The Shobara Chamber of Commerce & Industry
[YA:KU]

URL http://www.shobara.or.jp/ e-mail scci@shobara.or.jp

1

2017

躍
庄原商工会議所報
□発行所／庄原市東本町1-2-22 庄原商工会議所
TEL0824-72-2121 FAX0824-72-6608
□発行日／平成29年1月25日
□印 刷／平和印刷株式会社

No.338

Information

新春のご挨拶
庄原商工会議所 会頭

佐々木

あけましておめでとうございます、平成29年の新

満

動車道の通行料無料化に向けた取組等、積極的に

春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

関係官公庁に対し、現場の声を届けてまいります。

このたび、先の臨時議員総会におきまして長岡前

次に「企業の魅力・活力を引き出すお手伝い」とし

会頭のご推薦のもと、役議員の皆様のご承認をいた

て、会員訪問による信頼強化・経営指導員のスキル

だき、庄原商工会議所の会頭に就任いたしました

の向上、産学官連携の強化、各種支援事業の拡充等

佐々木でございます。第七代目の会頭にご選任いた

により、頼りになる商工会議所を目指します。

だきましたことは身に余る光栄であるとともに地域

最後に「雇用確保と人材力UPのお手伝い」として

の総合経済団体であります商工会議所に課せられ

求職者に選ばれる魅力ある企業になる為、働き方改

た責務の重たさを痛感している次第であります。

革の推進・啓蒙の取組強化、新しく人材育成の勉強

また同時にご選任いただきました、再任の土井副

会を開催する事により教育・意識改革の推進を図り

会頭をはじめ、新任の伊藤副会頭、本平専務理事と

ます。以上三つを大きな柱として取り組んでまいりた

もども宜しくお願い申し上げます。新三役の平均年

いと考えております。

齢は55歳です。若さ故の行き過ぎも多々あろうかと

今年度は庄原商工会議所にとりまして７０周年と

思いますが失敗を恐れず、一つずつ、一歩ずつ、ス

いう節目の年です。次の80年、90年に向け、変革へ

ピード感を持って前に進んでいく所存であります。

のスタートとなるよう「温故知新」の精神で望んでま

さて昨今の当地域を取り巻く経済環境の厳しさは

いります。

今更私が述べる間もなく、多様化・課題山積であり

最後になりますが、地方創生の主役はわれわれ自

ます。なかでも人口減少があらゆる業種に陰を落と

身と受け留め、当会議所職員一同、行政や関係団体

し、消費は勿論のこと、会議所会員の約半数を占め

の皆様、
そして635の会員の皆様ともに、
オール庄原

るサービス業・小売業を筆頭に深刻な労働力不足が

でこの難局を乗り越えていきたいと思っております。

慢性化しております。

今年が皆様にとって幸多き年となりますよう、心よ

こういった状況のなかで会議所としましては、
「頼り

り祈念しております、本年も何卒宜しくお願い申し

になる・攻める会議所」を基本目標に、まずは「政策

上げます。

提言力・企画実行力の強化」として、人口定住化に向
けた取組、観光地経営者の視点に立った観光地づく
りの取組、沿線会議所・自治体と連携した、中国自

まごころと信頼の提供

庄原市総合サービス株式会社
〒727-0011
庄原市東本町三丁目11番12号

TEL.0824-75-0600
FAX.0824-75-0611

http://sogo-service.sakura.ne.jp
2

地域を輝かせる
庄原いちばんづくり
庄原市長

木山

新年あけましておめでとうございます。謹んで新

耕三

中でも、
「地域産業のいちばん」では、本市の豊富

春のお慶びを申し上げます。

な農林資源を活用した「ブランド化の推進」として比

まずは、昨年10月、商工会議所の皆様をはじめ関

婆牛ブランドの展開やこだわり米産地育成事業の

係各位のご協力により、
「大相撲庄原場所」を無事、

推進、
「6次産業化の育成」として地元農産物を使っ

盛会裏に終了することが出来ましたことを、改めて

た特産品や料理などを開発する“庄原市の逸品づく

御礼申し上げます。当日は、横綱白鵬関をはじめ、横

り事業”に取り組み、庄原の魅力づくりの強化に努

綱大関外260名の方が本市に来られ、会場を大い

めて参りました。

に盛り上げていただきました。

また、本市を横断する「比婆いざなみ街道物語」

また、昨年は広島東洋カープの25年ぶりの優勝

は、地域の人々が代々守り続けてきた「比婆山伝説」

に加え、リオデジャネイロオリンピックの水泳種目

の地をはじめとする歴史遺産や豊かな自然、加えて

で、本市出身の金藤理絵選手が金メダルを獲得する

