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第８回福山北商工会通常総代会開催 
平成２８年５月１９日（木）午後４時より、本会本所２階において第８

回福山北商工会通常総代会が、２１名のご来賓のご臨席を頂き盛大に開催

されました。 

冒頭、二畠直敏会長より挨拶があり、引き続き、上山守地区総代 藤原

秀樹氏の議長の下、提出された議案について全てご承認いただきました。

役員欠員に伴う役員選任において、荻原将敬氏に代わり小林浩二氏が選任

されました。尚、池見修氏に代わり、平成２８年度青年部部長・信岡幸一

氏が新理事に就任されました。 

ご多忙のところ、多数の総代の皆様のご出席を賜りまして、誠にありが

とうございました。 

 

 
 

 

 

（提出議案） 

・第１号議案 平成２７年度事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録

承認の件（監査報告） 

・第２号議案 平成２８年度事業計画書（案）及び収支予算書（案）承認の件

（附帯決議） 

・第３号議案 平成２８年度一般会計借入金最高限度額（案）及び借入先金融機

関承認の件 

・第４号議案 役員退任並びに欠員に伴う役員の選任に関する件 

 

詳細については、皆様にお送りしています議案書のとおりです。 

人事異動のお知らせ 

 

 

転入者 
経営指導員  渡 邊 和 広（新規採用） 

記帳指導職員 西   まり子（新規採用） 

 

転出者 
経営指導員  藤 城 敏 生（三次広域商工会へ異動） 

記帳指導職員 金 高 真由美（退  職） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 本所 経営指導員 経営指導員 経営指導員 補助員 記帳指導職員
(駅家) 荒川 雅和 渡邊　和広 小笠原 匡志 南 夕佳里 西 まり子

支所 経営指導員 補助員
(本所勤務) (加茂) 吉村 昇司 三島　絵里子

平成28年度福山北商工会　事務局

赤澤 準次



 

  

加茂町夏祭りサマーフェスティバル 2016 

第３６回目を迎える、駅家町夏まつり「サッサカ２０１６」

は、“～輪～未来へ”をサブタイトルに掲げ盛り上げていきま

す。 

今年も、もち投げ、ステージでの舞台演芸・盆踊りなど、見

どころ満載の祭りで地域を盛り上げます。 

祭りには欠かせない、屋台も多数出店します。 
 

  

 

駅家町夏まつりサッサカ 2016 
 

中小企業経営革新支援事業 
 

経営革新事業とは 

中小企業が新たな事業活動を行うことによって経営の向上に向けた取り組みを行

い、経営革新計画の承認を受ける事で低利の融資制度や税制上の特例など多様な支

援を受けることができる事業です。 

＜支援施策のメニュー＞       ※詳細は下記ＱＲコードのＨＰを確認下さい。 

 

平成 28年度税制改正大綱 

 

【法人税】 

□法人税の引下げ 

法人税率が、23.9％から 23.4％に引

き下げられます。 

※平成 28年 4月 1日以後に開始する事

業年度において適用 

 

【所得税】 

□三世代同居に対応した住宅リフォー 

ムに係る税額控除制度の導入 

三世代同居に対応した住宅リフォ

ームに関し、借入金を利用してリフォ

ームを行った場合や自己資金でリフォ

ームを行った場合の税額控除制度が導

入されます。 

（借入金：住宅借入金等の年末残高の

1～2％、自己資金：標準的な工事費用

相当額の 10％） 
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日時：８月２０日（土） 

午後５時～午後９時 

【小雨決行、荒天の場合中止】 

場所：福山市立駅家小学校グランド 

加茂町サマーフェスティバルは、今年で第３７回目を迎

えます。 

今年の目玉は、プリンセスドレス姿で歌を届けてくれる

Dressing（ドレッシング）ちゃんによるファンタジーなラ

イブ演出。その他、競技用自転車で行われるスピンやジャ

ンプなどの迫力満点のパフォーマンスや加茂中学校生徒さ

んによるソーラン節、そして恒例の「花鼓」による和太鼓

の演奏など見どころ満載です。子どもたちにはうれしい、

菓子投げも行います。 

夏休みの子どもたちの良い思い出となるよう全力で取り

組みます。 

 

 

