらい、いつか

らか父とも対等に戦えるようになったときは、とて
も嬉しかった思い出となっています。

学生生活を送っているときには、クラスの中に将
棋を指せる同級生がいたりすると将棋を通じて友達
になったりして、将棋を指せることが良かったなと
思うことが多かった気がします。

最近は藤井聡太 7 段が最年少でのタイトル戦に

挑戦するなど話題が立ち、将棋ブームも起きていま
すので、今までに将棋を指したことがない方は一度
やってみると面白いと思います。

私自身はそんなに将棋が強い訳ではないので、将
棋について語るのも抵抗がありますが、将棋は長い
歴史のある遊びなのに今でも新たなブームが起きた
りするなど、とても奥深く面白い遊びだと思ってい
ます。

機会がありましたら是非一局指しましょう。
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▶DDKETCカードのご案内
　高速道路利用にあたって、UCカードと提携した法人
専用ETCカード（高速利用限定）をお薦めします。①
カードごとの月高速利用額に対し割引、②車両名義を問
わない、等のメリットがあります。
▶超特価名刺のご案内
　名刺（100枚）が大変お安く出来上がります。特別価
格（1ケース100枚/税込）モノクロ片面1,100円・両面
1,650円、フルカラー片面1,650円・両面2,310円。ロゴ
マーク取込等オプションは別途料金、10ケース以上は送

料無料。
▶経営セーフティ共済ご加入を
　経営セーフティ共済とは、取引先に不測の事態が生じ
た際に、掛金総額の10倍の範囲内で、無担保・無保証
人・無利子の貸付が受けられる制度です。掛金は、税法
上損金（法人）または必要経費（個人事業）に算入でき
ます。
▶小規模共済ご加入のおすすめ
　小規模企業の役員の皆さんの退職金制度です。掛金は
全額課税対象所得から控除、共済金の受取は一時払、分
割払又は一時払と分割払の併用から選択できるなどの特
色があります。
●お申込み・問い合わせは　☎０３（３９８０）８２９８

「小確幸」という言葉をご
存知でしょうか？　村上春

樹さんが作品の中で作った造語だそうで、「しょう
かっこう」と読みます。「小さいけれども確かな幸せ」
という意味です。初めて知った時、素敵な言葉だ
なと思いました。
例えば、村上春樹さんは「激しく運動した後に、

きりきりに冷えたビールを飲むこと」、「焼きたての
温かいパンを手でちぎってかりかりと齧ること」が
小確幸だと言っています。
私の小確幸はなんだろう？と考えてみました。「赤

信号がちょうど良いタイミングで青に変わること」、
「愛犬が腕の中でうとうとしている時」、「映画を見
ながら晩酌すること」・・・少し考えただけでもこ
んなに身近に小確幸があったことに気付きました。
新しい生活様式に慣れず、先の見えない不安を

感じる毎日が続きます。ですが、こんな今だからこ
そ、毎日のちょっとしたことに「小さいけれども確
かな幸せ」を感じる瞬間を大切にしたいです。皆
様も、自分なりの小確幸を探してみてはいかがで
しょうか。
	 （粒）

放言三昧
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INFORMATION

雇用調整助成金：小規模事業主向けの動画配信開始！！

https://www.youtube.com/watch?v=knHxp5ywUZo　

従業員が概ね20名以下の小規模事業主に
対して、申請書類の大幅な簡略化がされてい
ます。
第一コンサルティングでは小規模事業主向

け申請のサポートとして YouTube にて動画
を配信いたしました。
申請書の記入方法を具体的に説明しており

ますので、ぜひご覧ください。
YouTube の動画が見られないお客様には、

DVDを無償で配布しております。DVDの送
付を希望されるお客様は、TEL:03-3980-
8976（第一コンサルティング）までご連絡

ください。
今後も動画配信サービスを利用した情報発

信を検討しております。


