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商工会法施行５０周年記念広島県大会開催！
〜元気な経営、笑顔のまちへ、商工会は全力で進みます〜
（大会スローガン）
商工会は、昭和３５年商工会の組織等に関する法律が施行され
て本年で５０年を迎えます。
先般１０月５日県連主催の「商工会法施行５０周年記念商工会
広島県大会」が、広島国際会議場フェニックスホールにおいて開
催されました。陣山中国経済産業局総務企画部長（井辺國夫中国
経済産業局長代理）
、湯崎県知事、林県議会議長様をはじめ多くの
ご来賓をお迎えし、県下３４商工会より約１,０００名の出席者のもと、盛大に開催されました。商工会
は法制定以来、５０年にわたり一貫して地域中小企業の振興発展並びに地域活性化に取り組んできまし
た。しかしながら、多くの地域は若年層の流出による人口減少と少子化・高齢化の進行、基幹的な産業
の衰退により、地域力が急速に低下しておりそれが地域格差の拡大という形で顕在化しています。今後
は、企業が元気で、地域住民の笑顔が溢れるまちにするため、商工会が地域リーダーとして会員事業所
や住民を先導し、地域への誇りと活力を取り戻すことが強く求められています。
商工会法施行５０周年を迎えるにあたり、会員のための商工会に原点回帰し、
「巡回訪問」を商工会の
最大事業に位置付け、また地域再生の担い手として「コミュニティ維持活動」を積極的に展開するため、
「あなたに、とことん。
」をキャッチフレーズに、役職員が一丸となって、地域が元気で、みんなが笑顔
になる行動を起こすことが求められます。
県内２万５千会員の総力と英知を集結し、地域の総合力を向上させることを誓うとともに、さらなる
躍進を期して以下の決意表明を行いました。
福山北商工会からは、正副会長、役員、青年部・女性部、事務局の総勢２１名で参加いたしました。
１．中小・小規模企業施策の窓口としての機能を果たします
１．生活の場としての地方の活力の再生を図ります
１．巡回訪問の強化等による会員満足度の向上を目指します
１．商工会は次なる５０年に向けて更なる飛躍を目指します

商工会法施行５０周年記念商工会広島県大会概要
第１部 記念式典
大会会長挨拶・決意表明・来賓祝辞・記念表彰等
第２部

小西氏

第３部

主張発表

山村氏

記念講演

青年部・女性部の県大会最優秀賞者
広島東商工会青年部 小西正人 氏
テーマ：青年部活動と地域振興・まちづくり 〜園芸福祉で子育て支援〜
三次広域商工会女性部 山村恵美子 氏
テーマ：女性部活動と地域振興・まちづくり
〜小さなカーターピーナッツに思いを込めて〜
「小さな会社の大きな挑戦」
講師：岡野工業㈱代表社員
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岡野雅行 氏

特例の延長設備資金貸付利率△０．５％！
日本政策金融公庫は、設備投資の下支えを目的に実施している設備資金貸付利率特例制度の取扱期間を平成
２３年３月３１日まで延長することといたしました。
この制度は、設備資金について定められた利率から２年間０．５％引き下げられるもので、当初の取扱期間
は平成２２年９月３０日まででしたが、この延長の機会に活用をご検討ください。
（平成２２年１０月１８日付）
融資制度

融資限度額

普通貸付

４，８００万円

使途

マル経融資

１，５００万円

教育貸付

３００万円
（学生１人につき）

返済期間（据置期間）

運転

５年（１年以内）

設備

１０年（２年以内）

運転

７年（１年以内）

設備

１０年（２年以内）

教育資金

１５年以内

利率
２．０５％
（基準利率）
１．７５％

２．４５％

また、日本政策金融公庫と本会がタイアップして、年末商戦に向けてのこの時期に、
『一日公庫』を開
催いたします。これは、公庫の融資担当者が出張して本会で相談を承り、融資実行もスピーディーに行
えるものです。詳細は同封のチラシ『一日公庫のご案内』のとおり開催いたしますので、都合のよい日
程並びに場所をご検討ください。今年度で終了する企業活力資金・ＩＴ資金・経営環境変化資金制度につい
ても相談承ります。ご希望の方はお気軽に事務局までお申出ください。
その他、公庫の融資制度等については、http://www.k.jfc.go.jp/ からご覧いただけます。
最低賃金周知・広報キャッチフレーズ

最低賃金改定のお知らせ！
平成２２年１０月３０日から

広島県最低賃金は、 時間額

必ずチェック 最低賃金 使用者も、労働者も

７０４円

となります。

最低賃金に算入しない賃金
(1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2）所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金（割増賃金等）
(3）臨時に支払われる賃金（結婚手当等）
(4）1 か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与等）
広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態［常用・臨時・パート・アルバイト等］の別を問いません。
※特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い産業別最低賃金が適用され
る場合があります。
その他詳細は、広島労働局のホームページ http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/ からご覧いただけます。

