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［新年のご挨拶］

伊方町商工会 会長

井上 喜樹

新年明けましておめでとうございます。
皆様には、お揃いで令和二年の穏やかな新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
旧年中は、会員の皆様をはじめ関係機関の皆様には、本会の事業運営に格別のご理解と
ご協力を賜り、心より厚くお礼申し上げます。
さて、日本経済の緩やかな回復基調とは裏腹に、本町の商工業者を取り巻く情勢は、昨年の消費税率引き上
げの影響や購買人口の町外への流出、経営者自身の高齢化、そして人手不足や後継者不足など山積した多くの
課題をかかえ、依然として厳しい経営環境にあります。加えて、地球温暖化に起因する異常気象により全国各
地で頻発する台風や豪雨、地震などの大規模な自然災害が、この地域に発生するリスクを常にかかえています。
こうした状況の下、商工会に求められる役割は、日々変化しています。昨年認定を受けた経営発達支援計画
に基づく伴走型支援や事業再建・承継支援、そして防災・減災計画作成支援やリスクマネジメント支援の着実
な推進と実行は、地域で唯一の経済団体としての商工会の責務です。本年国内においては、東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック開催による投資やインバウンド需要の活発化により、日本経済の成長が期待されます。その
流れが地方経済にまで波及してほしいものです。
また今年、商工会法施行60周年という記念の節目の年を迎えます。これを契機として、今一度原点に立ち返
り、
「町内商工業の活性化と元気な事業所づくり」に向け、
「さらに信頼され、もっと役立つ商工会」を目指し、
役職員一同これまで以上に巡回指導の強化と伴走型の経営支援に取り組んでまいりますので、皆様の倍旧のご
支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。
結びに、新しい年が会員事業所の皆様並びに関係各位にとりまして、希望に満ちた飛躍の年でありますよう
ご祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたします。
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商工会は、行きます。聞きます。提案します。
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商品開発意識啓発セミナー開催

R１.10.2₈㈪／商工会館

〜よくわかる！農水産加工品商品開発セミナー〜
10月28日㈪午後６時30分から伊方町商工会館２階研修室にお
いて、関原デザイン事務所代表でNPO法人日本フードコーディ
ネーター協会理事の関原雅人（せきはらまさと）氏を講師に迎え、
「よくわかる！農水産加工品商品開発セミナー」というテーマで
セミナーを開催しました。伊方町で生産されている農水産物や
それらを使った加工品など、地域の素材を活かした商品をどの
ように作り上げていけばよいのか、またどうやったら「売れる
商品」になるのかについて説明していただきました。
商品開発のポイントとして、どこで売るか、買ってくれる人
は誰かをしっかり設定し価値を作ることが重要だと強調されま
した。
さらに、商品開発前の確認ポイントとしては、①免許が必要
か。②免許を取る場所があるか。③加工食品の場合の一括表示
義務。④賞味期限の設定。⑤PL（製造物責任）保険の加入の
有無。などを挙げられました。売り方においては、同じような
産品を使って加工品を作っている、他県等の事例を参考にする
ことも一つの方法であると締めくくり、セミナーを終了しました。
参加者にとって、商品開発や販売のメソッドを学んだ有意義な
セミナーとなりました。

［佐田岬マラソン₂₀₁₉］特産品委託販売促進事業
R１.11.10㈰／瀬戸総合体育館
11月10日㈰、瀬戸総合体育館をスタート・ゴー
ルに佐田岬マラソン2019が開催されました。商
業・サービス部会では、マラソン大会を盛り上
げるため“しらす丼”を販売し、好評の内に完売
しました。しらす丼に使用した美味しいしらす
は、会員の木嶋水産さんにお願いしました。
町内には年間色々なお祭りやイベントが沢山
あります。
会員の皆さんが作られた自慢の商品を、出店
販売してみませんか ! ! !
これが“うわさ”の
“おやじのしらす丼”。
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商工会では、全力でご協力をさせていただき
ます。是非ご相談ください。

