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２０２２年の新春を迎え謹んで新年のお慶びを申し上げます。
会員の皆様におかれましても、新年を迎えられ益々ご清祥のこととお慶び
申し上げます。
昨年も引き続き新型コロナウイルスが猛威を振るい、当商工会において
開催を予定していた夏祭り等多くのイベント事業が中止となりました。
一方、一昨年に引き続き、国や県並びに福山市から多くの支援金や助成
金等が創設されました。当商工会におきましては、これら助成金等の支給
申請支援を積極的に行い、コロナ禍により疲弊した会員事業所の経営の安
定に努めると共に、管内の中小企業者がこの難局を乗り越え事業を継続す
るため、経営発達支援事業に全力を傾注した忙しい１年となりました。
全国的に中小企業者数が減少する傾向にある中、商工会の会員数はコロナ禍において増加傾向にあり、
当商工会の会員数も、微増ではありますが毎年増加しております。このことは商工会に対する中小企業者
の期待の表れであり、地域商工業者の支援機関として商工会の果たす役割は今後益々重要性を増すものと
思われます。
新年を迎え、岸田政権による５５兆円の経済対策も本格的にスタート致しましたが、これら経済対策が
地域の中小企業にも効果的に波及するためには、商工会による伴走型支援が必要不可欠であり、商工会が
地域になくてはならない存在であることをアピールする絶好の機会と捉え、今年も全職員が一丸となって、
会員事業所を中心に地域の商工業者に寄り添ったきめ細かな経営支援を実施し、事業の継続と発展に尽力
する所存であります。
最後になりますが、本年も当商工会事業に対し一層のご支援
ご協力を賜りますと共に、皆様方におかれましては素晴らしい
一年でありますよう心よりご祈念申し上げ、年頭のご挨拶とさ
せて頂きます。

１

令和３年１１月７日（日）秋晴れの元、新市クラシッ
クゴルフクラブにおいて、福山北商工会「第１３回会長
杯ゴルフ大会」が開催されました。コロナ感染拡大防止
の観点から、昨年同様、懇親会は無く午前中の９ホール
により順位を決定するハーフコンペではありましたが、
会長杯ゴルフ大会としては過去最大１０５名の参加とな
り、夏祭りを始めとした商工会の各種イベントが中止と
なる中、会員同士の親睦を図る事業の一つとして盛大に
開催することができました。第１３回の優勝者は、当大
会の実行委員長であり、㈲三光建設代表取締役の岡田 浩
一氏がその栄冠に輝かれました。
※各種成績は以下のとおりとなります。

順

位

氏

名

事業所名

ｽﾀｰﾄ

GROSS

HDCP

NET

優

勝

岡田

浩一

㈲三光建設

IN

39

4.8

34.2

準優勝

高山

智章

高山熔接㈲

OUT

50

15.6

34.4

第３位

三甲野 元員

三甲野石油㈱

OUT

47

12.0

35.0

BG

髙本

龍太郎

㈱駅家工務店

IN

35

0.0

35

BG

佐藤

育正

㈲駅家製作所

OUT

38

0.0

38

今年も年末調整を行う時期となりました。「年末調整」は給料や賞与等の支払の際に源泉徴収をした税
額と、その年（１～１２月）の給与の総額について納めなければならない税額（年税額）とを比較して、
その過不足を精算する手続きです。令和３年分の年末調整の提出期限や必要書類、令和３年分の年末調整
における留意点についてお知らせ致します。なお、詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
【提出期限】
■源泉所得税の納付期限
＊納期の特例の承認を受けていない場合
令和４年１月１１日（火）
＊納期の特例の承認を受けている場合
令和４年１月２０日（木）
■税務署・各市町村へ給与支払報告書の提出期限
令和４年１月３１日（月）

【必要書類】
■個人番号カード（個人番号通知カード）
■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
■住宅借入金等特別控除申告書
■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

