
                              

呉広域商工会は、平成２０年４月１日に呉市周辺８町の商工会が合

併し、平成２９年で１０年を迎えます。 

これを記念して、さる平成２９年１０月８日（日）、ゲストに、タ

レントで広島東洋カープ緒方孝市監督の妻、緒方かな子さんをお迎

えし、「緒方かな子さん 呉広域商工会と語る」と題したトークシ

ョーを広まちづくりセンターホールにおいて行いました。 

第１部では「妻が考える夫と子供と自分の健康法」と題し、組織の長であり、アスリートでもある野球監

督の妻として、３人の子供を持つ母親として、また働く女性として、食事・精神面でのサポートと自身の

仕事とのバランスの取りかたなどをお伺いしました。 

今年はホームゲームで勝率が良かったことから、広島にいるときはあまり気を遣わなくてもよかったこと

や、選手がわが子のように思えてけがや体調を心配してしまうなど、緒方監督やカープのエピソードを交

えながら、性格が違う自身の３人の子供を例に、相手の性格を考慮してその選手一人一人に合った方法で

接し信頼関係を築いていくよう緒方監督と話したこと、組織のトップである監督が家庭でくつろげるよ

う、家族それぞれが役割分担して接していることなど、組織運営やそれを支える家庭運営の方法など、事

業にも活用できるエピソードをお伺いすることができました。 

第２部では「呉地域の地域資源の魅力」と題し、当会会長

と青年部部長、女性部部長を交え、トークディスカッショ

ンを行いました。 

商工会が開発支援・販路開拓支援を行っている「クレコレ商品」について、ひそかに愛用しているア

イテムがあったり、絵画作成を趣味としている緒方さんにとって「絵に描いてみたい」風景があった

りと、華やかな世界を知る緒方さんにとっても、呉地域は興味深いモノがあふれた、魅力いっぱいの

地域であるとお墨付きを頂きました。 

また、商工会の事業活動についても、地域に対するさまざまな取組や隠れた良品を発信する取り組み

などに興味を持って頂き、大変楽しいトークショーとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

セミナー・講習会のお知らせ 
○経営計画サポートセミナー 

と き：平成29年12月12日（火）13日（水）19日（火）21日（木） いずれも午後6時より  

ところ：呉広域商工会本所（呉市川尻町西1-1-1） 
あの大谷翔平選手も活用した「DMM（diamond mandara matrix）」の考え方を使ってご自身の目標達成にいま何をやるべきか、考えていくセミナーです。

この手法を用いて導き出されたロードマップを使い、実際に補助金等に申請するための経営計画の作成までつなげていきます。 
 

○事例発表大会・基調講演会及び交流会 

と き：平成30年1月23日（火） 13：15～   ところ：呉森沢ホテル（呉市本町15-22） 
商工会のサポートを受けて商品開発・販路拡大その他課題解決に取り組んだ事例を事業所の視点で発表していただきます。他の

事業所の事例を聞くことによって、自身の事業へのヒントや商工会等の専門機関の活用のしかたについて参考にしてください。 

また基調講演では辻井啓作先生をお招きし、「小さな会社・お店のための値上げの技術」についてお話いただきます。 

第3部では、参加者の交流と、地場のスーパーの仕入担当者や都市圏の百貨店バイヤーをお招きした商談会を行います。 

 

○消費税軽減税率対策個別相談会 

と き：平成30年1月中旬（詳細未定）     ところ：商工会各支所 
平成31年に導入予定の消費税軽減税率やインボイス制度に対する対策についての個別相談会です。また、平成29年所得税・消費税申告についての相談も

受け付けます。 

呉広域商⼯会合併１０周年記念講演会 

「緒方かな子 トークショー」が開催されました 
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今年も残り２か月です。帳簿の整理はおすみですか？ 

●中間決算をしてみましょう 
中間決算をすると、今年の収支の状況が早めに把握でき、専従

者給与の変更や賞与の支給の手続き、小規模企業共済の加入な

ど、節税対策を行うことができます。 

●今年の年末調整の日程 
平成29年の源泉徴収税額の納期の特例を受けている事業所の

納付期限は、平成３０年１月２２日（月）です。 

また、法定調書等の提出期限、市町村に提出する償却資産税の

申告書の提出期限は平成３０年１月３１日（水）です。 

●中間決算・年末調整のご相談は商工会まで 
商工会では随時相談を受け付けています。ご気軽に各支所窓口

にご相談ください。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最低広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。 

