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　｢臨時議員総会｣ を開催し、下記議案が審議されました。
　第 1号議案　令和元年度事業報告及び収支決算報告承認の件
　原案通り承認されました。
　第 2号議案　令和 2年度会費の扱いについて
　例年 9月会費徴収を延期。11月徴収とし、納入延期の申し
出があった場合は年度末を限度として延長できることで承認さ
れました。
（報告事項）
　① ｢総務 ･運営委員会｣ 委員長等委嘱について
　② ｢にぎわい創出 ･交流委員会｣ 委員長等委嘱について
　③ 不正経理防止の為の関係規則 ･規程等の改正 ･制定等に

ついて
　④ 新規会員加入について
　⑤ ｢池田冬のオブジェ 2020｣ 夢来人イルミネーション実施

「第199回常議員会」開催
「臨時議員総会」開催

事業概要

令和2. 8. 20（木）　於：商工会議所 研修室

令和2. 9. 7（月）　於：徳島新聞会館 3F ホール

について
　⑥ ｢第 22回四国酒まつり｣ 実施について
　⑦ ｢三好市プレミアム商品券｣ 事業等について
　⑧「ウォータースポーツコンプレックイケダ実行委員会」の

取り組みについて
　⑨ 新型コロナウィル

ス感染症に関する
三好市への第 3弾
要望書について

　⑩ よろず経営相談事
業について

　⑪ JPQR 普及事業に
ついて

　新型コロナウイルス感染拡大までの令和元年度の我が国経済
は、雇用・所得環境の改善等により内需を中心に緩やかに回復
しており、また、県内の景況も、緩やかな持ち直しに一服感が
見られるものの概ね順調に推移しておりました。
　一方、三好地域では、地域経済の牽引役として重要な役割を
果たす中小企業・小規模事業者が人口減少・少子高齢化等に
伴う市場規模の縮小や人手不足、競争の激化等を背景に、厳し
い経営を強いられており、当会議所が行っている四半期ごとの
管内の主要企業の景況判断調査でも、全業種において売上の減
少、収益の悪化、人材確保難を訴えるなど厳しい状況が続いて
おります。
　このため、一昨年4月には中小企業の振興を市政の重要課題
と位置づける「三好市中小企業振興基本条例」が施行され、こ
れを実現するため「三好市中小企業振興計画」が策定されてお
りますが、その実働を担う当会議所は、計画が定める「経営基
盤強化」として経営者に知識や情報を提供する「経営計画策定
支援セミナー」の開催、「新規市場の開拓」として特産品情報の
発信機能強化のための「三好の逸品」登録の促進、「人材の確保
と育成策」として「創業セミナー」や「新入社員接遇対応研修」
の開催、「合同就職面接会・シニア就職フェア」の実施、「Web
版の就職ガイド」の制作、地元高校生に対する「出前授業」の実
施、「三好市優良従業員」の表彰、「三好市新卒就職者歓迎式」の
実施等に加え、消費税率引き上げに伴う混乱回避のための「軽
減税率対策セミナー」の開催や影響緩和のための「プレミアム
商品券」の発行事業等に積極的に取り組んで参りました。
　また、当会議所は、小規模事業者に寄り添った伴走型支援の
ための「経営発達支援計画に係る認定制度」及び税務、金融及
び企業財務に関する専門的知識や実務経験が一定のレベル以上
である「経営革新支援機関」の認定を受け、専門性の高い「伴走
型小規模事業者支援推進事業」を展開しており、元年度には3
事業所に対して、経営分析、経営計画作成による販路開拓支援
等を行っております。
　さらに、県内中小企業の事業承継を推進するため、当会議所

