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　平成30年度通常議員総会を開催し、下記議案が審議され、
原案通り承認されました。
　第1号議案　平成29年度事業報告及び収支決算報告承認
　　　　　　　の件
　第2号議案　平成30年度補正予算（案）承認の件
　（報告事項）
　①｢まちづくり・若者定住委員会｣決議事項について
　②｢役員・議員および会員等の慶弔および見舞いに関する規則｣
　　制定について
　③議員変更について
　　〈新〉阿波みよし農業㈿　 代表理事組合長　大黒 愼一郎
　　　　㈱四国銀行池田支店　　　　  支店長　横田 雅也
　　　　四国電力㈱徳島支店池田営業所　所長　桝井 利彦
　④新規会員加入について
　　・株式会社 南海MJE　瀬尾 亮介
　　・大西林業 有限会社　 大西 敏雄
　　・一般社団法人 三好みらい創造推進協議会　丸浦 世造

　⑤平成30年度小規模事業者経営改善資金審査委員委嘱に
　　ついて
　⑥｢第19回四国酒まつり｣事業会計報告について
　⑦JCわくわくフェスタ｢四国酒まつり秋の陣｣について
　⑧｢三好市中小企業振興基本条例｣および｢三好市中小企業
　　振興計画｣について
　⑨経営発達支援計画について
　⑩夢来人イルミネーション 徳島県表彰について
　総会終了後、次のテーマによる研修会を開催した。
　＊｢健康経営｣について
　　講師：アクサ生命保険㈱営業教育部
　　　　　エリアトレーニングマネージャー　安藤敬一郎氏 
　研修会終了後、議員懇談
会を開催した。

平成30. 6. 5㈫　於：商工会議所　役員室

平成30. 6. 22㈮　於：あわの抄

『第189回常議員会』
『通常議員総会』

事  業  概  要
　平成26年6月に施行された小規模企業振興基本法では、
「地方公共団体は、小規模企業の振興に関し、国との適切な役
割分担を踏まえて、その区域の自然的経済的社会的諸条件に
応じた施策を策定し実施する責務を有する」と定められ、ま
た、小規模企業振興基本計画（平成26年10月）においては、
「国、都道府県、市区町村は、支援機関の機能を十分に引き出
せるよう、それぞれ配慮する」と規定されました。
　こうした状況を踏まえ、三好市においても中小企業振興基
本条例の必要性が認識され、昨年度にはその策定作業がス
タートしたところであり、当商工会議所は、その策定審議会
の委員として参画し、支援機関としての役割の明確化や必要
となる財政上の措置が講じられるよう努めたところです。
　また同時に、それぞれの主体が連携・協力しながら中小企
業の振興を推進するための中小企業振興計画にも策定検討会
委員として参画し、実効性の高い計画となるよう努めたとこ
ろです。今後は、その取り組みの実働を担うのが商工会議所
であるとの気概の下、地域内の産業振興や雇用の確保に努め
て参ります。
　次に、平成26年6月には小規模事業者支援法も改正され、
商工会・商工会議所の小規模事業者に寄り添った伴走型支援
の実施に向けた「経営発達支援計画」の認定制度が創設され、
当商工会議所も本年3月、当該認定を受けることができまし
た。
　当該計画では、事業計画の策定支援・実施支援、新たな需
要の開拓支援等において、商工会議所が支援する事業者が、
それぞれ目標を設定するとともに、事業実施の結果、具体的
にどのような成果を上げたかを1年毎に評価することによ

