
2019年度事業報告〔概要版〕①

●国への要望 ※［　］内は要望主体

●福山市への要望中小企業の発展や、都市基盤整備の充実に向けた、
各種提言や要望活動を行った。

１．地域振興のための意見・政策提言活動の展開

福山市、福山市議会、当所の幹部が一堂に会
し、地域経済の活性化を図るため活発に意見
交換を行うとともに、 以下の２項目について
当所から行政へ要望・提案を行った。

1.「福山道路整備等建設事業提言活動」
　　　・・・・・[福山道路整備促進期成同盟会・山田議員・エフピコ物流㈱]
　　　　　　【令和元年6月6日・11日】

2.「最低賃金に関する緊急要望」
　　　・・・・・[福山商工会議所]【令和元年6月12日・13日】
3.「福山道路整備等提言活動」
　　　・・・・・[福山道路整備促進期成同盟会]【令和元年10月15日】
4.「福山港機能強化に関する要望活動」並びに
　「福山道路整備等提言活動」
　　　・・・・・[福山道路整備促進期成同盟会・小丸常議員・
　　　　　　　ＪＦＥスチール㈱西日本製鉄所他３社]
　　　　　　【令和元年10月23日・24日】

5.「令和２年度税制改正に関する要望」
　　　・・・・・[福山商工会議所]【令和元年11月25日・26日】
6.「構造的人手不足の克服に向けた中小・小規模企業の
　　支援と民間主導による地域活性化の実現に関する要望」
　　　・・・・・[広島県商工会議所連合会]【令和元年11月25日・26日】

●広島県への要望
1.「福山道路整備等建設事業提言活動」
　　　・・・・・[福山道路整備促進期成同盟会]【令和元年6月6日】
2.「福山道路整備等提言活動」
　　　・・・・・[福山道路整備促進期成同盟会]【令和元年10月15日】
3.「構造的人手不足の克服に向けた中小・小規模企業の
　　支援と民間主導による地域活性化の実現に関する要望」
　　　・・・・・[広島県商工会議所連合会]【令和元年11月25日・26日】
4.「令和２年度小規模企業対策予算の確保に関する要望」
　　　・・・・・[広島県商工会議所連合会]【令和元年12月9日】
5.「広島県東部港湾整備に関する要望活動」
　　　・・・・・[福山商工会議所他６者]【令和元年12月23日】

第51回経済行政懇談会

①中小企業強靭化法の成立に伴う事業
　継続力強化支援計画の策定について

当所が小規模事業者の事業継続力強化の
ための支援を行う計画を地域の防災を担
う市町村と共同で策定し、管内事業所へ
の災害対策の普及啓発や「事業者ＢＣＰ」の
策定支援に取組むことについて緊密な連
携を要望

②商業施設「リム」の再生について

当所の関係委員会において、「リム」に
ついての考え方を説明いただき、質疑や
意見交換の中で「リム」再生に向けて有
益な意見は参考にしていただきたい

●福山市からの説明
・防災強化に向けた浸水対策の推進
・福山駅前再生の取り組み
・福山駅北口広場整備
・福山城及び周辺の整備

【その他意見交換項目】
・ビジネスホテルの需給バランス　・新体育館周辺の利活用
・駅前再生におけるＪＲとの協力体制
・山陽自動車道インターチェンジ付近への流通団地の整備

【令和元年12月24日】

▲森国交省事務次官に要望書を手交
（令和元年６月11日）

▲宮沢参議院議員に要望書を手交
（令和元年10月24日）

▲湯﨑広島県知事に要望書を手交
（令和元年６月６日）

▲中本広島県議会議長に要望書を手交
（令和元年12月23日）

▲林会頭 ▲枝廣市長 ▲早川議長

▲当所中小・小規模事業者への支援、地域活性化等を要望
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福山・尾道・三原の3市長と3商工会議所会頭並びに
広島県東部港湾振興協会会長（林会頭）により、「地
域産業の競争力強化」、「交流・賑わい機能の強化」、
「安全・安心対策の充実・強化」、「クルーズ振興施
策の推進」、「放置艇対策に伴う係留施設整備」の5
項目について、湯﨑知事と中本県議会議長へ要望を
行った。

