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Information

新年のご挨拶

庄原商工会議所

佐々木

新年明けましておめでとうございます。令和２年新春皆

会頭

満

ることが出来ました。改めて庄原市をはじめとした多くの

様にはお健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げま

関係者のご支援ご協力に御礼申し上げます。

す。

さて、今年の動きですが、まず１つ目はかんぽの郷の件

６日の会議所主催の新年互例会では各界より過去最多の

です。年末に日本郵政から庄原市へ譲渡の打診があり、市

264名のご参加をいただき、嬉しく力強く感じました。

には現在前向きに検討していただいておると認識しており

主催者として御礼申し上げます。

ます。現段階では譲渡金額は査定中ということで、何とも

さて、昨年を振り返りますと新天皇が御即位され令和と

判断はできませんが、これまでの地方公共団体への譲渡事

いう新しい時代の幕開けになり、明るく清々しいムードと

例を見ますと投資金額の僅か数パーセントという相当安価

なりました。またラグビーワールドカップでは日本の快進

な価格であり、仮に庄原もそうであれば是非とも取得いた

撃に心を躍らせ多くの感動をいただきました。しかし一方

だき、公設民営と言うスキームで市は賃料として投資額を

では、一昨年に続き台風大雨が猛威をふるい、関東・東日

回収し、運営者も賃料が大幅に抑えられ安定経営に道筋が

本では多くの方が犠牲となられました。改めてご冥福をお

出来ます。もちろんこれからの設備更新を含めても勝算が

祈り申し上げます。経済では米中、日韓の貿易戦争がエス

あると目論んでおります。観光宿泊客で年間３万５千人、

カレートし、製造業、観光業が大きな影響を受けました。

日帰り客で８万人という庄原の観光のコア施設であり、庄

ただ懸念した消費税増税後の落ち込みはキャシュレスポイ

原全体の観光促進にとっても必要不可欠なものと思いま

ントの効果で最低限に押さえられたようです。

す。会議所もしっかりと応援努力いたしますので庄原市に

私ども庄原に於いては、各々色々おありだったと思い

は是非とも前向きな検討をお願い申し上げます。

ますが、総じて静かな一年ではなかったかと思います。

2つ目は七塚の畜産試験場についてですが、皆様もご承

ただ人口減少や働き手不足があらゆる所に陰を落とし、

知の通り1900年(明治33年)に農商務省七塚原種牛牧場

将来に向けて大きな不安の中の平穏であったように感じ

としてスタートし、大正12年に県に移管され現在に至っ

ております。気になる指数につきまして、人口は11月末

ております。実は七塚の畜産試験場について佐藤代議士

で34912人と前年比で663人減り、有効求人倍率では

が日本最初であるかどうか独自に全国の資料を調査され、

10月末で1.50と前年に比べれば0.2ポイント改善しまし

現時点ではおそらく日本最初の国立種牛牧場であるという

た。しかし、医療介護販売で４倍強、建設業で2.2倍と依

ことです。もしそうであれば、その後に続く比婆牛、神石

然厳しい雇用環境が続いております。良かったのは観光入

牛、広島牛、チーズを一つのストーリーとして日本遺産又

り込み客で昨年比10万人増の271万人という嬉しい予測

は日本農業遺産として歴史上に旗印を立てたいという情熱

と聞いております。

を燃やされておりましたので、私の方から申し出て会議所

続いて会議所では、人口問題・雇用の確保という地域課