比婆牛、米、野菜などの地域資源をつなぎ、全域を

という快挙を遂げられ、我々市民を大いに元気付け

輝かせる庄原市北部資源活用計画として推進して

てもらいました。

参りますので、今後ともご協力をお願いいたします。

さて、庄原商工会議所におかれましては、昨年よ

最後になりましたが、長期総合計画に揚げた将来

り、商店街活性化の取り組みとして全国的に評価の

像である“美しく輝く里山共生都市”の実現をめざ

高い“得する街のゼミナール”を開始され、地元商店

し、一層努力して参りますので、皆様のご理解とご協

と顧客を結ぶ将来を見据えた継続的事業として地

力をお願いいたします。

域経済の発展に貢献いただいております。

庄原商工会議所の益々のご発展と新しい年が会

また、経営改善普及事業の実施や「しょうばら産学

員皆様にとって幸多き年となりますよう、心より祈念

官連携推進機構」の運営などにもご尽力いただき、

しまして、新年のご挨拶と致します。

新しく就任された佐々木会頭をはじめ会員皆様の
大きな活躍に、深く感謝するとともに、今後も期待し
ております。
私は市長に就任以来、
「 地域産業」、
「 暮らしの安
心」、
「にぎわいと活力」を柱にした“庄原いちばんづ
くり”を掲げ事業に取り組んで参りました。
ホームページが一新・各店舗ブログも発信中

2,700円
2,700
4,320
7,020
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3,240
5,400
8,100

6,480
10,800
16,200

から

1日たったの

Information

年頭所感
日本商工会議所 会頭

三村

明けましておめでとうございます。
平成29年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。
昨年11月の臨時会員総会におきまして、各地商工会
議所の皆様のご推挙をいただき、日本商工会議所の会
頭に再任され、日商会頭として4回目の新年を迎えまし
た。各地商工会議所におかれましても新体制のもと、新
たな年を迎えておられることと存じます。日商としまして
は、改めて、515商工会議所125万会員の皆様と総力を
結集し、商工会議所の使命である、企業の繁栄、地域の
再生、日本の成長の同時実現に向けて、全力で取り組ん
でまいります。
昨年は、世界中で政治的に様々なサプライズが発生
しました。加えて、地政学的混乱の悪化、余剰マネー等
の動きによる株価や為替の大きな変動など、振幅の大き
い不安定な一年でした。
本年もおそらく国際政治の大きな動きが金融市場を
揺さぶる場面などがあるかと思いますが、幸いにして我
が国には、世界に誇る安定政権がありますので、いたず
らに動揺することなく、じっくりと直面する課題に取り
組むことができます。
我が国の最大の課題は、足元で0.2％台まで下がって
しまった潜在成長率を引き上げることです。
「人手不足」
と「生産性向上の停滞」が潜在成長率を押し下げるボト
ルネックとなっていますので、サプライサイド政策に力を
入れて取り組むことが必要です。
サプライサイド政策の特徴のひとつは、政策の打ち出し
から成果がでるまで時間を要するということです。ま
た、規制改革等の構造改革は、国全体の効率化・生産性
向上を図る政策であり、一部の人には痛みを伴うことか

明夫

ら、利害の調整という政治本来の役割が必要となること
も特徴です。
従いまして、政府も民間も、アベノミクスのサプライサ
イド政策には、時間と粘り強い取り組みが必要であるこ
とを自覚するべきです。
こうした中、商工会議所として重点的に取り組むべき
課題は、
「 中小企業の成長の底上げ」と「地方創生の実
現」
です。
中小企業が直面している最大の課題が、
「人手不足へ
の対応」
です。
深刻化する人手不足に対して、女性や高齢者など多様
な人材の活躍を推進していくことが必要です。中小企業
は、女性の活躍推進、柔軟な働き方の導入、高齢者の積
極的な雇用など「働き方改革」をいち早く実践していま
すが、こうした取り組みを加速していかなければなりま
せん。
そして、人手不足を解決するもう一つの方策は、
「生産
性向上」
です。
中小企業の生産性は、平均で大企業の二分の一にとど
まっていますが、中には大企業の生産性の水準を上回っ
ている中小企業もあり、そうした企業に共通するのは、
経営者の成長への意識が高く、ITや設備投資などに積
極的であるという点です。ここに生産性向上の鍵がある
と考えます。
生産性向上の有力な手段として、ICT（情報通信技術）
の導入がありますが、中小企業の取り組みは、まだわず
かにとどまっています。経営者自身の気づきを促し、ICT
を超えて、デジタル技術やAIの導入、ロボットの活用な
どにより、工場の生産現場やサービス分野の生産性の