等の経済団体や金融機関等で構成する「徳島県事業承継ネット
ワーク事業」において、支援の充実を図るため、一昨年7月か
ら当会議所内に西部ブロックコーディネーター 2名を配置し
ており、昨年度の管内での実績としては、セミナーの開催や巡
回訪問等を通して延べ60余の事業所から相談を受け、うち5
事業所で事業承継が完了しております。
　また、会員事業者の皆様に対しては、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、経営改善支援にも細かく対
応して参りました。
　なお、商工会議所事業として第1番目に掲げられている行政
庁等への具申・建議（要望活動）についても、三好市に対する「請
負業者の地元要件の厳格化」、「池田のまちなか観光の推進」、県
に対する「新猪ノ鼻道路開通による影響調査実施についての支
援」、地元選出の国会議員や四国経済産業局長、県知事等に対す
る「まちなか（中心市街地）の観光地化による地方創生を推進す
るための人的・財政的支援」を求め、まちなか観光の推進のた
めの組織の強化や影響調査の予算化等の成果へと結びつけたと
ころです。
　また、地域活性化としては、「池田まちなか音楽祭」や「歳末
感謝祭」、「池田冬のオブジェ」、「池田まちなか観光誘客促進事
業」等を主導し、地域の振興にも寄与しております。
　このような中、本年2月中旬頃から新型コロナウイルス感染
拡大が急速に進み、三好地域内では飲食業や観光業、旅客運送
業を中心に経済の冷え込みが日ごとに鮮明となり、業種に偏り
はありますが、顧客の減少や感染回避のため事業規模の縮小
や営業自粛を余儀なくされているところもあります。また、地
元経済への波及効果が大きい「四国酒まつり」も中止となって
おります。このため、地域経済を最前線で支える当会議所とし
ては、国や県等の経済支援策の情報収集と会員事業所の皆様へ
のこれらの提供に加え、不足する支援策に関する要望活動のた
め、地元ニーズの把握等に努めているところです。
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コロナ禍における中小・小規模事業者への支援に関する要望

小規模事業者経営改善資金　審査委員名簿令和元年度　総 括 決 算 書

委員会報告

専門家による経営相談のお知らせ

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日 （任期：令和2年4月1日～令和3年3月31日）

役 職 氏 名 事 業 所 名 地 位
委員長 中村 盛彦 （名）中和商店 代表社員
委 員 影本 栄一 （有）データプロ 会 長
〃 田埜 泰弘 （有）たの 取 締 役
〃 新木 利雄 新木中小企業診断士事務所 代 表 者
〃 原 井 　 尊 たかし企画 代 表 者
〃 川真田大作 阿波池田商工会議所 専務理事

〈 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 8,807 8,807
事業収入 4,129 495 9,043 13,667
交 付 金 8,380 27,690 36,070
雑 収 入 1,747 812 53 2,612
繰 入 金 2,450 11,800 1,600 100 15,950
負担金収入 218 218
全国共済会運営益 83 83
前期繰越金 20,316 832 35 0 57,914 25,692 104,789
合 計 45,829 41,629 9,131 218 59,597 25,792 182,196

〈 支出の部 〉　　　　　　　　　　　　　　　　（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

事 業 費 1,535 4,067 190 13 5,805
給与費（手当含） 8,112 29,458 37,570
福利厚生費 1,484 4,643 6,127
旅 費 78 103 27 208
事 務 費 3,621 226 314 4 4,165
会 議 費 672 672
渉 外 費 130 130
公課分担金 807 807
繰 出 金 6,000 1,200 8,550 200 15,950
その他の支出 125 125
給 付 金 0
繰 戻 金 0
次期繰越金 23,265 1,932 50 1 59,597 25,792 110,637
合 計 45,829 41,629 9,131 218 59,597 25,792 182,196

にぎわい創出・交流委員会
【第1回】
開催日時　令和2年9月16日㈬19：00～
開催場所　商工会議所　役員室
内　　容　①今年度の取組みについて
　　　　　まちなかのにぎわいづくり・若者定住策・地域
　　　　　振興等、今年度の委員会の取組みについて協議

阿波池田商工会議所に専門家をお招きし、各種相談会を開催中です。
相談は無料ですが、予約が必要ですので、事前にご連絡ください。

・徳島県よろず支援拠点　出張経営相談・・・・・・・毎月第1・第3水曜日　10：00～ 16：00
・徳島県よろず支援拠点　テレビ電話相談・・・・・・毎月第2・第4水曜日　 9：30～ 16：30
・社会保険労務士　出張相談・・・・・・・・・・・・毎月第1・第3水曜日　10：00～ 16：00
・徳島県事業承継ネットワーク　事業承継相談（常設）・・・・・・・・ ・平日　 8：30～ 17：00

