小 野 田 商 工 会 議 所 会 報
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■優良社員表彰 １３名が表彰
■当所がコロナワクチン職域接種を実施
■当所委員会を再編成
■木曜！ラジオ de 回覧板
■女性会活動レポート
■市内一斉ノーマイカーデーへのご協力

～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

小野田商工会議所 １１月の予定
1月

コロナ対策相談

～今月の表紙～

2火
3水

（文化の日）

4木

創業相談（IT）

5金

創業相談

6土
7日
8月

【コロナワクチン職域接種】
労務相談/食品表示セミナー

9火
10 水

コロナ対策相談/創業セミナー応用編①

11 木

普通救命講習会

12 金

知財相談

13 土

青年部創立４０周年記念式典

14 日

当所では、会員事業所従業員への接種機会
の拡大を目的とし、また地域の接種に関する負
担の軽減を図っていくため、山口東京理科大学
のご協力のもと、同大学で職域接種を実施しま
した。レノファの関係者も接種されていました。
（画像は本人の承諾を得て撮影しています。）
記事は 2 ページに掲載。
●今後の表紙について
今後会員さんの事務所や店舗の紹介を企画
中です。
掲載をご希望の方は、当所までご連絡下さ
い。

15 月
16 火

創業相談

17 水

創業相談

18 木

法律相談/労働法の制度改正と今後の取り組み

市内一斉ノーマイカーデーについて
市では、地球温暖化の取り組みとして、
市内一斉ノーマイカーデーを実施します。
可能な限り車を使用せず自転車などを
利用して、CO2 排出量の削減に取り組み
ましょう。

19 金

【実施日】１２月３日（金）

20 土

【取組例】
●徒歩・自転車等で移動する
●相乗りをする

21 日
22 月

記帳相談

23 火

（勤労感謝の日）

24 水

労務相談/創業セミナー応用編②

25 木
26 金
27 土
28 日
29 月
３０火

※自動車の使用をできるだけ控えましょう

地球環境を守るため、私たち一人ひとりの
行動が大切です。御協力お願いします。
なお、実施については今後の新型コロナウ
イルスの感染状況により対応が変わる場
合がありますので関係機関の情報を確認
してください。
お問い合わせ

山陽小野田市役所環境課
（TEL82-1144）

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

第６０回 小野田商工会議所優良社員表彰
当所では、去る１０月１２日（火）に開催した
総務委員会において本年度の優良社員表彰の選
考を行った。会員事業所から推薦された優良社員
表彰被表彰候補者の審査について、審査規定に基
づき厳正に審議した結果、下記の１３名の受賞者
を決定した。
（敬称略）
この表彰制度は、会員事業所に永年に亘り勤続
し、特にその企業の発展に貢献した社員の功績を

本年度の受賞者は１３名

称え、優秀な人材の確保と社員全般の資質の向上
を図り、会員事業所の発展に資するために行うも
ので、事業所の規模により第一種から第三種まで
の表彰があり、その中でも勤続が３０年以上に亘
る方については、日本商工会議所会頭、小野田商
工会議所会頭連名で表彰される。
表彰は今年で６０回目。