話題の清酒

比婆美人酒造株式会社 広島県庄原市三日市町232の1
TEL 0824-72-0589 FAX 0824-72-8066
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向上を図っていくことが必要です。
人手不足には、その解決を図る過程で、構造改革の中
でも最も難しいと言われている「働き方改革」を加速す
るとともに、若者と女性の活躍する場を拡大し、さらに
は、IoT、AI、ICT技術導入の大きなインセンティブにもな
るポジティブな面もあると言えます。
中小企業が直面するもう一つの課題は、
「後継者の確
保」であります。
商工会議所として、事業承継の支援を積極的に推進
するとともに、事業承継の大きなハードルとなっている
「事業承継税制の見直し」についても、提言を続けてまい
ります。
我が国の付加価値額の約半分は、三大都市圏以外の
地方で生み出されており、
「地方創生の実現」は、潜在成
長率の引き上げと持続的な経済成長に不可欠でありま
す。また、東日本大震災や熊本地震の本格復興、福島再
生の早期実現なしに日本経済の再生はあり得ません。
私は、地方創生の実現に向けて、広域観光振興や農商
工連携など、地域の資源や強みを最大限に活用した成
長産業を育成し、域外の需要、消費、投資を取り込むこと
の重要性を繰り返し申しあげてまいりました。さらに、地
域で産んだキャッシュは、地域で消費する循環を創出す
ることが重要だと思います。
観光産業は、担い手の大半が中小企業であるとともに、
自動車産業に次ぐ消費規模を持つ一大産業です。
現在、全ての商工会議所に観光担当者が設置され、
ネットワークを活かした観光商品の開発が進んでいま
す。未だ見落としている地域の自然や伝統文化などを掘
り起こして磨き上げ、ストーリーをつけて売り出し、地域
を挙げておもてなしをする持続的な取り組みを、一層加
速していくことが必要であると思います。
また、2020年オリンピック・パラリンピックは、我が
国の観光、文化、特産品、技術等を世界的にアピールす
る絶好の機会です。地方と都市の広域連携により、国全
体のバランスのとれた成長に繋げていくため、各地域に
おいて、国際交流、ビジネスチャンスの拡大、観光振興
等に積極的に取り組んでいただきたいと思います。
農林水産業も長い年月をかけて育てられた貴重な地
域資源です。大規模化やコスト削減など、競争力強化に
向けた農業改革が進み、また、2020年に輸出額１兆円

を目指した政府目標が前倒しで達成される見込みとな
るなど、海外を含めさらなる市場の拡大が期待できる成
長産業であります。
商工会議所と農林水産業団体との連携によって付加
価値の高い商品を開発し、海外も視野に入れ、広く販路
を広げていくことが重要です。
さらに、地方の中小企業には、高い技術力と競争力を
持ち、世界マーケットを狙えるものづくり企業が数多く
あり、
これも地域の重要な財産です。
こうした地方創生の取り組みを支え、加速するのが、
物流・人流の円滑化を促す社会資本整備であります。と
りわけ、地方創生にとって効果が大きい整備新幹線、高
規格幹線道路、大型クルーズ船に対応した港湾の整備、
コンセッションを活用した空港民営化などは、観光客の
増加、設備投資の促進、雇用創出などに大きく寄与する
ものです。
民間投資を喚起するストック効果を重視しつつ、商工
会議所としても、社会資本整備を強く要望していく必要
があると考えております。
政治的な混乱はあるものの、欧米の経済は堅調と言え
ます。OPEC・非OPEC諸国の合意により原油の減産が
決まり、原油価格も適正な価格に向け上昇し始めていま
す。我が国もまだ大企業の動きではありますが、景況感
が好転しつつあります。これは私の仮説ですが、我が国
は、2～3年間の時間的な猶予を得られ、時間と腰を据え
た取り組みが必要なサプライサイド政策に大きく舵を切
るチャンスを与えられたと言えると思います。
私達は、短期的な動きに一喜一憂することなく、与え
られた猶予の大切さを認識した上で、構造改革とイノ
ベーションを着実に深化させていかなければなりませ
ん。成長のトレンドを変えるため、これから2～3年が、我
が国にとって勝負の年となります。
日本商工会議所としても、515商工会議所、青年部、
女性会、海外の商工会議所等との緊密な連携の下、企
業、地域、そして、日本経済の持続的な成長の実現に向
け、
全力を尽くしてまいります。

