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平成 26 年度鬼北町商工会通常総代会が、5 月 12 日（月）午後 3 時 30 分から総代 62 名（委任状 23

名）が出席し、商工会館において開催されました。 

平成 25 年度事業経過報告及び収支決算書承認の件、平成 26 年度事業計画（案）及び収支予算書（案）

決定の件、定款一部改正について、商工会理事欠員に伴う補充選任について含む 6 議案がすべて全会一

致で可決決定されました。 

平成 26 年度事業計画（案）  重点目標 

Ⅰ．小規模企業の持続的な経営に向けた支援の推進 

Ⅱ．中小・小規模の活力再生に向けた支援強化 

Ⅲ．提案型の経営支援・巡回訪問等会員サービスの徹底及び組織基盤の強化 

Ⅳ．地域コミュニティ維持・活性化及び「儲かる地域づくり」に向けた取組み 

 

平成 26年度鬼北町商工会収支予算書 
【収入の部】                   【支出の部】            （単位：千円） 

科    目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減額 科    目 本年度予算額 前年度予算額 比較増減額 

補 助 金 等 収 入 43,005 45,948 △2,943 経営改善普及事業費 35,376 40,379 △5,003 

会費・手数料収入 11,190 11,496 △306 地域総合振興事業費 9,650 9,470 180 

前 期 繰 越 金 5,094 3,756 1,338 管 理 費 等 14,263 11,351 2,912 

収 入 合 計 59,289 61,200 △1,911 支 出 合 計 59,289 61,200 △1,911 
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 次の方が、永年の役員功労等として表彰を受けられ、

総代会において表彰伝達式を行いました。 

□全国商工会連合会会長表彰 （敬称略） 

 岡 本 國 和（商工会長） 多年役員功労表彰     

         平成 25年 11月 21日 

□愛媛県商工会連合会会長表彰（敬称略） 

 清 家 達 史（商工会役員）多年役員功労表彰 

         平成 26年 3月 25日 

会員の皆様にアンケート調査を行います。『商工会に望むことは何ですか？』 

あなたの声を是非お聞かせ下さい・・・。 
このアンケート調査は、会員事業者の商工会に対する認知度や利用度、要望等を正確に把握し、会

員ニーズに適合した事業やサービスを会員に提供していくことを目的に実施致します。 

また、近年、会員の皆様が抱える経営課題や相談内容が複雑多岐にわたり、より専門化している現

状を踏まえ、経営実態に即応した実効性の高い経営指導や支援策を行うための資料として、アンケー

トを有効利用していきますので、是非ご協力下さい。 

「実施期間」平成 26 年 9 月 1 日から 10 月 31 日まで 

       ※ご記入の上、同封の返信用封筒に入れてご投函下さい。 

       ※「企業概要シート」は、9 月から 10 月中に職員が訪問して回収致します。

FAX して頂いても結構です。 

「結果公表」本誌（27 年 1 月号）と商工会ホームページにて公表致します。 

※但し、調査票等の個別情報は一切公表致しません。 

 

鬼北町商工会では、他の商工会と同様に会員数が減少と組織率の低下が続いており、会員増強への

取組みが最重要課題となっております。 

 一方、平成 26 年 1 月、愛媛県商工会連合会・商工会再生検討委員会が策定した『商工会再生指針』

では、改革事項として「組織力の強化」と「自己財源の充実」を掲げ、県下の商工会が統一して「会員

増強運動」を展開することとしております。このため、当商工会でも、一層の組織力の強化と自己財源

の充実を図るため、役職員が一体となって以下の要領で運動に取組みます。 

（１）「会員増強運動推進会議」の設置 

（２）運動実施方針 

   ①推進期間 平成 26 年 8 月から 12 月 

   ②推進方法 ・役員会において、役職員が一体となって運動に取組む旨、意志統一を図る。 

         ・支部毎に役職員が一体となって取組む。 

         ・青年部及び女性部の協力により、新規会員の加入を奨励する。 

   ③新規会員加入奨励金の創設 

    ※支部に対する新規会員加入奨励金を創設し、新規会員 1 件につき、10,000 円を支給する。  
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   ④会員増強の対象範囲 

