小 野 田 商 工 会 議 所 会 報
The Onoda Chamber of Commerce and Industry News

■ 別府八幡宮（山陽小野田市有帆）
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～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 1 月の予定
1土

～今月の表紙～

2日
3月
4火

仕事始

5水

創業相談（IT）

6木

年末調整個別相談/創業相談

7金

年末調整個別相談

8土
9日
10 月

（成人の日）

11 火

年末調整個別相談

12 水

コロナ対策相談

13 木
14 金

小野田労働福祉協議会関係官庁会議/知財相談

15 土
16 日

所得税及び消費税確定申告
個別指導のご案内

17 月
18 火

創業相談

19 水

創業相談

20 木

小野田労働福祉協議会健康管理セミナー/法律相談

21 金
22 土
23 日
24 月

記帳税務相談

25 火

労務相談

26 水
27 木
28 金
29 土
29 日
31 月

別府八幡宮は神護景雲四年（西暦７７０年）、和気清
麻呂公よって豊前国（現在の大分県）の宇佐神宮より
勧請されたことを創建の始めとし、爾来１，２００年以上
の歴史を有する、当地方最古の古社です。
古来、厚東・大内・毛利氏の崇敬篤く、厚東氏は代々
の祈願所として社領を寄進し社殿を改築。大内弘世
は永和二年（１３７６年）本殿を造営しており、現在本殿
西側にある旧本殿がこの建物であると伝えられてい
ます。その後も寛文八年（１６６８年）に榎本就時は社殿
を修復、現本殿東側にある旧拝殿は天保八年（１８３７
年）毛利氏により改築されました。明治十三年（１８７９
年）には現本殿を造営し、昭和五十七年（１９８２年）に
現幣殿・拝殿改築し、近郷に誇る壮麗な社殿を整備
し、今日に至っています。
-別府八幡宮公式 HP より抜粋-

予約制にて行います。
必ず事前にご連絡下さい。
（申込多数の時間枠が発生した場合は、
日程調整させていただく場合があります）
◎所得税確定申告個別相談 （９時～１６時）
２月２1 日（月） 坂元耕樹税理士
２月２２日（火） 棟近 潔税理士
２月２４日（木） 梅本 修税理士
２月２５日（金） 堀 英俊税理士
２月２８日（月） 村田治子税理士
３月１日（火） 籔本英弘税理士
３月２日（水） 坂元耕樹税理士
３月３日（木） 棟近 潔税理士
３月４日（金） 梅本 修税理士
◎消費税確定申告個別相談（１３時～１６時）
３月２５日（金） 畑 善高税理士
予約・お問合せは小野田商工会議所まで
（0836-84-4111）

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

新年のごあいさつ

小野田商工会議所会頭

藤 田 敏 彦

スタッフ）などを山口東京理科大学の全面的協

あけまして
おめでとう
ございます。

小野田商工会議所
会 頭 藤 田 敏 彦

力を得ることによって、３週間という短い期間
の中で職域接種の体制を整え、国に申請いたし
ました。結果的には国のワクチンの確保が出来
ず一度は断念せざるを得ない状況となりまし