り、目に見える着実な成長を支援することが求められていま
す。今年度から5年間の事業になりますが、正に商工会議所
の真価が問われる事業に挑戦することとなったところです。
　また、三好市を始めとする行政機関や各種関係団体との連
携により、毎年「合同就職面接会」を通じた雇用の場の創出・
確保に努めているところですが、昨年度は、求職者の半数以
上がシニアであったことから、シニアに特化した面接会を再
度開催したところです。今後とも、こうした地域の状況を踏
まえたタイムリーな事業実施に努めて参りたいと考えていま
す。
　地域総合経済団体としての商工会議所に求められる役割は
多岐にわたっておりますが、当商工会議所は、中小企業・小
規模事業者への伴走型支援を着実に実施するとともに、三好
市と連携した三好市創業支援セミナーの開催、よろず支援拠
点の出張個別相談会、事業計画作成・補助金活用セミナー等、
中小企業・小規模事業者の成長を支える支援に取り組んで参
りました。
　また、会員事業者に対しては、労働福祉の充実に向けた「す
だち共済」の加入促進や消費税転嫁対策、国の予算に対応し
た事業実施支援、金融機関と連携した融資制度や経営改善資
金の斡旋、経理・税務指導、各種社会保険相談指導等、経営
改善支援に細かく対応いたしました。
　さらに、地域の活性化に向けては、｢第32回歳末感謝祭｣
や｢池田冬のオブジェ 2017｣、｢第19回四国酒まつり｣等を
実施し、各イベントの充実、定着を通じた地域振興に努めた
ところであります。
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平成29年度  総括決算書 自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

【支出の部】 〈単位：千円〉

【収入の部】 〈単位：千円〉

科 目 一般会計 相 談 所
特別会計

収益事業
特別会計

特商負担金
特別会計

退職給与資金
積立特別会計

財政調整積立
金 特 別 会 計 合 計

会 費 7,795 7,795
事 業 収 入 3,747 495 9,792 14,034
交 付 金 4,929 30,920 35,849
雑 収 入 1,665 414 1 2,080
繰 入 金 9,400 16,000 3,200 100 28,700
負担金収入 226 226
全国共済会運営益 246 246
繰 越 金 25,774 242 178 0 66,551 26,072 118,817
合 計 53,310 48,071 9,971 226 69,997 26,172 207,747

科 目 一般会計 相 談 所
特別会計

収益事業
特別会計

特商負担金
特別会計

退職給与資金
積立特別会計

財政調整積立
金 特 別 会 計 合 計

事 業 費 1,597 3,308 107 13 5,025
給与費（手当含） 8,533 36,722 208 45,463
福利厚生費 762 5,730 6,492
旅 費 44 135 27 206
事 務 費 2,683 171 326 4 3,184
会 議 費 432 432
渉 外 費 127 127
公課分担金 718 718
繰 出 金 18,100 1,200 9,400 28,700
そ の 他 の 支 出 78 78
給 付 金 0
繰 戻 金 0
次期繰越金 20,236 805 111 1 69,997 26,172 117,322
合 計 53,310 48,071 9,971 226 69,997 26,172 207,747

　去る 5月 8日、徳島市において、県下 6商工会議所と
行政機関（商工労働観光部）との連絡会議が開催されまし
た。県からは、平成 30年度の商工労働観光部の予算の概
要、重点事業等について説明がありました。
　引き続き、徳島県商工会議所連合会の定時総会が開催さ
れ、平成 29年度の事業報告・収支決算、平成 30年度の
事業計画・収支予算を原案どおり承認されました。
　その後、徳島県と徳島県商工会議所連合会との懇談会が
開催され、県からは知事、商工労働観光部長、商工政策課
長、県下 6商工会議所からは、各会頭、専務理事が出席
し諸課題についての意見交換を行ったところです。

　去る 6月 15日、四国商工会議所連合会定時総会が開催
され、次の議案が審議されました。
第 1号議案　平成 29年度四国商工会議所連合会事業報告
　　　　　　について
第 2号議案　平成 29年度四国商工会議所連合会収支決算
　　　　　　について
第 3号議案　平成 30年度四国商工会議所連合会事業計画
　　　　　　（案）について
第 4号議案　平成 30年度四国商工会議所連合会収支予算
　　　　　　（案）について
第 5号議案　国に対する要望について
 ⑴中小・小規模企業等の活力強化並びに景気対策につ
 　いて
 ⑵少子化・人口減少対策の推進について
 ⑶南海トラフ地震対策の推進について
 ⑷伊方原子力発電所の安全・安心運転について
 ⑸四国の新幹線導入について
 ⑹陸海空におけるインフラ整備の推進について
 ⑺四国地域の観光振興について
 ⑻「四国八十八箇所霊場と遍路道」の世界遺産暫定一
 　覧表記載について
第 6号議案　四国商工会議所連合会役員の改選について
　　3年の任期満了による役員の改選
　各議案とも慎重に審議され、原案どおり承認されました。