・ 年齢、性別、雇用形態〔常用・臨時・パート・アルバイト等〕、支払形態〔月

給・日給・時給等〕の別を問いません。 

・ 特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも高い特定(産業

別)最低賃金が適用される場合があります。 

・ 派遣労働者については、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金又は特

定（産業別）最低賃金が適用されます。 

・ 最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、最低賃金法によって無効

とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。 

 

賃金引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の皆様へ（ご案内） 

○最低賃金の引上げに向けた経営・労務管理等について相談や専門家派遣を行

っています。 

広島県最低賃金総合相談支援センター【℡0120-73-0610】最低賃金 相談 検索 

○各種助成金があります。広島労働局 検索 

・業務改善助成金【雇用環境・均等室 ℡082-221-9247】 

・キャリアアップ助成金 ・人事評価改善等助成金【職業対策課 ℡082-502-7832】 

●平成３０年から配偶者控除・配偶者特別控除が変わります 
① 背景 

 現在の制度ではパート収入を103万円までに収めた配偶者を持つ人は「配偶者控除」を受

けることができ、所得税などの税金を少なくすることができるようになっています。ま

た、パート収入を得た本人も所得税はかかりません。さらに、多くの企業が扶養手当の

配偶者手当の支給基準を「所得がないこと＝所得税がかかっていないこと」としている

ため、103万円を限度に働くことを意識しているパート労働者も少なくありません。 

多くの場合、「パート収入を103万円までに収めた配偶者」は妻であり、いいかえれば、

女性は働く意思があっても、心理的な壁として「103万円の壁」が作用し、就業調整を行

う傾向にある、このことが女性の社会進出を阻む要因とされ、また企業においても人員配

置の問題が生じ、社会全体からみると大きな損失となっていることから、配偶者控除の見

直しについてはたびたび議論されてきたことは報道等でご存知かと思います。 

平成２８年１２月に発表された「平成２９年度税制改正」において、配偶者控除を適用する所 

得の上限を拡大することによって、就業調整せずに働くことができる環境を整備することを目的に、配偶者控除の大幅な変更が行われました。この制度

は平成３０年の所得から適用されます。 

②「配偶者控除」改正の概要 

 ・配偶者控除を適用する被扶養者の所得の上限が85万円以下に拡大されました。（給与所得の場合、収入ベースで150万円以下） 

・配偶者控除を受ける納税者本人の所得の上限が設けられました（1000万円以下） 

・配偶者特別控除についても所得の上限が123万円（収入ベースで201万円）に拡大され、さらに納税者本人の所得によって３区分されました（上図参照） 

③ 給与所得における「税金の壁」には、「100万」「103万」「106万」「130万」「150万」が存在する 

・100万→住民税の壁…総支給額が住民税の給与所得控除65万円+住民税非課税控除額35万＝100万円を超えると住民税が課税される 

・103万→所得税の壁…総支給額が所得税における給与所得控除65万円+基礎控除38万円＝103万円を超えると所得税が課税される 

     扶養手当（配偶者手当）の壁…多くの企業が扶養手当や配偶者手当の支給基準を「課税所得以下であること」としている 

     ※この基準には法的根拠はなく、今回の配偶者控除所得要件上限の拡大に伴って企業側の基準も変わり、配偶者については就業調整せずに働

くことができる環境の整備が進むことを政府は期待している 

・106万→大企業の社会保険の壁（平成28年10月改正）従業員５０１人以上の企業の、労働時間が週２０時間以上、年間収入１０６万円以上で１年以上

継続して働く見込みのある労働者は会社の社会保険（厚生年金と健康保険）に加入しなければならず、保険料が発生する。 

・１３０万→社会保険上の扶養の上限＝社会保険適用事業所で勤務する労働者は、

収入が１３０万円を超えると、本人として社会保険に加入（扶養から外れる）

しなければならず、保険料が発生する。 

・150万→今回引き上げられた配偶者控除適用の上限 

・１５０万→今回新設された配偶者控除の基準 

配偶者控除の所得要件が拡大されても、他の税金・保険料の要件は変わってい

ないため、収入が増えても手取り額が減少することもあるので、注意が必要で

す。  

  