みなさまにおかれましては、お健やかに新春

たが、その後日程を変更するなど調整して、実

をお迎えすることと心からお慶び申し上げま

施することができました。会員事業所のみなら

す。

ず、そのご家族、そして地域の方々も含め延べ

また、平素から商工会議所の諸活動につきま

１,８７０名近くの方に職域ワクチン接種を実

して、ご支援とご協力を賜り重ねてお礼を申し

施することができ、市内・県内の感染予防対策

上げます。

の一助になったと考えています。今後とも、関

さて一昨年初頭から新型コロナウイルス感

係機関と連携し、スピード感を持って当所にお

染症の世界的な流行が始まり、我が国において

いても、より一層の感染防止対策強化を図って

も都市圏から人的な交流などにより地方へと

まいります。

感染が拡散されていきました。
このような中、日本商工会議所は、コロナ禍

小野田商工会議所は本年も引き続き地域経
済を支える会員の皆様が安心して、効率的に事

で困窮する中小企業への事業継続・雇用維持や、 業活動が行えるよう国、県、市などの政策に歩
ビジネス環境整備などの支援を国に要望し、地

調を併せながら、継続して「伴走型支援」に積

域経済や中小企業が将来に希望を持てるよう

極的に取り組み、経営相談窓口、専門家の派遣、

強力に推進していく必要があるとしています。

そして時代のニーズに合わせた各種セミナー

また、ポストコロナに向けた中小企業の自己変

の開催など、広角的な支援を行ってまいります。

革推進の重要性を理解し、デジタル化による生

本年も「信頼され、役に立ち、親しみやすい、

産性向上や、ビジネス変革などへの挑戦を後押

満足される商工会議所」を目指して、役職員一

しすることを求めています。

丸となって、邁進してまいる所存でありますの

さらに、ワクチン効果を踏まえた今後の社会
経済活動について、「国民や事業者が将来に希
望を持てる、具体的な出口戦略が必要」と指摘

で、皆様方のより一層のご支援、ご協力を賜り
ますよう切にお願い申し上げます。
終わりに、皆様方のご健勝とご繁栄をご祈念

し、科学的根拠に基づいた「攻めの感染対策」

申し上げまして、新年のごあいさつといたしま

の必要性を強調しています。

す。

昨年６月に国がワクチン接種の協力を全国
の商工会議所に求めた際、小野田商工会議所で
は医療資源（接種会場、医師、看護師、薬剤師、

小野田商工会議所青年部
会長 瀬口 康道
あけましておめでとうご
ざいます。
旧年中は格別のご厚情を
賜り、誠にありがとうござい
ました。
昨年もコロナの影響のため活動が制限され
る年となりました。
しかし、コロナ２年目ということもありコロ
ナ禍でできることを考え進めて行くことがで
きました。
まず始めに夏のおのだ七夕祭 2021 ですが、
おうちでできることをテーマにオンラインで
花火大会を開催という新たな試みに挑戦致し
ました。願い玉の打ち上げや短冊飾り等多くの
願いがつまった花火大会となりました。
また、未来創造委員会では山口東京理科大の
学生さんとエール飯の企画や地域の活性化に
ついての意見交換などを行ってまいりました。
今後２年計画で学生との町づくりについて活
動して行く予定です。
11 月には創立 40 周年記念式典を執り行うこ
とができました。開催するにあたり多くの協賛
金をいただき、改めて当会への期待を知ること
となりました。
このように多くの活動を皆さま方の協力の
もと行えたこと青年部を代表いたしまして感
謝申し上げます。誠にありがとうございました。
今年も多くの事業を企画し、地域発展のため
活動してまいりますので、皆さま方のご指導御
鞭撻のほどよろしくお願い致します。
結びに、皆さま方の益々のご発展とご健勝を
お祈りいたしまして新年の挨拶とかえさせて
いただきます。

小野田商工会議所女性会
会長 西岡フミヱ
新年明けましておめでと
うございます。
皆さまには健やかに新年
をお迎えの事と心よりお慶
びを申し上げます。
さて、昨年は新型コロナウイルス変異株の感
染拡大により多くの影響があった中、夏の東京
オリンピック・パラリンピックの開催をはじめ、
逆境の中に希望を見出した一年だったように
思います。
ワクチン接種の効果と一人一人の感染症予
防の努力によって、コロナ感染拡大がようやく
落ち着き、回復への兆しも見えはじめています。
女性会活動におきましては、全国商工会議所
女性会連合会全国大会が２年連続オンライン
開催となり、３５６女性会・約３,８００名が
画面越しに絆を深めました。
また、地域振興事業として初めて実施した、
小野田駅前ロータリー清掃活動では、９月の暑
さが残る中、皆さまのご協力で美しい景観を保
つことが出来、周辺自治会の方々にも大変喜ん
で頂けました。その後は駅前フリーマーケット
への出店をはじめ、地域との繋がりはコロナ以
前よりも一層強くなったのではと感じており
ます。
感染状況が回復傾向となった１１月には、産
業観光バスツアーに参加し、
「ＳＤＧｓ」や「環
境リサイクル」をテーマに、全ての資源を効率
的に利用する“持続可能な循環型社会”を目指
す企業の取り組みを学びました。普段見ること
が出来ないバックヤードの見学は、環境問題解
決の必要性を間近で感じた時間でした。
当女性会も、長らく活動制限が続きましたが、
凛たる女性の至誠と信頼を軸に、逆境の中でも
今出来る事を考え、女性の活躍、女性の役割の
期待に応えられるよう、皆さまと共に手をとり
ながら本年も進んで参りたいと思います。
一層のお力添えを賜りますようお願いを申
し上げると共に、皆様方の益々のご繁栄とご健
勝をお祈り申し上げ新年のご挨拶とさせて頂
きます。

