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会員の皆様、明けましておめでとうございます。

令和４年の新春を迎え、本年が皆様方にとり幸多

き年でありますよう祈念申し上げますと共に、平素、

商工会議所にお寄せ頂いておりますご支援・ご協力

に対し衷心より感謝と御礼を申し上げます。

昨年は一昨年に引き続き新型コロナウイルスの感

染拡大により、緊急事態宣言・まん延防止等重点措

置などが適用され、事業所はもちろん国民の皆様に

は耐える一年・そして新たなことに挑戦する年に

なったことと思われます。その中で 1 年延期となっ

た東京オリンピックが開催され、スポーツの力は

人々に勇気と希望を与えてくれるものだと改めて感

じたところでございます。

国政においては菅政権から岸田政権に代わり、「国

民との丁寧な対話を大切に」を政権運営の基本とし

て、①新型コロナウイルス対策、②新しい資本主義

明けましておめでとうございます。

２０２２年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげ

ます。

昨秋以降、国内では新型コロナ新規感染者数が低

位で推移し、本格的な日常生活回復に向けた動きが

加速する中で新年を迎えられたことを皆さまと共に

喜びたいと思います。

海外での感染再拡大などもあり、先行きの見通し

は予断を許さないものの、商工会議所は、本年を感

染防止と社会経済活動をより高い次元で両立させる

年と位置付け、地域経済ならびにそれを支える事業

者の皆さまの発展のため、引き続き全力を尽くして

まいります。

さて、コロナ禍で急激に落ち込んだ経済もようや

く回復基調に転じましたが、依然力強さを欠き、業

種や規模により回復度合いが異なる「Ｋ字型回復」

の状況が続いています。国民全体を覆う閉塞感を真

に打開するためにも、昨年政府が決定した「新たな

経済対策」の着実な実行はもとより、国民が日本の

将来について明るい希望を抱けるような、新たな成

長と発展への道筋を明確に示す必要があります。

第２次岸田内閣の発足以降、政府は「新しい資本

主義」を掲げ、「成長と分配の好循環」「コロナ後の

新しい社会の開拓」に向けて議論を重ねてきました。

私はコロナ禍を通じて、「強く豊かな国でなければ

有事の際に国民を守ることができない」と改めて認

識しましたが、日本を危機に対するレジリエンスを

備えた強い豊かな国にするためには、コロナ禍で明

らかになった社会課題の解決と経済成長を車の両輪

として同時に実現することが必要です。

少子高齢化に向かう人口動態等、様々な構造的課

題を抱える按が国が、社会課題を解決すると同時に

経済成長を図るためには、一国の豊かさを示す総合

的な指標である「１人当たりＧＤＰ」の引き上げを

国全体の目標として掲げ、あらゆる分野での生産性

向上と潜在成長率の底上げを図る必要があります。

特に、雇用の約７割を占める中小企業の生産性を引

き上げることは、ひいてはわが国全体の生産性の向

八幡浜商工会議所

会 頭 木 綱 俊 三

新年のごあいさつ

地域とともに、
未来を創る

日本商工会議所

会 頭 三 村 明 夫
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上につながる重要な課題です。他にも、経済・医療

