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１日 

２０１４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

しい年を迎えられ、ご活躍のこととお

察し申し上げます。 

 昨年は、大胆な経済・金融政策によ

り大手企業においては輸出環境の改善

等で収益力が改善いたしましたが、多

くの中小・零細事業所においては景気

の回復の手応えはないまま推移し、本

格的な景気回復への道のりはまだまだ

先だと言わざるをえません。 

全国商工会では、「小規模企業に光

を」の精神で小規模企業の育成支援の

更なる充実を図る為、組織を挙げて

｢小規模企業基本法｣の制定に向けて

100 万人の署名活動の取り組みを行

い、当商工会でも早期制定を求めこの

運動に呼応し、役員・会員事業所・従

業員をはじめ地域住民へと署名活動の

輪を広げました。 

我国企業の約９割が小規模企業・事

業者であり、地域経済の安定や地域の

コミュニティの維持にも大きな役割を

はたしているのが商工会地域の事業所

であり、地域で活躍する小規模事業者

が将来に希望を持てるよう切望するも

のであります。 

本年も、税務・金融・労務の相談を

はじめ事業計画策定・経営革新・創

業・事業承継及び補助金獲得等の専門

的分野、更に広域新事業活動促進支援

事業・部会活動・青年部・女性部活動

も積極的に実施致します。  

商工会合併より５年が経過、福山市

北部地域産業の活性化ビジョンの実現

を目指し、地域活性化委員会を昨年９

月に設置、最重点課題として福山北産

業団地第二期工事の早期着工を目指し

て委員会の皆様で種々検討を加えて頂

くこととしております。 

商工会活動が地域に根差した活動と

なり、先駆的役割を果たすよう役職員

一丸となり取り組む所存です。 

最後になりますが、本年も一層のご

支援をお願い致しますと共に、皆様方

におかれまして素晴らしい一年であり

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１４年（平成２６）１月１日 
 
福山北商工会 会長 甲斐 敬文 
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マル経融資制度のご案内 
運転・設備資金にご活用ください 

 

本会では、経営指導員の推薦による無担保・無保証人のマル経融資（経営改善貸付）を

斡旋しています。この制度は、本会員であって小規模事業者の方が利用できるものです。 

お気軽に事務局へお問い合わせください。 

 
＜マル経融資（経営改善貸付）＞ 

融資対象 以下のすべての条件を満たす方 

■従業員２０人以下（商業・サービス業は５人以下）法人・個人事業主 

■商工会の経営・金融指導を受けて事業改善に取組んでいる 

■最近１年以上、同一商工会等地区内で事業を行っている 

■商工業者であり、かつ日本政策金融公庫の非対象業種等でない 

■税金（所得税、法人税、事業税、住民税）を完納している 

融資限度額 １，５００万円 

融資期間 運転資金  ７年以内（据置１年以内） 

設備資金 １０年以内（据置２年以内） 

担保/保証人 無担保・無保証人（信用保証協会の保証も不要） 

指導期間 原則 ６か月以上 

例外 ＩＴを活用して財務内容の透明化が図られている場合 

   継続的に密度の濃い指導（濃密指導）が行われていた場合 

金利 １．６０％（平成２５年１１月１４日現在） 

資金使途 【運転資金】仕入資金、掛金・手形決済資金、給与等諸経費の支払い 

【設備資金】店舗・工場改装、営業車両購入、機械設備・什器の購入 

 

＜必要書類＞ 

法人の方 個人事業主の方 

■前期・前々期の決算書および確定申告書 

■決算後６か月以上経過の場合は、最近の

残高試算表 

■法人税・事業税・法人市県民税の領収書 

または納税証明書 

■商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

■見積書・カタログ等 

（設備資金の申込みの場合） 

■前期・前々期の決算書（または収支内訳

書）および確定申告書 

■所得税・事業税・住民税の領収書または

納税証明書 

■見積書・カタログ等 

（設備資金の申込みの場合） 

 

 

