秋号

令和３年 9 月 30 日

No.229

みかんとさかなと美食の街
とさかなと美食の街

八幡浜
幡浜
Hamo
mo

鱧

もくじ
商工会議所トピックス２
女性会だより３
大・八幡浜展（仮称）販売商品出品者募集３
青年部だより４- ５
LOBO 調査、手形交換高 ６
景気動向調査 ７
各種情報コーナー８- 10
お知らせコーナー11-13
“いい店みつけた” 14
クイズに答えて景品をゲット！！
ぜひチャレンジしてみて下さい（Ｐ．１３）

10 月・11 月・12 月の無料相談日
相談内容

働き方
改
革

社会保険
(年 金)

月
日
10月13日( 水)
11月10日( 水)
12月８日( 水)
10月８日( 金)
10月29日( 金)
11月５日( 金)
11月26日( 金)
12月３日( 金)
12月24日( 金)
10月８日( 金)
11月12日( 金)
12月10日( 金)

法

律

特

許 11月18日( 木)

10月12日( 火)
よろず
11月９日( 火)
支
援
12月14日( 火)

場

【12 時～13 時は昼休みです】

所

／ 時

間

予約不要
３階 一般研修室／13：30～15：30
３階 青年部研修室／10：00～15：30
予約制
年金に関することに限らせていただきます。
予約申し込み先：宇和島年金事務所
☎0895-22-5569 受付時間8：30～17：15
３階 一般研修室
／13：30～16：00
３階 一般研修室
／13：00～16：00
３階 一般研修室
／10：30～17：00

予約制
申し込み先
八幡浜商工会議所
☎ 22-3411
受付時間8：30～17：15

※都合により日程が変わる
場合があります。

★都合により、会場が変更になることがあります。ご了承ください。

どんどんアクセスしてください！ http://www.yawatahamacci.jp

八幡浜商工会議所会員数（9/15 現在）1,047 事業所

商工会議所トピックス
６月２４日（木）

楽しい！役立つ！こんな行事がいっぱ
いです。会員の皆様、お気軽にご利用・
ご参加ください。

正副部会長会議

出席者数：２７名

正副会頭と８部会の正副部会長による正副部会長会議が開催されました。
担当副会頭毎に３班に分かれ、令和３年度の活動計画等各部会の報告と、部会活性化の効果的な方
策や、新型コロナウイルス感染拡大への対応、沖新田周辺開発、デジタル化に向けた取り組みなどに
ついて活発な意見交換が行われました。

７月８日（木）

八幡浜地区雇用促進協議会｢就職促進懇談会｣

７月８日（木）午後 1 時３０分より、八幡浜地区雇用促進協議会は「就職促進懇談会」を開催しま
した。
就職促進懇談会は、高校新卒者対策として、会員企業の就職担当者が、八幡浜市通勤圏内の８高校
の就職担当教諭あわせて関係行政機関の担当者と、雇用情勢や各高校の就職状況について意見交換
を行うもので、当日は、まず南予地方局商工観光室から、南予企業魅力発信支援事業「南予企業の魅
力発信イベント」について説明の後、西山職業安定所長より管内雇用情勢についてご報告頂き、各委
員より来年度の採用予定や離職率等に対する活発な意見交換を行いまし按
た。懇談会最後には、名刺
交換を行い終了致しました。

８月３日（火）

産業開発委員会

出席者：１４名

始めに市役所水産港湾課・政策推進課より、フェリー駐車場跡地プロジェクトについて説明いただ
き、その後質疑応答、委員の皆様からも跡地の活用方法を中心に意見を出していただきました。今後
は様々な案を参考に、委員会として要望すべき内容ををまとめていきます。

㈲竹中水産
代表取締役

竹中浩二

大黒町 5 丁目 1526-160 TEL 22-4489
URL http://www. rakuten. co. jp/uwakai-marukatu/

光映電工㈱

仏壇・仏具・神具

㈱竹内商店
代表取締役

代表取締役

竹内伸行

松本純一

郷 4 番耕地 TEL 24-5363

新町 4 TEL 24-4037
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コットンと共に７０年

代表取締役社長

菊池元宏

大洲市徳森 TEL 0893-25-5131

性 会
よ りＮ
Ｗ女Ｏ
Ｍだ Ｅ
あなたも女性会の
会員になりませんか？

会員数
（Ｒ３．９．１）
３６名

現在、女性会会員数は３６名です。より多くの皆さ
んにご入会いただき、組織力を高め、活発な女性会活
動をしていきたいと考えています。

加入資格
八幡浜商工会議所の会員又はその家族及
び従業員であって18歳以上の女性
年 会 費
３，０００円
主な活動
■
■
■
■
■

各種研修会･講習会の開催
各種大会への参加
八幡浜商工会議所事業への協力
会員間親睦会
各地女性会との交流
他

お気軽に女性会事務局までお問い合わせください。TEL（0894）22-3411

大･八幡浜展(仮称)
販売商品出品者募集!!
この度、大・八幡浜展実施委
員 会 の 主 催 に よ り、10 月 に リ
ニューアルオープンする松山三
越の地階『セントラルマーケッ
ト』にて、八幡浜地域の人たち
に育まれた安心でき美味しくお
買い得な商品を販売するととも
に、同地域に訪れてほしい魅力
あるスポットやアクティビティ
などを紹介する「大・八幡浜展」
（物産と観光フェア）を開催する
こととなりました。ぜひこの機
会に自慢の商品を出品してみま
せんか！