安全保障、成長を支える基盤である人材育成や科学

技術研究への投資、デジタル化の推進、「Ｓ＋３Ｅ」

の原則を踏まえたバランスの取れたエネルギー政策

と技術革新等が不可欠です。通商面では、ＴＰＰや

ＲＣＥＰの成果を踏まえ、同じ考えを持つ国々との

連携を深めつつ、引き続き日本が自由貿易体制推進

において主導的な役割を果たすべきです。

こうした課題認識を踏まえ、われわれ商工会議所

は本年、特に以下３点について重点的な取り組みを

実行してまいります。

第一は「デジタル活用による中小企業の体質強化」

です。これまでも幾多の困難を乗り越えてきた日本

の中小企業は、様々な変化に柔軟かつ迅速に対応で

きる潜在的な変革力を有しています。中小企業経営

へのデジタル活用は、生き残りをかけた自己変革の

有力な手段であり、コロナ禍で加速したデジタル化

の流れを、業務効率化に留まらず、越境ＥＣ等を通

じた販路拡大、さらには業態転換などのビジネス変

革にまで広げる経営力向上の柱として強力に支援し

てまいります。

第二は「事業再構築、取引適正化等を通じた付加

価値の向上」です。商工会議所による伴走型の経営

相談体制の強化により、事業承継や事業の再生・再

構築を後押しし、経営の効率化や付加価値創出力の

向上を強力に支援してまいります。また、大企業と

中小企業で構成されるサプライチェーン全体で、創

出した付加価値やコストをフェアに分かち合う取引

適正化も不可欠です。登録企業が４千社を超えた

「パートナーシップ構築宣言」は、官民連携でこれを

実現するための有力なプラットフォームであり、今

後は宣言の実効性をより高め、中小企業の付加価値

向上、ひいては日本全体の成長力の底上げに寄与し

てまいります。

第三は「地域ぐるみの地方創生の推進」です。東

京一極集中と言われますが、実際には一次産業の成

長産業化、インフラ整備を通じた製造業の集積、イ

ンバウンド需要の取り込みなどを進めてきた地方圏

の方が、東京圏よりも高い経済成長率を実現してお

ります。コロナ禍を契機としたさらなる地方分散化

の動きもみられる中、政府の「デジタル田園都市国

家構想」も踏まえ、こうしたモメンタムを地方創生

の加速化につなげていくことは、レジリエントな日

本の国土形成のためにも不可欠です。商工会議所

は、地域総合経済団体として地域の多様な主体との

連携を深め、地域ぐるみの地方創生をさらに後押し

してまいります。

最後に、日本商工会議所は今年で創立１００周年

を迎えます。「地域とともに、未来を創る」をスロー

ガンに、次の１００年に向けて、中小企業の活力強

化と地域活性化による日本経済の持続的な成長の実

現を目指し、５１５商工会議所と連合会、青年部、女

性会、海外の商工会議所とのネットワーク力を最大

限活用し、新しい時代を皆さまと切り拓いてまいり

たいと思います。引き続きのご支援、ご協力をお願

いして、私の年頭のあいさつとさせていただきます。

の実現、③国民を守り抜く、外交・安全保障、④危機

管理の徹底、⑤東日本大震災からの復興、国土強靱

化に取り組むことの５つの政策が示され、就任間も

なく給付金の配布も決定し、スピード感のある経済

政策の実行に今後の活躍を期待するところです。

さて、当地域に眼を転じますと、新型コロナウイ

ルスの影響で祭や各種イベントが軒並み中止となる

一方、低迷した市内の消費活動を喚起し、市内経済

の活性化を図るため、八幡浜市がプレミアム付飲食

券（やわたはま食うぽん券）・やわたはまわくわく券

の発行による支援により市内のサービス業はじめ多

くの事業者の方々は大変有難いとの声も多く聞かれ

ます。

会議所としては「美食の街－八幡浜」を目指し、そ

の一端として「えひめ技あり鱧プロジェクト」を立

ち上げ、活動しておりますが、新型コロナウイルス

の影響により思うような活動ができない状況の中、

昨年の１１月２日～１４日まで松山三越において八

幡浜の物産を一堂に集めた「大・八幡浜展」が開催さ

れ、ハモ関連商品はじめ水産加工品、柑橘類など、八

幡浜市を大いに売り出せたのではないかと感じてお

ります。新型コロナウイルスの感染者は減少傾向に

あるものの、引き続き感染対策を徹底した中で「美

食の街－八幡浜」に取り組んでまいります。

会頭就任６年目の最終年に当たり、引き続き新型

コロナウイルス感染症対策に全力で取組むととも

に、地域の雇用対策と地場産業の振興、食によるま

ちづくりなどを柱に、新年度の会議所活動を展開し

て行きたいと考えており、関係機関各位並びに上部

団体のご支援を仰ぎ、行政と一体となって誠心誠意

ことに当たる所存ですので、会員各位の一層のご支

援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げますとと

もに、皆様のご健勝・ご多幸を祈念申し上げまして、

新年のご挨拶とさせて頂きます。
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氏 名 松 本 純 一
事業所名 光映電工株式会社
役 職 名 代表取締役
生年月日 昭和 25年 3月 11日
趣 味 美術館巡り、ウォーキング

コロナ禍の状況が２年間続き、今年も警戒が続き油断がで
きない年になると思います。仕事する中で材料の値上り、納
期の遅れが続いています。仕事の仕方が大きく変化していく
状況で電気、電気通信工事の設備の充実を図るために、ライ
フラインの整備を実施することができた一年となりました。

先の不安要素が多い年明けとなっていますが、昨年より回
復する年になることを願っています。次の世代の経営を育
て、引継いで行くと同時に今までの実績も確保して近い将来
に継承できると共に社員に今一つ発奮して頂く事を願ってい
ます。

寅年の 72 才を向かえようとしています。近ごろの高齢者
は若く見え、身体も丈夫な方が増えています。私も多少痛い
所は有りますが、26280 日（72才）間入院することなく働け
ていることに感謝したいと思います。道は前方にまだまだ延
びています。早く進むには無理が有ります。ゆっくりと身体
と話しながら進んで行きたいと思います。ゴールはまだ見え
ていません・・・

氏 名 上 田 英 樹
事業所名 梅美人酒造株式会社
役 職 名 代表取締役
生年月日 昭和 37年 4月 12日
趣 味 模型（鉄道関連）

コロナ禍という状況にあって、本年も厳しい状況が続くと
思っていましたが、秋頃から全国的にコロナ感染者が激減し、
ようやく落ちつきつつある状況です。しかし、日本酒業界に
あっては、大きな試練を受けた年でした。

コロナが落ちつき、人々の日常生活も戻りつつ人生の節目
節目に人々に飲まれてきたお酒を造り続ける意義を問う一年
にしたいと思います。新商品の開発等積極的に取り組んでい
きたいと思います。

氏 名 大 西 晶
事業所名 有限会社大西石材
役 職 名 代表取締役
生年月日 昭和 37年 4月 11日
趣 味 ゴルフ

近年はお墓を継承しなくていい永代供養にされる方が増
え、それにともなって、墓じまい（墓石撤去・処分）が多くな
りました。石屋は石材業から供養業になっていくんだと思い
ます。私個人的には、娘が 6月に無事出産し、かわいい孫が
出来「よいよ せいらしい」年でありました。

今年は寅年ということもあるので何か新しい事にトライし
たいと思っています。虎穴に入らずんば虎子を得ずの精神
で、目標に向かって突き進んでいきます！

お墓づくりは、わからない事だらけですので何でも相談し
てみて下さいね。

氏 名 谷 口 貴 英
事業所名 谷口工務店

生年月日 昭和 61年 9月 20日

趣 味 ゴルフ

まだまだ続く、新型コロナウイルスの影響で、木材建材等の
高騰や資材の確保が困難な状況でしたが、補助金等を活用しつ
つ、勇往邁進した１年でした。

激動する情勢のなか、どのような状況下であっても向上心を
忘れず、建設的な姿勢で尽力して参ります。

氏 名 兵 頭 真 紀 夫
事業 所 名 有限会社フラワーショップケイ

役 職 名 代表取締役

生 年 月 日 昭和 49年 6月 19日

趣 味 ジョギング、筋トレ、暴飲暴食

一昨年に右肩を脱臼し、脱臼が按せにならないように千代の
富士がごとく筋トレに励んだ一年でした。おかげさまで育ち盛
りの息子（高校３年生）にも腕ずもうで負けたことがありませ
ん。仕事のほうではコロナ禍が続く中でしたが、なんとか踏ん
張り、今まで通りではない新たなやり方、考え方を得る貴重な
一年となりました。

趣味に暴飲暴食と書いておきながらではありますが、まずは
健康第一。また、後継者が現れる可能性が現実味を帯びてきた
ので、胸を張って引き継いでもらえるよう、少しずつでも成長
し続ける花屋にしていきます。

氏 名 三 瀬 英 明
事業所名 光映電工株式会社

生年月日 昭和 61年 12月 14日

趣 味 ゴルフ

昨年は結婚という大きな節目を迎え、ＹＥＧメンバーの祝
福の言葉や、傍で支えてくれる人のぬくもりなど、人と人と
の繋がりの大切さを実感する年となりました。また、ＹＥＧ
の活動では周年実行委員会において副委員長に抜擢していた
だき、県大会や 40 周年記念大会を経験して自身の見聞を広
げることが出来たと思います。

コロナ禍もようやく収束の兆しが見えてきましたので、健
康第一で趣味や仕事に今まで以上に全力で取り組みます。ま
ずは趣味のゴルフで恥ずかしくないスコアで回れるように日
夜努力していきます。

36 歳の年を迎えますが、まだまだ成長が必要だと痛感し
ていますので、先輩方におかれましては公私を問わずお付き
合いいただき、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。
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第 68 回 愛媛県商工会議所議員大会
去る 12 月 14 日（火）、県内各商工会議所の役

員・議員が一堂に会し、「第 68 回 愛媛県商工会
議所議員大会」が、愛媛県県民文化会館にて開
催されました。
はじめに大塚県連会頭の主催者挨拶等のあ

と、多年に亘り会議所の発展に貢献された役員・
議員及び職員 93 名の表彰と、叙勲・褒章受章者、
大臣・長官表彰受賞者２名に賀状が贈呈されま
した。
続いて、議事に移り『コロナ禍からの日常の

