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第９回福山北商工会通常総代会開催 
平成２９年５月２３日（火）午後５時より、福山北商工会本所２

階大研修室において第９回福山北商工会通常総代会が、２２名のご

来賓のご臨席を頂き盛大に開催されました。 

冒頭、藤井直久副会長による開会の辞、続いて二畠直敏会長より

開会挨拶があり、万片地区総代 池見 修氏が議長に選出される中、

提出議案については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は、欠員の商業サービス部会会

長に小林弘志氏が選任され、このため下加茂地区の地区役員であっ

た小林弘志氏の後任に同地区 村野雅尚氏が選任されました。 

当日は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２８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２９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２９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 福山北商工会運営規約の一部改正（案）承認の件 

・第５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  黒 田 大 樹（新規採用） 

 

転出者 

 

経営指導員  渡 邊 和 広（安芸大田商工会へ異動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 黒田　大樹 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

赤澤　準次

平成２９年度福山北商工会　事務局



 

  

平成 29年 5月 30日よりすべての事業者に 
個人情報保護法が適用されました！！ 
 

個人情報とは 

生存する個人に関する情報で「ある特定の人物」のものだとわかるもの。企業

が氏名と紐づけてその人物の情報を管理しなければ、基本的にそれらは全てその

人物の個人情報に当たります。（例：従業員 A の氏名、住所、連絡先、家族構

成、資格取得等を企業が管理していれば、それらは全て従業員 A の個人情報とな

ります。） 

＜個人情報保護法の 5 つの基本チェックリスト＞   

                  ※詳細は下記ＱＲコードのＨＰを確認下さい。 

平成 29年度税制改正大綱 

【消費課税】 

□酒税改革 

類似する酒類間の税率格差が商品開発や販売

数量に影響を与えている状況を改め、酒類間

の税負担の公  平性を回復する等の観点か

ら、ビール系飲料や醸造酒類の税率格差の解

消など、酒税改革に取り組みます。 

【所得税】 

□配偶者控除・配偶者特別控除の見直し 

①納税者本人が受ける控除額 

所得控除額 38 万円の対象となる配偶者の給

与収入の上限を、150 万円に引き上げます

（現行の配 偶者控除の対象となる配偶者の

給与収入の上限は 103 万円）。 

②納税者本人の所得制限 

配偶者控除等の適用される納税者本人に収入

制限を設けることとし、給与収入（合計所得

金額）が 1,120 万円（900 万円）を超える場

合には以下の表のとおり控除額が逓減・消失

する仕組みとします。 
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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、個人情報を取得する時のルール 

  個人情報を取得する際、何の目的で利用されるかご本人に伝わってい

ますか？ 

2、個人情報を利用する時のルール 

  取得した個人情報を決めた目的以外のことに使っていませんか？ 

3、個人情報を保管する時のルール 

  取得した個人情報を安全に管理していますか？ 

4、個人情報を他人に渡す時のルール 

  取得した個人情報を無断で他人に渡していませんか？ 

5、本人から個人情報の開示を求められた時のルール 

  「自分の個人情報を開示してほしい」とご本人から言われて、断って

いませんか？ 

平成２９年４月から雇用保険料率が引き下がりました！！ 
＊「雇用保険法等の一部を改正する

法律案」が平成２９年３月３１日に

国会で成立しました。平成２９年４

月１日から平成３０年３月３１日ま

での雇用保険料率は表のとおりとな

ります。 

・失業等給付の保険料率は、労働者

負担・事業主負担ともに１/1,000 ず

つ引き下がります。 

・雇用保険二事業の保険料率（事業

主のみ負担）は、引き続き 3/1,000 で

す。 



 

  

～青年部活動～ 

平成２９年度通常総会開催 
 

４月１５日（土）、本会２階において、平成２９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２８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２９年度委員長の承認決定について 

第３号議案 平成２９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、「共存共栄」というスローガンに沿っ

て青年部一同、一致団結の上、事業を推進して参ります。 

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・創立１０周年準備委

員会」が主体となって、４月２９日（祝・土）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４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。 