優良社員受賞者（敬称略）
第一種事業所

（該当者なし）

第二種事業所

熊野 義治

山口小野田レミコン㈱

畑谷 美佐恵

小野田通運㈱

末冨 由加利

小野田通運㈱

平本 貴美

小野田通運㈱

松岡 慶太

小野田通運㈱

三平 陽子

小野田通運㈱

豊嶋 麻衣子

中国電力㈱新小野田発電所

塚原 孝子

西日本医療サービス㈱

中谷 健治

富士運輸㈱

金子 慎一

富士商㈱

３０年以上勤続

幡吉 順二

共英製鋼㈱山口事業所

日本商工会議所会頭・
小野田商工会議所会頭
連盟表彰

松井 隆幸

共英製鋼㈱山口事業所

山本 宏

小野田商業開発㈱

第三種事業所

当所が新型コロナワクチン職域接種を実施
当所では、会員事業所従業員への接種機会の拡
大を目的とし、また地域の接種に関する負担の軽
減を図っていくため、山口東京理科大学のご協力
のもと、同大学で職域接種を実施した。対象は会
員事業所の役員従業員及びその家族、同大学関係
者に加えて市民枠も設け、１回目接種を９月１７
日（金）～１９日（日）、２回目接種を１０月１
５日（金）～１７日（日）で行なった。同大学が
７月に学生や教職員を対象に実施した職域接種
のノウハウを活用し、医師・看護師・薬剤師の協
力も得るなど、産学連携の職域接種となった。ワ
クチンはモデルナ社製で、市内はもとより宇部
市・下関市などの市外、また県外に住民票を持つ
就労者、学生、スポーツ関係従事者などから申込
があり、延べ１，８７０名が接種した。接種者の
平均年齢は３４歳で、学生など若い方が多くみら
れた。

延べ１，８７０名が接種
山陽小野田市において、ワクチンを２回接種し
た人の割合は、６５歳以上で９２．２％、１２歳
以上６５歳未満で７２．４％となっている。（１
０月２５日現在。山陽小野田市ＨＰより）

ワクチン接種の様子

当所委員会を再編成

6 委員会を新設

当所では、これまで役員議員を中心に１１委員
会を編成し、調査・要望・イベント企画等諸活動
を展開してきたが、今年度より委員会活動の現状
や市の動向等を鑑み、再編成して下記の６委員会
を新設して活動していくことになった。
今回の委員会は役員議員、青年部・女性会会員、
またそのＯＢや会員事業者等種々のメンバーで

編成され、９月から１０月にかけて第１回目の委
員会を開催し、委員会正式名称および正副委員長
を決定。委員会の役割及び今後の活動等を確認し
た。
また１１月１日には、正副委員長会議を開催す
る予定。

【各委員会の構成と役割】
委員会名

役職

氏名

総務委員会

委員長
副委員長

野口嘉一
杉山晶等

小野田商業開発㈱

委員長
副委員長
副委員長
副委員長

髙松秀樹
藤本典彦
吉田博昭
平西秀典

SKY アド

委員長

渡邊和憲

副委員長

島津智行

㈱CK テクノロジー
アンドマネジメント
㈱島津商会

特産品づくり
委員会

委員長
副委員長

福田基博
見嶋泰浩

(合)住宅サポート

山口東京理科
大学連携
委員会

委員長
副委員長

野村正文
穐本真一

日産化学㈱小野田工場

委員長

三澤英彰

副委員長

清水俊宏

中国電力㈱
新小野田発電所
㈲エヌエステクノ

まちづくり
委員会

DX 推進
委員会

理系 kid’s
育成委員会

主な活動項目

事業所名

太陽産業㈱

㈱山口銀行小野田支店
エネックス㈱

商工会議所の総務、事業運営、会員
増強等の組織強化
中小企業者の労務改善、福祉共済
制度の普及、各功労者表彰に関す
る事項
・会員大会の実施
地域や商工会議所の活性化に関す
る事項
・地域活性化ビジョンの作成

小野田液化ガス販売㈱

㈱西京銀行小野田支店

コミュニティカフェ
wakayama

みんなチェック！最低賃金

DX（デジタルトランスフォーメーショ
ン）の推進に関する事項
・市内企業の DX 化に関する現状調
査、DX 勉強会の開催、事業所への
DX 化サポート、DX 情報の提供をね
らいとする。
・商工会議所の DX 化に向けたビジ
ョンの策定。
各名産品を活用した新商品開発、
食の地産地消による消費拡大の推
進に関する事項
・ねぎ、アスパラ、あさり、海苔、いち
ご、ぶどう、菓子類、手作り製品等
大学と企業での交流活動の推進に
関する事項
・大学と企業との共同研究等の足
掛かりとなるような取り組み、学生
が地元に根付くような取り組み、学
生を活用することをねらいとする。
職場体験や教育を通じて理系に関
心を抱く子育て支援の推進に関す
る事項
・理系に強い人材を育成し、将来、
地元経済の活動に参画してもらう
ことをねらいとする。
・工場見学の受け入れ等

１時間 ８５７ 円

【発効日】 令和３年１０月１日
パート、アルバイト等を含めすべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払わなければなりません。
このほか、山口県内では次の特定（産業別）最低賃金を定めています。
詳細は山口労働局（℡083-995-0372）又は最寄りの労働基準監督署に