　9月も半ばとなり、新型ウイルス感染拡大の第2波も漸く収
まりつつある中、会員の皆様にご協力いただきました三好市等
への「コロナ禍における事業所支援に関する要望書」（第3弾）
のためのアンケートの結果を踏まえ、三好市に対し、3度目と
なる要望活動を行いました。
　コロナ禍に対し、三好市をはじめ国や県による様々な支援、
紆余曲折がありましたが、GO TO トラベルキャンペーンなど
も行われ、宿泊業者等には一定程度の恩恵はありましたが、依
然として三好市民の自粛ムードは続いており、消費意欲は著し
く減退、管内の飲食業や宿泊業、旅客運送業をはじめとする中
小・小規模事業者への経済的打撃は、日増しに大きなものと
なっております。また、アンケートでは、「資金繰りの悪化や消
費の低迷が続く中において、事業を継続すべきか否かを判断す
る時期が来ている。」との声も出てきており、有効な治療薬の開
発・普及による早期の「コロナ禍の収束」が見通せない中、管
内事業者への具体的な支援策として第3弾となる要望をさせて
いただきました。
　具体的には、「雇用維持に向けた新たな助成金の交付」や「業
績低迷が長期化している事業者に対する給付金の創設」、「飲食
店に客を呼び込む支援策（まちなかへの灯りの設置等）」につい
て、去る9月18日（金）、三好市役所において、黒川三好市長及
び多田三好市議会議長に対し丸浦会頭から要望書を提出しまし

た。
　今後におきましても、会員の皆様のご意見やご要望を可能な
限り吸い上げ、商工会議所事業として第一番目に掲げられてい
る行政庁等への具申・建議である要望活動を行って参ります。
コロナ禍の長期化の場合は、第4弾もあります。引き続き、積
極的なご協力をお願い致します。

※現時点（10月末）では、コロナウイルス感染症に対する有
効な「ワクチン」や「治療薬」は開発されておらず、コロナ禍の
長期化が見込まれます。会員の皆様におかれては、第4弾とし
ての要望事項がありましたら、当会議所あて電話（ 0883-72-
0143 ）、Fax（ 0883-72-6466 ）、メール（ ikedacci@cn02.
awaikeda.net）のいずれでも結構ですので、ご連絡ください。
（担当：近藤部長、川真田専務理事）
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「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」
　去る8月27日（木）、みよし地域商工団体連合会定時総会が
開催され、令和元年事業報告及び収支決算報告、役員改選、令
和２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。
　経済懇談会では、「新しい生活様式と新猪ノ鼻トンネル（仮
称）について」講師：大久保圭二氏（（株）MAIKAI代表取締役）、
「外国人雇用について」講師：細谷裕重氏（オリーブ社会保険
労務士事務所代表）よるご講演の後、これらについて意見交換
が行われ、コロナ禍後の観光は集団旅行から個人旅行へ、コト
消費へと変わる。これを踏まえて戦略を立てることや三好市等
の高齢化が進んでいる地域では、今後大幅な労働力不足が生じ

る。そのため「技能実習生」から新たな在留資格である「特定技
能」に切り替える動きが加速している。外国人労働力を活用し
ようとする企業は、先ずは日本へ外国人材を送り出す管理団体
について、信頼ができるところを選ぶことが成功のカギとなる
等について議論がなされました。

池田高等学校  定時制での出前授業について

「池田湖とまちなかの賑わい作り勉強会」を開催 !!

