
 

 

 

 

■ラジオを通じて会員事業所をご紹介 

■駅前フリマに女性会参加 

■令和３年度の無料個別相談会のご案内 

 ～商工会議所が未来を変える！～ 小野田商工会議所 

URL: https://www.onoda-cci.or.jp 
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 今年は開花が早まりました 



小野田商工会議所 ４月の予定 

1木 創業相談 

2 金  

3 土  

4 日  

5 月 地域活性化委員会 

6 火 会員福祉委員会/市振興資金審査会 

7 水 常議員会・臨時議員総会/創業相談（IT） 

8 木  

9金 知財相談 

10 土  

11日 珠算検定 

12 月 労務相談 

13 火  

14 水  

15 木 法律相談 

16 金  

17 土  

18 日  

19月  

20火 青年部・女性会第４２回通常総会/創業相談 

21水 正副会頭会議/創業相談 

22木 小野田珠算連盟総会 

23金  

24土  

25日  

26月 記帳税務相談 

27火 ビジネスマナー研修/労務相談 

28水  

29木 （昭和の日） 

30金  

 

～今月の表紙～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カレンダー内の個別相談について 

 個別相談は全て事前に予約が必要です。  

ご予約等は当所にお問合せ下さい。 

TEL 0836-84-4111 

 
【竜王山公園の桜】 
本市のランドマークである竜王山は、360

度の展望に恵まれて、関門橋や四国、九州、

国東半島が一望でき、夜景が美しいことでも

有名です。自動車登山道、歩行者登山道、広

場、園路などが整備され、展望台も設置され

ています。周辺には史跡が点在し、春は、約

10,000 本の桜（ソメイヨシノ、ヤマザクラ、ヤ

エザクラ他）や約 500 本のツツジが咲くお花

見スポットとなります。また、中腹には 100 サ

イトを備えたオートキャンプ場があります。 

 

●今月の表紙について 

今後会員さんの事業所や店舗の紹介を企

画中です。 

掲載希望募集しまので、当所までご連絡

下さい。 

申告所得税、贈与税及び個人
事業者の消費税の申告・納付期
限が延長されました。 
 

◎申告期限・納付期限 

・申告所得税及び復興特別所得税 

・個人事業者の消費税 

令和３年４月１５日（木） 
◎振替日（振替納税をご利用の場合） 

 ・申告所得税及び復興特別所得税 

5 月 31 日（月） 

・個人事業者の消費税 

5 月 24 日（月） 



２月１８日（木）の「木曜！ラジオ de回覧板」は、

社会保険労務士の竹本大亮さんにご出演頂いた。 

竹本さんは、山陽小野田市出身の４０歳。県内の

製造メーカーに１５年間勤務し、人事労務や財務経

理、社内 SE などの業務に携わってきたが、「人に雇

われない働き方にチャレンジしてみたい」と脱サラ

し、令和２年８月に社会保険労務士として開業、西

高泊にある自宅の一部を事務所として営業している。 

営業時間は、９時から１８時までで、土日、祝日

が定休日。 

主には労務管理相談、社会保険手続、給与計算、

就業規則等の作成を行っており、他にも研修講師や

人事制度の構築支援なども行っている。 

労務管理相談は、主に企業の経営者の方や、人事

労務管理ご担当の方からの相談を受けて、アドバイ

スをしている。 

社会保険手続きは、社会保険、健康保険、労働保

険、雇用保険、その他の諸手続きの代行を行ってい

る。主には労働局、労働基準監督署、ハローワーク

に対する手続きの代行ができる。また、これらが提

出先になっている助成金の代行も行っている。 

給与計算の代行は、毎月の企業での給与計算の代

行を行っている。給与は社会保険と密接に関係して

いるので、手続きとセットでご用命をいただく場合

がある。 

就業規則の作成は、企業において使用者と労働者

の間での約束事をまとめたものであり、よく耳にす

る様々な労働におけるトラブルの予防対策としては、

就業規則をしっかり整備することがそういった問題

を未然に防ぐ方法であると考えていると話された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他に、各種研修の講師や人事制度の構築など