～今回の出演者～

ラジオで会員事業所を紹介

ファイナルアンサー
ア ト リ エ
ソ ウ
（atelier soh）

『木曜！ラジオ de 回覧板』
FM スマイルウェーブにて放送中！‐89.7MHz‐
毎月第３木曜日／１８時１５分～１９時００分

（手作り雑貨店を新規ＯＰＥＮする大久保さん㊧）

１０月２１日放送の「木曜！ラジオ de 回覧板」は、
当所会員で青年部所属の、ファイナルアンサー代表
大久保憲子（おおくぼのりこ）さんにご出演いただ
きました。
今回の放送では、昨年度青年部会長を務めた大久
保さんと、コロナ禍での激動の一年半を振り返ると
ともに、大久保さんが１１月１日に新規 OPEN する
「創意工夫デザイン雑貨 atelier soh（アトリエ・
ソウ）」について PR していただきました。
はじめに自己紹介された大久保さんは、現在小野
田地域でスナックを経営。長引くコロナ禍で厳しい
経営環境ながらも、
「地元の飲み屋さんとして街を明
るく灯せるように、日々頑張ってます！」と元気に
挨拶されました。
昨年度は当所青年部会長として、コロナ禍で活動
が大きく制限されるなか難しい舵取りを務められた
大久保さん。持ち前の明るさとは裏腹に、
「青年部と
自分の将来の両方で不安な日々を過ごすことも多か
ったです」と振り返っていました。

おおくぼ

のりこ

代表 大久保 憲子 さん

飲食店への休業要請に伴い、お店を休業していた
ある時、自分で手作りしたマスクを周囲に配ったと
ころ、とても喜んでもらえたそうで、この出来事を
きっかけに元々小さいころから手先が器用で手芸が
得意だった大久保さんの創作熱が再燃！
空いた時間を使い、とある広島在住の作家さんに
師事しながら創作技術を勉強し、カラーセラピスト
の資格を取得。「大好きな創作に夢中になることで、
何度も心が折れそうだった不安な日々が、いつしか
楽しい毎日に変わっていった」と話されていました。
OPEN は１１月１日（月）で、店舗は倉庫を改装し
たリゾートチックな内装に。商品はすべて手作りで、
天然石やドライフラワーなどレジンを使用した小
物・アクセサリー類をはじめ、ベトナム雑貨・カバ
ン・着物リメイク敷物など多数扱っているそうです。
より多くの方にお店を知っていただく為、１２月
の「おのだ名産品マルシェ」にも出店される予定で、
ぜひ一度観に来てくださいとのことでした！
あっという間に放送時間が過ぎ、番組の締めの選
曲は、大久保さんが大好きだという松田聖子さんの
「瑠璃色の地球」。冒頭の「夜明けの来ない夜は無い
さー」という歌詞から始まるこの曲に、
「不安だった
気持ちが晴れて前向きになれました」と紹介され、
昭和の名曲とともに放送は終了しました。

１１月１日（月）～新規ＯＰＥＮ！～
ア ト リ エ

ソ ウ

『 創意工夫デザイン雑貨 atelier soh 』
★所 在 地
★営業時間

山陽小野田市赤崎３-４-８
１３：００～１６：００
（※開店日から 2 日間は 11：00～営業）

★定 休 日
★ＯＰＥＮ
記念特典

あなたもラジオに出演してみませんか？

不定休
御来店いただいたお客様から、
先着３０名様にｵﾘｼﾞﾅﾙしおりを
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ！ さらにﾌｧｲﾅﾙｱﾝｻｰでは
先着１５名様にﾜﾝﾄﾞﾘﾝｸ無料！

自社を PR して販路を広げよう！

番組に一緒に出演し「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、ぜひご出演ください！！
★番組名 『木曜！ラジオ de 回覧板』
★Ｍ Ｃ 松原 淳子(まつばら あつこ)さん
★放 送 毎月第 3 木曜 18 時 15 分～19 時