販売する商品例 


柑橘・農産加工品・海産物・
水産加工品・菓子・地酒・
雑貨等（八幡浜地域の物産品）











お申し込み・
お問い合わせは…

■ 開催日程 2021年11月２日（火）～14日（日）
■ 主

催 大・八幡浜展実施委員会

（八幡浜市､八幡浜観光物産協会､八幡浜商工会議所､保内町商工会）

■ 事業請負 えひめ技あり鱧プロジェクト実行委員会
■ 出品にあたっての留意事項 
１. 販売スタッフは事務局で手配しますので必要ありません。
２. 販売する商品の搬入は各自でお願いいたします。
３. 売上額の納金については、納品された商品の総売上額の75％を指
定の口座へ振り込みます。

■ 商品の出品以外にも

● キッチンエリアでは、えひめ秘伝技あり鱧・八幡浜ちゃんぽん・
スイーツ等、八幡浜の食材を生かした自慢の料理を提供・販売す
ることができます。（土日祝日のみ）
● MARKETエリアでは､『セントラルマーケット』の運営会社である
THE CENTRAL MARKETとの直接契約により､鮮魚や青果等を納
品することができます｡( 同社担当者との打ち合わせにより決定）

※

10月８日（金）までにお申し込み下さい。
TEL 0894-22-3411 FAX 0894-24-1405
E-mail ywthm@yawatahamacci.jp

八幡浜商工会議所
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青 年 部 だ よ り
６月
25日

Vol.163

６月例会 ～新聞記事の書き方を学ぼう～
広報委員会 委員長 後藤庸介 【八幡浜興産㈱】

八幡浜ＹＥＧの例会において、愛媛新聞八幡浜編集部の今西晋様を講師
にお招きし、記事の書き方についての講習をして頂きました。
自社の PR 文章や、SNS での情報発信等、相手に読んでもらう文章とい
うのは大変難しくもあるため、今回の講習で少しでもスキルアップに繋っ
たのではないかと思います。

７月
15日

県大会のメモリー ～メモリ プラス ＷＥ！～
県大会実行委員会

江村貴美 【POLA THE BEAUTY 八幡浜中央店 VERY.営業所】

６月５日に開催された県大会の振り返りの会として、『県大会のメモリー〜メモ
リプラスＷＥ！〜』が開催されました。
各部会の反省点や、県大会を終えての思いなど、たくさんの意見が出され、メン
バーが成長と思い出を共有する事ができた会となりました。
また、県大会の懇親会は中止となりましたが、その準備を生かし、メンバーの飲
食店からのオードブルを用意し、手作りの空間の中で、思い出話も弾みました。
今年 12 月に予定されている 40 周年事業、そして４年後の四国ブロック大会八
幡浜大会の成功に繋がる有意義な会となりました。

アサヒ資源㈱
代表取締役

菊池弘昌

八代 TEL 24-5511

㈲カジタ楽器店

呉服・ブティック

㈱緒方商店
代表取締役

代表取締役

緒方健太郎

梶田耕志

新町 3 TEL 22-0133

浜田町 TEL 24-4141 ㈹
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ＳＥＩＮＥＮＢＵ
７月
30日

７月例会 （ＹＥＧ金融道）
ビジネス委員会

委員長 髙野晋輔 【㈱髙野商店】

７月例会は、株式会社伊予銀行様を講師にお招きし、金融についての講師
例会を行いました。
講演では、融資に関する基本的な知識から、融資の際に企業経営者に求め
られる事など様々なお話をしていただき、現在のコロナ禍において、変わり
ゆく状況にも対応できる知識を得ることができました。また、例会終了後に
は、西条 YEG さんによる四国ブロック大会の PR が行われました。

８月
27日

８月例会～Project to firm up the YEG mind～
特別委員会 委員長 二宮 渉 【二宮食油㈲】

昨年発生した新型コロナウイルスが私たちの生活に与えた影響はとても大きいものでした。世界中の人々が
生活様式や仕事の仕方など、様々な変化を強いられています。
今年度私たちはトランスフォー
ムをスローガンに掲げています。
8 月例会では座禅によって、自分
の心が変化することについて体験
しました。変化する按
べき部分は変
化し、変えてはならないものを見
極めていく時間となりました。ま
た、青年部らしいお題として、仕
事の幸せなゴールを意識すること
で、地域との繋がりを再確認する
例会となりました。

新入会員
大募集!!

