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No．009 号

年 頭 の ご 挨 拶
２０１２年の新春を迎え謹んで新年のお慶びを申し上げます。
会員の皆様には、益々ご健勝にて新しい年をお迎えになりご活躍のこ
ととお察し致しますと共に、昨年３月の東日本大震災で被災された皆様
の復興・復旧を心よりお祈り申し上げます。
昨年は、地震・原発事故・台風の来襲と大きな災害が相次ぎ、加えて
歴史的な円高・欧州信用不安・タイの大洪水・TPP 交渉参加問題等グロ
ーバル化した経営環境はまさに難題が多い一年となりました。
地域経済についても、売上・受注は総じて低調で、業種的にも好調な
業種はなく、当地域は中小零細で多種多様な製造業が混在していますが、景気の低迷・円高の影響・
消費の減退等で、経営者の業況マインドは冷え込んでいます。
福山北商工会は、地域の総合経済団体として経営革新・創業・事業承継・再チャレンジ等のニー
ズに対応し専門的経営支援、業種別活動においては先進企業視察・経営手法の勉強会等も実施し、更に、
低利融資・労働保険事務組合制度の積極的活用、パソコン経理・電子申告等を推進しています。また、
青年部活動においては、将来経営者となる為の研修の場として、女性部についても研修・視察・奉仕
活動等を行っており、商工業者にとってはなくてはならない存在となっています。今後は、県連の指
導により５年後の地域及び地域内商工業者はどういう姿になるべきか、中期的な目標を策定し、プロ
セスを定め年度別に事業を明確化する考えです。地域に根差した活動に重点を置き、役職員一丸とな
り地域の先駆的役割を果たすことに邁進いたします。
最後になりますが、本年も一層のご支援をお願い
いたしますとともに、本年が皆様方におかれまして
素晴らしい飛躍の一年でありますよう心よりお祈り
申し上げまして年頭のご挨拶とさせて頂きます。

２０１２年（平成２４年）１月１日

福山北商工会

会長

甲 斐 敬 文
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年末調整はお済みですか？
本会でも年末調整の手続き等の相談を承っています。
ご希望の方は、右記必要書類等を用意して事務局まで
お越しください。
納期の特例の適用を受けている場合の納期限は、１月
１０日（火）です。（納期限の特例の届け出書を提出済み
の場合は、１月２０日が納期限）

― 必要書類等 ―
・源泉徴収簿
・賃金台帳
（給与支払額が確認できるもの）
・納付書
・扶養控除申告書
・前年分源泉徴収事務関係書類、印鑑
・昨年税務署から届いた封筒一式

税制改正のポイント（Ｈ２３年分から適用）について！
[1]年尐扶養親族（年齢１６歳未満の扶養親族）に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶
養控除の対象となる控除対象扶養親族は、年齢１６歳以上の扶養親族とされました。
[2]年齢１６歳以上１９歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分（２５万円）が廃止され、扶養控除の額は
３８万円とされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢１９歳以上２３歳未満の扶養親族
に変更されました。
[3]控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合に配偶者控除または扶養控除の額
に３５万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が７５万円とする制度
に改められました。
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公庫融資制度利率等について！
日本政策金融公庫では、東日本大震災や急激な円高により景気が悪化している経済環境の下、
「設備資
金貸付利率特例制度」の取り扱いを行っています。これは設備資金の融資について、融資後２年間０．
５％引き下げられる特例です。この機会にご利用をお勧めします。
その他融資制度等についても、お気軽に事務局までお問い合わせください。
（平成２３年１２月１２日付）
融資制度

融資限度額

普通貸付

４，８００万円

マル経融資
（経営改善貸付）

１，５００万円

教育貸付

３００万円
[学生１人につき]

使途

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
[※条件により１８年以内]

利率
２．１５％
（基準利率）
１．８５％
２．５５％
[※２．１５％]

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。

最低賃金改定のお知らせ！

７１０

広島県最低賃金は、平成２３年１０月１日から、時間額
円となっています。
また特定（産業別）最低賃金は平成２３年１２月３１日より下表のとおりとなっています。
ただし、
最低賃金に算入しない賃金
①年齢１８歳未満または６５歳以上の者
(1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
②雇入れ後６カ月未満の者であって、技能習得中の者
(2）時間外、休日及び深夜の割増賃金
(3）臨時に支払われる賃金（結婚手当等）
③主として清掃又は片付けの業務に従事する者
(4）1 か月を超える期間ごとに支払われる賃金
④下記の「特定の軽易業務」に主として従事する者
（賞与等）
には、「広島県最低賃金」が適用されます。
特定(産業別)最低賃金名
（業種名は「日本標準産業分類」による）
広島県製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、そ
の他の鉄鋼業最低賃金
※高炉によらない製鉄業等を除く
広島県建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製
造業最低賃金
※製缶板金業を含む
広島県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械
器具製造業最低賃金
※建設用ショベルトラック製造業を除く