＊上記の他にも、必要に応じて追加書類のご提出を求める場合があります。 

商工貯蓄共済のご案内 
 月々２，０００円（１口）で大きな安心 
 

 商工貯蓄共済は、商工会の正規事業として国から認められ、全国の商工会員が加入している

商工会独自の制度です。 

毎月わずかな掛金で知らず知らずのうちに積み立てられた資金は、利息が付され満期時に払い

戻されるほか、万が一の場合には保険金とともにそれまでの貯蓄積立金が払い戻されます。 

また、低利な融資の斡旋が受けられるなど、『貯蓄・融資・保険』が三位一体となった、商工

会員（家族・従業員含む）のための共済制度です。 

加入資格 商工会員およびその家族・従業員の方 

被保険者 ６～６５歳までの方 

掛金 １口 ２，０００円（14歳以下 10口まで 15歳以上 30口まで） 

加入期間 １０年間 

保険金額 １口につき加入時年齢により 

６～４６歳  １００万円 ４７歳～５４歳 ５０万円 

５５歳～６５歳 ２５万円 

 

＜加入特典＞ 
■健康診断等の検診費用で最高１５，０００円まで助成いたします。 

■毎月の掛金を１年分前納すると、その掛金の３％がキャッシュバックされます。 

■１口あたり１００万円の融資を受けることが可能です。 

年末調整のお知らせ 

 

今年も年末調整を行う時期となりま

した。「年末調整」は、給料や賞与な

どの支払いの際に源泉徴収した税額

と、その年（１月～１２月）の収入の

総額について納めなければならない正

規の年税額とを比較して、その過不足

を調整するものです。 

 

【納付期限】 

平成２６年１月２０日（月） 

 

＜昨年と比べて変わった点＞ 

１．復興特別所得税を源泉徴収 

平成２５年１月１日～平成４９年

１２月３１日までの期間の所得に

ついて源泉徴収をする際に、復興

特別税を併せて徴収することとな

りました。 

 

所得税及び復興特別税の税額 

＝年税額×102.1％ 

 

２．給与所得控除額の変更 

給与等の収入額が 1,500 万円を超

える場合の給与所得控除額が 245

万円の定額となりました。 

 

３．特定役員退職手当等の退職所得額

の変更 

特定役員の退職手当等にかかる退

職所得額は退職所得控除した残額

を 1/2 とする措置が廃止されまし

た。 

 

＜必要書類＞ 

■国民健康保険料額 

■国民年金基金が発行した証明書類 

■生命保険・損害保険料控除証明書 

■小規模企業共済等掛金の証明書類 

■前職がある場合は前職の源泉徴収票 

■税務署から送られてきた書類 

■年間の賃金台帳 
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１１月１６日（土）、秋晴れの清々しい空気の中、新市

クラシックゴルフクラブにて第５回福山北商工会会長杯ゴ

ルフ大会を開催いたしました。 

 総勢５５名の参加で競技し、日ごろのストレス等を癒す

とともに会員間で交流を深めました。 

 大会結果については、上位３名を掲載いたします。 

 

 
【優勝者：関藤 寛 様】 

 

「会長杯ゴルフ大会」開催 

順位 氏名 事業所名 OUT IN GROSS 

優勝 関藤 寛 ㈲関藤工業所 41 37 78 

第２位 場本 光治 ㈲バモト精密 42 40 82 

第３位 相方 裕二 ㈲読売新聞駅家アイシー 44 43 87 

 

広域新事業活動促進支援事業 
新しい市場を開拓し、独創的でユニークな事業を進

めている企業のトップらがそれぞれの事業活動につい

て語る「平成 25年度広域新事業活動促進支援事業」

が１１月５日（火）、広島県立ふくやま産業交流会館

（ビッグ・ローズ）で開催されました。  

これは毎年、福山市内商工会地区の会員事業所など

を対象に行っているもので、今年で４回目。企業の成

長やビジネスの発展につながるヒントを得てもらうと

ともに、新しいネットワークの構築に役立ててもらう

ことを目的に開催しています。 

 

 
 