回復と経済の再生について』等を含む７項目の
提出議題について説明があり、県下商工会議所

の共同提案として全議案とも満場一致で採択され、大会は盛会裡に幕を閉じました。
大会の後、『何故、人は食べるのか～食の多面的な役割を考える～』と題して、味の素株式会社 執行役会

長 伊藤雅俊氏による記念講演が行われました。
例年であれば大会後、和やかに交流することができる懇親会も昨年に引き続きコロナの影響で中止とな

りました。

商工会議所の会頭・副会頭として
在任通算10年以上に亘る功労者

愛媛県商工会議所連合会会頭表彰
副 会 頭 山 本 誠

商工会議所の役員・議員として
在任通算15年以上に亘る功労者

愛媛県商工会議所連合会会頭表彰
副 会 頭 山 本 誠
議 員 松 本 昭 子 宮 本 明 裕

過去に表彰を受けた者で、
在任若しくは在職の功労者（５年毎）

愛媛県商工会議所連合会会頭表彰
在任20年表彰 副 会 頭 堀 口 栄 樹

常 議 員 緒 方 健 太 郎
魚 海 浩 昭

議 員 石 井 彦 之
在職45年表彰 専務理事 都 築 修 蔵

商工会議所の役員・議員として
多年在任し、功労特に顕著な退任者

愛媛県商工会議所連合会会頭表彰
前議員 井 上 浩 史

（敬称略）

賀状贈呈者

叙勲・褒章受章者
大臣・長官表彰受賞者（藍綬褒章）

堀 口 栄 樹
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商工会議所トピックス
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。

９月２２日（水）

八幡浜青色申告会･
同女性部合同役員会

出席者数：１３名
八幡浜税務署長及び個人課税

部門統括国税調査官ほか 13 名
の出席のもと、本年度各事業の
活動報告と今後の事業計画、決
算申告に向けた取り組み等につ
いて協議しました。

１０月２６日（火）

パソコン会計ソフト「ブルーリターンＡ」
講習会、会計ソフト方式による記帳指導

午前中に初級の会計ソフト講習会を３
名の出席の中実施し、指導センターの髙
市氏のご指導のもと、受講者は熱心に受
講していただきました。午後からは会計
ソフト方式による記帳指導を実施し、決
算に向けての指導を行いました。

１１月１１日（木） 金融勉強会（約束手形廃止に伴う勉強会）
出席者数：２０名

(公社)八幡浜法人会との共催による本勉強会に 20 名の参加を
得て、㈱伊予銀行ビジネスマーケティング部担当者を講師にご説
明いただきました。2026 年を目途に廃止の方針が示されている
約束手形。電子化の流れにより「インターネットバンキング」や
「でんさい（電子記録債権）」といった電子的に手形を発行・受取
できるサービスの他、クレジットカード（法人カード）による経
費精算の合理化等のメリットについてご紹介いただきました。

１１月２日（月）～ 「大・八幡浜展」開催

11 月２日（月）から 14 日（日）までの 13 日間、松山三越地下
１階のザセントラルマーケットにおいて、「大・八幡浜展」を開
催しました。
このイベントは、八幡浜市・八幡浜商工会議所・保内町商工会・

八幡浜観光物産協会で構成される大・八幡浜展実施委員会の主催
で、えひめ技あり鱧プロジェクトが事務局となり運営を担当して
実施しました。
43 事業所（学校含む）の参加により、みかんやじゃこ天をはじ

め、ちゃんぽん・マーマレード・塩パン・お酒・お菓子、その他
の様々な加工品や食品、技あり鱧の開発商品等約 200 アイテム
の出品に加え、特製ちゃんぽんやお寿司をその場で食べることの
できるイートインコーナーもあり、会場を訪れた方に八幡浜の
「食」を楽しんでいただき、観光ブースも併せて八幡浜の魅力を
十分にＰＲできたと感じています。

代表取締役 木綱徳勝
保内町川之石 TEL 36-2177

㈱ステップコミュニケーション
ドコモショップ八幡浜店
代表取締役 山本 誠
江戸岡交差点横 TEL 24-3121

仕出し弁当・ふぐ料理
味一番 うえだ
代表取締役 上田竹則

TEL 24-7101
大黒町 1-4630 TEL 24-7183

丸回企業㈱
代表取締役 堀口栄樹
沖新田 TEL 22-4133㈹
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１１月２２日（月）

産業開発委員会
出席者数：１０名

去る 11 月 22 日（月）午後１時 30分
より、堀口副会頭はじめ 10名の出席者
にて産業開発委員会を開催しました。
始めに８月３日に開催した委員会で

出された要望案、11 月２日に開催され
た八幡浜港港湾整備懇談会の資料を活
用しながら、フェリー駐車場跡地等の
活用方法について要望すべき内容をま
とめていきました。その後、来年度の
事業計画及び予算についても検討し、
今後提出する要望書をもとに八幡浜港
港湾整備懇談会の進捗状況について市
に説明していただくこと、八幡浜ウィ
ンドファームについて県の担当課から
説明していただくことを事業計画とす
ることとしました。

１１月２５日（木）

会員交流促進事業「大福引大会」

去る 11 月 25 日（木）に、会員交流促進事業「大福引大
会」抽選会を実施いたしました。
当日は、木綱会頭はじめ副会頭・青年部会長により特賞

の大型テレビから順に厳正に抽選されました。
今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大により無観客

での抽選会とし、景品は大きな影響を受けている飲食店等
の支援のため食事券・商品券を多く賞品に取り入れさせて
いただきました。次回には多くの会員の皆様にお集まり頂
き楽しい企画で実施できることを願っております。

１１月３０日（火） 建設部会 八幡浜港新フェリーターミナルビル視察
出席者数：２２名

中井建設部会長はじめ 22 名にて八
幡浜港新フェリーターミナルビルの視
察を行いました。まだテナントなどは
工事中ではありましたが、八幡浜市水
産港湾課の壹反田課長補佐にご案内い
ただきながら、八幡浜市の新たなシン
ボルとなるフェリーターミナルビルに
ついてご説明いただきました。普段の
会議では参加されないような部会員にもご参加いただき、有意義な視察となりました。

１２月９日（木） 八幡浜地域活性化講演会・議員年末懇談会

当商工会館大ホールにおいて、八幡浜地域活性化講演
会が開催され、有限会社太陽ファーム代表取締役社長本
田和也氏を講師としてお招きし、「ふるさとを守りましょ
う」のテーマにて講演いただきました。
引き続き、あたごにて開催された議員年末懇談会では、