2019年度事業報告〔概要版〕②

国道2号線の慢性的な渋滞や物流機能の強化を図るべく、平成29年3月に福山市長、福山市議会
議長、福山商工会議所会頭を構成員として「福山道路整備促進期成同盟会」を結成。以来毎年度
地元選出国会議員、国土交通省並びに広島県に対し要望活動を実施。本年度は道路・港湾整備
に加え浸水対策、福山駅前再生、まちづくりの推進について６月、10月に要望活動を展開した。6
月には山田議員（アサヒタクシー㈱）、エフピコ物流㈱の小泉社長、10月には小丸常議員（福山通
運㈱）など、地元事業者の随行を得て生の声を届けた。　

 ［そのほかの主な要望先］
・国土交通省大臣政務官
・国土交通省事務次官
・国土交通省官房審議官
・国土交通省港湾局長

精力的な要望活動の成果が実り、一般国道2号福山道路全長16.5キロのうち、赤坂－瀬戸長和
間3.3キロの着工が決定。田邉広島県副知事、枝廣市長、野田国土交通省道路局官房審議官、
来賓として宮沢参議院議員、小林衆議院議員、林会頭らが出席し、11月に起工式が行われた。

主な要望活動内容

Ⅰ.地域におけるイノベーション・創業の促進
　①オープンイノベーションを促進するための税制措置の創設（2年間）
　　事業会社が一定のベンチャー企業に出資した場合、その出資額の
　　25％を所得控除
　②エンジェル税制（個人投資家からのスタートアップ投資減税）の拡充
   ③５Ｇ投資促進税制の創設（2年間）

Ⅱ.設備投資・販路開拓等を通じた生産性の向上
   ①少額減価償却資産の損金算入特例の延長（2年間）
   ②交際費800万円までの全額損金算入等の特例延長（2年間）

Ⅲ.事業承継の円滑化に資する税制
   ①中小企業の再編・統合等に係る税負担の軽減措置の延長（2年間）

Ⅳ.地域経済の活性化に資する税制措置
   ①特定の事業用資産の買換え特例延長（3年間）
　 　　長期保有の土地等を譲渡し、事業用資産を取得した場合の課税の
　　　 繰延べ措置を３年間延長
   ②企業版ふるさと納税の延長（5年間）・拡充
　 　　税額控除割合を現行３割→6割へ拡充、適用期間を５年間延長
   ③地方拠点強化税制の延長（2年間）・拡充
　　　・オフィス減税　 →　建物等を取得した場合に、法人税の減税措置を受けることができる
  　 　・雇用促進税制　→　新たに従業員を雇い入れた場合等に、法人税の減税措置を受けることができる

Ⅴ.納税環境の整備
　 ①連結納税制度の見直し
　 ②消費税の申告期限の延長の特例の創設

税制改正要望の成果

Ⅰ．福山道路整備・福山港機能強化に関する要望活動

▲小林衆議院議員
【令和元年10月23日】

▲青木国土交通省副大臣
【令和元年10月23日】

要望活動の成果

▲一般国道２号福山道路起工式【令和元年11月17日】

▲一般国道2号福山道路

Ⅱ．広島県東部港湾（福山港・尾道糸崎港）に関する要望活動

Ⅲ．令和２年度税制改正に関する要望

▲湯﨑広島県知事【令和元年12月23日】

▲成果内容を紹介するチラシ
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2019年度事業報告〔概要版〕③

▲小規模事業者向け「1年計画ノート」

小規模事業者の経営計画に沿った経営の取組み、経営の発展を支援するため、当所の経営指導員
等が小規模事業者の経営力強化に向けて、専門家と連携しながら、伴走型支援の一環として、経
営状況分析、経営計画策定・実行に係る支援に引き続き注力した。
【2019年度実績】　経営状況分析  276件　経営計画策定  183件