【事例発表者】 

■㈲たかの（沼隈内海商工会） 高野憲治氏 

■㈱タンチ（神辺町商工会） 丹地光治氏 

■㈲小野工務店・ケアプランセンター「菜の花」 

（福山あしな商工会） 小野眞喜枝氏 

■㈱ライフステージ（福山北商工会） 妹尾泰州氏 
 

商工会地域を超えたマッチング事例 
 

今回、初めての試みとして、会員事業所同士のマッチング事

例も紹介されました。 

カラスの被害に悩まされていた内海園芸（沼隈内海商工会所

属）の金高良樹さんは、カラスが恐れる蜂を模倣した「コナイ

カラス」を開発し商品化。販売に欠かせないボックスの製造を

㈲浜商（福山北商工会所属）の浜田博志さん、ボックスのデザ

インを企画デザイン・製作オフィス tutu（沼隈内海商工会所

属）の向井由子さんが担当。商工会地域を超えたマッチングの

成功例となりました。 

 

 

経営環境が悪く経済が停滞している今だからこそ、一人

ではなく同業種・異業種とのコラボレーションやマッチン

グにより新しいビジネスチャンスをつかんでもらうべく、

来年度も事業を継続していく予定です。 

 

 

事業計画策定セミナーの開催 
１１月１３日（水）から５回（毎水曜日）にわたり、商工

会館２階にて、事業計画策定セミナーを開催いたしました。

講師は、経営コンサルタントとして活躍する中小企業診断士

の落野洋一氏。 

事業戦略の基本的な考え方、ＳＷＯＴ分析を活用した事業

計画の立て方など、わかりやすく教えていただきました。 

経営活動の現状を客観的に見直すことにより、課題を明確

にし、経営の安定・活性化を図るための一助となるセミナー

となりました。 

 

 
    【セミナー風景】 
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商業・サービス業部会視察研修 
１１月１７日（日）、商業部会とサービス業部会の合同主管

により、視察研修事業を開催しました。 

平成の大遷宮が行われている出雲大社は、非常に活気があり

良い運気を頂きました。本殿の檜皮葺や千木を間近にみること

ができ、歴史の重みを体感することが出来ました。 

また、道の駅では各地の特産品を数多く知ることができ、参

加者の経営に役立つことができたと思います。 

 

 

工業部会視察研修 
１１月２６日（火）～２７日（水）、工業部会視察研修を開

催しました。今回、ものづくりのまち下松（山口県）にある２

つの事業所を訪問。下松では、鉄道車両の部品製造を請け負う

多くの地元企業が、長い歳月をかけて固有の技術を進展させ、

専門性を生かした分業体制を構築しており、世界に誇れる日本

の鉄道を裏方で支えています。 

㈱弘木技研は、家具製造業から鉄道車両内装部品メーカーへ

事業転換し、国内大手鉄道車両メーカーとの直接取引を実現さ

せています。鉄道車両メーカーからの高度な製品ニーズに対応

するため、一貫生産体制を支えるＩＴシステムを構築。その独

自の生産管理システムのお話を伺えたことは、大変貴重な時間

となりました。 

続いて訪れた㈱山下工業所は、日立製作所の協力会社のひと

つとして、独自の打ち出し板金技術を持ち、新幹線の「顔」か

らバイオリンまで製作している職人の会社でした。 

 

 
【㈱山下工業所社内にて】 

繊維工業部会視察研修 
１０月２７日（日）～２８日（月）、繊維工業部会視察研

修を開催しました。今回、京都市内にある３事業所を訪問。 

プリーツ機械製造・プリーツ加工専門の㈱三協では、工場

並びに製品製造の現場を実際に見学し、製品等についてきめ

細かく説明をいただきました。プリント染色加工専門の大景

㈱では、オートスクリーンを使った染色等の現場を見学し、

京都プリント振興協会のＤＶＤ動画について説明を受けまし

た。同様の事業を営む大本染工㈱では、スクリーンプリント

や色の調合現場を見学し、先進的な印刷としてインクジェッ

ト印刷の現場並びにその技術について学びました。 

参加者一同、各事業所で興味を持ち、大変熱心に見学をさ

れました。 

 

 
【㈱三協での製造現場にて】 

 