【令和３年分の年末調整留意点】
１.税務関係書類における押印義務の改正

など

税務署長等に提出する源泉所得関係書類について、押印を要しないこととされました。このため、扶養
控除等申告書などの年末調整の際に使用する書類についても、従業員等に押印をしていただく必要はあ
りません。
２.源泉徴収関係書類の電磁的提供に関わる改正
３.e-Tax による申請等の拡充 ＊詳細については、国税庁「年末調整のしかた」をご覧ください➡
２

昨年に引き続き、今年度も伴走型小規模事業者支援推進事業として販路開拓・需要開拓を支援目的に管
内小規模事業者の皆様へ合同販売促進チラシ『ほく部長だより』の掲載募集を行い、３０事業者の合同チ
ラシを作成しました。１１月２６日に地域情報誌ぷれすしーど 26,500 部、１２月１日に朝刊へ 15,000 部
を折込みました。折込効果測定を１月２０日まで行います。是非掲載事業者のお店をご利用ください。

３

【中四国ブロック大会】
令和３年９月２９日(水)に、青年部中四国ブロック大会が開催されました。コロナの影響により鳥取県
会場でのリアルとＷＥＢのハイブリッド方式で行われ、当会青年部はＷＥＢにて参加しました。広島県代
表として黒瀬商工会の森川氏が主張発表に出場。見事中四国大会代表に選出されました！
なお、森川氏は、熊本県で令和３年１２月７日に開催された主張発表全国大会に出場され優良賞でした。

【令和３年度卒業式】
令和３年１０月１５日(金)に、
「令和３年度青年部卒業式」
を開催しました。４月の通常総会と併せて行う卒業式ですが、
コロナの影響から開催が延期となっていたところ、ようやく
感染状況も落ち着いてきたので、コロナ感染拡大防止の観点
から、リアル会場とＷＥＢ開催のハイブリッド方式で行いま
した。
今年度は、昭和５１年組６名が卒業となり、当日は４名の
卒業生にご参加いただきました。部長挨拶、記念品贈呈、卒
業生お一人ずつからご挨拶を頂戴しました。過去の青年部事
業を振り返り、懐かしい思い出話や青年部に対する想いなど
を各々語っていただきました。来年こそは、コロナが収束し
全部員で卒業生を送ることが出来る日を願うばかりです。

【防災センター視察事業】
令和３年１０月１７日(日)に、香川県防災センター視察事業を実
施、部員１５名が参加しました。この視察は、今年度「ビジネスコ
ミュニティ型補助金」を活用し、これまでに「事業継続力強化計画
の策定セミナー」、
「防災士による防災セミナー」、そして今回の「防
災センター視察」を３本柱として、防災に対する意識向上を主な目
的に行っている事業です。
防災センターでは、担当職員より各災害の特徴や、昨今の発生状
況等の説明が丁寧に行われ、今後の防災に役立つ知識を得られまし
た。また、各種体験コーナーでは、災害映像・地震・消火・煙避難・
暴風の各自然災害を体験。新型コロナウイルス感染症対策に気を使
いながらではありましたが、参加者同士の親睦も図られ、大変意義
のある充実した視察となりました。

【コロナに負けない体づくり（ヨガ体験）
】
令和３年１１月２日(火)に、企画創造委員会事業として、ヨガインストラクターの内村 美香 氏をお招
きし、コロナ禍での運動不足解消と日頃のストレスを発散しコロナに負けない体づくりを目的に、駅家北
小学校体育館にて部員２５名でヨガを体験しました。当日は１９時からの開始ということもあり最初は肌
寒く感じましたが次第に体が温まり、終了後はココロもカラダもスッキリとしていました。久しぶりに多
くの部員が集まっての事業となり、事業の目的を１２０％達成出来たと思います。当日使用したヨガマッ
トを全員が自宅に持ち帰り個人的にヨガを続けるという声も多く聞かれました。
４