建物総合管理
スバルショップ庄原・庄原七塚

有限会社

◆ビル清掃＆冷房設備等保全管理◆貯水槽清掃作業
◆衛生害虫駆除◆ゴミ収集運搬◆アパート清掃
◆エレベータ・消防設備保守点検 ◆ハチ駆除
◆一般住宅の片づけ及びハウスクリーニング その他

共栄自動車商会
本

庄
原／ 庄原市東本町1-10-11 tel.72-2137
庄原七塚／ 庄原市七塚町805-4 tel.74-0641
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社 〒727-0012 広島県庄原市中本町一丁目３-３１
TEL
（0824）
72-0655 FAX72-7581

Information
会 員 情 報

もりおか

No.54
住所
TEL

営業時間
定休日

こんな 仕事
やってま～す

!

〒727-0004 庄原市新庄町606-1
FAX 0824-72-7017
0824-72-7017
11：00～14：00・17：00～21：00
毎週水曜日、
第1・3火曜日夜

地元の食材を取り入れ、
工夫したメニューも
考えております。
お楽しみに…。

10年間ジョイフルでお世話になりました
「ハナとマルコ」
が

新庄町に和食の「 もりおか」として
昨年10月に新装オープンいたしました。

●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●

かつて和食を大阪で修業し、
名古屋で16年間料理長として頑張っておりました。
その経験を活かし故郷庄原で
お食事メインで各種定食からお任せ料理など
幅広い皆様にご提供したいと張り切っております。
是非ともお越しいただき

至西城
至上野公園
美湯ハイツ

セブン
イレブン

ゆっくりとお食事を楽しんで

183

いただければと思います。

至三次

●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●★●

ココです

かんぽの郷庄原

このコーナーは会員さんが自由に使っていただけます。会社（事業所）・お店の紹介をしませんか？ 無料

ご自分で記入されるか、
内容をお伺いして、
担当職員が記入作成も致します。
是非、
ご利用下さい。
申込みは申込書に記入の上、
郵送・ＦＡＸ・メールにてお願いします。
（申込書は庄原商工会議所窓口または庄原商工会議所ＨＰにあります。
）

遠慮なくなんでも
お問い合わせ下さい。

●お申込み・お問合せ

庄原商工会議所 会員情報担当 北村
〒727-0011 広島県庄原市東本町1-2-22TEL（0824）72-2121 FAX（0824）72-6608 E-mail／scci@shobara.or.jp

県融資制度

日本政策金融公庫国民生活事業

まるごと

融資
ゆうし

建築設計事務所
建 築 工 事 業
土 木 工 事 業

★マルケイ融資
（小規模事業者経営改善資金）
2,000万円
1,500万円を超える融資の場合は事業計画書の提出が必要です。

★小規模事業資金
（信用保証付）
運転資金 1,250万円
（10年以内）
設備資金 1,250万円
（10年以内）
金
利 1.40％

（運転資金：7年以内・設備資金：10年以内）
金
利 1.16％
★普通貸付
庄原市融資制度
運転資金 4,800万円（5年以内）
設備資金 4,800万円（10年以内）
★運転資金 1,000万円（10年以内）
金
利 1.25％～
★設備資金 1,500万円（10年以内）
（返済条件により利率が変わります。
）
★金
利 2.10％（信用保証付）
★セーフティネット貸付
運転資金 4,800万円（5年以内）
設備資金 4,800万円（15年以内）
詳しくは、庄原商工会議所までお問い合わせ下さい。
金 利 1.25％〜
返済期間、担保保証人の有無によって利率が変わります。 TEL72-2121

と び・土 木 工 事 業
管 工 事 業
水道施設工事業

ひろしま牛

公共下水道登録
集 落 排 水 登 録
庄原市指定給水登録

黒毛和牛

〒727-0021 広島県庄原市三日市町299-3

TEL
（0824）72-3146㈹
FAX（0824）
72-2454
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POINT
2016年12月
調査結果の
ポイント