平成30. 5. 8　於：徳島グランヴィリオホテル

平成30. 6. 15　於：高松商工会議所会館（高松市）
「平成30年度行政機関と徳島県商工
会議所連合会との連絡会議」
及び「平成30年度徳島県商工会議所
連合会定時総会」

四国商工会議所連合会定時総会

委員会報告
まちづくり・若者定住委員会
【開催日】第1回  4月17日（火） 19:30～ 於：役員室
 第2回  4月25日（水） 19:30～ 於：役員室
 第3回  5月11日（金） 19:30～ 於：役員室
 第4回  6月 8日（金） 19:30～ 於：役員室
 第5回  6月18日（月） 19:30～ 於：役員室
 第6回  6月25日（月） 19:30～ 於：役員室
 第7回  7月 5日（木） 19:30～ 於：役員室
 第8回  7月20日（金） 19:30～ 於：役員室
【内  容】＊今年度の取り組みについて
 ＊ウェイクボード世界選手権大会｢まちなか｣賑わ
 　いづくりについて
 ＊池田町｢まちなか｣ガイドマップ作成について

総務・運営委員会
【開催日】第1回  5月24日（木） 19:00～ 於：役員室
【内  容】＊今後の会議所事業運営について
 ＊ホームページの活用について
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　通常総会においては、次の議案が審議されました。
　　第 1号議案　「平成 29年度事業報告及び収支決算」
　　　　　　　　承認の件
　　第 2号議案　役員変更承認の件
　　第 3号議案　「平成 30年度事業計画及び収支予算」
　　　　　　　　承認の件
　各議案とも原案どおり承認されました。

　去る 6月 27日、みよし地域商工団体連合会定時総会が
開催され、平成 29年度事業報告及び収支決算報告、各商
工会の役員変更に伴う当連合会の役員変更、平成 30年度
事業計画及び収支予算が原案どおり承認されました。
　定時総会終了後、三好市長・東みよし町長・西部総合県
民局長との経済懇談会が開催されました。

平成30.5. 2　於：阿波池田商工会議所　役員室 

平成30.6. 27　於：真鍋屋（三好市池田町）

『みよし地域しごと対策協議会通常総会』

「みよし地域商工団体連合会定時総会」及び
「三好市長・東みよし町長・西部総合県民局長との経済懇談会」

　今春各種学校を卒業し、三好市内の企業に就職された
方々の歓迎式が、三好市・当所・三好市商工会の主催によ
り、去る 4月 17日 (火 )に三好市池田総合体育館会議室
において開催されました。今春新規学卒対象者は、18事
業所に 31名が就職しました。
　当日は、黒川市長・丸浦会頭・立川会長ら主催者と、来
賓に徳島県商工労働観光部労働雇用戦略課 阿部課長、三
好労働基準監督署 岡田署長、三好公共職業安定所 岡島統
括職業指導官の列席を賜り、歓迎と激励の言葉が送られ、
併せて記念品が贈呈されました。
　最後に就職者を代表して、株式会社スバル設計に入社さ
れた川島みなみさんからお礼のことばが述べられました。
　歓迎式終了後、社会人としての基本マナーや来客・電話
応対などについて、新社会人として注意すべきトラブル等
についての研修会を開催しました。

三好市経済の未来を担う若人を祝福 新規学卒就職者歓迎式
平成30年度

三好市内新規学卒者就職事業所名簿
（順不同）

No. 事　業　所　名 対 象 者 数
1 株式会社 スバル設計 1名
2 三好西部森林組合 3名
3 医療法人 三野田中病院 4名
4　 株式会社 栄生薬 1名
5 株式会社 リブドゥコーポレーション徳島三野工場 3名
6 新祖谷温泉 ホテルかずら橋 1名
7 株式会社  マナベ商事 1名
8 社会福祉法人 池田博愛会 1名
9 株式会社 山全 1名

10 池田福助 株式会社 5名
11 阿波みよし農業協同組合 2名
12 マナベ電機 株式会社 1名
13 祖谷渓温泉観光 株式会社（ホテル祖谷温泉） 1名
14 株式会社 あしたのチーム 2名
15 NISMOC（ニシモク）株式会社 1名
16 株式会社 西部 1名
17 特定医療法人 恵済会 1名
18 日本郵便株式会社 阿波池田郵便局 1名