セミナー開催レポート
11/10(水)・24(水) 創業セミナー応用編
県）令和３年度 創業・事業承継専門家派遣等事業

また、やまぐち産業振興財団の担当者より、
山口県の創業ポータルサイト『創業の窓』につ
いての紹介があり、セミナー終了後に創業に向
けた思いをインタビューされ、自身の夢を語っ
た受講者の姿もあった。

去る１１月１０日（水）
・２４日（水）、創業
セミナー応用編を２回にわたって開催し、受講
者は、会場・オンライン・アーカイブ視聴によ
り計１８名が受講した。
本セミナーは、さんようおのだ起業塾に続く
創業セミナーの“応用編”として実施。創業に
向けて具体的な一歩を踏み出そうという方を
対象に、資金面の課題や事業計画のブラッシュ
アップを行った。
講師にシンプルシステム㈱代表取締役で中
小企業診断士の伊藤勝彦氏をお招きし、資金計
画のシミュレーションをわかり易く解説いた
だきながら、創業後の日々の生活に必要な１日
当たりの客数と売上高を算出するなどして計
画書作成に繋げた。

『創業の実現に向け熱心に耳を傾ける受講者』

【リンク参照】

令和３年度地域総合活性化事業・小規模企業需要創出事業

「元気塾」を開催
ＩＴ、ＤＸを中心に「どのように活用していくのか？」
をわかりやすく解説

講師：中小企業診断士・情報処理技術者
伊藤勝彦氏（シンプルシステム㈱代表取締役）

１２月７日（火）に元気塾２回目を当所１階
講習室にて開催し、１６名（オンライン受講者
含む）が受講した。
講師の伊藤氏は、中小企業診断士として自ら
の会社経営に加え、業種の異なる３つの会社の
取締役などを兼務し、会社設立・資金調達・マ
ーケティング・ＩＴ・労務法務財務管理などの
実務を担っている。これらの実務経験に基づい
たノウハウ還元型の経営コンサルティングが
特徴であり、企業のマネジメント支援は実践的
である。
また、自身の会社でクラウドサービスを展開
するなどＤＸにも取り組んでいる。創業支援、
補助金活用などの実績も多く、県内で小規模事
業者を中心に支援を行なっている。
講習会では「どこからどうすればＤＸでき
る？」をテーマとし、ＤＸ？デジタルフォーメ

ーション？わが社には関係ない？知っておか
なければいけない情報と実践するためのヒン
トや新しいビジネスの考え方について学んだ。
主な内容は次のとおりで、
「ＤＸとはなにか？」
、
「ＤＸをはじめるには」、
「新型コロナウイルス
の影響と今後の予測」、
「加速度的変化に影響す
るテクノロジーを理解する」、
「ＤＸ時代のビジ
ネスモデル」、
「ＤＸ取り組み事例」などについ
て分かりやすく説明された。

第２７回当所会員事業所・共済加入事業所 親睦ボウリング大会開催
三共印刷チームが団体優勝！
去る１２月９日（木）ユーズボウル宇部（宇部市
妻崎開作）において、第２７回小野田商工会議所会
員事業所・共済加入事業所親睦ボウリング大会を開
催した。
当日は、手指消毒、常時マスク着用等の感染防止
対策をとり開催し、１４チーム総勢５６人の参加者
で大いに盛り上がった。
団体戦は４人１チームで２ゲームの総得点で争
われ、三共印刷チームが１，２１２点で優勝した。
その他結果は次のとおり。