商工会は、行きます。聞きます。提案します。

役員視察研修報告
買い物客でに
ぎわう産直市場
「伊都菜彩」

大宰府天満宮参拝

R１.11.2₉㈮～₃0㈯／福岡県 大宰府・糸島

11月29日㈮、30日㈯の２日間、役職員
10名で福岡県内を中心に視察研修を行い
ました。学問・至誠・厄除けの神様とし
て知られる『天神さま』こと菅原道真公
の御墓所（ごぼしょ）としてお祀りされ
ている大宰府天満宮（国の重要文化財指
定）に赴き、伊方町商工会の繁栄と会員
事業所の商売繁盛を祈願していただきま
した。本殿でのご祈祷は、神聖な空気の
流れる中行われ、参加者全員心身ともに
清められ、改めて身の引き締まる思いで
した。また、ＪＡ糸島が運営する産直
市場「伊都菜彩（いとさいさい）」では、
海と森に囲まれた豊かな風土で育まれた
新鮮な食材が破格値で販売され、地元の
方はもちろんのこと、観光バスで乗り付
けて、目当ての食材を購入する団体客で
ごった返していました。産直市場の物凄
いパワーを感じた視察となりました。

会員親睦研修報告

糸島 “天使の羽”

本殿にて団体祈祷

R１.7.17㈬／松山市民会館 大ホール

〜山内恵介「全国縦断コンサートツアー 2019」に参加して〜
夏本番を迎える中、会員さんと事務局３名、総勢
27名で、松山市民会館で開催された山内恵介（やま
うちけいすけ）さんのコンサートを鑑賞しました。
紅白出場歌手だけあって、歌だけではなくトーク
も上手で、ステージと客席が一体となった大盛り上
がりで、あっという間の２時間ちょっとでした。舞
台衣装も何度も変わり、目でも存分に楽しませてい
ただきました。

今年の紅白では、『唇スカーレット』を歌うのか
な？楽しみです。
あわせて視察研修として、道後商店街を視察しまし
た。道後温泉を訪れた観光客向けのお洒落な飲食店
や土産物店も多く、買い求めやすい少量ずつ個包装
された商品も多くありました。忙しい日常を忘れ、癒
しの一日になった会員親睦研修でした。

商工会は、行きます。聞きます。提案します。
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女性部のコーナー

R１.９.2₉㈰ 第2₃回女性部レクバレー県大会／鬼北町

９月29日㈰、女性部レクバレー県大会が鬼北総合公園体育館で開催されました。県大会はＳ級とＡ級の２
リーグに分かれての試合で、三崎チームはＳ級、伊方チームはＡ級で試合をしました。
どのチームもお揃いのユニ
ホームで日頃の練習の成果が出
せるよう頑張りました。
接戦になると応援にも熱が入
ります。
結 果
Ｓ級優 勝
準優勝
３ 位
Ａ級優 勝
準優勝
３ 位

本部

視察研修

R１.12.１㈰

鬼北町Ａ
津島町Ａ
内子町Ａ
津島町Ｂ
内子町Ｂ
伊方町Ａ

頑張った結果、伊方チームはＡ級
の３位に入賞しましたが、三崎チー
ムのＳ級は強豪揃いのため。残念な
がら入賞を逃しました。
来年はぜひとも優勝目指して頑
張って下さい。

四国中央市～紙産業技術センター他
本部事業として、12月１日㈰に四国中央市
の紙産業技術センターを視察し、水引でスト
ラップ作りをしました。50色以上の水引が準
備されており、好みの色２色を組合せて編み
こんでいきました。２本作成したところ、ほ
とんどの方が思いのほか上達が早く２本目は
とても綺麗にできあがりました。午後から紙
のまち資料館へ赴き、２つの施設で紙の種類
や製造工程等のお話を聞き、紙で作った商品
や職人さんの作った水引細工、和紙等で作っ
た展示作品を見学しました。隣にチョコレー
ト工場を併設したＧＢＣキリヤマベース店に
も行き、チョコレートや焼き菓子等のお買物
をしました。原料にこだわった商品で少し高
級品。食べるのがもったいないような楽しみ
なような！今回は女性部員16名、事務局２名
の計18名で作品作りに、紙のお勉強、買物と

皆さん、真剣なまなざし
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充実した研修ができた１日でした。