２．中小・小規模企業の成長と経営力の強化
当所会員の大半を占める小規模事業者に対して、経営指導員が中心となり金融、税務、記帳、
労務などの基本的な相談をはじめ、各種助成金・補助金の活用、経営革新・経営計画策定、販
路開拓、創業支援など、福山地域中小企業支援センターの専門家と連携し重層的・複合的な
経営相談を実施した。また、昨年度に引続き「平成30年7月豪雨災害」被災事業所の復興支援
に取組んだ。さらに、消費税率引き上げや軽減税率導入に係る専門家相談やセミナー・研修事
業の実施に注力した。

●金融支援
マル経融資をはじめとした日本政策金融公庫の各種融資制度等を斡旋し、中小・小規模事業
者の資金需要に積極的に対応した。また、小規模事業者向けに経営計画・資金計画策定の
参考となる「１年計画ノート」を作成・配布し、資金繰りの改善を支援した。　
【2019年度マル経融資実績】  推薦件数：42件　推薦金額：32,710万円

マル経融資
　全国の商工会議所・商工会が窓口となり、日本政策金融
　公庫に推薦する融資制度。
　■対象
　　従業員数
　・製造業、建設業、その他で20人以下
　・商業、サービス業で５人以下
　　（ただし、宿泊業、娯楽業は20人以下）
　■借入限度額　2,000万円
　■返済期間・据置期間
　　運転資金　　7年以内（据置1年以内）
　　設備資金　10年以内（据置2年以内）
　■無担保・無保証人

▲グループワークに取り組む受講者 ▲ビジネスプランを専門家がアドバイス

●創業支援
「創業塾」の開催や個別相談、また、ひろしま産業振興機構の創業サポーター制度などの活用に
より、ビジネスプランの作成や資金調達、各種届出・手続、税務、労務など創業者に寄り添った支
援を行った。
【2019年度創業件数】　12件

小規模事業者の販路開拓の推進並びに伴走型支援事業所の掘り起こしを図るため、つぎのとお
り実施した。
　・経営指導員等による事例を用いた販路開拓支援のポイント
　・支援先事業者より「商工会議所からの支援の受け方」、「経営計画策定の効果・効用」に　　
　　ついて発表
　・専門家の講評と参加者どうしの意見交換
　　 事例発表：5者　参加者：32名

▲成果事例の発表 ▲ビジネス交流会

●販路開拓フォーラム2020＆ビジネス交流会の開催 【令和2年2月12日】

●経営発達支援計画【第２期計画】（平成30年3月認定）に基づく経営支援
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●新型コロナウイルスに関する経営相談窓口の設置（継続中）

▲軽減税率対策セミナー ◀対策を啓発する冊子

2019年度事業報告〔概要版〕④

●消費税率引き上げ並びに軽減税率導入に対する支援
令和元年10月に行われた消費税率引き上げ並びに軽減税率導入に対して、積極的な広報を
行い早期の対策を呼び掛けるとともに、平成28年2月に設置した「消費税軽減税率・転嫁対
策相談窓口」を中心に、税理士、中小企業診断士等の専門家と連携を図りながら、巡回指導、
窓口指導、セミナーでの集団指導並びに各種補助金の支援に取組んだ。

●企業と学生の交流事業「モグジョブ」
市内3大学で、中四国で初となる「モグジョブ」を開催。学食で企業と
大学生が気軽に交流し、地元への就職を促した。各大学で３回ずつ実
施し、参加延べ数は、事業所33社、大学生104名であった。【2019年度支援実績】