　去る9月17日（木）、徳島県立池田高等学校 定時制におい
て出前授業を実施しました。出前授業は、昨年度末に実施した
「徳島県キャリア教育推進協議会」との共催によるもの（天真醤
油（株）、（有）三木産業が実施）に続き2度目となりますが、「み
よし地域しごと対策協議会」単独事業としては、初めてのもの
です。対象を全学年とし、定時制の読書室で、30分の講演の後
10分間の質疑応答という形成で行いました。
　講演のテーマとしては「社会人として必要なこと」と題し、
丸浦工業（株）の丸浦会長から「夢と現実のバランスが大切。実
現しやすいところに幸せを感じる尺度をおく。自分がやりたい
ことを求めすぎずに会社やお客様がやってほしいことに全力で
取り組むことで認められ、対価が得られる。10年先にこうあり
たいという理想の姿を描いて、現在何をすべきかを考えて、苦
労を乗り越えた先に成長がある。（企業としては、）やらない言
い訳を探さず、新しいことに挑戦する人財がほしい。」等のお話
がありました。
　また、（社福）池田博愛会の岡田副部長、2名の課長から「福
祉の仕事はきつい、汚い、給料安い、職業ステータスも低く見
られがち。だけど、自分たちが支援することによって、利用者
さんが笑顔になり、そのご家族から感謝されたりすると「達成
感」が得られる素晴らしい仕事。僕たちが試行錯誤しながら支

　10月4日（日）池田総合体育館会議室に於いて、「池田湖とま
ちなかの賑わい作り勉強会」が開催されました。
　午前の部では、初めに三好市産業観光部 薄田氏より三好市
が取り組んでいるアウトドアツーリズムについての概要説明が
あり、続いて元アルペンスキーのオリンピアンで引退後はスポ
ーツイベント企画、運営等に関わりスキー場や自治体を対象と
した地方創生のコンサルティング事業を行なっている平澤 岳
氏による「マチナカ賑わい創出の可能性と課題」をテーマとし
た講演と意見交換が行われました。
　講演では、様々な市町村の事例紹介があり、三好市が持つ世
界に誇れる自然環境の中で行なうアウトドアツーリズムの拠点
施設となる池田湖と、池田町のまちなかが連動することにより
まちなか賑わい創出の可能性を感じられた機会となりました。
　午後の部では、みよしジオガイドの会、ラフティングガイド
の皆さんによるラフトジオツアー「知って得する吉野川のかな

援した結果、しゃべれなかった人がコミュニケーションをとれ
るようになったり、何もできないと思われていた人が作業がで
きるようになったりと改善が見られる。その人の人生に係わっ
て、みんなを幸福な方向へ向かわせるという非常に「やりがい」
がある仕事。」等のお
話がありました。
　生徒の皆さんにと
っては、「社会人とし
て必要なこと」等につ
いて会社の代表者等
から直接に「生の声」
が聴けて大変有意義な
ものであったと思われ
ます。また、同時に企
業側とっても優秀な生
徒さん達にご自分の会
社（団体）を深く理解
して貰える絶好の機会
となりました。

令和2. 8. 27㈭
於：八幡末広
　　（三好市井川町）

令和2. 9. 17㈭

令和2. 10. 4㈰
め”池田のイケメン”のヒ・ミ・ツ」が開催され、ラフティング
ボートでイケダ湖を周遊し、池田湖の誕生秘話、吉野川渡し等
の歴史を知るとともに、ウォータースポーツの楽しさと池田湖
の素晴らしさを感じることができました。
　池田湖を拠点としたアウトドアツーリズムとまちなか観光が
連動することにより池田町への交流人口を増やし、池田町まち
なかの賑わい作りを考える勉強会となりました。
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　池田の冬の風物詩「夢来人イルミネーション」も皆様の暖か
いご支援のもと27回目の冬を飾るに至りました。
　例年ご参加いただいております池田冬のオブジェ「夢来人イ
ルミネ－ション」は池田の冬の風物詩として皆様の暖かいご支
援のもと地域の皆様に愛されてまいりました。この夢来人イル
ミネーションは「未来への希望の光」として皆様と共に街づく
りを行おうとする「心の集合体」としての位置づけのもと、地
域の未来を共に考え、盛り立てて行こうという思いが込められ
ています。
　今年のイルミネーションは、新型コロナウィルス感染症の影
響により経済的に窮地に追い込まれて
いる経営者の方々、大切な青春の思い出
となるイベントの縮小や中止により諦
めざるを得なかった子供たちや大切な
一日を失ってしまった人たち、新型コロ
ナウィルスと戦う医療従事者の皆様方