 
【大景㈱にて】 

～フィリピン台風救援金のお願い～ 
 

本年１１月８日にフィリピン中部を台風３０号が直撃、各

地で甚大な被害が発生しています。商工会では、被害を受け

たフィリピンへの救援金の受付を行っております。 

救援金は、タクロバン市（フィリピン）と親善・友好都市

である福山市を通じてフィリピンへ送金いたします。 

皆様のあたたかいご支援をよろしくお願いいたします。 

 

受付期間：１１月２７日（水）～２月１０日（月） 
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～青年部活動～ 

体幹トレーニング研修開催 
【総務研修委員会】 
 
１０月２９日（火）、商工会館２階にて、仕事など日常生

活で必要な基礎体力を上げることを目的に、体幹トレーニン

グ研修を開催しました。 

 講師には、元広島東洋カープコンディショニングトレーナ

ーの鈴川卓也氏をお招き。肩こりや腰痛などの予防、ゴルフ

等の上達に役立つトレーニング方法を、実際に体を動かしな

がら教えていただきました。 

 

 

餅つき大会開催 
【企画交流委員会】 
 
１２月１日（日）、駅家コミュニティセンター（分所）

にて、餅つき大会が開催されました。 

今では少なくなった、餅つき。昔ながらのやり方で、餅

米を蒸し、杵と石臼で餅をつきました。普段体験できない

餅つきに子どもたちも大喜びでした。 

 

 
 

つきたての餅を丸め、あんこ餅やきなこ餅、クリームや

ピザ風味など、様々な材料で餅を堪能。大鍋で作った青年

部員特製の「健ちゃん汁」も大好評でした。 

 

 

福山北のシンボルキャラクター決定 
【まちづくり委員会】 

 
 ７月上旬より行ってきた福山市北部地域の魅力を発信する

シンボルキャラクターの制作事業。作品応募総数は８００点

を超えました。厳正なる選考と地域の皆様の投票によって、

最優秀作品が決まりました。 

 
【最優秀作品】（愛称）ほく部長 

 

今後、地域の活性化に繋げるため、福山市北部地域の魅力

をＰＲするシンボルキャラクターとして活躍する予定です。 

キャラクター名、コンセプト等は、正式に決まり次第、発表

いたします。 

 

 

 

 

 

 

～女性部活動～ 

エコキャップアートコンテスト 
  

４年目を迎えたエコキャップ回収事業をもっと大勢の方に

周知することを目的に、『エコキャップアートコンテスト』

を行いました。デザイン画に合う色のキャップを収集するこ

とが作品づくりのハードルとなりましたが、３９点の応募が

ありました。女性部員による厳正なる審査の結果、最優秀賞

（１点）・優秀賞（２点）が下記の通り決まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
【最優秀賞】 

「秋」 すばる幼稚園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
【優秀賞】 

「ザ・５月★こいのぼり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
【優秀賞】 

「ひまわり」 

 

 

 

 

 

これらの作品を含め、応募作品数点

を掲載した２０１４年度ポスターカレ

ンダー（４月始まり）を３月に配布い

たします。 

きっとカラフルで心温まるカレンダ

ーになると思います。 

会員の皆さま、商工会窓口にて数量

限定で配布いたしますので是非是非お

立ち寄りください。 

 

 

 

 

 

‐5‐ 



 

 

 

technology  
consul t ing  

商工会だより 15 

・本所 
〒720-1132 福山市駅家町倉光 417 

Tel  084-976-3111 
Fax 084-976-3211 
 

・支所 
〒720-2418 福山市加茂町中野 1-3-2 

Tel  084-972-3008 
Fax 084-972-4270 

 

           号  
 
26年 1 月 

新しい経済への 
テクノロジー 

目次 
オープンソースの革命 P.1 

IT 管理のヒント  P.2 

非営利ソリューション P.3 

トレンド & 新しいソフトウェア P.4 

オープン ソース ソフトウェアの可能性を探る 

ここに本文を入力します。ここに本文

を入力します。ここに本文を入力しま

す。ここに本文を入力します。ここに

本文を入力します。ここに本文を入力

します。ここに本文を入力します。こ

こに本文を入力します。ここに本文を

入力します。ここに本文を入力しま

す。ここに本文を入力します。ここに

本文を入力します。ここに本文を入力

します。ここに本文を入力します。こ

こに本文を入力します。ここに本文を

入力します。 

 