わ ら や き

【高知に行ったつもりで藁焼き体験】
令和３年１１月１８日(木)に、総務委員会事業として、「高
知に行ったつもりで藁焼き体験」を開催しました。
青年部員の髙本 優太 氏が代表を務める居酒屋「藁焼きと炉
端 火男（ひょっとこ）」を会場に、素材は新鮮なカツオを使用
しました。
日本伝統の食文化を学ぶと共に、包丁研ぎも併せて行い、調
理では、魚を捌くところから始まり、藁焼きして自ら食す、一
連の流れを体験。多くの参加者が、カツオのような大きな魚を
捌くのは初めてで、普段見れないような表情をお互い見ること
が出来、また、鮮度のいいカツオを日本の郷土料理「藁焼き」
により、職人ならではの高い技術で豊かな風味・確かな味わい
を体験。お腹も満たされ大変楽しい事業となりました。

【事業継続力強化計画策定セミナー】
令和３年１１月２６日(金)に、全３回の最終回として「第３
回事業継続力強化計画策定セミナー」を実施しました。
第１回、第２回に引続き中小企業診断士の落野 洋一 氏を講師としてお招きし、参加者は実際にパソコ
ンで計画を入力、疑問点は落野先生に質問しながら少しずつ計画を完成に近付けていきました。
参加者の内、数名は事業継続力強化計画が完成、他の参加者についても概ね計画の入力は終えた様子で
した。今年度、青年部では防災に対する意識向上を主な目的に「ビジネスコミュニティ型補助金」を活用
して事業を行ってまいりましたが、今回のセミナーをもって約半年間の本事業は全て終了となります。
「計画策定セミナー」
・
「防災セミナー」
・
「防災センター視察」を通じて、各自の防災意識の向上に繋がっ
たことと思います。

加茂山野町地域振興委員会青年部では、
「四川ダム憩いの
広場」の草刈り等清掃活動を今年度３回実施致しました。
５月１６日(日)は、周辺樹木の高い枝の伐採も行い、７
月１８日(日)には、消防団加茂分団とスマイルアップの皆
様にご協力を頂き、約２０名の消防団員が放水訓練を兼ね
た溝掃除を実施！消防団加茂分団の横井 高康分団長は「放
水訓練に清掃活動も出来てキレイになりました。皆さんに
安全に利用していただきたい」と、述べられました。
１１月２８日(日)には、落ち葉拾いと草刈りを行いまし
た。吉岡 久彰地域振興委員長は「当委員会だけではなく、
ライオンズクラブ様やスマイルアップ様などのボランティ
ア団体も清掃活動を実施されています。気持ち良く利用し
ていただく為に頑張ります。」と、述べられました。
加茂山野町地域振興委員会女性部では、今年度６月１２
日(土)に、ベゴニアを１２月４日(土)にはパンジーを、加茂中学校前ふれあい花壇と地域のプランターへ
植栽。加茂学区まちづくり推進委員会の花いっぱい運動へ参画しています。
５

【肩こり・首こり改善！セルフ足もみマッサージ講座】
令和３年１０月２９日(金)本所にて、令和３年度 第３回講
習会「肩こり・首こり改善！セルフ足もみマッサージ講座」
を部員で「若石足療 やえさくら」代表の石乃 夕子 氏を講師
にお招きして開催しました。若石足療は、足にある全身の反
射区を調整することで各器官や臓器の働きを正常化し、骨格
を整え、リンパの流れを調整し総合的な健康を目指す施術で
す。足うらマッサージは、まず心臓の反射区がある左足裏か
ら開始し、血流を促し左足の次に右足をマッサージするそう
です。今回の講座では、足裏の反射区図を見ながら使いセル
フで出来る足うらマッサージを学ぶ事が出来ました。

【部員加入促進事業

初心者でも安心して学べるＳＮＳ講座】

令和３年１１月１０日(水)本所にて、部
員加入促進事業「初心者でも安心して学べ
るＳＮＳ講座」を部員８名、部員外１２名
の参加をいただき開催しました。
今や会社の商品や技術力等、また求人応
募者に対し会社の魅力をアピールするため
に、ホームページ等のＳＮＳは必須となっ
てきました。しかし、日頃馴染みのない方
には遠い存在でもあります。
今回、講師にＷＥＢ・ソーシャルメディア販促活用アドバイザーで、ＳＯＮＹイメージング・プロ・サポ
ート会員の本谷 美穂 氏をお招きし、
「ＳＮＳとは何か」
「その種類や役割」等、申込時にいただいた質問
に答える形で講座を行いました。参加者は熱心に聴講され終了後にも講師へ質問されていました。後日に
は中小企業１１９の専門家派遣を利用し、事業所３社が個々のニーズにあった指導を受けることになりま
した。また、今回の部員加入促進事業で２名の加入申込がありました。女性部では、今後も魅力ある活動
で部員加入推進を行ってまいります。