  巡回指導　　12件
  窓口相談　　26件
  集団指導　 226件

●豪雨災害の支援
平成30年7月に発生した豪雨災害の被災事業所支援を引き続き実施。
【2019年度支援実績】
　・「グループ補助金」（福山商工会議所復興支援プロジェクト）
　　広島県中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業にグループを形成し支援を実施。
　　交付決定事業所　29事業所（2019年度分　8事業所）
　・「豪雨災害型持続化補助金」
　　採択事業所数　　78事業所

令和2年1月29日に設置し、影響を受ける中小・小規模事業者に対し支援施策などの情報
提供と各種の支援施策の申請などの相談対応を開始した。
【2019年度支援実績】　相談件数　57件（令和2年3月31日現在）

▲相談ブースにビニール製の仕切りを
設置し、相談環境を整備

相談件数割合

●(公財)産業雇用安定センター広島事務所との
　連携協定
福山地域の人手不足解消のために、(公財)産業雇用安定センター広
島事務所と協定を締結。今後、連携して、企業の人材確保と高齢者の
就業促進を図る。

●外国人労働者セミナー
新たな在留資格制度「特定技能」の創設に伴い、制度への理解と円滑
な受け入れのためのセミナーと個別相談会を開催した。外国人材採用
に積極的な事業所より、59名が受講した。

●若年者就労支援事業
福山市や福山地方雇用対策協議会と連携しながら、首都圏、関西圏等
で大学生に地元企業をＰＲする「企業研究会」や、県外の大学生を当
地域に招いて見学会や交流会を行う「ハッケンツアー」を開催した。

●働き方改革に関する周知活動
「働き方改革関連法」施行に伴い、広島県と共催の勉強会や広島県
働き方改革推進支援センターに協力した無料相談会を開催した。

▲企業の新しい採用活動
　「モグジョブ」

▲シニアを中心とした
安定的な人材確保を

▲外国人労働者セミナー
　市内の監理団体による個別相談会

▲企業研究会

◀働き方改革出張無料相談会
　【毎週金曜日】

▲働き方改革企業経営者勉強会
【令和元年7月16日】

人手不足に対する取り組み

助成金  26%

その他  30%

労務  5%

融資  39%
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2019年度事業報告〔概要版〕⑤

●健康経営セミナーの開催
4月に「働き方改革関連法」が施行され、企
業が従業員の健康を経営資源と捉え、健康
増進を図ることで生産性や企業価値の向
上、人材確保を目指す「健康経営」の普及促
進を図るため、アクサ生命保険㈱と共催
で、健康経営セミナーを開催した。また、会
員事業所への「健康経営」の普及の一環と
して、当所において「健康経営優良法人２０
２０」の認定証を取得した。

●備後地域商工会議所新事業アワード2019
備後地域の商工業の発展を目的に、新商品・新技術・新サービ
ス等の開発や独創性、市場性などがある新事業に取り組む会員
事業所を表彰するため、備後地域商工会議所（8商工会議所）の
初の共同事業として実施した。

●広島県中小企業知財支援センター福山サテライト

さまざまな媒体で、当所事業活動や企業経営に有益な各種情報の周知に努めた。
記者会見では会頭による所信表明や毎月実施する景気観測調査（ＤＩ調査）の発表、当所主要
事業の告知・説明、会員事業所からの新製品等のＰＲ（年度内8社）など行った。年度末には特
に新型コロナウイルスに関する会員事業所の経営動向や当所の取組み状況及び各種支援策に
ついて重点的に発表を行った。
【その他媒体活動】
・月刊誌「商工ふくやま」・ホームぺージ・メールマガジン「ＦＣＣＩライナ－」・フェイスブック
・エフエムふくやま「ハロー！商工会議所」

地域経済の実態を把握するため、毎月、市内企業の景況感について、ＤＩ方式で調査し（「景気
観測調査」）、記者会見等で公表した。また、併せて、社会・経済情勢などの環境変化に応じた
調査も適宜実施し、行政への意見活動などに活用した。
【2019年度実績】　調査協力企業数　161社（回答率約90％）
【その他調査】
・広島県景気観測調査　・新入社員アンケート調査　・経営状況並びに経営課題アンケート調査