★出演のお申込み・お問い合わせ先
小野田商工会議所
0836-84-4111
本件担当 中村、平山、和泉まで♪

女性会活動レポート

小野田駅前ロータリー広場
市民憲章碑前で草抜き大作戦を実施！
去る９月２２日（水）１０時より、小野田駅
前ロータリー広場市民憲章碑前にて、草抜き大
作戦を実施しました。
この取り組みは、昨年度、創立４０周年記念
事業として実施した小野田駅前「灯の de イル
ミネーション事業」への協力と、フラワーイル
ミネーションを寄贈したことを背景に、装飾エ
リアである小野田駅前ロータリー広場を美し
くしよう！と企画したもの。
作戦当日は６名が参加し、約１時間半かけて
市民憲章碑周辺の草抜きを行い、ゴミ袋５つ分
の雑草を集めました。
また、作業の途中には駅前団体の方々から飲
み物の差し入れをいただき、キレイになったロ
ータリー広場に喜んでおられました。
当女性会では、今後も定期的に草抜き大作戦
を実施していく予定です。

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
去る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
れました。
（当会は８名で参加）
今年の全国大会は、福島県郡山市にて開催予
定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止
の観点から、現地に一堂に会することは叶いま
せんでした。
昨年に引き続き、オンライン形式での開催と
なり、式典では記念すべき２０回目となった
「女性起業家大賞」をはじめとする各種授賞式
などが執り行われ、画面越しにその様子を拝見
いたしました。

㊤ after！
㊧ before

『ゴミ袋５つ分の雑草が集まりました！』

記念講演会では、女性起業家大賞２０周年記
念受賞者講演として、第１回大賞受賞者の㈱ク
ック・チャム代表取締役社長 藤田 敏子 氏が、
「女性の力は宝の山」と題しご講演され、続い
て一橋大学大学院経営管理研究科教授 クリス
テ ィ ー ナ ・ ア メ ー ジ ャ ン 氏 が 、「 渋 沢 栄 一
POWER！」と題しご講演されました。
「女性の社会進出・活躍推進」が大きなテー
マとなった今総会の最後には、全国の商工会議
所で３例（流山・鈴鹿・徳島）しかいない女性
会頭の方々から、女性会活動への期待を込めた
メッセージが寄せられました。
全国大会は、来年度に持ち越され、福島県商
工会議所女性会連合会の引き受けで開催され
る予定です。

また、女性会では初めての試みとなった双方
向間での「各地出席女性会の紹介」や、５団体
ごとに部屋分けされた「オンライン交流会」な
どが実施されました。慣れないカメラ越しのコ
ミュニケーションに少しぎこちない場面もあ
りましたが、各地女性会のコロナ禍での活動状
況を知ることが出来、大変興味深く、今後の活
動に取り入れたいと思いました。
『オンライン交流会で活動を報告する会員一同』

山口県のコロナ支援策をご紹介
当地域においては依然として新型コロナウィルス感染拡大の影響から厳しい経営環境が続
いております。
コロナ対策など、なんでもお気軽に小野田商工会議所にご相談ください。
支援金一覧（１０月１９日現在）

① 【山口県】中小企業者デルタ株集中対策支援
受付期間

令和３年１０月１２日（火）～１２月１７日（金）
①県内に事業所を有する中小企業者等。

対象

②令和３年８月又は９月においてコロナの影響により、前年、又は前々年の同月比で
事業収入が３０％以上減少した月が存在すること。
③令和３年の年間事業収入が、基準年の年間事業収入より減少見込みであること。
１事業者あたり

支援額

法人 ４０万円 ／ 個人 ２０万円
＊複数の事業所を運営している場合も１事業者分となります。

お問合せ

中小事業者デルタ株集中対策支援金事務局（TEL 083-902-0453）
又は所在地の商工会議所

② 【山口県】山口県営業時間短縮要請協力金（第２期）
受付期間
対象

支援金

お問合せ

令和３年９月２７日（月）～11 月２６日（金）
業種別ガイドラインに基づく、感染防止対策を実施していて、要請期間中の
（９月１３日から９月２６日）において営業時間短縮に協力している飲食店。
１店舗当たり
＊売上により異なる
詳しくはお問合せ先にご相談ください。
山口県時短要請・協力金相談窓口(TEL ０１２０-６７５-１２４)
受付時間 ９：００～１７：００（土・日・祝日を除く）