計 31名

　経済懇談会では、黒川三好市長、松浦東みよし町長、秋
川西部総合県民局長に対し、みよし地域商工団体連合会の
平成 30年度事業計画を説明するとともに、多くの事業所
で深刻になっている人手不足への対応等について意見交換
を行いました。

　その後、当協議会顧問の三好公共職業安定所長から労働
市場情報等について、三好労働基準監督署長からは労働災
害防止等について説明がなされました。
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　平成30年6月4日、徳島県庁において「夢来人イルミ
ネーション実行委員会」が平成30年度「徳島県表彰」の団
体表彰を受賞致しました。多年にわたりイルミネーション
設備の設置やイベントを中心としたにぎわい創出に尽力
し、地域の活性化に貢献した功績により今回受賞すること
ができました。今年で25年目を迎える「夢来人イルミネー
ション」は皆様のご協力により実施しております。本年度
も「未来への希望の光」として一層充実を図るようにして
参りたいと存じますので、ご理解とご支援を賜りますよう
お願い申し上げます。

　5月31日（木）午後7時より当所研修室において、平成30年度
定時総会を開催しました。来賓に丸浦会頭らを迎え、前年度事業報
告・収支決算、新年度事業計画・収支予算等について審議を行い、
いずれも原案どおり可決承認さ
れました。その後、今年度事業予
定等の説明があり、閉会となり
ました。総会終了後、イタリア料
理ラ・ターボラに場所を変えて、
来賓を交えながら会員間の親睦、
交流を深めました。

女性会だより女性会だより
定時総会開催 !!

池田冬のオブジェ「夢来人イルミネーション」
平成30年度 「徳島県表彰」を受賞 !!

　　商工会議所女性会は、女性の力で地域を元気
にするために作られた団体です。
私たちと一緒に、女性の特質を活かし「おもてなし
の心」で地域を盛り上げましょう。
□入会条件　商工会議所会員事業所の女性経営者・
　　　　　　経営者夫人・女性管理職等の方。
□入会金　　なし
□年会費　　3,000円
□入会申込・お問い合わせ
　　　　　　阿波池田商工会議所女性会事務局

　　商工会議所女性会は、女性の力で地域を元気
にするために作られた団体です。
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青年部だより青年部だより
青年部定時総会開催 !!
　4月27日（金）平成30年度青年部定時総会がレストハ
ウス ウエノに於いて、会員30名（委任状を含む）の出席に
より開催され、任期満了に伴う役員改選により、新会長に
田原典郎氏が就任、新執行部がスタートしました。
　総会では、平成29年度事業･収支決算報告、平成30年
度事業計画･収支予算承認のほか、委員会の設置・再編に
ついての審議が行われ、原案通り異議なく承認されまし
た。
　田原会長は、「基本理念を『意識改革』とし、我々青年部
は何のために「まちづくり」を考え実践していかなければ
ならないのか、未来を見据えた「まちづくり」と地域経済

「卒業記念・会長就任お祝いゴルフコンペ」開催 !!
　5月24日（木）レオマ高原ゴルフクラブにて、平成30年度定期総会におい
て、ご卒業されたメンバーと田原新会長・新執行部を祝して青年部ゴルフコン
ペを開催致しました。当日は天候にも恵まれ、親睦を深め合いながら盛会に終
了することができました。

の活性化を担う私たち企
業の「社会の公器」として
の自覚を持つ必要性。ま
た「意識改革」を行う新た
な気づきをもたらされる
ような例会の定期開催や、
未来へと突き進んでいく活動を率先して行ってまいりま
す。」と所信表明を行いました。
　総会終了後の懇親会では、親会正副会頭、青年部顧問の
皆様方を来賓として迎え、青年部活動・地域活性化につい
て懇談いたしました。

まちおこしキャラクター『つたはーん』活動報告
5月 3日（木） JR観光列車「四国まんなか千年ものがたり」お出迎え（阿波池田駅）
5月27日（日） 第39回池田博愛まつり（池田町箸蔵近隣公園周辺）
5月30日（水） チャレンジデー in 三好（三好市立辻幼稚園）
6月 2日（土） JR観光列車「四国まんなか千年ものがたり」お出迎え（阿波池田駅）

 池田JAZZ横丁（池田町本町周辺）
6月28日（木） JR観光列車「四国まんなか千年ものがたり」お出迎え（阿波池田駅）

ゆるキャラⓇグランプリ2018
「つたはーん」エントリー !!