　【受賞企業】
（大　賞）製造業部門　　　　　　 　 ㈱タテイシ広美社（府中市）
　　　　　　　　　　　　　　　　  「屋外用電子ペーパー表示機」
　　　　　商業・サービス業部門　　  ㈱アクセ（尾道市）
　　　　　　　　　　　　　　　　  「備中備後ジャパンデニム」

（優秀賞）シーピー化成㈱（井原市） 「プラスチック容器『強嵌合』」
　　　　　㈱内海機械（府中市）　　「『単品・超短納期』加工サービス」
　　　　　㈱八天堂（三原市）　　　「参加体験型カフェ『八天堂カフェリエ』」
　　　　　弓場汽船㈱（三原市）　　「高速船『ラビットライン』の運航」

【令和2年2月27日】

●ビジネス交流フェア 【令和2年2月27日】

備後エリアの企業が一堂に会する場を設け、異業種交流による
新たな連携、新商品開発、新サービスの展開や販路開拓などの
ビジネスチャンスの拡大、企業間の人材・情報交流などのネット
ワークの構築を目的に開催した。10回目を迎えた今回は、新型
コロナウイルスの影響が懸念されたが、感染防止策を講じ開催
したところ、意欲的な129事業所から178名の参加があり、活発
な交流が行われた。

※弁理士相談は2015年度から開始
　補助金認定は2018年度から開始

相談件数の推移
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弁理士相談件数

2019年度

補助金認定件数
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中小企業のものづくり技術の向上及び競争力と経営基盤の強化
に資するため、知的財産に精通したアドバイザーによる特許技術
の商品化や既存技術の応用等に係る相談・指導を実施するとと
もに、当所独自の知的財産取得支援制度の活用を図った。

447

38 8

参加者数
（事業所数）

2015年度
244名

（132事業所）

2016年度
224名

（127事業所）

2017年度
198名

（116事業所）

2018年度
251名

（132事業所）

2019年度

３．産業の発展と潜在力の強化

▲新事業アワードの受賞者

▲大勢の参加者で賑わう交流フェア

▲弁理士相談の様子

178名
（129事業所）
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●広報活動

人手不足に対する取り組み

●調査事業
▲正副会頭新体制での記者会見 ▲事業紹介 ▲会員事業所ＰＲ

▲健康経営セミナー
【令和元年8月7日】

健康経営優良法人認定2020▶
【認定日：令和2年3月2日】

◀常駐する小野知財
　活用アドバイザー
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●福山駅前等歩道空間活用社会実験
　ＯＰＥＮ ＳＴＲＥＥＴ ＦＵＫＵＹＡＭＡ 2019 Vol.4
　 【令和元年10月5日・6日】

福山駅前を中心とした公共歩道空間で賑わい創出・回遊性向上を目的に、「ミチ」を
きっかけにした楽しい「マチ」づくりの社会実験を実施した。「デニムコーデで街に繰り
出そう」をメインテーマに、４回目の今回は、メキシコ＆ジャパンフェスやスタンプラ
リーなど、大学生や小学生などが企画に加わった新たなコンテンツも交え実施した結
果、１時間以上滞留する来場者が7割を超えるなど、滞留空間の創出に寄与した。

中心市街地の賑わい創出と回遊性の向上

▲普段とは違う駅前の様子 ▲大人が集うおしゃれな空間「BALストリート」

●福山おさんぽWALK
中心市街地をウォーキングしながら回遊し、街とお
店を広く市民に知ってもらうことを目的とした「福山
おさんぽWALK」を開催した。相乗効果を期待し
「OPEN STREET FUKUYAMA」と同時開催。
11カ所のチェックポイントを設けたスタンプラリーを
行い回遊性を産み、新たにオープンカフェを設置した
ことで滞留時間の延長を図り、賑わいを創出した。