への敬意と感謝の気持ち、新型
コロナウィルスに負けず共に頑
張って前を向いて行こうという
全ての人の想いをひとつに「夢
来人イルミネーション」を点灯
し、「未来への希望の光」を届け
たいと思います。
　尚、今年については新型コロナウィルス感染症拡大防止の観
点から、点灯日に開催していましたオープニングイベントは中
止とさせていただきます。
　また、期間中は各種団体・企業による様々な「池田冬のオブ
ジェ 2020」協賛イベントが繰り広げられます。
　「池田冬のオブジェ 2020」「夢来人イルミネーション」は地
域の皆様方に支えられて継続しています。コロナ禍の中での開
催となりますが、本年度も皆様方のご理解、ご協力をよろしく
お願い申し上げます。

「池田冬のオブジェ 2020」〜夢
ゆ め ら い と

来人イルミネーション 12月1日点灯！〜

「夢来人イルミネーション」
協賛金のお願い！

「希望の光！協賛金」へのご協力をよろしくお願い致します。
「夢来人イルミネーション」にご協賛いただいた方々の企
業名、ご芳名は、へそっ子公園入口の掲示板に提示させ
ていただきます。
協賛箱設置個所は以下の通りです。
・阿波銀行池田支店　　・徳島大正銀行池田支店
・四国銀行池田支店　　・徳島信用金庫池田支店
・阿波池田郵便局　　　・四国電力㈱池田営業所
・箸蔵 とことん　 ・麺処 はくあい　 ・真鍋屋「MINDE」
・銀座 和囲和囲　　　  ・三好市役所本庁舎　 
・三好市役所分庁舎　　・阿波池田商工会議所

お知らせ
　新型コロナウィルス感染症拡大防止を鑑みて、本年度はイ
ルミネーション点灯初日に開催していましたオープニングイベ
ントは中止とさせていただきますので、ご了承下さい。（※オー
プニングステージ、点灯式典、物販、コスプレイベントは中止）

〜想いをひとつに〜 ペットボトルイルミネーション
　地元の子どもたちが想いを込めたペットボトルイルミネー
ションを開催致します。新型コロナウィルスに負けず、頑張っ
ている人たちへ応援メッセージを届けます。
　期間中は、ご家族･ご友人と一緒に「夢来人イルミネーション」
をお楽しみ下さい。
■点灯期間　2020 年12月1日(火) ～ 2021年1月10日(日)
■点灯時間　17時～ 22時(オールナイト点灯 12/24 12/25)
■点灯場所　池田へそっ子公園（JR阿波池田駅隣）

（小規模事業者経営改善資金）（小規模事業者経営改善資金）マル経融資マル経融資
2,000

不要
万円

運転▶

設備▶
 7年以内
10年以内

1.21%年
（令和 2年 10月 1日現在）

（信用保証協会の
   保証も不要です）

（うち据置 1年以内）

（うち据置 2年以内）

融　資
限度額
返　済
期　間

利　率

担保・
保証人

徳島県 最低賃金が改定されました。

令和2年
10月4日から 円796〈

時
間
額
〉

3円
UP

雇う上でも、働く上での、最低限のルール。使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。

※一部の産業には
　特定最低賃金が
　定められています。

［お問い合わせ先］
徳島労働局労働基準部賃金室
（TEL 088-652-9165）
または最寄りの労働基準監督署へ

令和2年11月10日発行 No.322
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青年部だより青年部だより
第37回四国ブロック大会「丸亀大会」参加 !!
　10月10日（土）綾歌総合文化会館「アレックス」（香川
県丸亀市）に於いて「四国ブロック丸亀大会」が開催されま
した。当日は、日本YEGビジネス交流会・WEB講演会に
続き、記念式典が開催されました。今回は、新型コロナウ
イルスの影響により分科会・大懇親会は中止となりました
が、多くのYEGメンバーが参加され、有意義な情報交換の
場となりました。