日時：８月６日（土） 

   午後５時～午後９時 

  【雨天決行】 

場所：福山市立加茂小学校グランド 

消防団員サポート事業登録店募集のご案内 
当商工会では地域の安全・安心に貢献する消防団員の方々のサポートと会員事業所の活性化

を目指した活動として、消防団サポート事業登録店を募集しております。 

【登録資格】福山北商工会員限定です。業種・業態は問いません。 

【サポート店の取り組み】 

１．サポート店に新規でお申し込み頂いた事業所には、当商工会より、幟・卓上ミニ幟・ステ 

ッカーの３点セットをお渡し致しますので、事業所等に掲示してください。 

２．消防団員等が団員証を提示し、貴事業所を利用した際には、消防団員等に対しサービス提 

供をして頂きますが、サービスの内容は、貴事業所独自で決めて頂きます。 

３．毎月末日をサポート店の新規・変更に係る申請書の受付締切日とし、申し込み月の翌々月 

に福山市消防団並びに福山北商工会のホームページにサポート店名並びにそのサービス内 

容等を掲載いたします。 

※詳細は当商工会事務局までご連絡下さい。(TEL：084-976-3111) 

① 県費預託融資制度（民間金融機関を通じた低利融資） 

② 信用保証協会による信用保証の特例 

③ 政府系金融機関による低利融資制度 

④ 高度化融資制度 

⑤ 中小企業投資育成株式会社の特例 

⑥ 研究開発型中小企業に対する特許関係料金減免制度 

⑦ 海外展開に伴う資金調達に対する支援措置 

⑧ 販路開拓コーディネート事業 

⑨ 中小企業総合展 

⑩ フォローアップ事業 

⑪ 新事業分野開拓事業者の認定制度 広島県庁経営革新課ＨＰのＱＲコード 



 

  

～青年部活動～ 

平成２８年度通常総会開催 
 

４月２３日（土）、本会２階において、平成２８年度青年

部通常総会を開催いたしました。 

 

提出議案は、 

第１号議案 平成２７年度事業報告書並びに収支決算書、

貸借対照表の承認決定について（監査報告） 

第２号議案 平成２８年度委員長の承認決定について 

第３号議案 平成２８年度事業計画書（案）並びに収支予

算書（案）の承認決定について（附帯決議） 

で、全ての議案について承認をいただきました。 

 

信岡幸一部長の下、「今」というスローガンに沿って青年

部一同、一致団結して事業推進して参ります。 

福山市北部地域のシンボルキャラクター 

「ほく部長」ＰＲ活動報告 
青年部の特別委員会である「ほく部長ＰＲ委員会」が主体となっ

て、４月２９日（金・祝）に開催された山野峡山開きに参加し、会

場を盛り上げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【山野峡山開き（４月２９日開催）】    

今後も引き続き、地域の祭り等のイベントや学園祭へ参加し、北

部地域の活性化や知名度のアップを目指していきます。 

 

～女性部活動～ 
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加茂川一斉清掃活動へ参加 
全国商工会青年部連合会では、青年部と地域の「絆」につい

て感謝するとともに、今後さらに強化していくことを目的に全

国統一事業「“絆”感謝運動」を実施しています。 

本会青年部では、地域貢献活動として６月５日（日）に福山

市全市一斉清掃として実施される加茂川清掃活動へ参加いたし

ました。 

芦田川の支流である加茂川周辺のゴミ収集など、清掃活動に

励みました。 

 

   



 
  