ここに本文を入力します。ここに本文

を入力します。ここに本文を入力しま

す。ここに本文を入力します。ここに

本文を入力します。ここに本文を入力

します。ここに本文を入力します。こ

こに本文を入力します。ここに本文を

入力します。ここに本文を入力しま

す。ここに本文を入力します。ここに

本文を入力します。ここに本文を入力

します。ここに本文を入力します。こ

こに本文を入力します。ここに本文を

入力します。ここに本文を入力しま

す。ここに本文を入力します。ここに

本文を入力します。ここに本文を入力

します。ここに本文を入力します。こ

こに本文を入力します。 

ここに本文を入力します。ここに本文を入

力します。ここに本文を入力します。ここ

に本文を入力します。ここに本文を入力し

ます。ここに本文を入力します。ここに本

文を入力します。ここに本文を入力しま

す。ここに本文を入力します。ここに本文

を入力します。ここに本文を入力します。

ここに本文を入力します。ここに本文を入

力します。 

 

ここに本文を入力します。ここに本文を入

力します。ここに本文を入力します。ここ

に本文を入力します。ここに本文を入力し

ます。ここに本文を入力します。ここに本

文を入力します。ここに本文を入力しま

す。ここに本文を入力します。ここに本文

を入力します。ここに本文を入力します。

ここに本文を入力します。ここに本文を入

力します。ここに本文を入力します。ここ

に本文を入力します。 

 

ここに本文を入力します。ここに本文を入

力します。ここに本文を入力します。ここ

に本文を入力します。ここに本文を入力し

ます。 

非営利のテクノロジー ソリューション 
ここに本文を入力します。ここに本

文を入力します。ここに本文を入

力します。ここに本文を入力しま

す。ここに本文を入力します。ここ

に本文を入力します。ここに本文

を入力します。ここに本文を入力

します。 

 

ここに本文を入力します。ここに本

文を入力します。ここに本文を入

力します。ここに本文を入力しま

す。ここに本文を入力します。ここ

に本文を入力します。ここに本文

を入力します。ここに本文を入力

します。  

ここに本文を入力します。ここに本

文を入力します。ここに本文を入

力します。ここに本文を入力しま

す。ここに本文を入力します。ここ

に本文を入力します。ここに本文

を入力します。ここに本文を入力

します。ここに本文を入力します。  

 

ここに本文を入力します。ここに本

文を入力します。ここに本文を入

力します。ここに本文を入力しま

す。ここに本文を入力します。ここ

に本文を入力します。ここに本文

を入力します。ここに本文を入力

します。ここに本文を入力します。

ここに本文を入力します。  

ここに本文を入力します。ここに本

文を入力します。ここに本文を入

力します。ここに本文を入力しま

す。ここに本文を入力します。ここ

に本文を入力します。ここに本文

を入力します。ここに本文を入力

します。ここに本文を入力します。

ここに本文を入力します。ここに本

文を入力します。ここに本文を入

力します。ここに本文を入力しま

す。ここに本文を入力します。ここ

に本文を入力します。ここに本文

を入力します。ここに本文を入力

します。ここに本文を入力します。 

今月の Q&A テクノロジー 

Q: ここに質問を入力します。  

 

A: ここに回答を入力します。ここに回答を 

入力します。ここに回答を入力します。 

ここに回答を入力します。ここに 

回答を入力します。ここに回答 

を入力します。ここに回答を 

入力します。ここに回答を入 

力します。ここに回答を入力します。 

ここに回答を入力します。ここに回答を入力 

します。ここに回答を入力します。ここに回答を 

注目トピック 
業界トレンド 

ここに本文を入力します。ここ

に本文を入力します。ここに本

文を入力します。ここに本文を

入力します。ここに本文を入力

します。ここに本文を入力しま

す。ここに本文を入力します。

ここに本文を入力します。ここ

に本文を入力します。 

 