資金繰り支援のご案内 
●経営改善貸付（マル経融資）：日本政策金融公庫 

 【限度額】2000万円以内    【担保・保証人】不要 

 【資金使途】運転資金・設備資金  ※商工会の推薦が必要です 

【返済期間】運転7年以内/設備10年以内 

【利率】年利1.11％（平成29年１０月12日現在） 

【申込】各支所 経営指導員にご相談ください。 

※商工会の推薦審査日は、原則毎月10日、20日、30日です。

余裕をもってご相談ください 

●小規模事業者経営発達支援資金 ：日本政策金融公庫 

※呉広域商工会は「経営発達支援計画」の認定を受けています 

 【限度額】７２００万円以内     

 【資金使途】運転資金・設備資金    

【返済期間】運転８年以内/設備２０年以内 

【利率】年利1.41％〜（担保なしの場合：平成29年10月12日現在） 

【申込】各支所 経営指導員にご相談ください。 

●普通貸付：日本政策金融公庫 

 【資金使途】運転資金・設備資金  

【返済期間】運転7年以内/設備10年以内 

【利率】年利1.81％〜2.40％（平成29年10月12日現在） 

 

その他、商工会員が利用できるリーグ保証や県･市の融資制度の斡旋

など、公的資金の斡旋を中心にサポートします。各支所経営指導員に

ご相談ください 

「食べきってクレシ店」募集しています!! 
 

呉市では、次の取組を１項目以上実施し， 

食品ロスの削減に積極的に取り組んでい 

る飲食店や宿泊施設等を「食べきってク 

レシ店」として募集します。 
 

(1)小盛りメニュー等の導入 

（ごはんの量の調節，小盛りメニューの 

設定，ハーフサイズメニューの設定等） 

(2)食べ残しを減らすための呼びかけ実践 

（注文受付時に適量注文を呼びかける，食べきり協力店である旨の呼

びかけ，宴会での食べきりの呼びかけ等） 

(3)ステッカー等の掲示による食べ残し削減に向けた啓発活動の実施 

(4) 上記以外の食べ残しを減らすための独自の取組 

（食品廃棄物のリサイクル，食べ残し削減につながる割引案内または

クーポン券の使用等） 
 

申込方法 

登録申込書に必要事項を記入し、呉市環境政策課まで郵送、Ｆａｘ、

E-Mailまたは直接持参してください。 

【問合】呉市環境債策課 ☎：25-3301,3304 FAX： 32-1621 



  第8回倉橋吹奏楽フェスティバル   
日時：平成29年11月19日（日） 

開場12：30 開演13:00 終了（予定）16：00 

場所：呉市倉橋体育館（呉市倉橋町539-1） 
本フェスティバルは、今回で8 

回目を迎え、今年は呉市立明 

徳中学校音楽部、清水が丘高 

等学校ブラスバンド部、広島 

シティハーモニー吹奏楽団を 

お迎えして開催します。 

フィナーレでは、3団体合同に 

よる「組曲・宇宙戦艦ヤマト」 

も演奏され、素敵なメロディが秋の倉橋に響きわたります。 

参加費は無料！当日参加も可能です。たくさんのご参加をお待ちしていま

ます。 

【主催】くらはしと音楽委員会 【後援】呉広域商工会青年部音戸倉

橋支部ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

   

 

みんなが集いみんなで創りみんなが楽しむ！ 

川尻の一大イベント「かわじり元気まつり2017」
日時：平成29年11月19日（日）9：00～15：30（雨天決行） 

場所：川尻グラウンド（川尻駅より約30分間隔で無料シャトル

バス運行） 
 

今年は日清カップヌードルのＣＦ使用

曲「そして僕は途方に暮れる」が有名

で、沢田研二や中森明菜など、多くの

アーティストに対し楽曲提供、プロデ

ュースを行って来た大澤誉志幸をゲス

トに招きます。 

また、青年部川尻支部が行う「ラッキ

ーナンバーゲーム」などイベントも盛

りだくさん!! 

豪華賞品、総額150万円以上を取り揃え

てたくさんの皆様のご来場をお待ちし

ております!! 