昨年に藍綬褒章を受章された堀口副会頭の表彰の後、感
染防止対策を徹底した中で、懇親を行いました。

より良い環境と
暮らしのために

フジグラン北浜
店長 村井健嗣
北 浜 TEL 23-2110

森川精肉店
代表者 森川 武

大黒町商店街 TEL 24-4129

㈱はまでん
代表取締役 濱田陽一郎
五反田 TEL 22-4648
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青 年 部 だ よ り Vol.164

ビジネス委員会 委員長 髙野晋輔【㈱髙野商店】

一般社団法人エンディングパートナーの理事も務めら
れている、税理士の古谷佑一氏をお招きして講師例会を
開催しました。講演では、税理士を入れるメリット・デ
メリット、個人・法人の違い、法人税・所得税・消費税の
仕組み、また令和 5 年 10 月から始まる「インボイス制
度」のお話をして頂きました。
これまで税に対して深く関わってこなかったメンバー

にとっても大変按わかりやすく、良い勉強会になりました。

９月
25日

９月例会
～はじめてのぜいりし～

ＳＥＩＮＥＮＢＵ

周年実行委員会 委員長 米井隆博【㈱ステップコミュニケーション】

40 周年記念大会に向けた準備会議を開催しま
した。準備の進捗状況確認や成功に向けて、メ
ンバー間の意思統一を図る有意義な時間となり
ました。
このような大きなイベントを開催するには、

多くの皆さんの協力が必要であることを再認識
するとともに、この経験がメンバーの自己成長
に繋がることを期待したいと思いました。

10月
22日

10 月例会
～40 周年記念大会準備会議～

特別委員会 委員長 二宮 渉【二宮食油㈲】

２年振りとなった八幡浜産業まつりは、メンバーの予
想を遥かに上回る人出でした。コロナウィルス感染対策
のため、テイクアウトのみの販売となりましたが、準備
していた鶏肉を何度も追加するほどの売り上げとなりま
した。たくさんのご来場者の方に忠八からあげブラック
を楽しんで頂き、ありがとうございました。
産業まつりの恒例となった航空アクロバットショーで

は、今まで見た中で一番たくさんの人たちが空を見上げ
ていました。with コロナを意識しながらですが、少しず
つ戻りつつある日常を実感した 1日でした。

11月
14日 第８回やわたはま産業まつり

広報委員会 委員長 後藤庸介【八幡浜興産㈱】

㈱豊予社の菊池史行先輩を講師としてお招き
し、自社 PRの手法について講習を行って頂きま
した。自社を PRする広告手法として、昨今では
様々なツールがありま
す。それぞれに対して
のメリット、デメリット
の説明を行って頂き、時
代のニーズにあった広
告手法を学ぶことがで
きました。

11月
26日

11 月例会
～広告手法を身につけよう～

農業生産法人
㈱ミヤモトオレンジガーデン
代表取締役 宮本泰邦
産業通 TEL 21-3123

㈲菊池本店
代表取締役 菊池 敬
八代 224 TEL 22-0607

つかさ歯科医院
院長 高岡裕司

千代田町 1458 TEL 22-2466

■住宅建材・機器

八幡浜市産業通り
☎ （0894）22-3388
FAX（0894）27-0791
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ＳＥＩＮＥＮＢＵ

専務理事 田川修平 【㈱アシテック】

12 月３日に第 38 回四国ブロック大会西条大会が
開催されました。当初開催の９月からの延期ではあり
ましたが、本気で楽しむ西条流のおもてなしを受けて
まいりました。分科会では
当ＹＥＧメンバーからも
パネラーとして参加し、交
流の中で様々な情報交換
を行い、連帯を深め、これ
からの未来に繋がってい
く素晴らしい大会でした。

周年実行委員会 委員長 米井隆博 【㈱ステップコミュニケーション】
多くの方々にご出席いただき、創立 40 周年記念大会が開催されました。
家系図スピーチコンテストでは、３名が家系図を元に、自分の持つ歴史につい

て調べ、感じたことや考えたことを発表しました。また、ＹＥＧ活動に貢献され
た第 30～39 代の歴代会長への感謝状贈呈や 30 周年記念の際に作成されたタイ
ムカプセルの開封も行われました。
諸先輩方が築かれた功績や教えを後世に語り継ぐとともに、自分たちの役割と

責任を再認識し、一層の努力を持って活動していくきっかけを作る大切な時間と
なりました。お忙しい中ご臨席賜りました皆様、誠にありがとうございました。

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
動しませんか？ 詳しくは青年部事務局まで。（２２－３４１１）

12月
３日

第 38 回
四国ブロック大会西条大会

12月
11日 八幡浜商工会議所青年部創立 40 周年記念大会

菓工房後藤
代表者 後藤之泰

浜田町 1385 TEL 22-0601

八幡浜紙業㈱
代表取締役 長田明裕
1280番地 TEL 23-2121

㈱中井建設
代表取締役 中井貴一
若山 4 TEL 24-4364
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１０/２２
第５３回 全国商工会議所女性会連合会
オンライン総会に参加しました！
10 月 22 日（金）、第 53 回全国商工会議所女性会連合会

オンライン総会が開催され、当女性会から会長他６名で参
加いたしました。式典、女性起業家大賞授賞式等が行われ、
記念プログラムでは、新居浜市の㈱クック・チャム代表取
締役社長 藤田敏子氏による記念講演の他、一橋大学教授ク
リスティーナ・アメージャン氏による渋沢栄一氏をテーマ
にした講演、女性会頭３名による講演が行われ、女性のパ
ワーを感じられる記念プログラムとなりました。
全国から 356 女性会約 3,800 人の会員の皆さんが参加さ

れ、初めての試みとなる双方向配信による出席女性会紹介
や、少数グループでのオンライン交流などで、限られた時
間ではありましたが、各地女性会の方と交流を深めること
ができました。来年度は福島県での開催となります。

１１/１５
第２４回 四商女性連総会
徳島大会に参加しました！
11 月 15 日（月）、第 24 回四国商工会議所女性会連合会

総会がハイブリット形式により開催され、当女性会から会
長他６名で参加いたしました。四国四県から約 220 名参加
のもとで総会・講演会が開催されました。ハイブリット形
式ではありましたが、出席女性会紹介では愛媛県女連でオ
レンジ色のジャンパーを着用しＰＲいたしました。講演会
は、四国大学短期大学部ビジネス・コミュニケーション科
教授 加渡いづみ氏に「コロナ収束後の女性の働き方につい
て」というテーマでご講演いただきました。持続可能な社
会発展と多様性の包摂について非常に分かりやす按く話され
ており参加者も熱心に聞き入っておりました。
令和５年度の総会開催地は高知県となります。新型コロ