（期間：平成２７年１２月１０日～平成２８年５月３１日）  

事業所名 代表者名 地区 業種 事業所住所 

㈱日本水道保安協会 黒田 公弘 八軒屋 水道工事 福山市加茂町八軒屋 329 

土地建物情報センター㈱    児玉 千年長 万  下 不動産業 福山市駅家町万能倉 509-12 

Optical  Design 上原 利行 坊   寺 眼鏡販売 福山市駅家町坊寺 230  

マックハウスフレスポ神辺 新田 知広 地区外 アパレル販売 福山市神辺町川北 1533 

 岡川 晋英 地区外 林業 福山市春日町 1-18-3  

hair/make Nico 水田 大祐 地区外 美容業 福山市船町 1-12 

フットケア専門店 ソウルメイト    高橋 友美子 地区外 フットケア 福山市能島 1-7-26 2 階 

 古木 俊夫 法成寺 電気修理 福山市駅家町法成寺 639-5 

 大田 一三 粟   根 書道教室 福山市加茂町粟根 141-6 

エヌケートラスト㈲ 原   孝二 地区外 建設業 福山市新涯町 3-24-17 

 三好 洋子 下山守 太陽光発電事業 福山市駅家町下山守 448 

 和田 康昌 近   田 不動産業 福山市駅家町近田 786 

お食事処 えびす    有地 美枝子 下加茂 飲食業 福山市加茂町下加茂 61-6 

㈲グレイス 岡田 邦子 江   良 縫製業 福山市駅家町江良 38-1 

㈱スズワ  髙本 スミコ 地区外 建設業 福山市芦田町上有地 2874-1 

髙坂工業 髙坂 之朗 地区外 建設業 福山市新市町戸手 2406-1 

醤油らーめん かまやつ  前原 好樹 地区外 飲食業 福山市北本庄 1-3-6 

SUIREN+CoffeeRoaster 安藤 克洋 坊   寺 コーヒー豆販売・喫茶 福山市駅家町坊寺 230 

Rondo.Hair 佐藤 勇気 上山守 美容業 福山市駅家町上山守 442-5 

シュリ美容室 坂本 祥子 地区外 美容業 福山市手城町 1-7-15 

瀧谷工業 瀧谷 裕介 法成寺 鉄工溶接 福山市駅家町法成寺 2737-5 

㈱若竹塾 佐藤 将紀 倉光 学習塾 福山市霞町 2-3-7 

㈱ケー・ディー・ティー 佐々木  貴世 地区外 建設業 福山市芦田町福田 577-6 
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新入会員の紹介 
 

地域物産展に出展してみませんか？ 
 次回は平成２８年７月１６日（土）～１８日（月・祝） 

に開催されます！ 
 

福山北商工会の会員事業者様も出店しています。 

ぜひ、お越し頂き出展者の活気を肌で感じて下さい！ 

また、ご家族でも旅行のついでに立ち寄って楽しんで下さい！ 

地域物産展とは…… 

 高速道路サービスエリアでの常設販売を目的とし、地域の特徴ある商

品を探している高速道路運営会社と会員事業者の販路拡大を目指す商工

会がタッグを組み、広島エリアの主要高速道路サービスエリアで年間３

回程度（週末２日間）開催される催しです。 
 

『地域物産展』は、商工会が提供する販路開拓支援の新しい企画です。 

興味がある方は、ぜひ商工会までご連絡下さい！ 
 

※上記広告は平成 28年 3月 19 日（土）～21日（月・祝）開催のものです。 
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～広島県共済からのご案内～ 

平成２８年９～１０月に推進月間としてお伺いさせて頂く予定です。 

県
共
済
推
進
担
当
予
定
者 



 

 

 

 

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 
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福山北商工会 

【健康診断等助成金制度】   広 島 県 だ け の 特 典 で す ！ ！ 

  

健康診断・人間ドック等の検診費用で最高１５，０００円まで助成されます。 

対 象 者：満３０歳以上の加入者（その家族を含む）および被保険者 

       一契約者（名寄せ）につき年度内２名が限度 

助成内容：加入口数３口まで…５，０００円または検診費用の半額のいずれか低い額 

加入口数５口まで…１０，０００円または検診費用の半額のいずれか低い額 

加入口数６口以上…１５，０００円または検診費用の半額のいずれか低い額 

請求方法：受診後、商工会へ領収書（写）と契約者印をご持参下さい 

        商工会で所定請求書を作成し手続きをおこないます 

※同一人が年度内に２回以上受診した場合の助成金請求は、１回分（初回）の 

助成金請求のみ対象となります。 
 

①加入資格：商工会員およびその家族・従業員の方 

②被保険者：保険年齢６歳以上６５歳までの健康な方 

③掛  金：１口２，０００円（加入限度口数３０口(被保険者１５歳以上の方)） 

④満  期：１０年満期で満期時に貯蓄積立金（元利合計）に配当金を加算してお支払 

①商工会の会員・家族・従業員のみ加入できます！ 

②貯蓄部分は、大口定期の金利が付きます！ 

③保障部分は、団体割引で割安です！ 

④健康診断の助成があります！【詳細は下記】 

⑤１年分前納すれば、掛金３％キャッシュバック！ 

⑥１口あたり１００万円の融資を受けることが可能です！ 

⑦満期更新の場合(被保険者同一で元の保険金の範囲)は告知なく再度加入いただけます！ 
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加
入
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平成２８年９～１０月に推進月間としてお伺いさせて頂く予定です。 

各種助成金・補助金情報 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
当商工会ＨＰのＱＲコード 

広島県助成金・補助金情報 URL のＱＲコード 福山市産業振興課助成制度情報 URL のＱＲコード ミラサポ補助金等情報 URL のＱＲコード 

今後のイベント等の情報 

【福山北商工会会長杯ゴルフ大会】日程：平成２８年１１月６日（日）、場所：新市クラシックゴルフクラブ 