福山市へ要望市内４商工会！
昨年度に引き続き、去る９月２９日（水）福山市内４商工会（神辺町・沼
隈内海・福山あしな・福山北）の会長と事務局長は、福山市の羽田市長並び
に徳山市議会議長を訪問し、平成２３年度の
商工会に対する市補助金増額確保、地域振興
支援の策定並びに具現化など、また経営革新
承認企業に対する支援策などについて要望及
び意見交換をいたしました。
今後も市内４商工会は歩調を揃え、福山市内商工会地域の小規模事業者
の経営支援、また地域活性化に努めていくことで確認いたしました。
-2-

商工会情報マップ作成委員会活動開始！
本年度、本会では商工会地域の名所旧跡をはじめとする様々な地域情報を掲載した情報マップを作成
いたします。７月より情報マップ作成委員会を立ち上げ、粟井英二委員長を中心に２０名の委員で、マ
ップ作成のため具体的な取り組みを開始。
現在までに、マップの作成目的や活用方法、配布エリア、製作部数等の検
討がなされ、サイズや紙質、ページ数等が決定しています。内容については子
供の目線に立った編集方法を取り、商工会管内を四つのエリアに分け、エリア
毎の担当者が情報収集を行っています。
今後は、委員会開催回数も増え、本年１２月完成、来年１月配布を目指し、
収集情報の編集並びに校正等を行ってまいります。

３級簿記講座実施中！
９月１５日より毎週水曜日と金曜日の午後７時から午後９時まで、本年１１
月２１日（日）開催の日商簿記検定試験３級受験に向けて、簿記講座を実施し
ています。講師に穴吹学園タック福山校の高田智嗣先生をお招きし、総勢１２
名の受講生が、合格を目指し日夜頑張っています。

視察研修一番乗り熊野筆の里工房と半べえ庭園！
去る１０月１１日（祝）に建設業・サービス業部会の合同事業とし
て、熊野筆の里工房と半べえ庭園等の視察研修を行いました。我が国
の筆の生産の８割を占める熊野筆の伝統工芸技術また歴史等につい
て、資料等を通じて勉強いたしました。また開催中の陽明文庫・国宝
展にも触れることができました。
半べえ庭園を望みながらの食事を満喫、食後には実際に庭園を散策しま
した。また広島市まで足をのばし平和公園周辺の元安川のリバークルーズ
を楽しみました。

ホームページがリニューアル！
福山北商工会ホームページ http://www.hint.or.jp/fukuyamakita/ のイメージを一新いたしました。
会員事業所紹介ページもございますので、掲載ご希望の方はお気軽に事務局までご連絡ください。
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広島県中小企業応援センターと連携しています！
本会は県内４つの中小企業応援センターの１つである広島県商工会連合会並びに東部支所と連携して、
「専門家派遣」「窓口相談」「セミナー等」の３つのツールを切り口に高度・専門的な経営課題解決を支
援してまいります。
この度、創業・再チャレンジをお考えの方を対象に下記のとおり、講師を招き『再チャレンジセミナ
ー』を開催いたします。興味のある方は事務局までお問い合わせください。

『再チャレンジセミナー』
１００回失敗、５０億失ったバカ社長の
日
場
講
定

体験談

時：１１月９日（火）１３時３０分〜１５時００分
所：メルパルク HIROSHIMA（広島市中区基町６-３６）
師：杉山 春樹 氏 ㈱フード＆サクセス 代表取締役
員：７０名 料 金：無料

講座内容

１． 会社の成長の裏で巻き起こる悲喜こもごも
２． 夢ばかり見ていて、人を見ていなかった
３． １００回失敗して初めて見えてきたもの
４． どん底から這い上がる法則２０！

雇用保険活用援助事業の事業主説明会について！
本会に労働保険事務を委託されている皆様方にご案内です。雇用保険に係る助成金制度等について理
解を深めて頂くために、広島県労働保険事務組合連合会による事業主説明会が、下記のとおり実施され
ますので、出席を希望される事業主の方は、１１月１２日（金）までに本会事務局にご連絡ください。
日
場
内

時
所
容

平成２２年１１月２４日（水）１３時３０分〜１６時００分
県民文化センターふくやま Ｂ１文化交流室
◇「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金等について」
◇「中小企業定年引上げ等奨励金について」
◇「労保連労働災害共済について」

※出席する為には、出席票が必要となりますので、必ず商工会事務局にお知らせください。

ふくやま産ＳＵＮひろばに決まりました！
備後地区の地場産品の販路拡大、新商品開発、地域ＰＲを目的で久松通りに６
月にオープンした備後ふくやま丸ごと物産館は、愛称を募集、５８点の応募の中
から「ふくやま産ＳＵＮひろば」に決定いたしました。引き続き、地場産品の出
展について受付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(財)備後地域地場産業振興センター http://www.bingojibasan.jp/

じばさんフェア２０１０の開催！
今年度の『じばさんフェア２０１０』は「エコを考えよう」をテーマに開催されます。環境産業への取
り組みを紹介するエコビジネス展を開催するとともに、新たなビジネスチャンスの創出や新製品開発、
新事業展開、経営革新などを支援する目的として、備後地域企業の製品やサービス、大学等教育機関の
研究成果等を展示します。その他販売コーナーや体験・実演コーナー、アトラクション等もございます
ので、是非お立ち寄りください。本会も後援団体となっています。
日