上記④の特定の軽易業務
時間額

（各特定(産業別)最低賃金から適用除外され、
上記の広島県最低賃金が適用される労働者）

827 円
795 円

卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行う巻線、
はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取り又はかしめの業務

801 円

卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行う巻線、
はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取り又はかしめの業務

広島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業最低賃金
※民生用電気機械器具製造業等を除く

761 円

部品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手
工具若しくは小型電動工具を用いて行う巻線、かえり取
り、鋳ばり取り、かしめ、組線、取付け又は小物部品の包
装若しくは箱入れの業務

広島県自動車・同附属品製造業最低賃金

784 円

卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行うばり
取り又ははんだ付けの業務

広島県船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金

825 円

卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行う巻線、
はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取り又はかしめの業務

770 円

倉庫番、値札付けの業務

広島県各種商品小売業最低賃金
※衣,食,住商品を全般にわたり小売するもの （百貨
店、総合スーパー等）
広島県自動車小売業最低賃金
※二輪自動車小売業（原動機付自転車を含む）を除く

780 円

広島労働局のホームページか http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ からご覧いただけます。
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広域新事業活動促進支援事業の開催！
１０月１９日（水）午後１時より広島県立ふくやま産
業交流館(ビッグローズ)において「経営のヒントをみ
つよう・そしてビジネスマッチングも」をサブタイト
ルに「平成２３年度広域新事業活動促進支援事業」を
昨年度に引き続き、参加者６０名により開催いたしま
した。
当日は福山市内の商工会から１名ずつ、それぞれ２０
分間のユニーク事業事例の発表があり、続いて㈱アイ
ムサプライ代表取締役 伊豆田功氏がコーディネータ
ーとなり発表内容を題材にパネルディスカッションを行い、その後、産学官連携を目的に福山市立大学
職員による大学の紹介、そして最後に軽食をつまみながらの名刺交換交流会を実施しました。
特に本事業のメインとも言える事例発表では、それ
ぞれ独創性豊かな発想による事業内容が披露され、
これらを題材にしたパネルディスカッションは大い
に盛り上がりました。
名刺交換会では、和やかな雰囲気の中、各参加者と
も名刺交換・商談等で積極的に交流を深めた様子で、
中にはその場で商談が成立した事業所も見受けられ
ました。
継続事業として来年度の開催も計画しています。
たくさんのご参加をお待ちしております。

清掃活動に参加しました！
１０月２３日（日）
「環境にやさしい都市づく
り」福山市全市一斉清掃活動に参加いたしました。
１時間程度の清掃活動でしたが、たくさんのゴミ
が収集され、地域のクリーンアップにつながり地
域貢献の一助となったことと思います。

ゴルフ大会で親交を深めました！
１１月５日（土）に第３回福山北商
工会会長杯ゴルフ大会を新市クラシ
ックゴルフクラブで開催いたしまし
た。
あいにくの雨天でしたが、総勢６０
名の参加で競技し、交流を深めました。
競技結果について上位３名を掲載
いたします。優勝は㈱駅家工務店の高本龍太朗さんでした。
順位
優

勝

氏名

事業所名

アウト

イン

グロス

ＨＤ

ネット

高本 龍太朗氏

㈱駅家工務店

40

39

79

9.6

69.4

準優勝

岡田

有司氏

㈱サンウィール

41

42

83

12

71

第３位

井口

幹仁氏

イノクチ工作所

49

45

94

22.8

71.2
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部会視察研修報告
工業部会

「特殊技術工場の視察・屋島観光」研修

１１月１１日（金）に、１４名の参加者により、ポエック㈱（单蔵王
町）の関連会社である「独自の製缶・溶接技術を誇る㈱三和テスコ（高
松市）」と「一貫生産体制で精密機械加工・特殊熱処理を行う東洋精機産
業㈱（岡山市）」に視察研修で伺いました。
研修後、視察に同行されたビジネスサポート Bingo の岡崎先生より研
修の総括をしていただきました。
また、ポエック㈱の来山社長を囲んで“夢を語る会”を行いました。

建設業部会

「アート建築家

安藤忠雄の直島視察」

１１月１３日（日）に、香川県香川郡直島町のベネッセハウス並びに
香川県丸亀市の中津万象園を参加者１８名で視察しました。
ベネッセハウスは世界的な建築家「安藤忠雄」の設計によるもので、
ホテルと現代アートの美術館が併設され、独特の空間の使い方等、名建
築家の設計を感じさせる施設でした。
また、直島はいたるところにオブジェが配され、公共施設も洒落たデ
ザインで建てられている等、地域づくりの面からも大変参考になる視察でした。また、中津万象園は江
戸時代からの日本庭園がそのまま保存されているといわれ、樹木の配置、茶室のたたずまい等、日頃接
することのできない庭園美に参加者一同感動しました。