   

～女性部員募集～ 
女性部員を募集しています！親睦会やバス視察など楽しいものや 

講演会・研修会等、色々な事業を行っています。 

是非ご参加ください。 

   

  ○昨年度に開催した主な事業 

   5月 通常総会及び親睦会 梅の花福山店 

        ゴキブリ退治用ホウ酸だんご作り 

   6月 バス視察「由加山蓮台寺で精進料理と大茶盛及びボランティア 

ガイド付き倉敷美観地区観光」 

   7月 ヨガ教室 

   9月 ＥＭせっけん作り 

12月 部員加入促進事業「知ってて安心マナー講座」 

     1月 新年講演会・懇親会 

     2月 持ち寄りパーティー及び 100 円マーケット 

 

○対象者：商工会の会員もしくはその配偶者及び家族の方。 

     ○年会費：3,000円（同事業所 2人目からは 1,000円） 
 



 
  

第３８回加茂町夏祭り 

「サマーフェスティバル 2017」 

（期間：平成２８年１２月１５日～平成２９年５月３１日）  

事業所名 代表者名 地区 業種 事業所住所 

㈱木匠 山崎 信之 広 瀬  家具製造販売 福山市加茂町字北山２３９６番５ 

三上はり灸接骨院 三上 博文 大 橋 鍼灸・接骨 福山市駅家町大橋 328-3 

㈱もみじ銀行駅家支店 石野 高行 万 下 金融業 福山市駅家町万能倉 1279-1 

井一鈑金 井上 一彦 地区外 建設鈑金業 福山市御幸町中津原 738-1 

伴場鈑金 伴場 明紘 地区外 建築板金業 福山市神辺町道上 579-5  

原田住建 原田 重光 万 南 建築業 福山市駅家町万能倉 35-76 

 高宮 祐 下加茂 証券業 福山市加茂町下加茂 550-2 

 三上 人美 地区外 鍼灸マッサージ 福山市駅家町下岩成 1340 

左官家工房 真田 真田 武典 万 下 左官工事業 福山市駅家町万能倉 1026-15 

あいるらいふ(有) 土岸 龍治 地区外 給食業 福山市御門町２丁目 4-31 

ビストロ エスプリ 石見 勝 地区外 飲食業 福山市駅家町戸手 1037-1 

㈱福山 Three door 長岡 俊宏 近   田 建築業 福山市駅家町近田 461 

GOLDEN GHITOSE 森 久義 万 下 建築物清掃業 福山市駅家町万能倉 1318-8 

唐川農園 唐川 雄次 弥生ヶ丘 農業 福山市駅家町弥生ヶ丘 10-128 

井上ホームサービス 井上 由則 下 組 建築業 福山市加茂町下加茂 449-6 

㈱ハウスメイト 吉岡 憲治 地区外 太陽光売電業 福山市本郷町 1607-1 

家族と教育を考える会  横路 忠 万 下 カウンセラー 福山市駅家町万能倉 1256-1 

Hair make campana 田頭 華誉 地区外 美容業 福山市神辺町川南 1044-7 

岡本工業 岡本 広生 万 下 建設業 福山市駅家町万能倉 1078-1 

高和工業 高橋 由樹 助 元 鳶工 福山市駅家町助元 334-1 

スナック 牡丹 王 燕 地区外 飲食業 福山市春日町７丁目 9-43 
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日時：８月５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 

新入会員の紹介 
 

加茂町サマーフェスティバルは、今年で第３８回を迎え

ます。 

今年の目玉は、ローラちゃんと一緒に素敵な歌を届け

てくれる「愛津咲（あずさ）」さんによるライブ演出。広

島を中心に活動するアイドルグループ「etto-etto（えっ

とえっと）」も舞台を盛り上げます。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

の演奏などを企画しています。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。 

 

駅家町夏まつりサッサカ 2017 
 

第３７回目を迎える、駅家町夏まつり「サッサカ２０１７」

は、“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。 
 

  

 

日時：８月１９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 
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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 
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