で引き継がさせていただき、早速特別委員会を立ち上げた

題解決に向けて立ち上げた「庄原の人口問題をとことん考

所です。より重みのある歴史遺産として観光振興に役立て

える民間会議」で庄原市との官民合同事業をスタートさ

たいと考えております。有益な情報・文献をお待ちしてお

せ、また「庄原でいきいき働く協議会」でも特に地元高

ります。

校生の地元就職に力を入れて就職ガイダンスを開催しまし
過疎地型マースの社会実験

庄原ＪＣに主管頂き、市内３校の高校２年生250人を対
象とした就職ガイダンスを44社の出展のもとで開催しま

ろです。このように忙しく、将来に向け有意義な一年とす

した。事業者の我々にとっては夢のような有り難い話であ

た。また

スマート農業・

そして３つ目ですが昨年秋に「いきいき働く協議会」で

に取り組み、それぞれ先進地として注目をされておるとこ

※1

※2

広島弁護士会所属
（弁護士登録番号47310）

三浦益隆法律事務所
業務内容

弁護士

三浦 益隆

■ 離婚・相続などのご家庭の問題

■ 債権回収・契約書チェックなどの企業様の法務

■ 交通事故・近隣トラブルなどの事故対応

■ その他法律業務全般・訴訟代理

〒727‐0012
広島県庄原市中本町一丁目3－1 渡辺ビル2階
庄原警察署隣 レッツ様2階

〒727-0012
庄原市中本町二丁目13-24

☎０８２４ｰ７４ｰ６３１０

http://sogo-service.sakura.ne.jp

https://www.miuramitsutaka-law-oﬃce.com/
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りますが、その後のアンケートで実に93％の生徒さんか

地生です。この二つの地産地消（生）をしっかりと取り組

ら視野がひろがった、地元の会社を知る事が出来た、大変

んで参りたいと考えております。

有意義だったという回答をいただきました。今後、地元の

以上、どれも「出来るか、出来ないか」ではなく「やる

生徒が地元に就職し、やがて家庭をもってもらうことが人

か、やらないか」の精神で取り組んで参ります。皆さんと

口問題の面からも一番大事なことかと考えます。このガイ

共にこの難局に立ち向かって行ければと思っております。

ダンスはもちろん今年も継続しますが、どうか会員企業の

今年もどうぞご支援ご協力お願いします。結びになりまし

皆様には生徒から選ばれる会社として「働き方改革」「待

たが、本年が皆様にとりまして、実りある一年になります

遇改善」をよりしっかり進めて頂きますようお願い申し上

ことを祈念いたしまして、新年のご挨拶と致します。

げます。よく地域循環の意味合いで言われる地産地消はこ

ロボット技術や情報通信技術 (ICT) を活用して、省力化、高品質生産を実現する新たな農業形態
のこと。現在、人工知能 (AI) を活用した経営管理システム、自動操舵トラクター、全自動収穫機、
ドローン空撮による収量予測など「キャベツ生産の全作業をスマート機械一貫体系」で効率化と生
産拡大を図り、広域かつ超省力経営の実現を目指す。

※1

の庄原にとって不可欠ですが、もう一つの地産地生も大事
です。それは地域で沢山子供が産まれる環境を作るの「地

AI 等の ICT を利用した全ての交通手段を複合的につなぐ新たな「移動サービス」のこと。利用
者はスマートフォンなどの端末を用いて、最適な交通手段やルートを検索し、予約、利用、決済が
1 度のサービスで可能となる。過疎地では公共交通維持の対策として、MaaS の活用が期待される。