【感染症対策を学ぶ 日帰りバス親睦ツアー】
令和３年１２月６日(月)に、バス会社や飲食店の感染症対策
を学び、部員間の親睦を深めることを目的に「感染症対策を学
ぶ日帰りバス親睦ツアー」を広島じゃ割を利用して実施しまし
た。参加者は１７名で、久しぶりに再会する方もあり、感染症
対策を学ぶと共にステーキ懐石都での美味しいランチと鞆の浦
散策で楽しい一日となりました。

【中国ブロック経営指導員事例発表大会】
令和３年１０月２２日(金)ＷＥＢにより、全国商工会職員協議会経営指導員部会
中国ブロック大会が開催され、当会の南 夕佳里経営指導員が県代表として出場し
経営支援事例発表を行いました。女性初の県代表として期待が寄せられ健闘致しま
したが、全国大会への出場とはなりませんでした。
６

（期間：令和３年９月２８日～令和３年１１月７日）
事 業 所 名

代 表 者 名

住

所

業

種

宜山建設

藤 原 雅 和

駅家町上山守

建築基礎工事

本坊鍼灸治療院

濱 本 達 男

駅家町坊寺

はり・きゅう・マッサージ

㈱奥野工業

奥野五月男

神辺町

解体業

㈲ダブルマシン

脇

駅家町大橋

金属加工業

湯谷工業

湯 谷 涼 我

駅家町上山守

土木業

いわき接骨院

岩 木 隆 真

加茂町中野

接骨院

杉本建設㈱

杉 本

東深津町

建設業

安 正

直

☆

☆

☆印は、法人成または代表者変更による加入

「統計ふくやま」は、福山市が人口、産業、教育、文化など各分野にわたる基本的な統計資料を独自に、
年 1 回収集し市勢の現況と推移を明らかにしたもので、基本構想に定める将来都市像「にぎわい しあわ
せ あふれる躍動都市～ばらのまち福山～」の実現を目指し、各方面の企画立案、学術研究への活用を促
しているものです。福山北商工会では、当地域の人口及び世帯数、町別、産業別事業所数及び従業者数を
調査し管内の経済動向としてホームページ上に公表しています。(下の商工会ＱＲコードからご覧ください)
＊町別の世帯数及び人口総数
（令和３年 10 月末現在）
駅家町

加茂町

山野町

世帯数（世帯）

12,787

5,034

324

人口総数（人）

30,728

11,607

583

＊産業別従業員・事業所数（平成 28 年６月１日現在）昨年の１月号と同じデータですので紙面では省略致します。

【中小機構

モール活用型ＥＣマーケティング支援事業】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業を対象に、楽天やＹＡＨＯＯ等のＥＣサイト
を活用した販路開拓に繋げる必要な知見や実践経験の獲得と販路拡大を支援する制度で、
中小機構が費用の一部を負担することから少ない費用での出品が可能。期間は国内サイ
ト３ヵ月でテストマーケティングに最適です。※審査があります。詳細はＱＲコードから➡
本 所
支 所
【事 務 局 長 】荒川 雅和 【経 営 指 導 員】黒田 大樹
【経 営 指 導 員】大谷 逸人 【補
助
員】三島 絵里子
南 夕佳里
西
健太
【補
助
員】佐藤 文音
【記帳指導職員】西 まり子・川元 恵子

７

広島県特定（産業別）最低賃金が
１２月３１日発効で
変更になりました。
賃金の詳細は、
QR コードから ➡
ご確認ください。

加入・請求・掛金の増減額の手続きなど お問い合わせは福山北商工会まで！
本所：☎９７６－３１１１ 支所：☎９７２－３００８
８