【投票期間】
8/1㈬10時～ 11/9㈮18時
【投票方法】
公式サイトにアクセスして IDを登
録、発行された IDでログイン。1日
1回投票ができます ! !

～皆様、投票をよろしくお願いします～
公式HP
【http://www.yurugp.jp/】

「県青連第21回会員大会」に参加 !!
　6月28日（木）吉野川市に於いて開催されました「県青
連第22回会員大会」に参加しました。当日は、徳島県・吉
野川市他より来賓を迎
え、会員大会及び第1回
合同研修会、また、懇親
会では高知YEGによる
四国ブロック大会のPR
が行われ、県下YEGメ
ンバーとの交流、情報交
換が行われました。

平成30年度 新 役 員
直前会長 岡崎　義常 ㈲阿波池田浄化槽サービス
会　長 田原　典郎 ㈱田原工業
副会長 松端　範人 松端事務所
〃 横山　篤志 studio A2c
〃 前田　秀和 ㈲よねざわ池田店

監　事 平井　和彦 鮨 ひらい

監　事 木藤　誠治 ㈱南海

理　事 池尻英三朗 祖谷生コン㈱

〃 井本　達也 ㈱イモト
〃 影本　陽一 ㈲データプロ
〃 坂田　和哉 ㈲サカタ
〃 谷　　正彦 ㈲池田観光バス

理　事 馬場　昭夫 ㈲馬場カメラ店
〃 前田　敦生 ㈲前田食糧
〃 真鍋　浩章 ㈱マナベ商事
〃 的場　聖子 ぽぅ～Handwerker～
〃 三宅　雅春 ㈲三宅新聞店
〃 向井　教陽 ㈱ひいらぎ

平成30年7月発行No.313
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『消費税軽減税率制度説明会』
開催のお知らせ

マル経融資のお知らせ
　平成31年10月から消費税率が10％に改正さ
れ、併せて今回は、その一部を8％に据え置く「消
費税軽減税率制度」が初めて実施されることにな
ります。
　この軽減税率制度は、全ての事業者の方に影響
があり、日々の取引関係や経費での税率の区分記
載など、経理処理等事務作業の増加が発生するこ
とが予想されます。
　そのために、今から計画的に対応策の準備を進
めることが必要です。
　当制度の内容、想定される対応策等の説明会を
開催しますので、是非ご参加下さい!

　商工会議所が日本政策金融公庫へ推薦する、
「小規模事業者」のための、無担保無保証の融資
制度です。

日　時 平成30年 9月19日（水）

講　師 池田税務署 担当者

会　場 三好市保健センター（予定）
三好市池田町マチ2551-1

※会員の皆様には、後日改めてご案内いたします。

【小規模事業者とは】
　①商業・サービス業：従業員5人以下
　　　　　　　　　　　（宿泊・娯楽業は20人以内）
　②製造業その他の業種：従業員数20人以下
　　（融資対象業種、従業員数は他にも要件があります、当
　  　所までお問合せ下さい。）

【融資限度額】2,000万円（運転資金・設備資金）
【返済期間】　運転資金：7年以内
 設備資金：10年以内
【借入利率】　1.11％　（平成30年7月2日現在）

三好市「経営改善資金（マル経）利子補給制度」
が創設されました!!
マル経融資にかかる利子の1%相当額を三好市
が助成します。
利子補給期間　：　1年間
※ 融資決定されてから、商工会議所を通じての申請とな
ります。

平成30年7月発行No.313
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編集だより

株式会社ハレとケデザイン舎

四国のまんなかで廃校を使う

　　　　　　植 本　修 子
　わたしはヘンタイです。古いもの好きに関しては、だい
ぶマニアックなヘンタイです。
　ここにはこのヘンタイが喜ぶ良いものがたくさんありま
して、廃校はそのひとつです。
　この度2店舗目となる「モノ＋食＋学」の複合施設「シモ
ノロ・パーマネント」を、お金もないのにオープンしまし
た。誤解のないように添えますと本当にぎりぎりのところ
での2店舗目で、今を逃したら、あの廃校は廃墟の末に朽
ちてしまうところだったというのがきっかけです。土砂が
入ったままの状態で危険建造物として誰にも触れられるこ
とのないまま十数年が経ち、このゴールデンウィークに再
生しました。
　この廃校を最初に面白いと感じた点は、建物としての愛
らしさと、次に立地でした。なにしろ四国のまんなかです。
徳島県だけでない、香川、愛媛、高知、どこにでもビュー
ン、です。トンネルの開通待ちとはいえ、出合という山の