※2

産」と地域で沢山の人が生きるの「地生」を合わせた地産

夢と誇りを持てる
庄原いちばんづくり

庄原市長

木山

耕三

新年あけましておめでとうございます。

制度に基づくGI登録を受け、さらに、豊富な森林資源の有効

皆様方におかれましては、希望に満ちた輝かしい新春をお

活用のために、大手木材企業と連携協定を締結しました。今

迎えのことと、心からお慶び申し上げます。

後も、農林畜産物の高付加価値化とブランド化を目指し、引

昨年は、平成30年7月豪雨災害の復旧・復興に、市民の皆

き続き関係機関などと密接に連携し、取り組みを進めてまい

さんとともに全市を挙げて取り組んだ一年でございました。

ります。

貴会議所におかれましては、佐々木会頭のリーダーシップ

さらに、本市の最重要課題であります人口減少対策では、

のもと、被災された事業者の早期復旧への多大なるご支援、

長期総合計画における総合施策の展開と「庄原いちばんづく

さらには域内産業の振興を通じた安心して暮らせるまちづく

り」による重点的な事業推進を図っており、定住者に対する

りの一翼を担っていただいておりますことに、心より感謝申

トータルサポートに加え、４月より子育て世代包括支援セン

し上げますとともに、皆様のご協力を大変心強く感じており

ターを設置し、病後児支援や放課後児童クラブの充実を図る

ます。

こととしており、妊娠・出産から子育てのための支援を進め

「頼りになる・攻める会議所をめざして」をスローガン

てまいります。

に、従来からの産学官連携はもとより「庄原でいきいき働く

最後になりましたが、本年は56年ぶりとなる東京オリン

協議会」や「庄原MaaS検討協議会」の事務局として、就職

ピック・パラリンピックが開催され、５月には庄原市では初

の促進や雇用の確保、公共交通空白地における生活・観光交

めてとなる「聖火」が到着し、ランナーとともに駆け抜けま

通の運行実験など、官民一体となった取り組みを推進してい

す。こうした歴史的な一年を経済循環の好機と捉え、夢と誇

ただいております。

りを持ち「やっぱり庄原がいちばんええよのぉ」と思える“

また、継続して実施されている「庄原おばんざいプロジェ

ふるさと”の創造に鋭意努力して参りますので、皆様のご理

クト」による庄原の食のブランド化や、現在、気運の高まっ

解とご協力をお願いいたします。

ている新規創業に関する支援事業など、多方面でのご活躍に

庄原商工会議所の益々のご発展と新しい年が会員皆様にと

重ねて厚くお礼申し上げます。

って幸多き年となりますよう、心より祈念しまして、新年の

さて、昨年は「比婆牛」が農林水産省から地理的表示保護

ご挨拶といたします。

夜間の宴会予約承ります
人数・時間・内容 お問い合わせください
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年頭所感

日本商工会議所

三村

明けましておめでとうございます。
2020年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。
私は、昨年11月の臨時会員総会において、各地商工
会議所の皆様のご推挙を得て日本商工会議所会頭に再任
され、日商会頭として３期目の新年を迎えることとなり
ました。各地の皆様におかれましても新体制の下、清々
しく新年をお迎えになられたことと存じます。
さて、昨年は国内外ともに実に多くの動きがありまし
た。
わが国では30年ぶりの御代替わりを経て「令和」時
代の幕が開き、大変な盛り上がりを見せたラグビーワー
ルドカップ、５年ぶりの消費税率引き上げ等、重要な出
来事が相次ぎました。一方で、台風等の自然災害による
被害も広範囲かつ甚大なものとなり、いまだ影響の残る
被災地の皆様には、改めて心からお見舞いを申しあげた
いと思います。
世界では、長期化する米中対立、不安定な中東情勢、
ブレグジット問題、香港問題、日韓関係の悪化等、数々
の混乱が生じ、その出口を模索し続けた１年でありまし
た。
わが国の経済情勢に目を転じれば、個人消費にはいま
だ力強さを欠くものの、米中摩擦等の影響もこれまでの
ところ限定的であり、民間投資は引き続き底堅く、日本
経済は潜在成長率並みの1％程度の緩やかな拡大を続け
ています。本年は、いよいよ東京オリンピック・パラリ
ンピックが開催されますが、東京および全国各地の魅力
とともに、東日本大震災等から復興した日本の姿を、全
世界にアピールできる絶好の機会であり、ぜひともこの
ビッグイベントによる効果を全国津々浦々に波及させ、
日本全体が元気になれる１年になることを切に願ってお
ります。
一方、わが国経済は多くの課題も抱えております。人
口減少や高齢化等の日本社会の構造変化を背景に、年々
深刻化する人手不足、経営者の高齢化等による廃業の増
加、地方の疲弊等が、日本経済のさらなる成長の足かせ
になっております。これら日本の抱える構造的課題は、
立場の弱い中小企業の経営課題として最も早く顕在化し
てきており、大企業との利益率格差は年々拡大し、また
賃金も毎年上昇する中で、労働分配率は大企業の40％
台に対し、中小企業では７０％台に達しています。従っ
て、生産性の向上や取引価格の適正化等を通じた付加価