を行っている。 

また、「コロナ禍でどのような相談が多いですか？」

の質問には、実際に相談を受けた例として、「雇用調

整助成金の申請についての書き方、計算方法、必要

な書類など」、「PCR 検査を受けさせたいが、費用は

どうしたらよいか」、「感染の疑いがあり、休ませた

いが給与はどうしたらよいか」等を上げられた。 

近年スタートした働き方改革については、労働力

不足が深刻な業界もあり、多様な働き方（高齢の方、

育児や介護の都合で、短時間で働く正社員の方、テ

レワーク専門で働く方など）に対応することで人材

を確保する企業が増えている。この際に注意したい

のがいわゆる「同一労働・同一賃金」についてで、

基本的には正規雇用の方と非正規雇用の方の待遇さ

が不合理でないことが求められている。 

いろいろな働き方の方に対し、それぞれに処遇を

設定する必要があり、それらの差が説明のつくもの

なのかどうかが重要となる。 

近いうちに社会保険の適用拡大というインパクト

のある法改正が控えている。一定規模以上の企業に

おいては、これまで扶養の範囲で働いていたパート

労働者の方々も社会保険料を負担する必要があり、

またその方たちを雇用している企業の社会保険料の

負担も増えることになる。これらの対応については、

法改正が実施される前にしっかり対策する必要があ

ることを説明された。 

労働をめぐる環境は日々変化しており、お困りの

際には、是非、労務管理の専門家である社会保険労

務士にご相談くださいと案内された。 

最後に、ラジオを聞かれた方への特典として、２

月末日まで「就業規則を無料診断」されるサービス

を案内された。 

 

 

 

ラジオを通じて会員事業所をご紹介   竹本社会保険労務士事務所 代表 竹本大亮 氏 

FM スマイルウェーブ 「木曜！ラジオ de 回覧板」 毎月第３木曜日１８時１５分～１９時 

 

竹本社会保険労務士事務所 
山陽小野田市大字西高泊２４８７ 

(TEL ０８３６-８４-０９２４)  

お気軽にお問い合わせください。 

ラジオ出演中の竹本さん 

ラジオ番組に出演して販路を広げませんか？ 
 

当所では、当所会員事業所の事業紹介の場として、毎月第３木曜日の１８時１５分～１９時の４５分間に 

FM スマイルウェーブのラジオ番組に出演しています。 

ラジオ番組に出演し「事業の特徴」や「販売商品」「技術」など自社の魅力を PR することで、新たに販

路を広げたい方を応援いたします。 

 

番組名：「木曜！ラジオ de回覧板」  パーソナリティ 松原淳子（まつばらあつこ）さん 
 

お申込み、詳細は電話にて事務局までお問合せください。 （担当：重冨 ８４－４１１１） 



女性会活動レポート 
 

小野田駅前街なかフリマにバザー出店 
 

去る３月１４日（日）午前８時より、小野田駅

前中通りにて、『第８１回小野田駅前街なかフリ

ーマーケット』が開催され、当女性会は遊休品の

バザーを出店しました。 

出店にあたって、事前に会員の皆さんより品物

を募り、値付け会を実施していざ準備は万端。 

当日の天気は、雨が降りそうで降らない一進一

退の空模様でしたが、お客さまは大変多く、賑や

かな人通りとなりました。 

女性会でのフリーマーケット出店は今回で５

回目。新型コロナの不安も少し残る中での出店で

したが、会場内にはアルコール消毒スペースが設

置されるなど、感染対策のもとで少しずつイベン

トが開催できる雰囲気が出てきていると感じて

います。 

終了時間の１２時を迎える一時間前、ついに雨

が降り出して早めの切上げとなりましたが、バザ

ー出店の過去最高売上を記録し、皆さんの笑顔を

久しぶりに見ることができた良い一日となりま

した。 

当女性会では、来年度も継続して地域振興に貢

献できるよう出店したいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議所新入会員のご紹介 ご加入ありがとうございました 

上記以外に掲載不要希望の事業所が１件入会されています。 

事業所名 代表者 所在地 業種（事業内容） 

清本工業 清本 奎太 緑ヶ丘 13-1 建設業 

壱真工業 阿部 陵介 赤崎 2-9-15 鳶、鉄工 

やすなり建設 和泉 康成 小野田 2191 建設業 

成進工業 藤井 仁 新生 2-3-16-207 配管工 

TOSON グループ 藤村電機工業 藤村 禎宏 中川 6-3-5-110  電機工事、鉄工 

 癒しのサロン アメジスト 竹中 祐子 鴨庄 249-4 マッサージ業 

 

※令和３年１月～３月までにご加入された方で、情報掲載にご了解いただいた方のみ掲載しております。 

『第８１回小野田駅前街なかフリーマーケット』 

女性会はバザーを出店 

※お詫びと訂正 

「商工おのだ」１月号掲載・新入会員のご紹介の中で事業所名の表記を誤ってご紹介いたしました。 

ここに訂正し、関係者の方々にお詫び申し上げます。 

 

（誤）純子バレエスタジアム → （正）純子バレエスタジオ 



令和３年度 無料個別相談会（秘密厳守・相談無料）のご案内 

  

当所では今年度も、皆様の経営に関する悩み・相談等に対応するために、あらゆる分野の専門家にアドバ

イスいただける無料相談会を開催してまいります。 

まずは商工会議所にご相談下さい。 

 

◎創業相談（事前予約必要）---担当相談員：中小企業診断士・税理士・ITコーディネーター 

「開業にあたって何から準備をして良いのかわからない。」「開業したが上手く軌道に乗せるのは？」など、開業

前後に起こる様々な不安や疑問に専門家の立場からアドバイス頂きます。 

開業に関するご相談以外にも、事業承継をお考えの方も是非ご活用下さい。 

 