仲間を増やすチャンスです！少しでも興味を持たれた４５歳以下の代表者・後継者
もしくは従業員の方、異業種交流の場として、そして商売繁盛目指して、一緒に活
詳しくは青年部事務局まで。（２２－３４１１）
動しませんか？

㈲高野商店
代表取締役

高野篤寿

朝汐橋 TEL 22-0566

代表取締役

愛南基礎工業㈱

上甲英司

代表取締役

八代 1 TEL 24-1334 ㈹
URL http://y-daihatsu. com

宮本洋之

大黒町 3 TEL 22-0875
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商工会議所

ＬＯＢＯ
＜早期景気観測＞
2021 年８月調査結果

ＬＯＢＯ調査は、日本商工会議所が全国の商工会議所のネットワークを活用して、各
地域の「肌で感じる足元の景気感」を全国ベースで毎月調査し、その集計結果をリア
ルタイムで調査実施会議所へ提供することにより、商工会議所としての景気対策等
に関する意見活動などの活発化に資することを目的としています。
■調査期間：２０２１年８月１６日～２０日
■調査対象：全国の３３７商工会議所が２,６５１企業にヒアリング
■調査項目：今月の売上・採算・業況等についての状況（ＤＩ値を集計）

※ＤＩ値（景況判断指数）について
ＤＩ値は、
売上・採算・業況などの各項目についての、
判断の状況を表す。ゼロを基準として、プラスの値で景気の上向
き傾向を表す回答の割合が多いことを示し、マイナスの値で景気の下向き傾向を表す回答の割合が多いことを示す。
従って、売上高などの実数値の上昇率を示すものではなく、
強気・弱気などの景気感の相対的な広がりを意味する。

デジタル投資の恩恵を受けたソフト
ウェア業は引き続き堅調なものの、
緊急事態宣言等による営業制限に加え、夏休みの
帰省を含む旅行自粛の動きが広がり、売上が低迷
した飲食・宿泊業が全体を押し下げ、悪化。

「全国の概況」
業況 DI は、感染急拡大により悪化
先行きは、感染収束が見通せず、厳しい見方続く

サービス業

全産業合計の業況 DI は､▲ 29.4(前月比▲ 5.3 ポイント)
新型コロナウイルス変異株の感染急拡大により、
緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の期間延
長・対象地域の拡大が実施された。これに伴う帰
省を含む外出自粛やイベントの中止、営業制限等
の影響により、客足が減少した百貨店などの小売
業や、観光関連を中心としたサービス業の業況感
が悪化した。また、鉄鋼や木材などの原材料価格
の上昇、東南アジアの感染拡大による部品調達難
が製造業、建設業など幅広い業種における業況の
押し下げ要因となっている。 業況回復に向けた動
きが見られていた中小企業の景況感は、 厳しい状
況が続く。
先行き見通し DI は､▲ 32.3(今月比▲ 2.9 ポイント）
ワクチン接種の進展による経済活動正常化に期
待する声が聞かれる一方で、新型コロナウイルス
の感染収束が見通せず、長引く受注・売上減少や客
足回復の遅れから、業績悪化の継続を懸念する企
業は多い。また、世界的な半導体不足による生産
調整や、鉄鋼などの原材料価格上昇分の価格転嫁
の遅れなどもあり、先行き不透明感は強まってお
り、厳しい見方が続く。

「四国の概況」
○売上は横ばいであるものの、木材や鋼材等の資
材価格の上昇により、利益が減少している（一般
工事業）
○全国的な感染拡大の影響により、客足が大幅に
減少し、売上が悪化した。さらに今回の最低賃
金引上げにより、経営はより一層厳しくなる見
込みである（百貨店）
○現時点では秋以降の宿泊予約は入ってき按
ている
ものの、新型コロナウイルスの収束が見通せな
い中、直前で予約がキャンセルされる可能性も
否定できず、先行きが見通せない（宿泊業）

ブロック・産業別業況ＤＩ

前 年 同 月 比 先 行 き 見 通 し
( Ｒ３. ８)
( Ｒ３. ９～11)

四

国

全

国

四

国

全

国

全 産 業 鯵(▲39.7) 芦(▲29.4) 鯵(▲35.9) 鯵(▲32.3)
建 設 業 鯵(▲32.0) 芦(▲20.9) 鯵(▲44.0) 芦(▲26.1)