24時間

3,300円
6,050円
8,250円

4,400円
7,150円
9,350円

明夫

値の向上なくして、中小企業はこれからの時代を生き抜
くことはできません。
こうした危機感の下、私は昨年11月、会頭再任時の
所信において「中小企業の強化を通じて日本の成長する
力を育てる」「地域の活性化」を活動の二本柱とする今
期の取り組みを表明いたしました。
中小企業はわが国経済の基盤であります。日本全体の
雇用の約７割、付加価値の約５割を生み出している中小
企業の強化なくして、わが国の持続的な経済成長はあり
得ません。所信では、①ひっ迫する人手不足とデジタル
社会の到来にあって、いまだ「発火点」に達していない
中小企業への「ＩＴ導入」と「デジタル技術の実装化」
を急ぎ、生産性向上と付加価値向上を同時に実現するこ
と、②来る「大事業承継時代」を変革と創造の好機と捉
え、「事業承継の加速化」で価値ある事業と技術を次世
代へ承継し、「起業・創業の活性化」でビジネス全体の
新陳代謝を促すこと、③取引価格の適正化とともに、中
小企業の生産性向上を大企業が積極的に支援する「大企
業と中小企業の新しい共存共栄関係の構築」により、サ
プライチェーン全体をより強固なものにしていくこと、
をわが国経済全体の発展・強化のための最重要の取り組
みとして掲げています。
また、「地域の活性化」では、各地域がその魅力を活
かし、他地域とも連携して所得向上に取り組まねばなり
ません。地域横断での広域連携を軸とした「観光振興」
と「農商工連携」をさらに推し進め、地域の独自資源を
最大限に活用して、インバウンドも含めた域外需要を取
り込んでいく必要があります。また、観光振興や地方創
生の取り組みを支え、これを加速化するストック効果の
高い社会資本整備や、近年頻発する大規模自然災害に耐
え得る国土強靭化についても、引き続き政府に対して積
極的な働き掛けを行ってまいります。
これらの目標を実現させる上で、われわれ商工会議所
は本年も「現場主義」と「双方向主義」をさらに徹底
し、現場の声を、各種の規制・制度改革、持続可能な全
世代型社会保障制度の構築、中小企業対策等を実現する
政策提言に活かしてまいりたいと思います。商工会議所
の強みは、全国515商工会議所、124万会員のネット
ワークを通じて、具体的・個別的な課題をはっきりと認
識していることです。その強みを活かし、それぞれの地
域で必要とされ、選ばれる組織であり続けるためには、

2,750
当日

会頭

内装仕上工事知事許可番号（26）13812

TEL・FAX（0824）72-0602
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地域の多様な主体と連携協働を図りつつ、商工会議所自
身も、時代の要請に合った進化と変革を遂げていかねば
なりません。
折しも、商工会議所の創始者である渋沢栄一翁
が 、 2021年のＮＨＫ大河ドラマの主人公や、新１万
円札の顔となることが決定しました。「企業は利益を上
げなければならないと同時に、公益についても考えなけ

12月

ればならない。両者は高い次元で両立する」という渋沢
翁の理念は、商工会議所の活動理念そのものであり、現
代においてこそ広める価値があるものと考えます。この
機に渋沢翁の理念を改めて共有し、大企業と中小企業、
都市と地方が共に輝き、日本経済の持続的成長をさらに
後押しできるよう、本年も皆様と共に全力を尽くして取
り組む所存であります。