２０１７ おんどフェスティバル 開催！ 
日時：平成29年11月19日（日）9：30～15：00 

（雨天決行） 

場所：大浦崎スポーツセンター（音戸町波多見） 
 

今年も音戸町波多見の大

浦崎海浜公園を会場に開

催されます。 

会場では、白バイ搭乗やカ 

ヌーなどの体験コーナー 

のほか、元広島東洋カープ 

選手の広瀬淳氏のトーク

ショー、今話題（？）の呉

氏のダンスショーなど、盛 

りだくさんの企画が目白押し!! 

模擬店や抽選会、餅まきもあります。是非、おいでください!! 

 

2017「くれ食の祭典」に 商工会が出店します 
日時：平成29年11月5日（日） 10：00～16：00 

場所：呉市蔵本通り 
 

呉にまつわる食が一度に味わえるイベント、「くれ食の祭典」。今年

も商工会が出店します。商工会の出店ブースは呉市立図書館の近辺。

出店者（予定）は次の通りです。是非、お立ち寄りください!! 

 

㈱宮原水産 ちりめん・いりこ・かえり・カキ

フライ・みそ汁 

博多泰新 杵つき平餅・あんころ餅・大福

餅・いちご大福・フライケーキ 

など 

㈲蒲刈食品工業 サヨリフライ・ゲソ天・鯛めし・

タコめし・コロッケ・みかん 

梶ヶ浜のお月さん 鯛めし・たこ天・コロッケ・イカ

天 

高橋商店 揚げたこ焼き・焼きそば・とり

串・ぶた串・フランクフルト  

など 

商工会女性部 かきめし 

商工会青年部安芸灘支部蒲刈地

区 

島そば・乾燥ひじき・ひじきドレ

ッシング・ひじきふりかけ 

 

わがまちトピックス 

【安浦】 新ええとこまつり 
安浦町のみんなでつくる手作りのまつり 

日時：平成29年11月19日（日） 

9：00～15：30（雨天決行） 

場所：安浦まちづくりセンター周辺 
 

安浦まちづくりセンター周辺を複数の

ブースに分け、町内各団体の企画で盛

り上げる「安浦町民みんなのまつり」

です。 

商工会も、会員事業所の展示即売ブー

スや、飲食コーナーで祭りの賑わいに

一役かっています。 

また、毎年ステージイベントで開催さ

れる安芸太田町の神楽は大迫力。是

非、お立ち寄りください!! 

  第17回 かまがり恵みフェア   
日時：平成29年11月23日（木・祝）10：00～15：00 

場所：県民の浜「輝きの館」・潮騒の館・恵みの館 

（駐車場・会場循環の無料送迎バスあり） 
 

蒲刈特産品（鮮魚・一夜干

し・鯛めし・ひじき他）の

販売をはじめ、青年部・女

性部の出店や蒲刈町の魅力

を満載したステージイベン

トも実施します。３つの館

を巡るスタンプラリーによ

る抽選会も同時開催！ 

お楽しみに!! 

下蒲刈支所・豊浜支所について電話番号・FAX番号が変わりま
す。 
 
下蒲刈支所・豊浜支所の窓口事務につきましては蒲刈支所窓口で対応

を集約しておりましたが、この度、電話・FAXによる対応につきまして

も、蒲刈支所で集約することとなりました。 

従いまして、下蒲刈・豊浜両支所の電話・FAXでの問い合わせ先は以下

のように変わります。 

 

下蒲刈支所・豊浜支所連絡先 

 TEL：0823-66-1055 FAX：0823-66-0160（呉広域商工会蒲刈支所） 



  

みんなが集まる楽しいお店！！ 
 

岡辻書店 
 

食料品・野菜・文具・のし袋・タバコから婦人服まで暮らしの

必需品が揃います。 

他に宅急便受付、呉市指定ゴミ袋・ 

シール販売店。 
 

住  所/呉市音戸町鰯浜2丁目3-24 

電  話/0823-52-2265 

営業時間/ 8：00～18：00 

定 休 日/日祝 

駐 車 場/ 有 

 

音戸地区 

YAGI.CAFE(ヤギ.カフェ) 
 

10月10日、安浦町安登に新規オープン!! 