商工会は、行きます。聞きます。提案します。

三崎支部

三崎文化祭バザー参加

R １.10.27㈰

三崎文化祭に参加して

三崎総合体育館他

令和元年10月27日（日）三崎総合体育館を中心に「三
崎文化祭」が行なわれ、女性部三崎支部も例年同様バ
ザーに参加しました。今年はうどんを焼きそばに替え
て、他に炊きこみご飯、ばらずし、カレー、ドーナツ
を販売しました。前売食券の売れ行きがいつもより少
なく、当日の人出も心配しましたが、幸い好天だった
こともあり思ったよりたくさんの方に来ていただきま
した。昼時には焼そばの鉄板の前に行列が出来てしま
い、部員一同フル回転で応対しましたが、皆さんには
かなりお待たせして申し訳なかったです。帰り際に「美
味しかったよ」とうれしいお声がけしてくださる方も
あり、頑張った甲斐があったと皆で話し合いました。

伊方支部

視察研修

R１.11.10㈰

香川県

直島～アートの島～
女性部伊方支部は、11月10日㈰に
香川県のアートの島“直島”に視察研修
に行きました。
ベネッセハウスは、高台の島を見
渡せる場所にあり、建物自体もアー
トの１つで、館内と両方楽しめる施
設でした。地中美術館は、クロード・
モネ、ウォルター・デ・マリア、ジェー
ムズ・タレル、安藤忠雄（あんどう
ただお）さんのアートがあり、どれ
も空間と光を利用した作品ばかりで
した。港には、有名な草間彌生（く
さまやよい）さんの赤いかぼちゃの
オブジェがあり、記念撮影のスポッ
トとして皆さんが利用しています。
観光客には西洋の外国人も多く、自
転車等で島内を回っている姿も見ら
れました。今回は女性部員15名、事
務局１名の計16名の研修旅行でした
が、日頃目にすることのないアート
に触れて、貴重な体験ができました。

商工会は、行きます。聞きます。提案します。
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商工会に入ると、お得!!!

いい事こんなに
■ マル経融資

商工会の経営指導を６ヶ月以上受けている小規模事業者に無担保・無保証・低利で2,000万円を限度に融資します。

■ ものづくり補助金

新製品や新サービス開発、生産プロセスの改善、設備投資などを行う中小・小規模事業者は、取組む費用の２/ ３、
上限1,000万円の補助が受けられます。

■ 小規模事業者持続化補助金

商工会の支援を受けた経営計画書を商工会が作成する事業支援計画書とともに申請し、採択されると、チラシ作
成や、商談会に参加に必要な旅費等の費用補助が受けられます。

■ がんばる商工業者支援事業補助金

(伊方町商工会独自事業)

商工会会員が、持続的な経営に向け、経営計画に基づいて取組む、創意工夫を凝らした事業等を支援し、地域の
原動力となる会員の活性化を図ります。
★ 補助率50％以内、上限40万円
補助対象経費
機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費
雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、委託料、外注費

■ 人づくり研修支援事業

(伊方町商工会独自事業)

商工会会員の事業主及び従業員の能力の開発、資質の向上を図るため、公的機関等が実施する研修・資格取得講
習への参加者に対して、受講料・受験料の一部の助成が受けられます。 ★ 受講料１／２以内(限度額:25,000円／人)
受験料１／３以内(限度額:5,000円／人)

■ 販路開拓・調査研究推進事業

(伊方町商工会独自事業)

商工会会員が、販路開拓・売上拡大を図ることを目的に、物産展等への出展や自社製品の付加価値の向上、新商
品開発等に係る調査研究のための各種先端企業への視察等に対する支援をいたします。
★ １回につき上限 50,000円

お気軽に
商工会へ
お越しください。
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商工会は、行きます。聞きます。提案します。

■ 記帳指導・記帳代行(ネットde記帳)

記帳・経理等のご相談はいつでも受けられることに加え、会計ソフト「ネットde記帳」を利用すれば 【いつでも】
【どこでも】【誰にでも】 経理の効率化を実現できます。また、記帳業務を商工会に代行することもできます。