団体優勝した三共印刷のメンバー
（撮影のためマスクを外しています）

◎団体の部
優勝

三共印刷

１，２１２点

準優勝

焼肉坂井ホールディングスＡチーム

１，１６７点

３位

富士運輸Ｂチーム

１，１５５点

◎個人の部（敬称略）
優勝

藤井忠雄

３７０点

焼肉坂井ホールディングスＡチーム

準優勝

野瀬文献

３６７点

大阪新薬 B チーム

３位

小住敏雄

３５４点

三共印刷

４位

秋山哲章

３４７点

富士運輸Ｂチーム

５位

森岡浩平

３４０点

富士商

ハイゲーム

藤井忠雄

２０３点

焼肉坂井ホールディングスＡチーム

会議所新入会員のご紹介

ご入会ありがとうございました

※令和 3 年 10 月～12 月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。
事業所名

代表者

太陽造船㈱

村上

宇内金属工業㈱山口工場

茂

所在地

業種（事業内容）

大字小野田 7523-8

造船業

中塚 達也

大字高畑 77-125

金属加工業（プレス）

アングラ―

久坂 義定

須恵 3-5-8-506

遊漁船業

エビス食堂

星山 淳蓮

大字西高泊 613-1

食道

吉岡商店

吉岡 君子

日の出 3-1-10

食料品小売

税理士法人やまぐちパートナーズ

河口 雅邦

中央 1-2-35

税務・会計

上記以外に掲載不要希望の事業所が 3 件入会されています。

女性会活動レポート
令和３年度女性会視察研修事業
『産業観光バスツアー』に１２名で参加
去る１１月２６日（金）
、当女性会は令和３年
度女性会視察研修事業として、宇部・美祢・山
陽小野田産業観光推進協議会が監修する『産業
観光バスツアー』に１２名で参加しました。
今回参加したコースは、「第４章～役目を終
えた自動車の行方と環境リサイクル」と題した、
今流行りの“バックヤードツアー”
。
主な視察先として、㈱シーパーツ山口工場、
秋吉台サファリランド等（美祢・秋吉台方面）
を見学し、
「工業」と「観光」の２つの視点から
環境問題やＳＤＧｓについて考察しました。
㈱シーパーツ山口工場では、自動車が解体さ
れる工程を見学。ＩＴとロボットを駆使して、
様々な部品や鋼材が細かく分類され、再び商品
化されていました。海外での販売がメインとな
っているそうで、環境問題・ＳＤＧｓの取り組
み意識もより高く感じられました。
続いて秋吉台サファリランドでは、動物の排
泄物から堆肥を生成する工程を見学。動物たち
のエサとなる野菜の栽培に役立てられている
そうで、動物たちの健康を考えた調教法なども
紹介していただきました。アフリカハゲコウの
フライトタイムでは、大きな羽を広げて元気よ
く飛ぶ姿がとても印象的でした。
一日通して天候にも恵まれ、普段見ることが
できない「バックヤード」を見学させていただ
き、各事業所の環境問題・ＳＤＧｓに対する取
り組みは、大変勉強になりました。
ご説明下さったご担当者様、添乗員さん、楽
しい旅をありがとうございました。

『車の解体作業の様子を見学する参加者』

『元気よく向かってくるアフリカハゲコウ』

『秋吉台サファリランド

with キリンのファミリー』

第８４回小野田駅前街なかフリマに出店

『春以来の開催となった小野田駅前街なかフリマ』

去る１２月１２日（日）、
「第８４回小野田駅
前街なかフリーマーケット」に出店しました。
当日はお日柄も良く、「小野田駅前スマイル
フェスタ」が同日開催されるなど、駅前は大盛
況。６月、９月のフリーマーケットは、新型コ
ロナ感染拡大のため開催中止となりましたが、
今回は久しぶりに地域の方々と顔を合わせる
ことが出来ました。
出店者数は過去最高の３５団体が出店し、賑
わいを見せた駅前。当女性会においても、地域
活性化に少しでも貢献できるよう、引き続きフ
リマに出店していきたいと思います。

～特別出演～

ラジオで会員事業所を紹介

きららガラス未来館

『木曜！ラジオ de 回覧板』

GLASS ARTIST

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

い け も と

み

わ

池 本 美 和

さん

池本さん ＿ 「作り方の工程は、はじめに１４色の
砂の中から好きな色を組み合わせて選んでいただき、
グラスの３分の１くらいまで少しずつ積み重ねてい
きます。砂を入れた後は、未来館で焼いて作ってい
るガラス細工や貝殻などのパーツをグラスの中に入
れ、その上からジェルワックスを流し込みます。
」
池本さん ＿ 「今回はクリ
スマスという事で、サンタ
クロースや白くまなどの
パーツをご用意しており、
別途有料オプションで追
加することが出来ます。
」
（ラジオに出演した池本さん(左)と中川さん（中右））