各業種から寄せられた特徴的なコメントは以下
のとおり。
防災・減災を中心とした公共工事が
建 設 業
堅調に推移する一方、民間工事の受
注低迷や木材・鉄鋼などの資材価格上昇による収
益圧迫が続き、悪化。
鉄鋼などの原材料価格上昇の影響が
製 造 業
続くほか、自動車関連では半導体不
足や東南アジアにおける新型コロナウイルス感染
拡大による部品の調達難から、受注・生産が低調と
なり、悪化。
内食向けの飲食料品が堅調なものの、
卸 売 業
半導体不足による生産調整が見られ
る自動車関連製造業からの受注が鈍化し、悪化。
また、建設業関連では、建築資材の価格上昇が収益
を圧迫しているという声も聞かれた。
在宅時間の増加により売上が好調な
小 売 業
エアコンなどの家電や、内食需要に
下支えされた飲食料品は堅調に推移する一方、 緊
急事態宣言等による外出自粛や営業制限に加え、8
月中旬の天候不順の影響を受け、客足が減少した
百貨店などの売上が低迷し、悪化。

製 造 業 鯵(▲52.9) 芦(▲12.5) 芦(▲29.4) 芦(▲17.6)
卸 売 業 芦(▲25.0) 鯵(▲30.7) 芦(▲16.7) 鯵(▲31.1)
小 売 業 鯵(▲35.3) 鯵(▲44.4) 鯵(▲32.4) 鯵(▲43.0)
サービス業 鯵(▲42.3) 鯵(▲37.9) 鯵(▲50.0) 鯵(▲42.1)
ＤＩ値

渥
特に好調

旭
好調

葦
まあまあ

30 以上

30 ＞ DI ≧ 10

0

芦
不振

鯵
極めて不振

▲ 10 ≦ DI ＜▲ 30 ▲ 30 以下

手形交換高並びに不渡手形発生状況

（松山手形交換所調）

〇手形交換高
区

交換枚数

（単位：百万円）
交換金額

不渡枚数

（単位：千円）
不渡金額

取引停止件数/取引停止枚数

（単位：千円）
取引停止金額

分

Ｒ３年５月～７月

81 千枚

〇不渡手形交換高
区

分

Ｒ３年５月～７月

〇取引停止者数
区

分

Ｒ３年５月～７月

6

17 枚

3 件／ 3 枚

101,790

17,040

1,701

市内業種別
景気動向調査結果

当商工会議所では、昨今の経済環境の変化に即応して、当会議
所管内の中小企業の経営改善に資するため、短期的な景気動向
の把握や地域産業の諸情報・経済の問題点などを的確に収集、提
供することを目的として 四半期毎に業種別景気動向調査を実
施、令和３年６月期調査分の集計結果を下記の通りまとめた。

（令和３年４月～６月調査分）

１．
調査時点 令和３年６月２０日
業 種 別 内 訳
２．
調査対象 当所管内の中小企業（102 社） 製造業 ６社 小売業 ５社 建設業 ９社 運輸通信業 ７社
回答企業数 ４２社（回答率 41.2％）
３．
卸売業 ５社 水産業 ３社 不動産・サービス業
７社

Ⅰ．概況（全産業）〔今期（令和３年４月～６月期）の概要〕
１．企業経営動向

（１）売上高・採算
今期の全業種の売上高ＤＩ（「増加した企業割合」－「減少した企業割合」の指数）
は、▲ 4.8 ポイントで、前年（令和 2 年 6 月期）調査の▲ 55.0 ポイント、前期（令
和 3 年 3 月期）調査の▲ 25.6 ポイントからみると好転傾向となっている。採算状
況では前年同期比で▲ 60.0 →▲ 11.9 ポイント、前期比では▲ 25.6 →▲ 11.9 ポイ
ントと好転傾向を示している。業種別にみてみると、製造業・水産業・運輸通信業・
不動産サービス業は売上高、採算ともに好転傾向、卸売業は売上高は悪化傾向、採
算は横ばい、建設業・小売業は売上高、採算ともに悪化傾向にある。
（２）総合景況感
今期の全業種の総合景況感ＤＩ（「好転した企業割合」－「悪化した企業割合」の指
数）については、前年同期比で▲ 60.0 →▲ 33.3 ポイント、前期比では▲ 38.5 →▲
33.3 ポイントと好転傾向にある。全業種の向こう３ヶ月の予測に按
おいては▲ 21.4
ポイントで好転傾向にある。業種別では、製造業・卸売業・運輸通信業・不動産サー
ビス業は好転傾向、水産業・小売業は横ばい、建設業は悪化傾向の予測がでている。
◆ 経営動向