サービス業部会

名店「春帆楼」のおもてなしと下関唐戸市場の視察研修

１１月１４日（月）に、１５名の参加者で下関・門司を訪
れました。まず下関カモンワーフ並びに唐戸市場の施設の概
要等について簡卖なレクチャーを受け、下関商工会議所の職
員様の誘導により視察見学を行いました。
午後からは、門司港のレトロな街並みを散策しました。
昼食では、
「ふく料理公許第１号」に指定され、また日清講和条約が結ばれた名店『春帄楼』にて「ふ
くのコース料理」を堪能いたしました。料理だけでなく、伝統と真心の“おもてなし”を体験できたサ
ービス業部会ならではの研修となりました。

繊維工業部会

兵庫県立繊維工業技術センター・北播磨地場産業開発機構視察

１１月１８日（金）に、全国的にも有名な播州織の産地、兵庫県西脇市の「兵庫県立繊維工業技術セン
ター」・「北播磨地場産業開発機構」に参加者１４名で訪問しました。兵庫県立繊維工業技術センターで
は、センター業務並びに最先端機材を前にした実施研修、また北播磨地場産業開発機構では播州織につ
いての座学、そして織物工場での染付から織布そして出荷までの製造
工程を見学しました。
双方とも、播州織という伝統技術を基本
に今後の地域産業発展を模索されている
姿勢がうかがわれ、参加者にとって大変有
意義な研修となりました。

商業部会

「高松丸亀町商店街の視察・うどん手作り体験」研修

１１月２７日（日）
、１６名の参加により、
“元気のある商店街”の高松丸
亀町商店街に訪問しました。再開発を推進する同商店街振興組合より事業
概要等をレクチャーいただいた後、実際に開発ビルや商店街を案内してい
ただきました。その後、商店街内の地産地消にこだわったビュッフェ型レス
トランでの食事、午後からは本場さぬきうどんの手作りを楽しく体験いたし
ました。参加者一同、大変勉強になり楽しめた事業となりました。
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青年部事業報告
商工会青年部４５周年記念大会出席
１０月２１日（金）に広島エンジェルパルテにて、第１部
は、平成２３年度第３回商工会青年部研修会、第２部では商
工会青年部全国組織化４５周年記念広島大会が開催されま
した。
研修会では、青年部ＯＢでもある商工会組織化推進本部長の大髙 衛（おおたか まもる）氏より基調
講演をいただきました。また記念大会では、参議院議員 松村祥史氏をはじめ井辺國夫中国経済産業局長、
湯﨑英彦広島県知事等の来賓よりご祝辞をいただき、またこれまで尽力してきた青年部及び青年部功労
者に表彰状・感謝状が贈呈されました。本会青年部は優良商工会青年部として県知事表彰を受賞いたし
ました。

為末大講演会
１０月２７日（木）
、加茂中学校体育
館にてプロ陸上選手の為末 大氏をお
迎えして講演会を開催いたしました。
この講演会は、世界に挑戦し続ける為末選手から挑戦スピリットを学ぶこと、合わせて地域に活力を与
えていただくことを目的に実施いたしました。
入場者約４００名の会場では、小学生から大人までたくさんの方が熱心に聴講され、質疑応答の時間
でも活発に質問が飛び交い、学ぶことが多かった講演会となりました。
皆様には、チケットの販売並びに購入にご協力いただき、誠にありがとうございました。

青年部委員会対抗ソフトボール大会
駅家運動公園にて１０月３０日（日）に、企画交流委員会の主管による委員会対抗ソフトボール大会
を実施しました。尐雨により多尐コンディションも良くなかったですが４５名の参加者がありました。
４つの委員会対抗で競い、優勝は企画交流委員会、惜しくも第２位は総務広報委員会でした。後の筋
肉痛を恐れず、参加者一同ハッスルし、互いの交流もさらに深まった楽しい事業となりました。

備青連ビジネスマッチング交流会
１１月１２日（土）には、広島県商工会青年部備单地域協議会（備青連）主
催により、ビジネスマッチング交流会が福山アルセにて開催されました。
備单ブロックの８商工会より総勢４０名の青年部が集い、事業提携・販路開
拓などを目的として、異業種座談会を実施、その後商談会を行いました。本会
青年部からは８名が参加し、意欲的に人脈作り等に励みました。直ぐには取引等に結びつかないかもし
れませんが、まずは近隣の青年部員間で交流が深められた事業となりました。