【令和元年１0月5日】

●ふくやまMarche 【令和元年9月21日～23日】

▲手作り作品を展示・販売するブース

福山城入封400年祭と連携し、物産や飲食の他、
出店者が自ら作った自慢の逸品を展示販売する市
「マルシェ」を福山美術館前広場で開催した。台風
17号の接近に伴い初日のみの開催となったが、約
80ブーズの出店があり、多くの家族連れが、作り手
のこだわりがあふれる作品を楽しんだ。

●まちゼミ福山
　 【第11回 令和元年9月21日～10月31日／第12回 令和2年2月22日～3月31日】

●ベトナム　ホーチミン港湾視察会
  【令和元年11月7日～10日】
木材・伝統産業部会（部会長：竹野木材㈱松浦寛治社長）では、
広島県東部港湾振興協会松永港部会と共催で、松永港の整備促
進の参考とするため、先進港湾視察として、ベトナム全土の年間コ
ンテナ取扱量の約半数の580万ＴＥＵを誇るベトナム最大の港、
カトライ港等を訪問しインフラ整備状況等を視察した。

●ベトナム　ハノイ・ホーチミン港湾視察会
   【令和元年12月1日～5日】

幹線道路・港湾整備特別委員会（委員長：備後通運㈱大山茂生社
長）では、広島県東部港湾振興協会福山港部会と共催で、「ベト
ナム（ハノイ・ホーチミン）港湾視察会」を開催し、ハノイ市の
ハイフォン港視察をはじめ、在ベトナム日本国大使公邸での梅田
大使との面談や、成長著しい東南アジアでチャイナプラスワン、
タイプラスワンとして、日本の多くの企業が集まる日系専用団地
のドンバンⅢ工業団地等の訪問のほか、広島銀行ハノイ駐在員事
務所開設レセプションに参加して、福山港の物流機能や国際コン
テナ定期航路など福山港利用等についてＰＲを行った。

▲カトライ港コンテナターミナルにて

専門店ならではの知識や情報、技やコツを受講者に無料で伝授する、
得する街のゼミナール「まちゼミ福山」を開催。商店街の店主やスタッ
フが講師となり商品・サービスの特徴や取扱い方を説明することで、
お店独自の考え方や商品に対する愛着を伝え、お店のファンづくりに
取り組んだ。

参加店数：　56店　
受講者数： 409名

活力ある都市基盤の整備

▲「おいしいコーヒーの淹れ方」を学ぶ受講者 ▲受講者を募るチラシ

▲チェックポイントに集まる参加者

▲ハイフォン港のガントリークレーンの前で
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人材育成
●日商簿記検定試験2・3級受験対策講座の開講

欧州・ロシアマーケットへと伸びるシベリア鉄道の発着
地であるウラジオストク市と、極東連邦管区の行政府が
置かれる政治の中心都市であるハバロフスク市を視察
し、ハバロフスク市の総領事館や商工会議所への表敬
訪問や、ウラジオストク市の日本通運営業所をはじめ、
最新医療設備が施された総合病院等を訪問して、現地
経済事情の調査やビジネスチャンスの発掘を行った。

国際経済交流の推進と中小企業の海外ビジネス支援
４．地域資源を活用した都市力の向上

▲寺院に展示された作品　
「そして、新たに生まれる」

▲地元ワイナリーやワインを　
　掲載したパンフレット

●国際ビジネス研究会ロシア極東視察会

●福山市グローバル人材育成事業推進協議会への参画
▲若手のうちに習得すべき仕事術を指導

1,616人 1,442人 1,444人

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

1,390人

●セミナー開催
従業員の資質向上のため、新入
社員研修、管理者研修、福山青
色学校等を開催した。

【主なセミナーと受講者数】
　・新入社員研修　　　　　　 144名
　・管理者セミナー　　　　　　 51名
　・第５３回福山青色学校　　　　32名
　・コミュニケーションセミナー　 66名
　・人事・労務セミナー　　　　   63名