ナウイルスが収束し、現地で女性会の皆様とお会いできる
ことを願っております。

ＷＯＭＥＮ女 性 会 だ よ り
会員数

（Ｒ３．12．１）
３６名

愛媛マルハ㈱
マルハフーズ㈱
代表取締役 宇都宮基成
矢野町 1 TEL 22-0007

TEL 22-0070

九四オレンジフェリー㈱
代表取締役常務 眞木重壽
沖新田 TEL 22-1283

暮らしの安心を
バックアップ 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）

－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）

あなたも女性会の会員になりませんか（年会費：３，０００円）
お気軽に女性会事務局までご連絡ください。ＴＥＬ （０８９４）２２－３４１１
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「全国の概況」
業況DI は、２カ月連続の改善
先行きは、改善見込むもコスト上昇圧力が重荷

全産業合計の業況DIは、▲ 21.1（前月比+ 7.8 ポイント）
全業種において業況は改善。時短要請や活動制

限の緩和に伴い、客足が戻りつつある外食・観光関
連のサービス業や、民間工事が持ち直しつつある
建設業などで業況改善の動きがみられる。一方で、
製造業、卸売業を中心に、半導体不足や部品供給制
約による生産活動への影響が継続している。幅広
い業種で、鉄鋼などの原材料費や原油価格を含む
資源価格の上昇などのコスト増加が続いており、
中小企業の景況感はコロナ禍からの回復に向けた
動きがみられるものの、力強さを欠く。
先行き見通しDIは、▲ 17.5（今月比+ 3.6 ポイント）
感染対策と社会経済活動の両立に向けた国・自

治体の動きの加速による、年末年始の商戦を契機
とした個人消費拡大や、国内の観光需要回復など
への期待感がうかがえる。一方で、半導体不足や
部品供給制約の長期化、資源価格の高騰、円安の進
行、原材料費上昇分の価格転嫁の遅れなど、コスト
上昇圧力が重荷となり、中小企業においては、先行
きへの慎重な姿勢が続く。
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。
建 設 業 資材価格上昇による収益圧迫や、東

南アジアでの感染拡大を背景とした
住宅設備機器などの納品遅れ・欠品の影響が続く
ものの、災害復旧を含む公共工事の下支えや住宅
関連の民間工事の持ち直しが寄与し、改善。
製 造 業 イベント向けなどの受注に持ち直し

の動きが見られる印刷業・製紙業や
飲食料品製造業の売上が伸び、改善。一方、自動車
関連を中心に鉄鋼や資源価格の上昇による収益圧
迫や半導体不足による生産活動への影響が続いて
いるとの声は多い。
卸 売 業 物流費や包装資材などの価格上昇が

収益を圧迫しているものの、制限緩
和に伴いイベントや外食向けの受注増が続く農畜
水産物・飲食料品関連が全体を押し上げ、改善。
小 売 業 制限緩和に伴い客足が戻りつつある

百貨店などの売上増が寄与し、改善。
一方、食料品や日用品などの巣ごもり需要による
売上の一服感を指摘する声も聞かれた。
サービス業 運送業では燃料費上昇による負担増

が続いているものの、制限緩和に伴

い客足が戻りつつある飲食・宿泊業を中心に売上
が増加し、改善。ただし、通常営業再開による人手
不足が生じているとの声も聞かれた。

「四国の概況」
〇緊急事態宣言が解除されて 1 カ月が経過し、前
年同月比では売上増となったものの、依然とし
て来店客数はコロナ禍前の水準には至っていな
い（百貨店）

〇活動制限の緩和に伴い、観光需要が戻りつつあ
り、ホテルの稼働率は上昇。しかし、宴会需要は
依然として弱く、忘年会・新年会等の予約は低調
である（宿泊業）

〇飲食店やホテルからの引き合いが持ち直してい
るものの、最低賃金引上げによる人件費の増加
に加え、ガソリン価格の高騰による運送費の増
加が収益を圧迫している（飲食料品卸売業）

ブロック・産業別業況ＤＩ
前 年 同 月 比

(R3.11)
先 行 き 見 通 し
(R3.12～R4. 2)

四 国 全 国 四 国 全 国
全 産 業 芦(▲28.2) 芦(▲21.1) 芦(▲22.1) 芦(▲17.5)
建 設 業 芦(▲25.0) 芦(▲18.2) 芦(▲25.0) 芦(▲17.6)
製 造 業 芦(▲20.6) 芦(▲13.7) 芦(▲26.5) 芦(▲16.7)
卸 売 業 鯵(▲30.8) 芦(▲20.8) 葦(▲ 7.7) 芦(▲15.8)
小 売 業 鯵(▲30.3) 鯵(▲35.2) 芦(▲15.2) 芦(▲25.9)
サービス業 鯵(▲37.0) 芦(▲18.9) 芦(▲29.6) 芦(▲12.3)

Ｄ
Ｉ
値

渥
特に好調

旭
好調

葦
まあまあ

芦
不振

鯵
極めて不振

30以上 0 ▲ 30以下30＞ DI ≧ 10

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 （単位：百万円）
区 分 交換枚数 交換金額

Ｒ３年８月～10月 85 千枚 110,749

〇不渡手形交換高 （単位：千円）
区 分 不渡枚数 不渡金額

Ｒ３年８月～10月 32 枚 53,504

〇取引停止者数 （単位：千円）
区 分 取引停止件数/取引停止枚数 取引停止金額

Ｒ３年８月～10月 ２件／３枚 1,331

▲ 10≦ DI ＜▲ 30

商工会議所

ＬＯＢＯ
＜早期景気観測＞
2021年 11月調査結果

※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。

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１１月１２日～１８日
■調査対象：全国の３３７商工会議所が２,６２６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）
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市内業種別
景気動向調査結果
（令和３年７月～９月調査分）

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９月期調査分の集計結果を下記の通りまとめた。

１．調査時点 令和３年９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 ５社 運輸通信業 ６社
３．回答企業数 ３５社（回答率 34. 3％） 卸売業 ４社 水産業 ３社 不動産・サービス業 ６社