奥で4年間なんとか続けてきた者にとって、イ
ンターチェンジから10分程度で到着できると
いう立地は大変興味深く、これまで出合では
「通っていただく」のに無理がありできなかっ
た、教室系の事業を準備しています。
　それから外せないのは、施設内に併設されている里山の
ようちえんと自由な学校「花咲み」です。
　「幼少期は、知ることよりも感じることが大切である。学
ぶ時間より大自然の恩恵を受け、五感をフル稼働させるべ
き」という信念を持つ花咲みとの出会いが、背中を押した
とも言えます。
　「自然体験型教育」という言葉もここ数年でずいぶん耳
にするようになりましたが、東京でも力を入れ始めている
という話を聞きつつ、ポートランドのパーマカルチャー教
育の創設者であるマット・ビボウさんとのつながりもでき
ました。三好市の独自価値である本物の大自然とグローバ
リゼーションという特徴は、教育面でも大いに役立ち、そ
れをきっかけにして移住する子育て移住にも可能性があ
ると考えています。
　小難しい事はさておき、シモノロ・パーマネントの夏の
テーマは「川と芝生とバーガーと」。フリスビーよし、沢遊
びよしの夏を満喫しにきてください！

　県内企業の事業承継を支援することにより、伝統ある産
業や優れた技術を引き継ぎ、県内経済を活性化させよう
と、昨年12月、関係機関の連携のもと「徳島県事業承継
ネットワーク」が設置されました。
　そして今年度は、当該ネットワークを土台として、県内
で事業承継に直面した企業に対する個別支援を行うなど、
支援をさらに充実・高度化させるため、各地域で専門家の
登録を行うとともに、東部、南部、西部にブロックコーディ
ネーター（ブロックCO）が設置されることとなり、西部

新入会員のご紹介 ～敬称略・入会順～

〈事業所名〉 〈代表者〉 〈所在地〉 〈業　種〉
㈱南海MJE 瀬 尾  亮 介 池田町マチ2467-4 OA機器教材販売
大西林業㈱ 大 西  敏 雄 池田町州津堂面228-3 林業
（一社）三好みらい創造推進協議会 丸 浦  世 造 池田町シンマチ1466 地域交流施設運営
Sachi's Kitchen（サチズ キッチン） 牛 尾  幸 代 池田町シマ883-1 コーヒースタンド

～ ご入会ありがとうございました ～

ブロックCOが2名阿波池田商工会議所に配置されまし
た。西部ブロックCOは、事業承継案件の掘り起こし、各
企業に合わせた個別支援を行うとともに、ブロック内の関
係機関や専門家の中から必要に応じてチームを編成して支
援を行うなど、支援の質を向上させるための活動を行うこ
とにより、県内企業の活性化ひいては地域経済の活性化に
寄与しようとするものです。
　会員の皆様で、事業承継に関する声をお聞きになった場
合は、気軽にお声がけ下さいますようお願いいたします。

帳簿のつけ方でお困りの方！ そんなお悩みをお持ちの方のために、商工会議所では、記帳代行・確定申告
等の委託事業を行っています。

年間の委託料は
代行手数料 36,000円+消耗品費5,000円　合計41,000円です。
複式簿記による記帳で、青色申告特別控除（現行65万円）が受けられます。

お申込・お問合わせは、72-0143までご連絡ください！

・記帳や申告の仕方がわからない。

・忙しくて事務に時間をかけられない。

平成30年7月発行 No.313

阿波池田商工会議所会報   2018年7月号
URL▶http://cn02.awaikeda.net/~ikedacci/  
E-mail▶ ikedacci@cn02.awaikeda.net

〒778-0002　徳島県三好市池田町マチ2191-1
TEL（0883）72-0143（代）　FAX（0883）72－6466
印刷所  株式会社さくら印刷

平成30年8月発行 発行所  阿波池田商工会議所