①売 上 高 増加

②製商品在庫 増加

③設備状況 増加

対前年実績（令和３年４月～６月）

１

31.0% 不変

9.5% 不変

２

33.3% 減少

76.2% 減少

３

ＤＩ

35.7% ＤＩ ▲ 4.8 増加
14.3% ＤＩ ▲ 4.8 増加

26.2% 不変

28.6% ＤＩ ▲ 11.9 好転

16.7% 不変

59.5% 悪化

71.4% 減少

21.4% ＤＩ ▲ 14.3 増加

4.8% 不変

52.4% 上昇

42.9% ＤＩ ▲ 38.1 下落

4.8% 不変

9.5% ＤＩ

2.4

0.0

54.8% 上昇

42.9% ＤＩ ▲ 40.5

7.1% 不変

71.4% 悪化

21.4% ＤＩ ▲ 14.3

66.7% 不足

31.0% ＤＩ ▲ 28.6 過剰

2.4% 適正

⑧総合景況感 好転

4.8% 不変

57.1% 悪化

38.1% ＤＩ ▲ 33.3 好転

7.1% 不変

16.7% ＤＩ ▲ 11.9 好転

ＤＩ

2.4% 不変

2.4% 適正

78.6% 悪化

23.8% ＤＩ

19.0% ＤＩ ▲ 14.3

⑥労 働 力 過剰

4.8% 不変

３

76.2% 減少

16.7% 不変

⑦資金繰り 好転

50.0% 減少

81.0% 減少

④採算状況 好転

⑤仕入単価 下落

２

9.5% 不変

7.1% 不変

54.8% 悪化

予測（令和３年７月～９月）

１

64.3% 不足
64.3% 悪化

23.8% ＤＩ

▲ 7.1

33.3% ＤＩ ▲ 31.0
28.6% ＤＩ ▲ 21.4

２．経営上の問題点
経営上の問題点としては、売上不振を第１位にあげた企業が 31.7％、次いで人材不足が 29.3％、収益低下
が 24.4％となっている。今期に設備投資をした事業所は 33.3％と前期の 30.8％と比べて増加し、来期に向
けて設備投資を計画している事業所は 23.8％と前期の 28.2％と比べて減少している。
◆ 経営上の問題点

1 売上不振

2 収益低下

3 過当競争

経営上の問題点第 2 位

24.2%

33.3%

3.0%

12.1%

15.2%

経営上の問題点総計

24.2%

27.3%

5.1%

23.2%

9.1%

経営上の問題点第１位

経営上の問題点第 3 位

31.7%

12.0%

24.4%

24.0%

9.8%

0.0%

4 人材不足 5 人件費負担 6 設備不足
29.3%

28.0%

Ⅱ．業界の話題や行政等への要望について

今回の調査では意見、要望はありませんでした。
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2.4%

0.0%

12.0%

4.0%

6.1%
3.0%

7 金利負担
2.4%

3.0%
4.0%
3.0%

8 資金繰り難 9 その他
0.0%

100.0%

0.0%

100.0%

3.0%

0.0%

5.1%

0.0%

16.0%

計

0.0%

100.0%
100.0%
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緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に
係る月次支援金
（９月２２日 現在）
月次支援金の概要
※１

※２

●２０２１年の４月以降に実施される緊急事態措置
又はまん延防止等重点措置
に伴按
う､｢飲食店の
休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が５０％以上減少した中小法人・個人事業者等
の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。
●月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提供資料の簡略化を
図り、申請者の利便性を高めていきます※３。なお、月次支援金の給付要件等は今後変更になる可能性
があります。

給付要件
について

給付額

対象月

基準月

申請受付
期
間

要件１
要件２

対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置（以下「対象措置」という。）に伴う

飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※４
2021 年の月間売上が、
2019 年又は 2020 年の同月比で 50%

2019 年又は 2020 年の基準月の売上
中小法人等

上限

20

－

2021 年の対象月の売上

個人事業者等

万円/月

以上減少

上限

10

万円/月

対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、２０１９年又は２０２０年の同
月比で、売上が５０％以上減少した２０２１年の月
２０１９年又は２０２０年における対象月と同じ月
８月分：2021年９月１日～10月31日
９月分：2021年10月１日～11月30日

※原則、対象月の翌月から２ヶ月間を申請期間とします。

※１ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第32条第１項の規定に基づく「新型インフルエン
ザ等緊急事態措置」
※２ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第31条の４第１項の規定に基づく「新型インフル
エンザ等まん延防止等重点措置」
※３ 申請者の利便性向上のために一時支援金の仕組みを用いることから、一時支援金事務局が月次支援金事務局を兼
ねる事とします。
※４ 2021年の４月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域におい
て、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、
又は、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていることです。

お問い合わせ先

月次支援金事務局 相談窓口 ０１２０－２１１－２４０ 【ＩＰ電話等】03-6629-0479（通話料有料）
※ いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分～19時00分（土日、祝日含む全日対応）
※ 携帯電話からでもフリーダイヤルにお電話していただくことができます。

最新情報、対象条件、手続きの流れに 月次支援金事務局ホームページはこちら 月次支援金 検索
ついては専用ＨＰでご確認ください。 https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
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小規模事業者持続化補助金のご案内

