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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） 
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「為末 大」講演会チケット残りわずかです！ 

 広島市佐伯区出身のプロ陸上プレイヤーの為末大選手をお迎えして

講演会を開催いたします。 

 侍ハードラ―で知られる為末選手は、世界選手権で２度、銅メダリ

ストになったことはあまりにも有名です。簡単な実技指導もいただけ

る予定です。 

 今回、本会青年部の今年度スローガン『挑戦』を実現するため、世

界に挑戦し続ける為末選手から挑戦スピリットを学び、また地域に活

力を与えていただくことを目的に実施いたします。 

   

日  時：平成２３年１０月２７日（木）１９:００～２１:００ 

  場  所：福山市立加茂中学校 体育館 

  会  費：１，０００円／１人 

  主  催：福山北商工会青年部 
 

 チケットは絶賛発売中ですが残りわずかとなっていますので、お早めに事務局にお申込みください。

詳細については、事務局にチラシを備え付けておりますのでお気軽にお申し付け下さい。また本会ホー

ムページよりもダウンロードできます。 

 為末大オフィシャルサイトはこちらからどうぞ。http://sports.nifty.com/tamesue/ 

 

 

最低賃金改定のお知らせ！ 

平成２３年１０月１日から広島県最低賃金は、 時間額 ７１０円 となりました。 

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。 

また、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。 

最低賃金についてご不明な点は、広島労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお

気軽にお尋ねください。 
 

＜お問い合わせ先＞ 広島労働基準部賃金室  ℡082‐221‐9244 

          福山労働基準監督署   ℡084‐923‐0005 

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。 

 

最低賃金周知・広報キャッチフレーズ 

最低賃金は、暮らしの支えです！ 
 

mailto:ekiya@hint.or.jp
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農商工連携マッチングフェア in ひろしまのご案内！ 

 広島県商工会連合会では、下記のとおり「２０１１農商工連携マッチングフェア inひろしま」を開催

いたします。この事業は、商工業者と農林漁業者が一堂に介し、マッチングの場を設け農商工連携によ

る新商品・新事業の創出を図ることを目的としており、全国商工会連合会と共同で実施するものです。 

 つきましては、参加者を募集いたしますので、期限までに本会事務局までご連絡ください。詳細につ

いてはお気軽にお問い合わせください。特に食品・農業関係の方などにお勧めです。 

  日  時 平成２３年１２月６日（火）１３:００～１７:３０ 

  場  所 メルパルク HIROSHIMA「平成の間」 （広島市中区基町６-３６） 

  内  容 ◎基調講演 ◎グループディスカッション 

  講  師 ㈱キースタッフ 代表取締役 鳥巣 研二 氏 
       南関東総合コンサルタント協同組合理事長。中小企業基盤整備機構など各事業のアド 

バイザーとして支援業務を展開、主に食品関係や農業関連企業等に精通。 
加工特産開発にも定評がある。 

  申込期限 １１月１４日（月） 

  後  援 中国経済産業局・中国四国農政局・(独)中小企業基盤整備機構中国支部・ 

日本政策金融公庫広島支店・(財)広島県農林振興センターなど 

 
中小企業支援ネットワーク強化事業について！ 

 中小企業の皆様の高度・専門的な経営課題

を経済産業局にて選定された「巡回対応相談

員」が解決します。課題に応じて、最適な専

門家派遣を行います。企業ＯＢ人材（新現役）

のマッチングも可能です。 

 “販路開拓したい…、新技術を事業に活か

したい…、海外展開したい…、新事業を展開

したい…”などの経営課題について、無料で

相談が受けられます。右図が「中小企業支援

ネットワーク強化事業」の流れです。１つの

課題で３回まで無料です。 

このようなお悩みをお持ちの方は、この機

会に是非ご利用下さい。まずは、お気軽に事

務局までご連絡ください。 

 
公庫融資制度利率の紹介！ 

 日本政策金融公庫では、事業に必要な運転資金や設備資金についてご利用できる様々な融資を取り扱

っています。 

マル経融資（経営改善貸付）は、商工会などから経営指導を受けている小規模事業者の方（常時使用

する従業員が２０人以下、商業・サービス業の場合は５人以下）で、経営改善に必要な資金を無担保・

無保証人でご利用できる制度です。お気軽に本会事務局にお問い合わせください。 

                                （平成２３年９月９日付） 

融資制度 融資限度額 使途 返済期間（据置期間） 利率 

普通貸付 ４，８００万円 
運転   ５年（１年以内） ２．１５％ 

（基準利率） 設備  １０年（２年以内） 

マル経融資 １，５００万円 
運転  ７年（１年以内） 

１．８５％ 
設備  １０年（２年以内） 

教育貸付 
３００万円 

（学生１人につき） 
教育資金 

１５年以内 

（※条件により１８年以内） 

２．８５％ 

（※２．４５％） 

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。 
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青年部主張発表 
備南地域予選会を勝ち抜きました！ 
 去る６月２２日（水）に福山ニューキャッスルホテ

ルにおいて、青年部主張発表大会備南地域予選会が開

催されました。本会青年部からは、御幸町で㈱びんご

不動産を営む黒木啓二郎（くろぎ けいじろう）さん

が出場され、テーマは「青年部活動と地域振興・まち

づくり」で、青年部事業を通じてわがまちの素晴らし

さを感じ、その感謝の気持ちをわがまちに恩返しした

いという思いを伝えました。 

 結果、見事予選会を勝ち抜き、備南ブロック代表と

して県大会へ出場することになりました。 

 