    □未加入事業者（地区内で法定会員となりうる事業者） 

    □定款会員となる事業者（定款で定める青色申告会、法人会、商店会など） 

    □特別会員となる事業者（会員資格はないが、商工会の趣旨に賛同する事業者または個人） 

小規模事業者持続化補助金事業に係る第二次公募中止についてのお詫び 

会員の皆様方にお知らせしておりました「小規模事業者持続化補助金」の二次公募につ

きましては、第一次応募を締め切った結果、想定を大幅に超える約 13,200 件の応募があ

り、全体の予算枠を全て消化することに至ったため、今般急遽中止する旨の連絡が愛媛県

商工会連合会よりありました。鬼北町商工会といたしましても、経営計画セミナーを開催

する予定とし、補助金の活用に関しても積極的に推進してきたことから、愛媛県商工会連

合会へ遺憾の意を伝えたところですが、残念ながら決定を覆すことができず心からお詫び申し上げます。 

商工会では、今後も会員の皆様に役立てて頂けるよう、ホームページや機関誌を通じて旬な情報を積

極的に掲載して参りますので、よろしくお願い申し上げます。

（商業・サービス業・農林水産業活性化税制） 

商業、サービス業の設備投資を応援する特別な税制措置ができます。 

卸売業、小売業、サービス業の個人事業者、中小法人の皆様へ 

この制度を使えば、設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす

（30％特別償却）か、税額控除（7％）を受けることができます。 

その結果、納税額が少なくなります。
 

税制措置の対象者・・・青色申告書を提出する中小企業者等 
○中小企業者とは、以下のような方々です。 
 「個人」：常時使用する従業員が 1000 人以下の個人事業者 
 「法人」：資本金の額が 1 億円以下の法人 
      従業員が 1000 人以下の資本を有しない法人（人格のない社団等） 
      

  

 

摘要の要件 ※以下の全ての要件を満たすことが必要です。 
○経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること。 
※「経営革新等支援機関等」とは、以下の機関です。商工会・商工会議所・中小企業団体中央会・商店
街振興組合連合会等です。 
○「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に、税制措置を受けようとする設備が記載されて
いること。※書類を申告書に添付することが必要である。 
○「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」に記載された設備を実際に取得して、中小企業等
を営む商業、サービス業等の事業の用に供すること。 
※本税制措置の対象となる設備は、「減価償却の耐用年数等に関する省令」別表第 1「建物付属備品」で
60 万円以上もの及び「器具及び備品」で 30 万円以上のものです。 



 

 

～商工会だより～ きほく                         平成 26年 8月 31日 

商工会は行きます 聞きます 提案します 

去る 7 月 12 日（土）、愛媛南療育センターが主催する夏祭りに、女性部も参加しました。 

もう何十年と続く慰問事業で、重度心身障害で療養されている方とご家族の方に、楽しい夏の思い出作

りのお手伝いをさせて頂きました。 

 

今年も、二宮部長の挨拶で始まりです・・ 

 

おいしそうに 

出来上がりました。

是非、ご協力ください・・・。

※キャップに貼ってあるシールは剥がして下さい。 

※汚れたキャップは洗って下さい。 

ベルマークで「東日本大震災」被災校の支援を・・・「震災援

助寄贈マーク」の呼びかけ 個人やグループ、企業は登録で

きませんので、集めたベルマークを近くの学校やベルマーク

財団に寄贈します。特に期限は設けてないので、ある程度た

まってから送ります。 

 

＊女性部は頑張っています。大きなことより小さなことをコ

ツコツぼつぼつと・・・。 

■昨年 1 年間の実績・・・43㎏≒約 18,800 個 

 でもワクチン 21 人分しかありません・・・(・_;) 
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空き家を利用して今年初めて開催

する、若手有志による「恐怖の館」 

大好評で長蛇の列でした。 

ひめぎん近永支店前では、 

「金魚すくい」 

商工会青年部はビアガーデン 

いよぎん近永支店前では、 

「輪投げ」 

灯篭もぼちぼちいい感じです・・ 

今年も、弓滝神社近永夏祭りが開催されました。 

皆様のご協力により、無事に立派な花火を打ち上げることが出来ました。 
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 ・町内のお店（業種不問）の一押しメニューｏｒ 

他の店にはない得意なもの(？)掲載させて頂きます。 

 

 

  
 

 

        健康と仲間「蓬
よもぎ

」 

一番人気は押しも押されもせぬ「塩バターパン」 
たっぷりのバター風味と塩加減が絶妙です。 
一度食べると病みつきに！食べる前にオーブンで温め
るとよりおいしくなりますよ！ ※店頭限定販売 

＊住 所:〒798-1343 

北宇和郡鬼北町近永 1596-1 

＊電 話:0895-45-0131  
＊定休日:毎週日曜日 

※但し土曜日は不定期 

 