◆ 経営動向
対前年実績（令和３年７月～９月） 予測（令和３年 10月～12月）

１ ２ ３ ＤＩ １ ２ ３ ＤＩ
①売 上 高 増加 14.3% 不変 54.3% 減少 31.4% ＤＩ ▲ 17.1 増加 22.9% 不変 51.4% 減少 25.7% ＤＩ ▲ 2.9
②製商品在庫 増加 14.3% 不変 71.4% 減少 14.3% ＤＩ 0.0 増加 11.4% 不変 71.4% 減少 17.1% ＤＩ ▲ 5.7
③設備状況 増加 8.6% 不変 77.1% 減少 14.3% ＤＩ ▲ 5.7 増加 2.9% 不変 77.1% 減少 20.0% ＤＩ ▲ 17.1
④採算状況 好転 8.6% 不変 71.4% 悪化 20.0% ＤＩ ▲ 11.4 好転 11.4% 不変 62.9% 悪化 25.7% ＤＩ ▲ 14.3
⑤仕入単価 下落 5.7% 不変 51.4% 上昇 42.9% ＤＩ ▲ 37.1 下落 8.6% 不変 51.4% 上昇 40.0% ＤＩ ▲ 31.4
⑥労 働 力 過剰 2.9% 適正 68.6% 不足 28.6% ＤＩ ▲ 25.7 過剰 0.0% 適正 65.7% 不足 34.3% ＤＩ ▲ 34.3
⑦資金繰り 好転 2.9% 不変 80.0% 悪化 17.1% ＤＩ ▲ 14.3 好転 5.7% 不変 77.1% 悪化 17.1% ＤＩ ▲ 11.4
⑧総合景況感 好転 5.7% 不変 62.9% 悪化 31.4% ＤＩ ▲ 25.7 好転 5.7% 不変 68.6% 悪化 25.7% ＤＩ ▲ 20.0

◆ 経営上の問題点
1 売上不振 2 収益低下 3 過当競争 4 人材不足 5 人件費負担 6 設備不足 7 金利負担 8資金繰り難 9 その他 計

経営上の問題点第１位 34.3% 28.6% 2.9% 25.7% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 5.7% 100.0%
経営上の問題点第 2位 18.5% 51.9% 0.0% 3.7% 18.5% 3.7% 0.0% 3.7% 0.0% 100.0%
経営上の問題点第 3位 5.0% 10.0% 10.0% 30.0% 15.0% 5.0% 5.0% 20.0% 0.0% 100.0%
経営上の問題点総計 22.0% 31.7% 3.7% 19.5% 9.8% 2.4% 2.4% 6.1% 2.4% 100.0%

Ⅱ．業界の話題や行政等への要望について
５年後、10 年後を見据えた外国人労働力の確保を市、商工会議所と共に検討したい。報道による半導体不足に
加え、東南アジアのコロナ拡大による生産部品が滞ってしまい自動車生産が止まっている。受注を受けても納期
が半年以上も多く、自動車販売の売上げ、収益は落ちると予想している。といったご意見が寄せられています。

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 34.3％、次いで収益低下が 28.6％、人材不足
が 25.7％となっている。今期に設備投資をした事業所は 22.9％と前期の 33.3％と比べて減少し、来期に向
按けて設備投資を計画している事業所は 28.6％と前期の 23.8％と比べて増加している。

Ⅰ．概況（全産業）〔今期（令和３年７月～９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、▲ 17.1ポ
イントで、前年（令和２年９月期）調査の▲ 43.9ポイントと比べて好転傾向、前期（令和３年６月
期）調査の▲ 4.8ポイントからみると悪化傾向となっている。採算状況では前年同期比で▲ 39.
0 →▲ 11.4ポイント、前期比では▲ 11.9 →▲ 11.4ポイントと好転傾向を示している。業種別
にみてみると、建設業は売上高、採算ともに好転傾向（本調査回答１１社中５社で売上高ＤＩ▲
44.4 → 0.0、採算 DI ▲ 33.3 → 0.0）、小売業は売上高は横ばい、採算は好転傾向（本調査回
答 19 社中５社で採算 DI ▲ 40.0 → 0.0）、卸売業は売上高は悪化傾向、採算は好転傾向（本
調査回答 10 社中４社で採算 DI ▲ 40.0 → 25.0）、水産業・不動産サービス業は売上高は悪
化傾向、採算は横ばい、製造業・運輸通信業は売上高、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▲ 48.8 →▲ 25.7ポイント、前期比では▲ 33.3 →▲ 25.7ポイントと好転傾
向にある。全業種の向こう３ヶ月の予測においては▲ 20.0ポイントで好転傾向にある。業種別で
は、卸売業・運輸通信業・不動産サービス業は好転傾向、製造業・水産業は横ばい、建設業・小
売業は悪化傾向の予測がでている。
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令和３年度 補正予算案

コロナの影響で売上が
減少している皆様へ

✓ 法人は上限最大250万円を給付
✓ 個人事業主は上限最大50万円を給付

＊2022年３月までの見通しを立てら
れるよう、コロナ禍で大きな影響
を受ける事業者に、地域・業種問わ
ず、固定費負担の支援として、５か
月分の売上高減少額を基準に算定
した額を一括給付します。

＊上限額は、売上高に応じて三段階。
売上高30％～50％の減少の上限額
は売上高50％以上減少の上限額の
６割となります。

＊対 象 者：新型コロナの影響で、2021年11月～2022年3月のいずれかの
月の売上高が50%以上または30%~50%減少した事業者（中
堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

＊開始時期：補正予算成立後、所要の準備を経て申請受付開始予定
＊給 付 額：5ヶ月分（11月～3月）の売上高減少額を基準に算定
＊上 限 額：

売上高減少率   個人
法人

年間売上高
１億円以下

年間売上高
１億円超～５億円

年間売上高
５億円超

▲ 50%以上   50 万円 100 万円 150 万円 250 万円
▲ 30%～50%  30 万円 60 万円 90 万円 150 万円

※令和3年11月26日時
点での情報となりま
す。詳細につきまし
ては今後開設される
予定のサイトにてご
確認ください。内容
が変更される場合も
ございます。

事業支援事業支援事業支援
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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、 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、

以上としなければなりません。

・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。

愛媛労働局賃金室 電話：０８９－９３５－５２０５
八幡浜労働基準監督署 電話：０８９４－２２－１７５０

会社経営、各種団体での活動等を通じて、産業の
振興、社会福祉の増進等に優れた業績を挙げた方・
国や地方公共団体から依頼されて行われる公共の事
務に尽力した方に贈られる藍綬褒章を当会議所堀口
栄樹副会頭が受章されました。
今回の受章について堀口副会頭は「この度、はか

らずも令和３年秋の褒章で藍綬褒章の栄に浴し、身
に余る光栄に存じます。八幡浜商工会議所や業界団
体、会社の従業員、家族ら関係者のご支援の賜物と
深く感謝を申し上げます。平成13年に商工会議所
議員となり、常議員・副会頭を受けてこの方、会議
所活動に努めて参りました。このような栄誉を賜り
ましたことは、先輩方のご指導、多くの皆様方の心
温まるご助力とご支援の賜物と深く感謝しておりま
す。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響であらゆ