中川さん ＿ 「めっちゃかわいい～！癒されるぅ」
１２月１６日放送の「木曜！ラジオ de 回覧板」は、
『きららガラス未来館』から GLASS ARTIST の池本美
和（いけもと みわ）さんにご出演いただきました。
さらに、おのだサンパーク営業部主任の中川善雄
さんがゲストで参戦し、放送翌日の１７日（金）か
ら２日間で開催された『おのだ名産品マルシェ』に
ついてお話いただきました。

池本さん ＿ 「ここでワンポイントアドバイス～！
もし中々手が進まない場合は、作る前に完成イメー
ジを想像すると作りやすいです！シックなイメージ
やかわいいイメージなど先にテーマを決めましょう。
特に選ぶ色は個性が出るので、組み合わせもポイン
トです！創作時間は人それぞれですが、最後に４０
分ほど冷まして約１時間で完成します♪」

池本さんが所属する『きららガラス未来館』は、
平成１６年に市のガラス文化発信拠点として誕生。
多くのガラス作家が在籍し、市・民間・作家が三位
一体となって、ガラスをテーマにしたまちづくりに
取り組まれています。

世界に一つだけのオリジナルジェルキャンドルを
作ってみたい！と思われた方は、下記ＨＰからお気
軽にお問い合わせください♪

おのだ名産品マルシェでは１８日（土）に、クリ
スマスシーズンに合わせて『ジェルキャンドル』の
創作体験コーナーを出店。
「キャンドルとしてはもちろん、観賞用として飾
って楽しめる、世界に一つだけのオリジナルジェル
キャンドルです♪」と紹介され、放送ではジェルキ
ャンドルの作り方を池本さん直伝のコツと併せて伝
授していただきました。

きらきら輝く神秘のきららガラス♪
創作体験が楽しめる『きららガラス未来館』
★所 在 地
★営業時間
★定 休 日
★Ｔ Ｅ Ｌ
★PR・告知

あなたもラジオに出演してみませんか？

山陽小野田市松浜 7534-4（焼野海岸）
９：００～１７：００
月・火曜・年末年始 他
０８３６－８８－００６４
ジェルキャンドル体験 1,080 円～
他にも様々な体験・講座をご用意♪
☚ 詳しくはホームページから♪

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♪
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山口県の最低賃金
◆◆◆◆

必ずチェック

最低賃金！

使用者も

労働者も

◆◆◆◆

山口県最低賃金は、常用・パートタイマー・アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称に関係なく、山口県内
の事業場で働く全ての労働者及び使用者に適用されます。

下記の産業で働く労働者にはそれぞれの特定（産業別）最低賃金が適用されます。
最低賃金の名称

最低賃金額（1 時間）

効力の発生日

８５７円

R3.10.1

山口県最低賃金

特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金

鉄鋼業、非鉄金属精錬・精製業、
非鉄金属・同合金圧延業、
非鉄金属素形材製造業最低賃金

９９５円

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
最低賃金

９２１円

輸送用機械器具製造業最低賃金

９６５円

百貨店、総合スーパー最低賃金

８７５円

R3.12.15

※百貨店、総合スーパーとは、衣、食、住にわたる各種の商品を販売する百貨店、デパートメントストアストア及
び総合スーパーであって従業者が常時５０人以上のものをいいます。
※最低賃金との比較に当たって、次の賃金は算入しません
①臨時に支払われる賃金（結婚手当など）②１ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）③所定労働
時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金（時間外割増賃金など）④所定労働日以外の日の労働に対して
支払われる賃金（休日割増賃金など）⑤午後１０時から午前５時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
通常の労働時間の賃金の計算を超える部分（深夜割増賃金など）⑥精皆勤手当、通勤手当および家族手当

詳しくは、山口労働局賃金室(083-995-0372)又は最寄の労働基準監督署にお尋ねください。

手頃な掛金で安心保障！
こくみん共済 coop 〈全労済〉 「住まいる共済」
自然災害共済をプラスして加入すれば、風水害等による被害にもサポートがあり安心です。
非営利の共済制度により、低廉な掛金で火災・落雷・台風から盗難まで幅広く保障。
あなたの住宅と家財を守ります。

●火災共済安心保障３つのポイント
①７０％以上の焼破損でも全焼扱い
②臨時費用として共済金額の１５％をプラスしてお支払い
③「再取得価額」で保障します。
※ 掛金のご希望に応じてご加入いただけますので、お気軽にご相談下さい。
本制度についてのお問い合わせは、小野田商工会議所まで （℡ 0836-84-4111）