健康管理セミナー
１１月２５日（金）、企画交流委員会事業として
「経営者の健康管理セミナー」を本所２階大研修室
にて行いました。
講師には、医療法人社団黎明会 さくらの丘クリ
ニックの安部博史院長先生にお願いして、本会青年部員を対象に実施いたしました。働き
盛りの青年部員の健康づくり、また日々の生活を見直すきっかけづくりになればと思い、
３２名の参加者は、生活習慣病などについて学びました。
様々な誘惑にさらされている環境の中、今回のセミナーが参加部員の意識改革につながれば幸いです。
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女性部事業報告
視察研修
不景気もストレスも笑いで吹き飛ばそう！！と、１０月２２日（土）
１９名で吉本新喜劇（京橋花月）へ行ってきました。思っていた以上に
大笑いできたし、売店等での吉本興業販売戦略のうまさを垣間見てさす
が！と勉強にもなりました。
他に、梅田の空中庭園展望台・大阪ステーションシティの視察もしま
した。

エコキャップ回収（継続事業）
ペットボトルキャップの回収事業を始めて２年が経とうとしています。
女性部員の収集はもちろん、福山市立樹徳小学校や千田西保育所など他
団体からの回収協力も頂けるほど根付き始めています。
１２月２０日現在、福山北商工会女性部では約４０万個のキャップ回
収で県内女性部２位です！
８００個回収してポリオワクチン１人分（２０円相当）を途上国の子ど
もに届けることができるこの事業、最初は手間がかかりすぎるという意
見もありましたが、ＣＯ2 削減（４００個で３，１５０ｇ）にもなりエコ
活動にも繋がる！！と、今では女性部の意気も上がっています。
商工会事務局へお持込みいただけると助かります。

加茂支所より
加茂ふれあい文化祭
加茂地区青年部は、１１月１３日（日）に、加茂学区まちづくり
推進委員会主催の『第１５回加茂ふれあい文化祭』に出店しました。
今年は、恒例の牛串焼き・焼き鳥と、けんちゃん汁に加え、東日本
大震災の復興支援として、宮城県多賀城・七ヶ浜商工会の物産も販
売しました。
なお、この売上金と支援募金は１１月２２日(火)に、宮城県多賀城・
七ヶ浜商工会へ応援メッセージと共に届けしました。

花いっぱい運動
１２月４日（日）、加茂地区の女性部員で町内のプランターや加茂中前交差点の花壇などのベゴニアを
パンジーに植え替えしました。加茂中前交差点のプランターには、東側は赤と白、西側は黄色と紫と今
回花の色を揃えて植えてあります。
沢山の花がつく頃にはとても美しく交差点を彩ってくれると思います。

加茂知っとる検定！
平成２４年２月１８日（土）に第３回加茂知っとる検定が実施されます。この検定は、加茂の魅力あ
ふれる歴史、文化、自然などに関する知識を深め、郷土を愛する心を育むことを目的に実施されており、
正解数に応じて１級から３級までの合格証書が贈られます。
なお、受験料は無料で、参加者には記念品を進呈されます。
試 験 日
申込締切
お問合せ

平成２４年２月１８日（土） 一
般１０：００～１１：３０
小中学生１０：００～１１：００
平成２４年１月２０日（金）
加茂学区まちづくり推進委員会事務局（加茂公民館 ☎９７２－５５４１）
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新入会員の紹介！
（期間：平成２３年１０月８日より平成２３年１２月２０日まで）

事業所名

代表者名

地区

事業所住所

業種

㈲暁誠

竹上

暁美

中野

加茂町中野 3-18-2

代行・生損保代理店

カモフォート

瀬良

友子

中野

加茂町中野 224-1

化粧品販売

まんぷく
バイキング牛太郎

石井

祐貴

近田

駅家町近田 434-2

飲食

児玉誠志事務所

児玉

誠志

上加茂

ＵＡ

小森山

（ｳｰｱ）

恵珠子

CuCuIu （ｸｸﾙ）

藤原

高峰

平岡

平岡

誠

誠

大橋
上山守
万南

加茂町上加茂 285-3-303
駅家町大橋 335-6

美容

駅家町上山守 509-７

美容

駅家町万能倉 87-6

建設

●広島県の最低賃金
時間額

お

７１０円

Ｈ２３.１０.１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。相談ご希望の
方は事前にご連絡ください。
●毎月第１火曜日

ぼ

え

駅家町

加茂町

山野町

口

29,336 人

11,571 人

799 人

うち男性

14,191 人

5,599 人

371 人

うち女性

15,145 人

5,972 人

428 人

■世 帯 数

10,960 世帯

4,433 世帯

346 世帯

■人

（平成 23 年 11 月 30 日現在）

10 時～12 時

●福山北商工会（本所）１階応接室

司法書士・行政書士

■商工会員数

-8-

773

（平成 23 年 12 月 20 日現在）