木 曜 会

題目：
「庄原での暮らしについて―大学院生として―」
講師：県立広島大学大学院 総合学術研究科
生命システム科学専攻 博士課程前期
にし べ

西部

12月19日に
木曜会を開催いたしました。

み さき

美咲 氏

題目：
「庄原をより良いものにするために」
講師：県立広島大学 環境科学科2年
はやし

林

そう し

総司 氏

【内容】講演やディスカッションの中で、学生さんが庄原全

できそうな点がいくつか挙げられました。
今後、集客力のあるイベントが実施されることで学生と
地域住民が交流を深め、
「庄原は良いところだよ。」と地域
住民からの声を直接、耳にすることで庄原がより好きにな
り、地域に根付いていけるようになるのではないかという声
が上がりました。

体の情報発信力強化に期待していることが分かりました。
飲食店情報を一括して検索サイトに登録することで検索
しやすく整備してほしいことやアルバイト情報誌を手に取り
やすい場所に設置することで情報にアクセスしやすいよう
工夫してほしいこと等、実生活のエピソードを踏まえた改善

2019年 庄原市
順位

10大ニュース 投票結果

月

事

柄

1

2月

オリンピック金メダリスト 金藤理絵さんが、
新設された庄原市スポーツ大使に就任

1

9月

庄原市の特産品である
「比婆牛」
が地理的表示保護制度(GI)に登録

1

10月

4

3月

国営備北丘陵公園の開園以来、
累計入場者数が1,000万人を突破

4

9月

古民家宿泊施設「長者屋」
（ちょうじゃや）
及び
「不老仙」
（ふろうせん）
がオープン

4

10月

7

4月

県議会議員選挙にて小林秀矩氏が議席獲得

7

7月

庄原市こども未来広場が完成

9

1月

里山の駅『庄原ふらり』より、ピｰｽｳｨﾝズジｬパﾝ運営のﾚｽﾄﾗﾝ･ｶﾌｪが撤退。庄原市総合ｻｰビｽ㈱が引継いでﾘﾆｭｰｱﾙｵｰプﾝ

9

4月

庄原市東城町にて地域密着の電子マネー「ほ・ろ・かカード」
が誕生

9

10月

庄原商工会議所の臨時議員総会にて佐々木満会頭が再任

9

11月

庄原市の人口が35,000人を割り、
34,912人に

西日本豪雨により不通となっていたJR芸備線が1年3か月ぶりに全線復旧し、
備後庄原駅で式典を開催

MaaSの運行実証実験として帝釈峡での観光
（10月）
、
AIデマンドの生活交通
（11月）
を実施

http://www.nswest.co.jp

庄原市新庄町３６６－２
ＴＥＬ 0824-72-2033
ＦＡＸ 0824-75-0020
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Information

No.

90

！

どら書房

住所

〒727-0012

TEL

090-9913-3052

E-Mail

こんな仕
事
やってま～す

広島県庄原市中本町2-1-10

会 員 情 報

touzin@sannet.ne.jp

営業時間

9:30～19:00

定休日

月、火曜日（毎年2月を店内＆在庫整理期間として休業します）

●昔ながらの古本屋です。
販売した本を価格の半額で
再買取、新たに購入する本
の代金から引くという独自
の「貸本屋システム」が好
評 で す（現 金 だ と 3 割 を
キャッシュバック）。
●店頭で無農薬野菜の無人販売をしています。値段のついていないものは百円均
一で、毎週、水曜日朝に入荷。
●なつかしい漫画が無料で読める部屋、郷土史の資料本コーナーも充実。本格的
なコーヒー（150 円）も種類がたくさん。
●買取＆引取もやっていますので気軽にご相談ください。