店内はアットホームな雰囲気で、く

つろいでお召し上がりいただける

空間をご提供します。おすすめは、

チーズケーキとコーヒーのケーキ

セット。他にも呉の作家さんが作っ

た雑貨も盛りだくさん。ほっと一息

つきたいときに、ぜひお立ち寄りく

ださい。 

住所/安浦町安登西７丁目２－３６ 

電話番号/０８２３-８４-０４９３ 

営業時間/10：00～15：00 

定休日/土日祝 

安浦地区 

駄菓子屋玩具ミュージアム 

御手洗昭和館 
 

呉市豊町御手洗の古民家を改築したレトロ玩具資料館。 

昭和30・40年代の懐かし～い「駄菓子屋玩具、駄菓子、縁日系玩具、

文房具」など数千点が展示されており、大人も懐かしの子ども時代に

タイムスリップ！ 

当時の玩具や駄菓子、ラムネなどの販売も

行っています。古い街並みの散策と共にど

うぞ!! 
 

住  所/呉市豊町御手洗233番地 

電  話/0823-66-5005 

入 場 料/一般300円 小中学生200円  

未就学児 無料 

開館時間/10：00～17：00 

休館日/火・年末年始 

安芸灘地区 

有限会社作田水産 直売所 
～倉橋島「海の幸」をお届けするお店～ 

 

当店は、倉橋町桂浜海水浴場から15分、

海岸線を走ったところにあり、この看板→

が目印です。 

自慢の商品は、倉橋島近海で獲れた「ち

りめん・いりこ」「ひじき」「わかめ」!! 

当店のプロ漁師が自ら厳選・目利きをし

たもので、年間を通じて購入することが

できます。 

当店は、加工工場にもなっており、自前

の漁船で当日水揚げされたものを加工す

る作業の様子も見学することができま

す。 

倉橋町にお越しの際には、是非お立ち寄

りください!! 
 

住  所/呉市倉橋町3651-2 

電話番号/0823-54-1681 

営業時間/8：00～16：00 

定 休 日/日曜日 

倉橋地区 

旬彩ランチこころ 
 

今年９月、仁方の国道沿いに「旬彩ランチこころ」

がオープン！ 

定番メニューは、うどん・丼物・定食!! また、毎週

木曜日は特別デーとして、板前さんの海鮮メニュー

が堪能できます。是非来店下さい！ 
 

住  所/呉市仁方大歳町１４－３ 

電話番号/0823-79-1980 

営業時間/ランチタイム 11:00～14:30  

カフェタイム 14:30～17:00 

休 業 日/日曜日 

駐 車 場/９台有 

川尻地区 

年末のお買い物は町内で！ 歳末売り出しのご案内 
 

●ぽっぽカード会冬季ポイント還元セール 

           （音戸・倉橋・川尻・安浦・豊地区）
期間：１２月１日（金）～１２月３１日（日） 

内容：詳細未定 

●川尻町商業振興会歳末セール（川尻地区） 
お買物していただいた方に抽選会に参加できる抽選券を差し上

げます。詳細は後日配布するチラシでご確認ください。（12月

開催予定） 

●やすうら 共同チラシ歳末セール（安浦地区） 
期間：１２月１日（金）～１２月２０日（水） 

スタンプラリーでカープグッズ等が当たる⁉ 詳しくは、後日配

布するチラシをご確認ください。 

●豊町歳末セール（豊地区） 
   期間：12月13日（水）～19日（火） ※なくなり次第終了 

期間中、お買上金額1000円ごとにスピードくじを進呈。売出加

盟店で利用できる買物券があたります。詳しくは後日配布のチラ

シにて。 

 

事業所名 代表者名 業種 地区

小浦電機店 小 浦 知 則 電化製品小売 川尻

はなぞの野呂高原 今 井 満 花き栽培小売 川尻

柑橘生活研究会 飛 騨 稔 子 柑橘製品製造・小売 豊

峯本工業 峯 本 知 宙 船舶修理 川尻

おりでちせ 折 出 智 世 デザイン 豊浜

ライトライン㈱ 東 正 生 建設機械修理 安浦

PROFIT㈱ 多 田 修 自動車販売・修理 安浦

事業所名 代表者名 業種 地区

北恵　明光 北 恵 明 光 水産物卸 豊浜

濵田板金㈱ 濵 田 秀 樹 建設板金 安浦

シノブ塗装 西 川 忍 板金塗装 音戸

プライベートエステサロンこうさぎ 松 本 英 子 エステ・化粧品販売 豊