業況ＤＩは、３カ月連続改善。
先行きは不透明感強く、横ばい圏内の動き

12月の全産業合計の業況ＤＩは、▲21.7と、前月
から＋１．
２ポイントの改善。
冬の観光需要が堅調な
宿泊業・飲食業に加え、運送業、ソフトウェア業など
が下支えし、
サービス業の業況感が広く改善した。
ま
た、
卸売業から農産物の価格高騰の影響が和らいだ
との声や、建設業から住宅など民間工事の堅調な動
きを指摘する声が多く聞かれた。他方、消費低迷が
続く中、人手不足による受注機会の損失や人件費の
上昇が中小企業のマインドを下押ししており、業況
改善の動きは依然として力強さを欠いている。
先行きについては、先行き見通しＤＩが▲21.5（今

月比＋0.2ポイント）とほぼ横ばいを見込む。冬の賞
与増、
株高進行による個人消費の伸びや設備投資の
増加、
海外経済回復に期待する声が聞かれる。
他方、
消費低迷の長期化、人手不足の影響拡大、次期米国
大統領の政策の影響など、
先行き不透明感を懸念す
る声は多く、中小企業においては慎重な姿勢を崩し
ていない。
産業別にみると、
今月の業況ＤＩは前月に比べ、
卸
売業、
サービス業で改善、
小売業でほぼ横ばい、
その
他の２業種で悪化した。

ブロック別概況 中国
●全産業の業況ＤＩは、前月と比べ悪化。産業別にみ
ると、卸売業で改善、建設業で横ばい、その他の３
業種で悪化した。各業種から寄せられたコメントは
以下のとおり。
●「公共工事の発注には一服感が出ているが、民間工
事では、住宅などで動きが見られるため、全体の売
上は前年に比べ、改善した」
（ 一般工事業）、
「 鳥取
県中部地震による旅館の被害は軽微だったもの
の、宿泊のキャンセルなどにより客足は戻らず、売

上は悪化した」
（宿泊業）、
「出荷先である小売店の
販売数に落ち込みが見られ、売上は悪化した。今後
は、新たな販売先を開拓するための営業を強化せ
ねばならない」
（菓子製造業）
●業況の先行き見通しＤＩは、全産業では今月と比べ
改善する見込み。産業別にみると、建設業、製造
業、サービス業で改善、その他の２業種で悪化する
見込み。

景況早見表・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・
・
売上高

項目別

前
年
比

産業別

全企業
製

造

小

売

建

設

卸

売

サービス

全
中
全
中
全
中
全
中
全
中
全
中

見
通
し

採算
前
年
比

見
通
し

仕入単価
前
年
比

見
通
し

従業員
前
年
比

国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国

前
年
比

見
通
し

資金繰り
前
年
比

特 に 好 調 （50＜DI）

見
通
し

好

調 （25≦DI＜50）

ま あ ま あ （0≦DI＜25）
不

振 （▲25≦DI＜0）

きわめて
（DI＜▲25）
不
振
※上記のマークを参考にして景況早見表を
ご覧ください

民間車検場

株式会社
広島県庄原市新庄町王子88-59

業況

見
通
し

中国地方の真ん中。やまなみに沈む夕陽が美しい温泉ホテル

みづほ

TEL
（0824）
72-1163㈹
〒727-0004
広島県庄原市新庄町281-1

広島県庄原市新庄町382-1

TEL：0824-73-1800
FAX：0824-73-0100

TEL
（0824）
72-4521㈹

http://www.kanponoyado.japanpost.jp/
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かんぽの宿

検索

●お問い合せ先

庄原商工会議所

（訴訟代理権認定第524014号）
（司法書士登録番号828号）

広島北部司法事務所

司法書士

庄原市東本町1-2-22

TEL0824-72-2121 FAX0824-72-6608

飯田 一生
《広島司法書士会所属》

業務のご案内
〒727-0013

●不動産の名義変更 ●相続登記・遺言 ●借金の整理
●成年後見 ●会社の登記 ●簡易裁判所訴訟代理等

広島県庄原市西本町四丁目20番17号

バルナシュB２階

TEL0824-72-2315 （要予約）
◎詳しくはホームページに書いています。

庄原 司法書士
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検索

●こんな時、司法書士にご相談下さい。
①役員変更を忘れていませんか？
→忘れていると、
過料がくる可能性があるので、
早めに役員変更しましょう。
②２年間の役員任期を延長しませんか？
→最高で10年まで延長できることがあります。
手間と費用が省けます。
③名前だけを貸してもらっている役員はいませんか？
→取締役を一人にしたり、監査役も廃止することが可能です。