　10月4日（日）、フレスポ阿波池田前の栄町ロータリー
で花壇の手入れを実施致しました。只今、ペンタスとジニ
アが可愛いお花を咲かせています。
　｢ほっと！ホッとなまちづくり｣事業として、平成10年
より栄町ロータリーの花壇の手入れを20年以上実施して
参りました。
　今回、栄町ロータリ
ー花壇へ看板を設置
させていただきまし
た。これからも、道行
く人々の心の癒しに
なれるよう継続して
参りたいと思います。

　10月23日（金）、第53回全国商工会議所女性会連合会
倉敷全国大会がオンライン配信で開催されました。今年度
はコロナウィルス感染症の拡大防止と健康面･安全性を考
慮してオンライン配信での開催となりました。
　大会当日は、商工会議所研修室においてオンライン配
信の視聴会を開催し参
加させていただきまし
た。新型コロナウィル
ス感染症が収束し、第
54回全国大会が来年
の開催地である福島県
郡山市で無事開催され
ることを願います。

女性会だより女性会だより
ほっと！ホッとなまちづくり 全商女連倉敷大会（オンライン）参加

まちおこしキャラクター『つたはーん』通信 !!
10月25日（日）　JR観光列車お出迎え（阿波池田駅）

25日（日）　JRトロッコ列車お出迎え（阿波池田駅）
　10月25日（日）STU48とくしまLOVEサポーター就任披露イベントで、
JRトロッコ列車「藍よしのがわトロッコ」のお出迎えを致しました。
　当日は、三好市のゆるキャラが大集合しました !!

ゆるキャラⓇグランプリ2020 THE FINAL

「つたはーん」は、これからも三好地域発展のために頑張って参ります !!
〜皆様、投票ありがとうございました〜

「第22回四国酒まつり」について（お知らせ）
　本年2月の「四国酒まつり」は、新型ウイルスの急激な感染拡大により、急遽中止する事態となり、関係機関の皆様をは
じめ、会員事業所の皆様にも多大なご心配とご迷惑をお掛け致しました。
　次回「第22回四国酒まつり」は、万全の感染症対策を講じて何とか従来のような開催をすべく協議をして参りましたが、
依然新型コロナウイルスの感染状況の見通しが立たず残念ながら、現在の状況では三好市内に全国各地から参加者にお越
しいただいての開催は困難であるとの判断により、本来の通常開催については中止することになりました。
　ただ何もせず中止するのではなく、次回開催に向けた情報発信を継続していくためにもこのような状況下での新たな「四
国酒まつり」の計画として、WEBサイトを活用した開催など、現在準備をしているところです。
　詳細が決まりましたら改めてお知らせをいたしますので、引き続きましてご理解とご協力をいただきますようお願い致
します。

令和2年11月10日発行No.322
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お申し込み・お問い合わせは…
◆お問合せ先◆
　阿波池田商工会議所　〒778-0002  徳島県三好市池田町マチ2191-1　TEL （0883）72–0143

独立行政法人  中小企業基盤整備機構
TEL:050-5541-7171（共済相談室）

令和2年11月10日発行No.322
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リレー執筆リレー執筆

編集だより

スナックGEN

奇跡を生むヒューマンネットワーク

　　　　　　生 藤　　元
　｢GENさんは、移住者じゃない。｣と、知り合
いが言う。
　もともとは、　池田出身じゃないのに、池田の住人と認めて
もらっているこの言葉は、私にとって、ありがたい褒め言葉で
ある。これは、これまでたくさんの人達との人間関係をつくっ
てきたことの結果だと思う。
　私は、40才の時に板野郡から3年間の約束で、池田小学校に
赴任して来た。その後、3年経っても帰らず23年が過ぎた。途
中、55才で教員を辞め、飲食業を開業し9年目になる。
　この23年間を振り返ると、奇跡の連続だった。誰も知り合
いがいなかった池田。ネットワークセンターの仕事で池田に残
り、多くの教員や保護者と知り合えた。転職を考えていた頃に
運良く今の店が空き、借りられた。少ない資金の中、教え子の
お父さんが、改装に尽力してくれた。オープン二日前まで手伝
いが見つからなかった時、友達が紹介してくれ、8年後も続い
ている。退職後たった5日で開店した私。商売人として素人の