■ 労働保険事務組合

商工会は厚生労働大臣の認可を受けた労働保険の事務組合を運営しており、商工会へ事務委託すれば、保険料の
申告等、事務の手間を省くことができます。

■ 青年・女性事業者等活性化セミナー

県連合会が実施する若手経営者や女性経営者を対象にしている、事業承継や経営革新などに関するセミナーに無
料で参加できます。

■ 異業種交流の機会

各種セミナーや地域振興事業、青年部、女性部、各種部会活動など、異業種の経営者と知り合う機会は非常に多
く、人脈の広がりは事業の新たな可能性を生み出します。

■ 小規模企業共済

個人事業主や会社等の役員が、事業の廃止や役員を退職した場合などに、その後の生活の安定や事業の再建を
図るために資金の手当てを受けるため、積立を行う制度です。掛け金は所得控除になりますので、税制面でも大き
な特典があります。

■
■
■
■

全国商工会経営者休業補償制度
全国商工会会員福祉共済
中小企業PL保険制度
商工貯蓄共済制度

商工会は、行きます。聞きます。提案します。
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◇ 伊方町商工会からのお知らせ
○伊方町中小企業振興資金利子補給手続きについて
伊方町広報誌の12月号にて既にお知らせしましたように「中小企業振興資金利子補給制度」の申請につきまし
ては、
昨年12月６日㈮までに商工会において確認を済まされている方を対象としております。１月以降は、
その方々
を対象として、最終的な利子補給の申請を行っていただくための手続きを行います。
なお、あくまでも利子補給を受けるためには、
『平成30年分までの町税』を完納していることが条件となります
ので、再度ご確認いただきますようお願いいします。
対象者には、随時ご案内をさせていただきます。

○保険無料相談日のお知らせ

きちんと見直して、整
理した方 が 良 いのは 分
か っ て い る け ど、 ど う
やったら良いのかわから
ないなあ〜

今、ご加入の保険でお困りのことはありませんか？
保 険 に は、 い っぱ い
入っているけど、内容が
よくわからないあ〜
付き合いでたくさんの
保険に入っているけど、
支払いもたいへんだから
掛金を減らしたいなあ〜

税務個別相談日
のお知らせ

伊方本所
２月28日㈮
３月13日㈮
３月６日㈮ ★３月27日㈮
３月11日㈬ （★消費税相談日）
時 間 ９時〜17時
相談員 税理士 清水みゆき 先生
日 程

子どもも大きくなった
のに、今のままの保険
で良いのかなあ〜

１/16㈭

瀬戸支所

１/15㈬

三崎支所

１/14㈫

３月12日㈭

時 間 ９時〜16時
相談員 税理士 泉

47CLUB（よんななクラブ）主催

こんなのあるんだ！大賞2019

『みっちゃん大福』が大賞を受賞
各地の優れた特産品を掘り起こす「こんなのあるんだ！大賞
2019」の全国大会が11月19日、東京都港区であり、全国６ブロッ
クの地方予選を勝ち抜いた６商品の中から、三崎高校の生徒さん
と田村菓子舗様が共同で開発した「みっちゃん大福」が商品部門
の大賞に輝きま
し た。 愛 媛 の 大
賞 受 賞 は2017年
以来２回目です。
誠におめでとうご
ざいます。

お気軽にご相談くださ
い。商工会連合会の認定
アドバイザーがご相談に
お答えします。

三崎支所

３月９日㈪

~トピックス~
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所

開催時間はいずれも
午前10時から午後４時

瀬戸支所
日 程

本

周二 先生

２月25日㈫
日 程 ３月４日㈬
３月13日㈮
時 間 10時〜16時
相談員 税理士 土居

信道 先生

☆『働き方改革』に関する
相談窓口のご案内
相談日時；令和2年1月23日㈭
13時30分〜 15時30分
場

所；伊方町商工会

講

師；社会保険労務士
野本

修二朗氏

【あとがき】 2020年は「子年」です。

「火事の前にはねずみがい
なくなる」「ねずみは沈む船
を去る」などのことわざがあ
るほど、鋭い勘とひらめきを
持ち、どんな状況にあってもその危機察知能力
を活かせば、人生を難なく歩んでいけるでしょ
う。私たちも、ねずみの如く強い適応能力を持
ちたいものです。
/by.S.Y

商工会は、行きます。聞きます。提案します。