県大会健闘惜しくも・・・ 
 ７月２２日（金）、待ちに待った主張発表大会県大会はオリエンタルホテル

広島で開催、前述のとおり本会青年部員の黒木さんが備南ブロック代表で出

場しました。県内６ブロックの代表が、壇上へ立ち独自のパフォーマンスで

アピールしました。 

本会青年部員も黒木さんの応援に多数駆けつけて、大きな声援を送りまし

たが、残念ながら黒木さんは優良賞。 

見事優勝に輝いたのは、県央ブロック三原臨空商工会青年部の梶谷さんで

した。その後、梶谷さんは、９月３日の中四国大会に広島県代表として出場

されましたが、全国大会への切符を勝ち取ることはできませんでした。 

今回の主張発表大会の出場を通じて、黒木さんは大変貴重な体験をされ、

また大きな財産を得られたことと思います。次回出場のチャンスには、皆さんも挑戦してください。 

 

男のクッキング教室（経営研修委員会） 

 ６月２９日（水）に経営研修委員会運営による「男の

クッキング教室」を駅家公民館で開催いたしました。こ

れは、青年部員を対象に『食』に対する関心を深め、料

理に対する興味を持つキッカケをつくること、家庭で家

事に気兼ねなく参加できるようになることを目的に実

施しました。 

 講師は、現役部員㈱カネタカの金高康二さん（魚嵐）、

その補助にお好み焼きちゃくらの岡田年克さんにお願

いして、ア

ジを使った

料理に挑戦

しました。 

アジの刺身、南蛮漬け、そして炊き込みご飯とアジづくし！

参加青年部員は講師指導のもと、普段使い慣れない包丁を片

手に孤軍奮闘しました。技術も出来栄えも皆それぞれ、出来

上がったものを直ぐ食べる人や、ちゃんと家族に持って帰ろ

うとする人、色々ハプニングもありましたが、怪我もなくク

ッキングを楽しめた事業となりました。 
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家族レクリエーション実施！（経営研修委員会） 

 日頃の青年部活動を支えていただいている家族の方に楽しんでいただくこと、また家

族同士の交流の場にしていただくことを目的に、去る９月１１日（日）「かさおか古代

の丘スポーツ公園」で家族レクリエーションを実施しました。 

天候にも恵まれ、バーベキューやアトラクションなどで盛り上がり、部員は奥様や子

供たちにしっかりと家族サービスを行っていました。 

 参加は部員２８名、奥様と子供の合計で４０名、計６８名で交流を深めました。 

 

「小林正和 准教授」講演会の開催！ 
 まちづくり委員会が進める３町商工会青年部合同会議は、神辺町商工

会・福山あしな商工会と本会の青年部が合同で、“今後の福山北部のまちづ

くりについて考える”ことを目的に実施しています。 

今回２回目の合同会議は、９月２６日（月）本会２階大研修室において、

福山大学の小林正和 准教授をお招きし、「福山北部の活性化に向けて、こ

れからすべきこと」と題して講演をいただきました。 

 講演内容は、まちづくり活性化に必要なこと、リーダーシップの必要性など説明をいただき、“コミュ

ニケーション・インベントリー”というツールを使ってコミュニケーション診断を実施しました。その

診断により、４０名の参加青年部員は行動や思考などの傾向を丸裸にされて色々と盛り上がりましたが、

より効率的・効果的にコミュニケーション力をアップできる方法を伝授いただいた楽しい講演となりま

した。合同会議の今後の展開に期待いたします。 

 

加茂ふれあい文化祭の開催！ 

第１５回加茂ふれあい文化祭に、加茂山野町地域振興委員会が模擬店を出店します。 

会場は芸能発表・作品展示・模擬店等盛りだくさんです。当委員会では、牛串・焼き鳥・フランクフ

ルトを販売しますので、是非お出で下さい。 

  日  時：１１月１３日（日）８:００～１５:３０  注)模擬店販売は１０:００からです 

  場  所：福山市立加茂中学校 

 
新入会員の紹介！    （期間：平２３年６月１５日から平成２３年１０月７日まで） 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

事業所名 代表者名 地区 事業所住所 業種 

㈱ＫＣＰ 片岡 陽介 中野 加茂町中野 514-1 文具企画販売 

㈱ラブリー 相方 伸太郎 新山 駅家町新山 3714-16 繊維製品製造販売 

ウィンロード企画 廣本 恭朗 万中 駅家町万能倉 1438 婚活紹介・イベント 

光政工業 光重 政志 地区外 南蔵王町 5—23-40 建設 

三宏工芸㈲ 髙橋 宏通 万南 駅家町万能倉 301-2 鉄骨加工 

㈱フクイプランニング 福井 三枝子 上山守 駅家町上山守 464-1 繊維製品縫製加工 

Smile Systems 中村 友紀 近田 駅家町近田 57-1-102 システム開発 

山陽地所㈱ 赤毛 豊実 倉光 駅家町倉光 424-22 丌動産 

司塗装 知光  司 倉光 駅家町倉光 258 塗装 

ちるばす停 横山  崇 万下 駅家町万能倉 1255-1 飲食 

●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 

お ぼ え 

 駅家町 加茂町 山野町 

■人  口 29,277 人 11,584 人 795人 

うち男性 14,169 人 5,607 人 371人 

うち女性 15,108 人 5,977 人 424人 

■世 帯 数 10,928 世帯 4,434 世帯 345世帯 

（平成 23年 9月 30 日現在） 

■商工会員数    767   （平成 23年 10月 7日現在） 

 


