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豊後大野市長ほか執行部︵関
商工会運営にご理解いただい
係課長︶と商工会役員との懇談
ており︑毎年運営補助金として
会を 月 日に実施いたしまし
１︐８００万円いただいている︒
た︒初めに市長より市政方針を
来年度もぜひ同じ金額でお願い
お話しいただき︑その後豊後大
したい︒
野市商工会から本年度事業計画︑ ⑶ 豊後大野市商工業振興のた
実施状況の説明を行い︑商工会
めのプレミアム商品券の発
長から 項目にわたり市長へ要
行継続
望いたしました︒要望した内容
本年も市の補助金をいただき
をお知らせいたします︒
７月 日に発売開始︑すぐに完
売した︒各商店の発展を目指し
市長への要望事項
来年度も実施したい︒補助をお
願いしたい︒
⑷ 豊後大野市小規模事業者経
営改善資金︵マル経資金︶
利子補給制度の継続
本年７月１日から利子補給制
度が開始されたが︑社会全体が
厳しい中で改善資金を借り易く
なり︑とても助かっている︒ぜ
ひ継続をお願いしたい︒
⑸ ツーリズム協会の早期設立
を検討して欲しい
市から２年ほど前に提案され
た︒設立することにより市︑観
光協会︑商工会の三者がより協
力して事業推進することができ︑
22
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課題のイベント等も整理しやす
くなると思う︒
⑹ 豊後大野市商工会支所の市
役所への移転について
本年度清川支所︑朝地支所の
移転をお願いした︒市役所支所
職員の皆さんのご配慮をいただ
き︑スムーズに仕事のできる体
制ができている︒有り難く感謝
しているが︑商工会では支所毎
に役員会や青年部︑女性部の会
議︑また︑確定申告等で夜遅く
なることがある︒施設管理上ご
迷惑をおかけするが︑ご配慮方
お願いしたい︒
⑺ 備品購入及び建設︵建築含
む︶を市内業者に優先して
発注を
毎年お願いしていることであ
るが︑大きな工事であれば︑一
括発注すると市内業者に発注出
来ない状況が起きる︒分離発注
して︑市内業者が受けられるよ
うにして欲しい︒
⑻ 地域ボランテイア活動に対
する補助金は一律カットで
はなく︑必要なものは残す

商工業の発展に向けて 項目の要望を行いました
―

市長ほか関係課長との懇談会

会 報
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⑴ 商店活性化計画実施につい
て︑取り組み強化をお願い
昨年度︑豊後大野市は商店街
活性化計画を策定した︒本年度
はその計画を基に実施する年度
となっている︒現在取り組んで
いる事業は ①商店街魅力ある
店づくり支援事業 ②街路灯立
て替え︑修繕計画︵国の補助申
請︶があるが︑より活性化する
よう取り組み強化をお願いした
い︒
⑵ 商工業振興のための商工会
運営補助金の継続

ようにして欲しい︒
ボランテイアで花植えをして
いるが︑苗代等すべて補助金が
無くなった︒必要なものは一律
にカットするのではなく︑必要
なものは残して欲しい︒
⑼ 市内の小売店に買い物に行
く運動を一緒に行って欲し
い
大型店や大分市に買い物に行
く消費者が多くなっている︒地
元の商店を利用することで︑豊
後大野市に税金も落ち︑高齢化
する地域では︑商店があること
で容易に買い物ができることに
なる︒地域を守るためにも︑市
内小売店に買い物に行く運動を
展開して欲しい︒
⑽ 豊後大野市のふるさとまつ
りを町ごとに巡回して欲し
い︒また︑消防団行事との
日程を調整して欲しい︒
会長の地区別座談会で﹃ふる
さとまつりを各町巡回して欲し
い﹄との意見が多く出される︒
多くの皆さんの意見である︒ま
た︑消防団の行事と重なるため︑
行きたくても行けない子どもた
ちもいるようである︒ぜひ検討
して欲しい︒