 

「愛治ちんどん」
さんには、今年も
大変お世話にな
りました。 

・村さ樹 
・スーパーくずかわ 
・案山子 
・風来坊 
・㈱日吉夢産地 
・鬼北きじ工房 
それぞれ出店して頂き、夜市を大いに盛り上げ
て頂きました。大変お疲れ様でした・・・。 

㈲横山製パン所 

「塩バターパン」1 個￥８５(税込) 

＊住 所:〒798-1354 

北宇和郡鬼北町北川 609-1 

＊電 話:0895-45-3589 (サーコイハリキュウ) 

＊休診日:日曜日・祝日 

 

 

※使用料 

治療の順番を待つ間や治療

後の利用は無料 

施設の利用のみは  

３００円 

お気軽にご利用下さい！ 
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■講 師  
（株）Clearwoods代表取締役 

 

 

森
もり

  透
ゆき

 匡
まさ

 氏 
 <プロフィール> 

 警察の元警部。知能・経済・政治犯担当の刑事を約
20年経験。選挙違反、贈収賄、大型詐欺、横領、殺人

事件など多種多様な事件に従事し、預金保険機構への
出向時には金融整理管財人として破綻した金融機関
の捜査にも従事。東日本大震災では福島に派遣され、

行方不明者の捜索活動にも従事した。独立起業後はそ
の経験を活かしたセミナーを開催し、安心・安全にビ
ジネスを発展させることをミッションに活動してい

る。 

■確定申告・消費税申告等についての相談はありませんか？ 
■記帳の仕方等のご相談はありませんか？ 
■相続税・贈与税について・・・。 

 

■事業資金・教育資金（国の教育ローン）のご相談は？※但し、生活資金は不可。 
■商品仕入・手形・買掛金決済資金に・・(運転資金の相談) 
■店舗の新築や改築、機械・車輌の購入資金に・・（設備資金の相談） 

 

■人事労務管理・就業規則・職場のトラブル等のご相談はありませんか？ 
■雇用保険事業助成金・給付金について相談下さい。 
■社会保険（年金・健康保険）に関する相談は？ 

 

 

 

 

阪神淡路大震災の報道で全国に感銘を呼び、現在は千葉熊野神社の神主として活躍するお茶の間でおなじみ
の宮田修氏を講演にお招きいたします。伝統的な価値観と人生観、いわば「日本人のこころ」による、東日
本大震災に傷ついた地域社会の復興を訴えます。 
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第６回 鬼北町商工会ゴルフコンペ開催のご案内 
■開催日時 １１月２日（日）8：00 集合 8：22 スタート 

■会 場 宇和島カントリー倶楽部   ☎0895-58-3330  

■参加資格 鬼北町商工会員  ■参 加 費 2,000 円（プレー費・懇親会費別途） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【編 集 後 記】 

今年も「近永夏祭り花火大会」が、事故もなく無事に終了すること

ができました。これも地域の皆様の熱い思いとご協力の賜物と感謝

いたします。 

今年は、新たな試みとして、近永の街をとにかく盛り上げたいと若

い人達の自発的な試みとして、「恐怖の館」（お化け屋敷）を企画し

て頂きました。当日は、開場時間から終了までずっと長蛇の列ができ

る程、大好評でした。企画から準備、後片付けと何から何までホント

に暑い中お疲れ様でした。来年は氷柱でも準備しておきます。○久 

 
     鬼 北 町 商 工 会 

TEL 0895-45-0813   FAX 0895-45-3200 

http://www.kihoku.or.jp/  http://ameblo.jp/kihoku/  

 

 

 

会員数（平成 26 年 8 月 31 日現在） 

近永支部 150 名 

出目支部 31 名 

小倉支部 13 名 

三島支部 36 名 

愛治支部 13 名 

好藤支部 18 名 

日吉支部 53 名 

定款会員 7 名 

特別会員 10 名 

合  計 331 名 

 

経営の安定と強化 雇 用 新事業展開 情報化 技 術 

商工会では、地域経済の総合的な発展を図るため、地域振興事業、青年部・

女性部活動、各種部会活動も行なっています。 

商工会は、中小企業施策を実施する国・県その他公的機関とネットワークを持っております。 

お困りの点について、商工会単独では対応できない場合でもご相談の内容に役立つ施策の概 

要と実施する各種専門機関等をご紹介しておりますので、お気軽に商工会へご相談下さい。 

 

 

http://ameblo.jp/kihoku/