る分野、業界が影響を受け閉塞感に包まれています｡
しかし、ワクチン接種によって、ようやく将来の生
活への展望が生まれてきています。商工会議所の活
動で、八幡浜の魅力を愛媛県内外に発信し、交流人
口の増加・地域社会の発展の為、一層の努力・精進
をしていきたいと思いますので、引き続きご指導・
ご鞭撻をお願い申し上げます。」と話されました。
この度は誠におめでとうございました。

会社経営 各種 体 活動等 通 産業

堀口栄樹副会頭 藍綬褒章受章

創業関連保証 事業承継特別保証 中小企業振興資金
融資制度

中小企業緊急経営資金
融資制度

これから創業を考えら
れている方の創業資金
の調達をサポートいた
します。

事業継承時に経営者保
証不要で利用可能で
す。

低利な小口資金を利用
したい方を応援しま
す。

売上が減少（前年同期
比５％）した方への緊
急融資制度です。

運転資金、設備資金 運転資金、設備資金
（既存プロパー借入金の借換も可） 運転資金、設備資金 運転資金

3, 500万円 運転資金 5, 000万円
設備資金 10, 000万円 500万円 1, 000万円

（振興資金と併用不可）

運転資金 ７年以内
設備資金 10年以内

運転資金 ７年以内
設備資金 10年以内 ５年以内 ６年以内

証書貸付 証書貸付 証書貸付 証書貸付
事業者負担なし 事業者負担なし 事業者負担なし（但し、完済後一括補給）

1. 50％（創業特例 1. 30％） 1. 50％ 0. 76％（2021年 11月 30日 現在）

－ － 年 0. 5％ 年 0. 5％（500万円以内）

必要に応じ徴求 不要 必要に応じ徴求

愛媛県信用保証協会八幡浜支所（八幡浜市 1590番地 22 八幡浜市商工会館４階）
☎０８９４（２２）２００３



中小企業のみなさまが金融機関から事業に必要なお金を借りる時、
「確かな保証人」となってお金が借りやすくなるようにサポートする公
的な機関です。県内５ヵ所で地域に密着した信用保証業務を行ってい
ますので、お近くの窓口へお気軽にお問合せください。
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ネット試験導入について
【簿記検定試験２・３級】令和２年１２月より、統一試験の他にネット試験でも受験できるようになりました。
【リテールマーケティング（販売士）検定試験】令和３年度（２０２１年４月）より、ネット試験のみとなります。
ネット試験方式とは？
各地商工会議所が開拓・認定したネット試験会場において、同会場が定めた試験日時(随時)に、試験問題の出題・解
答・採点・合否判定までを同会場に設置されているパソコン上で行う試験方式です。
※詳しくは日本商工会議所検定ＨＰをご覧ください。（https://www.kentei.ne.jp）

名 称 試 験 日 受 付 期 間
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（火）～

令和４年１月31日（月）
第２２４回
珠算能力検定試験 令和４年２月13日（日） 令和３年12月20日（月）～

令和４年１月13日（木）

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

次回検定
試験情報

11 月２日～14 日の期間､リニューアルオープン
した三越地下一階「THE CENTRAL MARKET」
にて、八幡浜の物産を揃えた「大・八幡浜展」が
開催されました。八幡浜市・八幡浜商工会議所・
保内町商工会・八幡浜観光物産協会・えひめ技あ
り鱧プロジェクトが結集し実施委員会を組織。
43 事業所に参加して頂き、230 点超える商品が
販売できました。またキッチンスタジオでは
ちゃんぽ按ん亭イーグルさんとすし光さんに料理
パフォーマンスを行って頂き、特に 2, 000 円の
「八幡浜ちゃんぽん極（きわみ）」や骨のない鱧
を使った「鱧ちらし」が人気を博しました。
売上金額も目標を大幅に上回り、来場者のア

ンケートも概ね好評で、八幡浜の海と山の幸を

活かした魅力的な商品の多さには驚きの声も聞
こえた程です。「これだけの商品を取り揃えた
物産展は他の町では不可能だ」という意見もあ
り、「八幡浜の人はもっと自分の町に自信を持つ
べきだ」というエールも頂いています。
自分の町のいいところは、当たり前に感じて

見落としがちです。そのことによって、発展の
機会を逃している町が多いことも事実です。今
回の「大・八幡浜展」を通じて認識できたことは、
八幡浜には長年培った食品加工文化の成果が
華々しく存在しているということ。その素晴ら
しさを市民一人一人が認識し自信を強くしてい
くことが、八幡浜の発展に繋がることは間違い
ありません。「八幡浜よ！自信を持て！！」

八幡浜よ！自信を持て！！ハモ
応援談

新入会員紹介（令和３年９月～１２月入会分） －敬称略・入会順－

№ 事 業 所 名 代 表 者 名 住 所 業 種 な ど

1 ラウンジ凜 王 鑫 八幡浜市矢野町 6-7 丸二ビル 1F 飲食業

2 髙田啓史税理士事務所 髙 田 啓 史 八幡浜市 1074 番地 3 宇都宮ビル 2F 税理士

3 海幸丸 宇 都 宮 智 晴 八幡浜市合田 679 番地 漁業

4 亀田組 亀 田 貴 洋 八幡浜市保内町宮内 10-337 建設業

5 医療法人大志会 矢 野 正 仁 八幡浜市古町 1 丁目 6 番 12 号 医療・介護

6 ＭＩＧＡＣＴ 濵 田 規 史 八幡浜市向灘 1938 教育支援、宿泊他

～ご入会いただきありがとうございました～

■ ネット試験導入について
【簿記検定試験２・３級】
令和2年12月より、統一試験の他にネット試験
でも受験できるようになりました。
【リテールマーケティング(販売士)検定試験】
令和3年度（2021年4月）より、ネット試験のみ
となります。

■ ネット試験方式とは？
各地商工会議所が開拓・認定したネット試験

会場において、同会場が定めた試験日時(随時)
に、試験問題の出題・解答・採点・合否判定までを
同会場に設置されているパソコン上で行う試験
方式です。※詳しくは日本商工会議所検定ＨＰ
をご覧ください。（https://www.kentei.ne.jp）

－珠算・簿記検定試験－

第２２３回 珠算能力検定試験 （Ｒ３.１０.２４実施）

【１級】２名 【２級】２名 【３級】１名 【４級】１名 【５級】３名 【６級】１名
【７級】１名 【８級】３名 【９級】１名 【10級】１名 合格率 42.1％（前回51.3%）

第１５９回 簿記検定試験 （Ｒ３.１１.２１実施）

【２級】合格者なし 【３級】３名
合格率 30.0％（前回 30.0%）
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企業を育て地域を伸ばす商工会議所