【派遣留学生】　  10名　【協賛企業】25社・団体
　・福山市立大学　2名
　・福山大学　　　5名
　・福山平成大学　2名
　・安田女子大学　1名

広域からの旅行者を誘致し、瀬戸内海の国際
的な文化交流拠点としての地位を確立すること
を目的として鞆の浦を会場に現代アートを作品
を展示。展示作家が解説する見学ツアーやワー
クショップ、地元寺院協賛による雅楽の演奏会
も開催し、イベントを盛り上げた。

企業が求める資格第1位である日商簿記検定試験
2・3級の受験対策講座を開講。受講者は高校生か
ら社会人まで幅広く、年間で141名が受講。基礎
知識の定着から過去問題の演習まで指導し、企業
の人材育成と検定試験の普及・拡大に努めた。

●地域企業の海外取引等支援
非特恵原産地証明・サイン証明・インボイス証明の発給
及び日本商工会議所福山事務所として、EPA（経済連携
協定）に基づく特定原産地証明などの貿易関係証明の
発給を通して、地域企業の海外取引等の支援を行った。
ここ数年、EPAに基づく特定原産地証明の発給件数が
増加している。

【令和元年7月9日～13日】

▲在ハバロフスク日本国総領事間
福島正則総領事（後列左から４番目）と共に

EPA発給件数

（件数）
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826826

▲福山ワインを飲める店MAP ▲日本商工会議所三村会頭から表彰状等授与

▲「ホロホロ鳥」

簿記検定の受験者数

ワイン振興の取り組み
地域資源（「ばら」、「ぶどう」）を活用した地域活性化

●鞆の浦 de ART

ワインを核とした地域活性化を目指し、産学官民連携により設立した「備後福山ワイン振興協議
会」の活動を核として、「福山をワインの街に！」をキャッチフレーズに、
　・ばらの酵母菌を活用した赤ワイン「備後ワイン」等の販路開拓
　・備後産福山ワインとワインに合う料理を掲載した「福山ワインを飲める店ＭＡＰ」作成・発行
　・備後産福山ワイン認知度向上、消費拡大に向けたワインフェスティバル等の開催など地域に
　　ワイン文化を醸成する取り組みを推進した。
これらの地域資源の掘り起こしと活用の取り組みが評価され、2019年度全国商工会議所きらり
輝き観光振興大賞の、大賞、優秀賞に次ぐ「きらり特別賞＜地域文化創造＞」を受賞した。

地域文化と賑わいイベント
【令和元年9月29日
　　　　　～10月20日】

【平成27年度全国商工会議所きらり輝き観光振興大賞】
  で最高賞に次ぐ「振興賞」を受賞した取り組み
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「地域活性化に貢献するグローバル人材の育成」を
目的に、大学生による留学と企業のインターンシップ
を組み合わせたプログラムを実施した。また、PR動
画と電子パンフレットを作成し、それぞれ公開した。
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●青年部
平成21年10月26日に発足した福山商工会議所青年部（ＹＥＧ）
は、創立10周年を迎え、これまでの10周年を振り返るとともに、次
の20周年への飛躍を誓う記念事業を開催した。
また主な対外的事業として、自ら考えて行動する子ども起業体験プ
ログラム「ジュニアエコノミーカレッジ2019」と、福山城築城400
年記念プレ事業として「福山城あかりまつり」を開催した。さらに、
当所青年部が主管となり全国のジュニエコの実施団体が一堂に会
する「第11回ジュニエコサミットinふくやま」を開催した。

●創立90周年記念式典・記念講演・記念祝賀会
昭和4年8月30日に創立した当所が、創立90周年を
迎え、11月22日に福山ニューキャッスルホテルにて
記念式典・記念講演・記念祝賀会を開催した。記念
事業として、学校図書館の充実と整備のため福山市
への寄附と、記念誌を発刊した。
記念講演会では、東京商工会議所初代会頭を務め
られた渋沢栄一氏の玄孫である、渋澤健氏を講師
に迎え「渋沢栄一の『論語と算盤』で未来を拓く」を
テーマに講演いただいた。