小池書店
広島銀行

ビラたけだ

どら書房

広島みどり
信用金庫

キッチン
北川

このコーナーは会員さんが自由に使っていただけます。会社（事業所）
・お店の紹介をしませんか？
お申込み・お問合せ 庄原商工会議所 会員情報担当 北村

遠慮なくなんでもお問い合せ下さい。

◎マルケイ融資（小規模事業者経営改善資金）
2,000万円

融資

まるごと

日本政策金融公庫 国民生活事業

1,500万円を超える融資の場合は事業計画書
の提出が必要です。

（運転資金:7年以内・設備資金:10年以内）
金
利 1.21％（1/6現在）

◎一般貸付
運転資金
設備資金
基準利率

4,800万円（５年以内）
4,800万円（10年以内）
2.16％

返 済 期 間 、担 保 の 有 無 などの 条 件 により利 率 は 変 動
します 。

6

無料

広島県

小規模融資（小口資金）

運転資金
設備資金
金
利

2,000万円（10年以内）
2,000万円（10年以内）
1.2％（信用保証付）

庄原市

中小企業融資

運転資金
設備資金
金
利

1,000万円（10年以内）
1,500万円（10年以内）
1.9％以内（信用保証付）

詳しくは、庄原商工会議所までお問い合わせ下さい。



TEL72-2121

Information

令和元年分

所得税の確定申告期間は
令和２年２月１７日（月）～３月１６日（月）
までです
確定申告期間中は大変混雑致しますので、記帳代行・決算申告代行を庄原商工会
議所へ希望されておられます事業所の方は関係書類（各証明書）を確定申告開始前
の「２月14日（金）」までにご持参頂きますようよろしくお願い致します。
ご都合が悪く持参が難しい場合には、お電話（７２－２１２１）を頂ければ職員が
関係書類等を取りに伺います。
なお、確定申告終了間際に書類をご持参された場合には、対応が出来なくなりま
すのでご了承ください。

景況早見表
見通し

従業員
前年比

特に好調

見通し

サービス

前年比

売

見通し

卸

前年比

設

見通し

建

仕入単価 販売単価 資金繰り
前年比

売

見通し

小

採算

前年比

造

見通し

製

全
中
全
中
全
中
全
中
全
中
全
中

売上高
前年比

全企業

前年比

産業別

業況

見通し

項目別

国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国

（50＜DI）

好

調 （25≦DI＜50）

まあまあ （0≦DI＜25）

不

振 （▲25≦DI＜0）

きわめて不振 （DI＜▲25）

※上記マークを参考にして景況早見表をご覧下さい。

民間車検場

株式会社
広島県庄原市新庄町王子88-59

広島県庄原市新庄町382-1

印刷の原点を大切にし、
新しい時代への進化を成す

みづほ

TEL 0824-72-1163㈹
本 社 ・ 工 場／ 〒727-0004
広 島 支 店／ 〒733-0842
三 次 営 業 所／ 〒728-0013
安 芸 高 田 営 業 所／ 〒731-0501

TEL 0824-72-4521㈹

広島県庄原市新庄町5088番地58
広島県広島市西区井口一丁目15-25-112
広島県三次市十日市東六丁目13-35
広島県安芸高田市吉田町吉田758-3-503

www.shinseiart.com
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TEL 0824-72-7890 FAX 0824-72-2128
TEL 082-276-0073 FAX 082-276-4031
TEL 0824-62-3716 FAX 0824-62-5635

Information

業務のご案内
●不動産の名義変更 ●成年後見
●相続登記・遺言
●会社の登記
●借金の整理
●簡易裁判所訴訟代理等

〒７２７ｰ０００４
広島県庄原市新庄町２８１－１

詳しくはホームページに記載しています。
庄原 司法書士

広島北部司法事務所

検索

（訴訟代理権認定第524014号）
（司法書士登録番号828号）
平成２９年４月１日より庄原市役所前に事務所移転しました。

新住所 〒727-0012 広島県庄原市中本町一丁目8番16号 TEL0824-72-2315
（要予約）
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