時

会 場
入場料
主 催

平成２２年１１月１３日（土）１０：００〜１６：００
（オープニングセレモニー ９：４５〜）
１１月１４日（日）１０：００〜１５：００
ふくやま産業交流館（ビッグローズ）Ｂ、Ｃ、Ｄホール（御幸町上岩成正戸４７６−５）
無料
(財)備後地域地場産業振興センター
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青年部活動紹介！
☆家族レクリエーション
青年部企画交流委員会のお世話により、家族レクリエーションを先般９月５日（日）に開催いたしま
した。これは、普段仕事や青年部活動などで、ほったらかしの奥様やお子様にサービスをする一環とし
て、奥様には日頃の疲れを癒していただき、お子様にはた夏休みの思い出として、また青年部員間のさ
らなるコミュニケーションアップを図ることを目的としています。
総勢大人４８名、子供３３名の参加者で、神石高原町の仙養ヶ原ふれあいの里で、ビンゴゲームやグ
ランドゴルフ大会など、また昼食のバーベキューやカレーライス作りでも大変盛り上がりました。

☆写真コンテスト
第２回わがまち再発見（駅家・加茂・山野）写真コンテストの写
真を大募集中です！
商工会地域の魅力ある場所を再発見するため、地域資源を写真で
表現していただく写真コンテストです。応募者は、写真に心得のあ
る方、素人の方、お子様、老若男女どなたでも構いません。今回は
「祭り」
「風景」の２部門をテーマとした作品を募集しています。ご
近所お仲間お誘い合わせの上、どしどし応募下さいませ。
本会事務所に応募チラシを備え付けておりますので、お気軽にお
問い合わせください。ホームページからもご覧いただけます。
応募締め切りは１０月末日と残りわずかですのでよろしくお願い
いたします。

☆オリジナル特産けんちゃん汁
加茂ふれあい文化祭が１１月１４日（日）午前８時より加茂中学校で開催されます。
これは加茂学区まちづくり推進委員会が主催ですが、模擬店に青年部（まちづくり委員会）が出店し、
地域の皆様と交流を深めることを目的に地元の野菜を使ったオリジナル特産けんちゃん汁を振舞います。
会場では、福引抽選などの催し物もございますので、お時間の許される方は、どうぞお立ち寄りくだ
さい。

☆インターネット動画配信
まちづくり委員会のメンバーにより、青年部活動を動画で配信しています。
青年部活動を広く多くの人に知っていただくことが目的で、
「てれびびんご」のサイトへ
組み込んでいただき周知活動を進めています。
福山北商工会青年部事業動画配信はこちらから、http://www.tvbingo.jp/~ch11/

光る頭をクリック

女性部活動紹介！
☆夏まつりでバザー用品販売にチャレンジ！
８月７日（土）に行われた【加茂町夏祭りサマーフェスティバル】と、８月２１日（土）に行われた
【駅家町夏祭りサッサカ２０１０】で遊休品のバザー販売を行いました。特に、サッサカでは初めての
出店でしたが、部員で値付け・レイアウトなど工夫し、ご協力いただいた品物は、売り切ることが出来
ました。来場者のみなさんも掘り出し物を探したり、楽しくお買い物をしていただけたと思います。

☆一閑張り（いっかんばり）の製作をしました！
９月９日・１６日・２２日の３回にわたって、一閑張りの製作を行いました。
竹の籠やザルに、和紙や着物を包むタトウ紙などを貼り、その上から好みの包装紙や
布、自分で書いた絵や筆文字などを貼っていき、乾燥後柿渋を塗りました。最後にニス
を塗って完成。キラリと光るすてきな作品が出来ました。
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新入会員の紹介！（加入順）
（期間：平成２２年６月１６日より平成２２年１０月１５日まで）

事業所名

代表者名

地区

㈱アイルネット

田和 純一

地区外

御幸町上岩成 856-1

ソフトウェア

はっとりほたるの里㈱

桐島 正充

服部本郷

駅家町服部本郷 1266

野菜小売

和田 邦久

近田

駅家町近田 786

不動産賃貸

吉岡 宏展

法成寺

駅家町法成寺 2149-1

建設

㈱吉岡システム

事業所住所

お ぼ え

●広島県の最低賃金
時間額

６９２

駅家町

円 （10 月 29 日まで）
■人

時間額

７０４円

業種

H22.10.30 発効

●定例金融相談会の開催中
日本政策金融公庫福山支店との連携で、毎月
第１火曜日に「定例金融相談会」を開催して
います。相談の方は事前にご連絡ください。
●毎月第１火曜日 10 時〜12 時
●福山北商工会（本所）１階応接室

加茂町

山野町

口

29,157 人

11,571 人

828 人

うち男性

14,070 人

5,613 人

386 人

うち女性

15,087 人

5,958 人

442 人

■世 帯 数

10,753 世帯

4,359 世帯

348 世帯

（平成 22 年 9 月 30 日現在）
■商工会員数
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783

（平成 22 年 10 月 15 日現在）