◎労務相談（事前予約必要）---担当相談員：社会保険労務士 

就業規則の作成等、労務管理には見落としがちな事がたくさんあります。専門家の視点で様々な角度からアド

バイス頂きます。 

 

◎金融相談（事前予約必要）---担当相談員：日本政策金融公庫下関支店国民生活事業部担当者 

日本政策金融公庫下関支店国民生活事業部の担当者が金融に関するご相談にお答えします。 

 

◎知的財産権に関する個別相談（事前予約必要）---担当相談員：弁理士 

経営の中で抱えるアイデア段階から事業展開までの知的財産に関する悩みや相談に対してアドバイス頂きま

す。 

 

◎法律相談（事前予約必要）---担当相談員：山口県弁護士会所属弁護士 

金融・雇用・事業承継等、経営に関するあらゆる問題について（その他、個人的な相談も含む）法律の専門家の

立場からアドバイス頂きます。 

 

◎記帳・税務相談---担当相談員：税理士 

日々の記帳においての疑問や税に関する相談など、当所担当税理士が親切にお答えします。 

※日程等は会報・ホームページ等でご確認下さい。 

 

 

会員事業所の福利厚生は、 

商工会議所共済制度に 

お任せ下さい。 

私たちがお伺いします。 

小野田商工会議所 TEL：0836-84-4111  アクサ生命保険㈱小野田分室 TEL 0836-83-0696 小野田商工会議所 TEL：0836-84-4111  アクサ生命保険㈱小野田分室 TEL 0836-83-0696 

小野田商工会議所 TEL：0836-84-4111  アクサ生命保険㈱小野田分室 TEL 0836-83-0696 

 

主任 

山田 達哉 

 

中村 延茂 

 

濱根惠津子 

 
 

上村 芳生 

 

衛藤 文枝 

 
 

作花 弓美 

 

松本 章子 

 

福脇 茂実 

 
 

丸岡美恵子 



 

 

 

「生体内シグナル分子としての硫化水素とポリサルファイドの研究」 

薬学部 薬学科 薬理学 

教授 木村英雄 

 

【技術キーワード】 シグナル分子、硫化水素、ポリサルファイド、医療応用 

 

温泉で匂う卵の腐乱臭で知られている毒ガス硫化水素（H2S）は、生体内でも作られることが知

られるようになってきました。生体内ではシステインから酵素によって生合成され、神経伝達、

血管緊張性、抗炎症、細胞の酸化ストレスからの保護、酸素濃度センサーとしての役割を担って

います。また、S がさらに直列につながったポリサルファイド（H2Sn、HSS…..SH）も酵素によ

って生合成され、シグナル分子として働いていることが分かってきました。H2S や H2Snは、各種

タンパク質を標的として働きかけ、その活性を調節しています。 
 ニトログリセリンは、一酸化窒素（NO）を発生させて、冠状動脈血管を弛緩し、狭心症治療薬

として供されていることはよく知られていますが、H2S はこの NO と強い相乗効果を示します。

それは、H2S と NO とからポリサルファイドが生成することによって、強い作用を示すことが分

かってきています。 
 H2S やポリサルファイドは、酸化ストレスに対して細胞を保護する作用があり、パーキンソン

病、ハンチントン病、アルツハイマー病などでは、善玉として働き、エチルマロン酸脳症や統合

失調症では、悪玉として働くようです。 

 がん細胞に対しても、肺がん、大腸がん、卵巣がん、乳がんでは、悪玉として働くようで、H2S
生合成酵素を制御するという治療に向けた取り組みも進んでいるようです。一方、グリオーマで

は、ポリサルファイド量が高く、悪性化にもかかわっているようです。 
 このような H2S やポリサルファイドが、細胞内でどのような挙動を取るかを経時的に観察でき

る蛍光色素が多く開発されています。また、H2S を徐々に発生させるような化合物(薬物)や、生合

成酵素を制御する阻害剤の開発が進んでいます。変形性関節症に対する治療薬の開発は、臨床試

験第 3 相に進んでいます。他にも、消化管潰瘍治療薬、心不全治療薬などが第 2 相、そのほかに

もいくつかの治療薬の開発が進んでいます。 
 このように私達の研究室では、H2S やポリサルファイドの挙動解析を通じて、様々な疾患の治

療法開発につながる基礎研究に取り組んでいます。 
 
 
 

の研究を紹介します！ 

会報の紙面をお借りして、山口東京理科大学の研究

を紹介いたします。ここで紹介する事例をはじめ、本

学の研究成果や技術にご興味がありましたら、地域

連携研究推進課へおたずねください。 

問合せ先：山陽小野田市立山口東京理科大学 地域連携研究推進課 Tel:0836-88-4515 

Tel:0836-88-4515