ここに本文を入力します。ここ

に本文を入力します。ここに本

文を入力します。ここに本文を

入力します。ここに本文を入力

します。ここに本文を入力しま

す。ここに本文を入力します。

ここに本文を入力します。ここ

に本文を入力します。ここに本

文を入力します。ここに本文を

入力します。  

 

 

ソフトウェア 
今月のお勧め 
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全国商工会連合会では、一昨年来、小規模企業基本法（仮称）

制定に向けた要請活動を行っており、先般、国の中小企業政策審

議会内に小委員会が設置され、小規模企業振興に関する議論が開

始されました。 

今後さらに、法制定に向け、様々な活動が必要なことから、全

国規模の著名活動を実施することが決定されました。本法の制定

は、地域社会と地域経済を守る小規模企業・事業者が希望を持っ

て活躍できる環境を作ることを目的としています。 

 

【主な要望事項】 

■小規模企業基本法の内容 

・施策の基本的な方向性の明示 

・施策を着実に実施するための中長期的な基本計画の策定 

・国、県等の責務の明確化など 

 

■小規模企業振興施策の抜本的拡充 

・経営支援、販路開拓、事業承継等予算の大幅拡充 

・法人税の小規模企業特例措置創設等の税負担の大幅軽減 

・経営改善、新事業開発等を促進するための政策金融の抜本改革 

・従業員の雇用に伴う事業者負担の軽減など 

 

たくさんの会員の皆様に署名活動へご協力いただきまして 

誠にありがとうございました。 

小規模企業基本法の 
早期制定を求める賛同署名 

今後のイベント 

• 平成２６年 新春経済講演会  

 日程：平成２６年１月１６日（木）午後３時３０分～午後５時 

 場所：福山北商工会２階 大研修室 

 講師：政治アナリスト 伊藤惇夫氏 

 演題：日本の政治・経済の行方 ～時代の転換期を見つめる～ 

  

• 平成２６年 福山北商工会 新年互礼会 

   日程：平成２６年１月１６日（木）午後６時～ 

 場所：尾道屋 

 

・第４回ビジネス交流フェア 

日程：平成２６年２月４日（火）午後２時～午後６時３０分 

 場所：福山ニューキャッスルホテル ３階「光耀」 

 参加費用：会員事業所 無料 

      非会員事業所１社 2,000 円 

      ＊ビジネス交流会参加費１名 1,000 円（別途） 

 

事業経営に欠くことのできない記帳を正しく理解し、帳

簿の数字に基づく経営を推進していただけるよう、商工会

では、記帳から決算・確定申告までのアドバイスを行って

います。 

 

■記帳指導 

「帳簿の付け方がわからない」「仕訳に自信がない」「経

費区分がわからない」など、経理事務に不安のある方に対

し、記帳・簿記に関する指導を行っています。 

 

■決算指導・経営分析指導 

決算に関する様々な指導を行っています。決算書の書き方

や計算方法など、わからないことがあった時は商工会まで

ご相談ください。 

 

■記帳代行指導 

「経理担当が辞めてしまって困っている」「忙しくて中々

経理業務に手が回らない」など、様々な事情によりお困り

の場合、商工会が皆様の記帳を安価な手数料で代わりにお

手伝いします。詳しくは商工会までお問合せください。 

 

また確定申告時期には、商工会において税理士の先生を

お招きし無料の税務相談会を開催しています。 

記帳から決算・確定申告まで 
丁寧に指導いたします 

（期間：平成２５年１０月１６日～１２月２０日）  

事業所名 代表者名 地区 事業所住所 業種 

旬菜や 魚嵐 港町店 金髙 康二 地区外 福山市港町 1-14-28 飲食 

サロンド・レディ 松本 賀恵 万中 福山市駅家町万能倉 1042-4 美容 

㈲ナチュラルハート都 吉岡 都 法成寺 福山市加茂町上加茂中曽禰 243-1 花小売 
 

新入会員の紹介 

福山北商工会  
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