（９月２２日 現在）

本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開
拓等の取組（例：新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた
商品の改良・開発等）や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取組を支援するため、
それに要する経費の一部を補助するものです。

概 要

詳細は小規模事業者持続化補助金サイトに掲載する最新の公募要領でご確認ください。
URL：https://r1.jizokukahojokin.info/

小規模事業者であること。
商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）








常時使用する従業員の数： ５人以下
サービス業のうち 宿泊業・娯楽業

















常時使用する従業員の数：２０人以下
製造業その他















































常時使用する従業員の数：２０人以下

補 助
対象者

①新たな販促用チラシの作成、送付
②ネット販売システムの構築
④店舗改装（小売店の陳列レイアウト改良､飲食店の店舗改修を含む｡）

補助対象
③新商品の開発
事業
（例） など

補助率等

・補助上限：５０万円

公募スケジュール
【第7回受付締切】

・補助率：２／３

２０２２年 ２月 ４日（金）［郵送：締切日当日消印有効］

※ 第8回受付締切以降（2022年度以降）については、今後改めてご案内します。

お問い合わせ先
八幡浜商工会議所

中小企業相談所

電話：（０８９４）２２－３４１１

最低賃金改正のお知らせ
愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最

低賃金」を改正し、１０月１日から施行することとしました。

この決定により、10月１日以降分として労働者に支払う賃金は、

１時間８２１円以上としなければなりません。

愛媛労働局賃金室
八幡浜労働基準監督署

詳細等のお問い合わせ先

堀田建設㈱
代表取締役

菊池泰行

郷 1 TEL 24-3850

電話：０８９－９３５－５２０５
電話：０８９４－２２－１７５０

㈱愛媛銀行八幡浜支店

伊予鉄南予バス㈱
代表取締役社長

次の点についてご留意ください。
・愛媛県内に派遣されて働く派遣
労働者についても適用されます。
・最低賃金額以上の賃金を支払わ
ない場合は、50万円以下の罰金
に処せられることがあります。

支店長

松本真一

河合秀司

八幡浜市 1355 番地 2
TEL 22-1410 ㈹

江戸岡 1 TEL 22-3200
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「八幡浜みなと祭｣に関するお知らせ
「八幡浜みなと祭」の行事については、昨年度の総会にて夏と秋の行事を夏に一本

化することが決定致しております。また、今年度の夏の行事については、新型コロナ
ウイルスの感染拡大により中止いたしました。
よって今後の秋の行事は無くなりましたので、ご理解賜りますようお願い申し上
げます。

八幡浜商工会議所ホームページへのバナー広告掲載募集のご案内
八幡浜商工会議所では、地元会員
企業の活性化等を図るためにホー
ムページにおいてバナー広告掲載
の募集をしております。
募集期間

随時募集中

掲 載 料

月額５００円

掲載位置

トップページ中央付近

広告規格

大きさ／縦５４ピクセル・横２０４ピクセル
ファイル形式／ JPEG・GIF・PNG
データ容量／１００キロバイト以下）

広告掲載を希望される方につきましては、ホーム
ぺージにて申込書をダウンロードしていただき、
規約をご確認の上、当商工会議所までご提出いた
申込方法 だきますようお願い致します。
（ＦＡＸ・メールでも受付けています。）
ＦＡＸ：０８９４－２４－１４０５
メール：ywthm@yawatahamacci.jp

９月は｢経営改善普及事業推進強化月間｣です！
商工会議所では、特に９月を「経営改善普及事業推進強化月間」と定め、会員加入勧奨や小規模事業者の経営
安定を図るために経営の巡回指導や相談、各種施策普及のほかに組織の拡充強化のような実施方針に基づい
て、きめ細かな経営指導等を実施しております。

こんな事業やサービスを行っています。

① 年４回発刊の会報（季刊）やメールマガジンの配信、DVD・ビデオライブラリー、全国の商工名鑑など、
各種情報を提供。
② 事業主等のための小規模企業共済や従業員の福利厚生のための労働保険、退職金共済、各種傷害共済、自
動車共済や火災共済など、経営基盤充実のための各種共済制度の取り扱い。
③ 当所会館の会議室を会員価格でご利用できます。
④ 無料で経営相談や税務・記帳等のご相談に応じます。
⑤ 日本政策金融公庫の低利で無担保・無保証人のマル経融資の取り扱い。
⑥ 能力アップのため、簿記・珠算など日本商工会議所の検定試験の実施。その他、
セミナーや講演会等も開催し、経営指導員は身近な経営パートナーとして皆
様のご相談に応じています。

お困り事は
ありませんか？

経営指導員・補助員・記帳指導員等が皆さんのご相談に応じます。
忠八共済の推進も引き続き行っております。巡回訪問、会報配布、推進など
職員がお伺いした際にお気軽に何でもご相談ください。
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№
1