11 月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
厚生労働省では、労働保険制度を広く国民の皆様に理解していただくために、１１月を「労働保険未手続
事業一掃強化期間」と定め、全国的に積極的な広報活動を展開しています。
労働保険とは、雇用保険と労働者災害補償保険（一般的に「労災保険」といいます。）を総称したもので
す。
雇用保険は、労働者が失業した場合に生活の安定と再就職を促進するために必要な給付を行うととも
に、失業の予防、労働者の能力開発及び向上を図るための事業を行っています。
労災保険は、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷された場合や、病気や不幸にも死亡された
場合に、被災労働者や遺族を保護するための保険給付を行っています。
労働保険は業種や事業規模を問わず、労働者を一人でも雇っていれば加入しなければならないこと
となっています。加入手続きをされていない事業主の方は、早急に手続きされますようお願いします。
詳しくは、ハローワーク宇部雇用保険適用課（0836-31-0164

部門コード 21#）へお問い合わせ下さい。

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

の研究を紹介します！

連携研究推進課へおたずねください。

都合の良い高血圧治療薬の開発
薬学部 薬学科 薬学倫理学分野
教授 百渓 江
高血圧は万病の元です。血管は平滑筋という種類の筋肉によって緩んだり締まったりしていますが、高血圧の
原因の一つはその平滑筋の縮みすぎです。そこで我々は、平滑筋の縮みすぎによる高血圧を緩和するためにそれ
を緩める薬につながる研究をしています。平滑筋の収縮のような生体内の現象は、特定の刺激によって生じた信
号を複数のタンパク質が次々にリレー伝達し、最終段階で機能を発揮するタンパク質までその信号を伝える仕組
みになっています。
右下の図は、単純化した平滑筋内の信号伝達経路です。平滑筋の収縮に直接関わっているのは図の下の方にあ
る MLC というタンパク質です。MLC に至る平滑筋の信号伝達経路は、大別して図の左側のカルシウム（Ca２＋）
を経由するものと、右側の GEFｓや RhoA を経由する２種類に分かれています。右側のグレーで色付けされてい
る「高血圧関連 平滑筋シグナル経路」という部分が我々が研究している信号伝達経路です。この経路では、最初
に GPCR というタンパク質が信号を受け取りそれを GEFｓというタンパク質に伝え、さらに RhoA、Rho キナー
ゼ、MLCP という一連のタンパク質にリレーされた後、最終的に MLC に信号が伝わります。ここで注目すべき
は、GEFｓというタンパク質が複数種類あり（この図では単純化するために２種類として描いています）
、ここで
信号伝達経路が複数に枝分かれし、再び RhoA というタンパク質に信号伝達経路が収束しているという点です。
この理由について我々は、複数種類の GEFｓが役割を分業しており、それぞれ特定の状況においてのみ RhoA に
信号を伝達しているからではないかと考えています。
高血圧の原因は、患者さんによって様々です。例えば RhoA をオフ
にしてしまう薬を使った場合、どのような状況でも血管は緩み、血圧
は下がるでしょう。しかしその場合、本来、血圧が下がるべきでない
状況でも血圧が下がってしまうかもしれません。我々が考えるように
個々の GEFｓがそれぞれ特定の状況においてのみ血管収縮の信号伝
達に関わっているのであれば、そしてそれがその患者さんにとって都
合の悪い高血圧を発生させているのであれば、その GEFｓのみをオ
フにする薬を作ればその特定の状況においてのみ血圧を下げる事が
でき、その他の状況では正常な状態を保つという、患者さんにとって
非常に都合の良い状態を作ることができます。我々の研究室は、その
ような非常に都合の良い高血圧治療薬の開発を目指しています。

【キーワード】創薬・高血圧・血管平滑筋

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

所報「商工おのだ」に

“広告”を出しませんか？
貴社のＰＲに、小野田商工会議所報
「商工おのだ」をご利用ください。
広告蘭（ｻｲｽﾞ縦×横）

料

金 （税込）

３ヶ月契約

６ヶ月契約

1 ヶ年契約

裏表紙 1/2（カラー）

（継続掲載割引 10％）

（継続掲載割引 20％）

（継続掲載割引 30％）

（134mm × 180mm）

月 29，7００円

月 26，4００円

月 23，1００円

※毎月１回発行（発行部数：１，１００）
※１ヶ月だけでもＯＫ（33,000 円・掲載希望月等、事務局にお問合せ下さい）

低コスト

高開封率

経営者へ届く

従業員で回覧