●女性会
地域資源である鞆の浦に着目し、改めてお手火神事の視察や鞆の
浦の歴史を学ぶ講演会を開催した。また、子育て支援事業として、
ゴルフを通じて頑張る小学生の健全な肉体と精神の育成支援に協
力した。
さらには、広島県商工会議所女性会連合会講演会、鹿児島で開催
された全国商工会議所女性会連合会全国大会などに参加し、他女
性会の活動を学ぶなど見聞を広めるとともに、会員同士の親睦・
交流を図った。

●第23期　議員選挙選任
任期満了に伴う議員改選を行い、1号議員60名・2号
議員42名・3号議員18名の計120名の議員が決定。
臨時議員総会にて会頭1名、副会頭4名、常議員40
名、監事3名、専務理事1名の役員を選任。林会頭は
再任され、藤井副会頭、占部副会頭が退任し、新た
に小丸副会頭（福山通運㈱代表取締役社長）、柿原
副会頭（㈲柿原銘板製作所代表取締役）が就任。創
立100年に向け「持続可能な商工会議所の構築」を
図る新体制がスタートした。

▲90周年記念誌を発刊▲講師の渋澤健氏

◀入江会長より記念
　品を受け取る瀧本
　さん（ゴルフ高学
　年女子の部第１位）

５．当所組織運営基盤の強化と会員サービスの充実

▲県女連講演会 ▲全女連鹿児島全国大会

▲ジュニエコサミットで開式の辞を述べる荒木会長

▲創立90周年記念式典

▲第23期の新体制がスタート

▲臨時議員総会で役員を選任

▲記念祝賀会鏡開き
▲講師の福山市鞆の浦歴史民俗資料館通堂館長

▲ジュニアエコノミーカレッジ実践販売

▲記念式典で挨拶する荒木会長

▲学校図書館の充実・整備のため福山市へ寄附

2019年度事業報告〔概要版〕⑧
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●議員・創業永年会員・優良従業員表彰事業
社会経済の変遷の中、永年にわたるご精進とご努力に敬意と感謝を表す表彰式を挙行した。
議員38名・創業永年会員156社・優良従業員636名を表彰。

会員サービス事業の実施

●会員ビジネス交流会「手みやげ＆弁当発掘会」
会員相互の交流による新たなビジネスチャンスの創出を目的とし、2回目となる「手みやげ＆弁当発掘
会」を開催した。18社（手みやげ8社・弁当10社）が出展、会員事業所より経営者や総務・営業責任者、
バイヤーなど約100社、300名が来場。積極的に名刺交換が行われ、注文個数や配達サービスなど来
場者は熱心に質問するなど活気あふれる交流会となった。

▲表彰式をエストパルクで開催

議員と職員が一体となって積極的な会員増強運動を展開したが、小規模事業者を中心に
廃業の増加、売上減少に伴う経費削減等の要因により、前年度対比で微減となった。
（2019年度末5,265件）

会員数の推移　

共済制度の推進

会員事業所の福利厚生の充実、さらには当所財政基盤の強化を図るため、引受会社であ
るアクサ生命保険㈱と連携しながら加入促進活動を展開した結果、2012年から7年連続
の増加となった。

●生命共済「福の山共済」の推進

会員数の推移

（件数） 2010年度末 2011年度末 2012年度末 2013年度末 2014年度末 2015年度末 2016年度末 2017年度末 2018年度末 2019年度末
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生命共済制度「福の山共済」加入口数の推移

（口数）

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

9,2889,288 9,9139,913
10,36610,366 10,74210,742 11,36911,369 11,38911,389

2014年10月 2015年10月 2016年10月 2018年10月2017年10月 2019年10月

▲林会頭から表彰状を受け取る受賞者

▲各社ブースでＰＲ ▲出展者と来場者の商談
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