１ オンデマンドセミナー（10/1～3/31）
５ 青年部三役会
６ 大・八幡浜展実施委員会
８ 社会保険（年金）相談日、法律相談日、

八日市
12 県連専務会
13 働き方改革相談
14 チームえびす第７回実務者会議（オ

ンライン）、正副会頭会、マル経審査
会、常議員会

18 青年部理事会
19 八幡神社秋季例大祭
22 第53回全国商工会議所女性会連合会

総会（オンライン）、検定担当者会議
（オンライン）、青年部例会

24 第223回珠算検定試験
26 ブルーリターンＡ講習会、会計ソフ

ト方式による記帳指導
28 愛媛県事業承継ネットワーク連絡会

議（オンライン）、第２回正副会頭会
29 社会保険（年金）相談日、新川駐車場

大規模点検～30日

２ 大八幡浜展（～14日）、事業承継個別
相談、青年部三役会

４ 令和３年度補助員研修会（オンライン）
５ 県下商工会議所正副会頭会、社会保

険（年金）相談日
８ 八日市、「税を考える週間」ＰＲ活動
（銀座商店街）、経営指導員研修（特別
コース）

９ 定例専務理事会・人事管理委員会
10 働き方改革相談
11 正副会頭会、マル経審査会、常議員会、

金融（約束手形廃止に伴う）勉強会
12 愛媛県商工会議所女性会連合会第１回

活動推進委員会（ハイブリッド）、法律
相談日、中小企業相談所長会議

13 第42回八幡浜陶芸展（～14日）
14 第３回ダルメイン世界マーマレード

アワード＆フェスティバル日本大会、
八幡浜産業まつり

15 四国商工会議所女性会連合会役員会・
総会徳島大会（ハイブリッド形式）、
青年部理事会

17 年末調整説明会、会報特別委員会
18 県共済推進（～19日）、決算指導スケ

ジュール打ち合わせ会
19 青年部全国会長研修会（土浦市）～20日
21 簿記検定試験
22 みなと祭協議会、産業開発委員会
25 会員交流促進事業「大福引大会」抽選

会、第２回正副会頭会
26 社会保険（年金）相談日、青年部臨時

総会
29 商業部会副部会長会
30 建設部会八幡浜港新フェリーターミ

ナルビル視察
31 食うぽん券使用期間終了日

１ 市とのランチタイムミーティング
２ 青年部第38回四国ブロック大会西条

大会（～３日）、定例専務理事会
３ 社会保険（年金）相談日、三者協議会、

女性会役員会、県下各税務署単位連
合会事務局長並びに指導担当者研修
会（オンライン）、観光振興大会2022
実行委員会（オンライン）

６ 全国商工会議所観光振興大会（沖縄）
オンライン（～７日）、労働保険事務
組合監査及び労働保険料算定基礎調
査

７ 運輸交通部会正副部会長会、青年部
三役会

８ 八日市（八日市調査（６月延期分））
働き方改革相談

９ 正副会頭会、マル経審査会、常議員
会、地域活性化講演会、年末懇談会

10 法律相談日、愛媛県YEG連合会理事
会・臨時総会・委員会・会長研修会

11 青年部創立40周年記念大会
13 経営指導員研修（特別コース）、水産

部会正副部会長会
14 第68回商工会議所議員大会
15 経営指導員研修（特別コース）、愛媛

県商工会議所女性会連合会南予ブ
ロック研修会、懇親会

18 会館美装作業
19 会館美装作業
20 青年部理事会
21 交通量調査、第８回チームえびす実

務者会議（オンライン）
22 経営指導員研修（特別コース）
24 社会保険（年金）相談日、県とのアフ

タヌーンミーティング
28 仕事納め
29 年末年始休暇～１月３日

｢答はドコかな？｣クイズで“みかん甘酒 mikanon!non!”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！

答え （６文字）

秋号「答はドコかな？」クイズ

当選者発表！
クイズの答え

（食べて応援）でした

・八幡浜市日土町 菊池さん

さくら３９㈱様の
「ヘルプサービスギフトチ
ケット」をお送りします。

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。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、㈱ニュウズ様より、「みかん甘酒
mikanon!non!」を５名の方にプレゼント致

します。どしどしご応募下さい！お待ちしております♪


官製はがきにクイズの答えと住所、氏名､年齢､職業､電話番
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、２月１０日(木)必着で送付して下さい。当選者は春号（３月末発刊
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
会議所だより「答はドコかな？」係

※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。
ＦＡＸ：０８９４－２４－１４０５ メール：ywthm@yawatahamacci.jp
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お店
探訪 93

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。

URL http://www. yawatahamacci. jp/
E-mail ywthm@yawatahamacci. jp

〒 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

会議は Zoom が当たり前で、情報もデ
ジタルが主流。そうであるからこそ、
直接会うことでしか体感できない空気
や紙でしかお伝えできない味わいの価
値がますます高まる。会報に携わりな
がら、そう感じています。 ＡＩ

【本氣のみかんで幸せを届ける】という経営理念のもと、年間を通じて 17 品目の柑橘を生産から販売まで
行っております。海外への輸出や、SDGs への取り組み、GLOBALG.A.P の取得など、農業の先駆者となる
べく新しい挑戦を行っております。

代表者

住 所 西宇和郡伊方町
河内 1448-1

ＴＥＬ （0894）38-2165

株式会社
ニュウズ
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編集後記

愛媛労働局では、特定最低賃金を改正し、令和３年12月
25日から施行することとしました。施行後の最低賃金額は
次の通りです。

愛媛労働局賃金室 電話：０８９－９３５－５２０５
八幡浜労働基準監督署 電話：０８９４－２２－１７５０

放送大学は2022年４月入学生を募集し
ています。
10代から90代の幅広い世代、約９万人

の学生が、大学を卒業したい、学びを楽
しみたいなど、様々な目的で学んでいま
す。テレビによる授業だけでなく、学生
は授業をインターネットで好きなときに
受講することもできます。心理学・福祉・
経済・歴史・文学・情報・自然科学など､
約300の幅広い授業科目があり、１科目か
ら学ぶことができます。

■ 資料を無料で差し上げています。お
気軽に放送大学愛媛学習センター（☎
089-923-8544）までご請求ください。

■ 出願期間は、第１回が２月28日まで、
第２回が３月15日まで。

① パルプ、紙製造業

② はん用機械器具、生産用機械器具、業務
用機械器具製造業

③ 電子部品・デバイス・電子回路、電気機
械器具、情報通信機械器具製造業

④ 船舶製造・修理業、舶用機関製造業
⑤ 各種商品小売業

※上記の特定最低賃金には、適用除外の労働者と、①から
③の産業には適用除外の業種が定められており、これら
に該当する場合は、愛媛県最低賃金（１時間８２１円）
が適用されます。