事

業

所

名

Daisy

代

表

者

名

池

田

祥

世

西日本電信電話㈱四国支店

新入会員紹介（令和３年６月～９月入会分）

ビジネス推進部門長

田中 雄一

河合 秀司

㈱愛媛銀行 八幡浜支店

支店長

城山 拓二

職務執行者変更

四国電力㈱ 八幡浜営業所

所長

新議員
紹介

－敬称略・入会順－
住

所

業

八幡浜市大門 480-1

種

な

ど

脱毛サロン

～ご入会いただきありがとうございました～

次回検定
試験情報
名

申込方法

料金を添えて八幡浜商工会議所窓口にてお申し込みください。郵送・ネットでの受付はできま
せん。
（簿記検定の申込用紙は八幡浜商工会議所ホームページからダウンロードできます。）

問合せ先

八幡浜商工会議所 ☎（０８９４）２２―３４１１
担当：三木・日野

称

試

験

日

受

付

期

間

第159回簿記検定試験（１・２・３級） 令和３年11月21日（日）

令和３年10月５日～令和３年10月25日

第224回珠算検定試験

令和４年２月13日（日）

令和３年12月20日～令和４年１月13日

第160回簿記検定試験（２・３級） 令和４年２月27日（日）

令和４年１月11日～令和４年１月31日

検定試験は、感染防止対策を講じたうえで、予定通り施行する方向で、準備を進めておりますが、国の緊急事
態宣言や自治体独自の判断で自粛要請が出された場合は、中止する場合があります。ご了承ください。
尚、上記試験につきましても、変更事項がありましたら、会議所HP等にてお知らせいたします。

ハモ
応援談

えひめ技あり鱧プロジェクト

現在、えひめ技あり鱧プロジェクトとして、
３つの事業が展開されています。
１つ目は飲食店の来店プロモーションです。
八幡浜市内の各認定店舗の皆様にも新メニュー
を開発して頂き、八幡浜の経済活性化に繋げる
ことを目論んでおります。しかしながら今年度
に入ってからは、積極的な来店キャンペーンは
実施できておりません。状況を見極めながらス
タートしていきますので、ご期待下さい。
２つ目が新たな観光素材としての PR です。
こちらに関しては取り組みが功を奏し、伊予灘
ものがたりに乗って八幡浜にお越し頂くツアー
が実現しました。引き続き、鱧を核とした八幡
浜の PR を継続していきます。
３つ目が水産加工品の開発です。えひめ技あ
りプロジェクトの認定店は、2021 年８月末現在
で 39 事業所にまで拡大しました。そのうち６
事業所が水産加工会社です。現在、いくつかの
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会社で鱧の加工商品の開発が進行しておりま
す。この会報が発行される時点では正式発表前
ですので詳細な情報は明かせませんが、既にお
歳暮用のギフト商品が完成し販路も確保できて
おります。また別の事業所さんで試食させて頂
いた商品もあり、皆様の食卓でお召し上がり頂
く品々が徐々に揃いそうです。
先日、按
えひめ技あり鱧プロジェクトのブラン
ド化を推進するために申請していた商標登録が
完了し、今後は「秘伝技あり鱧」の名称で、更な
るプロモーションも仕掛けていきます。早速、
松山の百貨店でのイベントも開催される予定で
す。
令和４年には旅行代理店による四国の大型プ
ロモーション事業が予定されておりますし、え
ひめ南予きずな博も実施予定です。飲食・観光・
水産が一体となったプロジェクトとして、大き
く飛躍する来年となりそうです。

｢答はドコかな？｣クイズで“ギフトチケット”をＧｅｔしよう！
今回も隅々までご覧頂き隠された文字を探して下さい。ご応募、お待ちしております！
各ページに他の文字とは違った装飾文字が隠されています。
夏号「答はドコかな？」クイズ
その文字を最初のページから順番に並べて下さい。出てきた
文字を答えていただきます。







今回は、さくら３９㈱様より、「ヘ
クイズの答え
プレゼント
ルプサービスギフトチケット1000円
ワくちンせっしュ
券」を各３名の方にプレゼ按
ント致します。どしどし
（ワクチン接種）でした
ご応募下さい！お待ちしております♪


























・八幡浜市 鱒 さん
官製はがきにクイズの答えと住所、
氏名､年齢､職業､電話番
応 募 方 法
・八幡浜市 上田さん
号、そして会議所や「会議所だより」へのご意見・ご感想を必ず
ご記入の上、１２月３日(金)必着で送付して下さい。
当選者は新年号
（1月初旬
おめでとうございました。
発刊予定）で発表します。
（抽選対象はおひとり様1枚のみ！）
●送り先／ 〒796-0048
八幡浜市北浜一丁目3-25
えもんファーム様の
会議所だより「答はドコかな？」係
「ジュース｣をお送りします。
※メール・ＦＡＸでも受け付けています。記入要領はハガキと同じです。
気軽にご利用ください。
たくさんのご応募
ＦＡＸ：０８９４－２４－１４０５ メール：ywthm@yawatahamacci.jp
ありがとうございました。
（７文字）
答え
クイズの内容