私を同僚やPTAを中心に支持、協力してくれた。
こんな奇跡や人間関係に支えられ、この8年間、
順調にやって来ることができた。
　教員時代、子ども達に「しっかり挨拶をして、み
んなと仲良くしなよ」と言ってきた。それを体現したいと、い
ろいろな人々と人間関係を作ってきた。
　開業して、この人間関係をさらに広く太くするヒューマンネ
ットワークを作っていこうと考えた。そして、地域の店の紹介
などをSNSで発信をしていた。
　だが、今年9年目を迎えコロナ禍に直面し、多くの業者同様
に苦境を迎えている。特に団体客に依存して来た店だけに、今
回のコロナ騒動は致命的だった。
　もうやめよう、7月にはもう閉めよう。そんな考えが、何度
か頭をよぎった。そんな窮地の私を救い、支えてくれたのは、
店を始めて知り合った仲間だった。コロナ禍の中で、逆に仲間
の店や知り合いに、支え励まされていた。自分が応援している
つもりが、反対に応援されていた。
　今、改めて地域の知り合いや仲間とのつながりを大切にする
こと。そしてこれまでの人間関係をさらに広く、太くしたヒュ
ーマンネットワークをもっともっと広げていきたいと考えてい
る。

　新型コロナウイルスの感染拡大により、管内の飲食業や宿泊
業、旅客運送を中心に多くの業種で急速に需要が低迷し、厳し
い経営を強いられております。
　経済への影響が出始めてから現在まで、事業の継続や生活を
維持するため、国や県からはセーフティネット保証4、5号制
度の拡充、危機関連保証（新型コロナウイルス感染症関連）の
発動、新型コロナウイルス感染症特別貸付及び生活衛生新型コ
ロナウイルス感染症特別貸付の創設等の資金繰りのための支
援、持続化給付金や雇用調整助成金、家賃支援給付金、県の上
乗せ助成金、「WITH・コロナ「新生活様式」導入応援助成金」等
の給付、GoToトラベルの創設等の対策が講じられております。
また、三好市においても、市独自の「持続化給付金」や「新型コ
ロナウイルス感染症予防対策助成金」の創設等々の対策が打ち
出されております。さらに直近では、国のGoTo Eatや三好市
の「秘境の宝物応援事業」も実施されております。
　当会議所では、コロナ禍により厳しい経営を強いられる会員
の皆様に対し、これらの支援が受けられるよう広報に努めると
ともに様々な制度の申請手続きについてご支援しており、相談

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〉
いづみや 泉 宮  規 明 池田町州津大深田635 飲食業（宴会・仕出し）
Job Office Yasaka 谷 　  雅 文 池田町イケミナミ1954–2 環境衛生機器製造販売

特別会員
Sirius（シリウス） 齊 藤  諭 紀 山城町重実字井戸瀬72 ラフティング（ウォータースポーツ）業
阿波電工㈱ 吉 田  健 司 井川町西井川1311–1 電気工事業

～ ご入会ありがとうございました ～

件数は10月末現在で、延べ1千件に迫ろうとしております。
　また、当会議所は、コロナウイルスの流行や働き方改革等に
より影響を受ける三好地域の中小企業・小規模事業者の皆様が、
より専門的なアドバイスが受けられるよう「徳島よろず相談拠
点（主にコロナウイルスの影響による経営相談）」（9月～）や「社
会保険労務士（主に働き方改革関連及び雇用調整助成金関連の
相談）」（10月～）のサテライトオフィス（毎月第1・3水曜日、
10：00～ 16：00）設置等への環境整備にも積極的に協力し
て参りました。
　さらに、本文にも掲載したように三好市をはじめ県や国に対
してコロナ禍における中小企業・小規模事業者の皆様への支援
に関する要望活動にも努め、一部ではありますが結果へと繋げ
て参りました。
　当会議所としては、このような厳しい時期であるからこそ、
「商工業の改善発達を図る。」という商工会議所の本旨を全うし
て参る所存でございますので、会員の皆様におかれましては、
引き続きのご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願いいた
します。
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