当選者発表！

７月～９月事務局日誌
７月

６ コロナ対応新ビジネスモデル補
助金事業に係る窓口支援、青年
部三役会
８ 正副会頭会、就職促進懇談会、常
議員会、八日市
９ 社会保険（年金）相談日、法律相
談日
10 四国ブロックYEG第１回会長会
議
14 チームえびす第４回実務者会議
（オンライン）、定例専務理事会・
職員共済会役員会（ハイブリッ
ド）、働き方改革相談日
15 よろず支援相談日
19 青年部理事会
20 コロナ対応新ビジネスモデル補
助金事業に係る窓口支援
21 第２回正副会頭会
30 社会保険（年金）相談日、青年部
例会、第２弾スーパープレミア
ム付商品券換金受付終了日

宮﨑税理士事務所
税理士

宮﨑貞碩

大黒町 4 TEL 24-4567

企業を育て地域を伸ばす商工会議所

８月

３ 産業開発委員会、青年部三役会
４ チームえびす第５回実務者会議
（オンライン）
６ 社会保険（年金）相談日
８ 八日市
11 働き方改革相談日
12 てやてやウエーブ（中止）、マル
経審査会、正副会頭会
15 みなと花火大会（中止）、快進撃
コンサート（中止）
16 青年部理事会
17 経営指導員研修（一般コース）ｅ
ラーニング
18 会報特別委員会（オンライン）
20 法 律 相 談 日、よ ろ ず 支 援 相 談
（web）、県共済生命傷害共済制
度改定研修会（オンライン）
23 県青申連県下各税務署単位青申
会事務局長並びに担当者会議
（Zoom）
26 第２回正副会頭会、よろず支援
相談（現地指導）、青年部講師講
演会（延期）
27 社会保険（年金）相談日、青年部
例会
31 食うぽん券使用期間終了日

暮らしの安心を
バックアップ

㈲マルヨシ
代表取締役

井上

９月

１ 経営改善普及事業推進強化月間
（9/1～9/30）
３ 社会保険（年金）相談日、愛媛県
YEG連合会 委員会、理事会・臨
時総会（ZOOM）
７ チームえびす第６回実務者会議
（オンライン）、青年部三役会
８ 八日市、働き方改革相談日、内外
情勢調査会
９ 正副会頭会、マル経審査会、常議
員会、青年部四国ブロック大会
西条大会（～10日）
10 法律相談日、2021年度マル経等
基礎研修会（オンライン）
13 女性会役員会
14 定例専務理事会
16 日商第133回通常会員総会（オン
ライン）、コロナ対応新ビジネス
モデル補助金事業窓口支援
17 食うぽん券換金受付終了日
21 青年部理事会
22 青色申告会・同女性部合同役員
会
24 第２回正副会頭会、青年部例会
30 社会保険（年金）相談日

総合火災共済

ご契約のお申し込みは八幡浜商工会議所へ（TEL22-3411）

剛

－県共済－ あなたの街の身近な共済
愛媛県火災共済協同組合（TEL 089-945-1313）

若山 2-15 TEL 24-6991
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お店
探訪

92

今回は、令和２年度に会
員になっていただいた事
業所をご紹介します。

さくら 39 株式会社
代表者

櫻井英夫

住 所

八幡浜市五反田 2-722-1

ＴＥＬ （0894）22-1922
民間救急・介護手伝い・運転代行の３
本柱の形態から、コロナ禍中２本の新
事業を起こし地域貢献を志しています。
内「テイクアウト代行」は、食物、お酒、
飲物、日用品の買い届けに使い走り致
します。「レンタルスペース事業」で集
い出会い団らんの場所提供を計ります
（開拓マッチング）。そして準備を進め
ていた「ドッグランスペース」が完成い
たしました。

編集後記

役立つ情報が満載！ぜひご覧ください！

八幡浜商工会議所ホームページ
URL http://www. yawatahamacci. jp/
E-mail ywthm@yawatahamacci. jp
発行所：八幡浜商工会議所（会報特別委員会）
〒 796-0048 愛媛県八幡浜市北浜一丁目 3 番 25 号
TEL 0894-22-3411 FAX 0894-24-1405

どうすれば良いのか？だけを考え、
出来ていた頃がしあわせだった。世
の中の全ての動きが変わり、思考が
停止してしまいそうな今、みんなで
話し合える環境がたくさん出来れば
良いなと私は思う。（M.Y）
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