市長からの回答

① 補助金等は急激に減らすこ
とはしないが︑平成 年度
から段階的に交付税が減額
され︑最終的には 億円の
減額となる︒大変厳しい状
況で︑新採用職員も年間３
人しかいない︒ご理解いた
だきたい︒
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② ツーリズム協会は︑作った
は良いが運営ができないで
は困る︒十分検討する必要
がある︒
③ 支所の利用については︑建
物の効率的利用が必要との
観点から積極的対応をして
いきたい︒しかし︑戸籍等
があるので︑セキュリティ
面では検討しなければなら
ないと思う︒
④ 入札の件は︑なるべく市内
に発注することの基本は変
わらない︒
⑤ 小売店への消費運動は︑ま
ず﹁商品券﹂発行を考えて
欲しい︒これからますます
高齢化する中で︑電気店の
アフターサービスなどは以
前に増して要望されてくる
と思う︒電球１個を取り替
えて欲しいなど個人商店へ
の消費形態は増えると思う︒
⑥ ふるさとまつりは︑そうい
った声が出ていることは承
知している︒しかし︑実行
委員会で決定していくので︑
市長命令はできない︒自治
会や農業団体に呼び掛けて
みることも必要だと思う︒

輝く繁盛店をめざして！
リ
ラ
キ
― 大分県魅力ある店づくり
支援事業成果報告会 ―
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入居者決定！

を経た二名が︑商工会の支援の
もと独立開業を目指して新たな
一歩を踏み出しました︒
出店内容は︑東側店舗には飲
食業の中華そば店︑西側店舗に
は情報サービス業のソフトウェ
ア開発・販売となっています︒
新しい仲間が加わり︑活気に
溢れた賑わいある商店街づくり
の実現が期待されます︒

東側

﹁本町物語﹂

大分県魅力ある店づくり支援
チャレンジショップ
事業の成果報告会が︑ 月５日
︵火︶
商工会館大ホールで開催さ
れ︑個店の魅力ある店づくりに
取り組んだ６店舗の代表者が︑
その成果について発表を行いま
した︒
報告会には︑事業の主催者で
平成 年から取り組んでいる
ある芦刈会長をはじめ事業推進
中心市街地チャレンジショップ
にご理解を頂いた橋本市長や大
推進事業であるチャレンジショ
分県商業・サービス業振興課の
ップ﹁本町物語﹂の二店舗への
安部課長など関係者約 名が出
入居者が決定しました︒
席︑発表者の成果報告を興味深
チャレンジショップは︑三重
く聞き入っていました︒
町の中央通り商店街の空き店舗
今回の事業は︑商店街全体の
を利用して設けられ︑熱意と創
魅力づくりや活性化を図ってい
造性にあふれる﹁商業者の創
くためには︑まず個店の魅力ア
出﹂︑並びに商店街の﹁賑わい
ップが不可欠との観点から︑実 り口やショーウインドーにベタ の場﹂を造り活性化を図ること
務知識や経営ノウハウに優れた ベタはっていたポスターを剥が
を目的として実施しています︒
見識を持った専門家をアドバイ し荷物を退けることによって店
審査会による︑第一次選考の
︑ 書類審査︑最終選考の個別面談
ザーとして︑繁盛店づくりの手 内がすっきり見やすくなった﹂
法を学ぶとともに商品陳列や店 ﹁お客さんが店内に滞留する時
舗レイアウト等の個店の実践指 間 が 長 く な っ た ﹂︑﹁ 店 内 を 回
導︵臨店指導︶を受けてきまし 遊しやすくなった﹂などの改善
の成果を分かりやく説明しまし
た︒
発表した事業所は︑リカー＆ た︒
発表のあと︑アドバイザーを
ドラッグあんどう︵大野町︶
︑
モードふじ︵大野町︶
︑文具・事 務めた武雄信夫先生の講評があ
﹁店舗の︿見える・化﹀は︑
務機ヒロセ︵三重町︶
︑大津留時 り︑
計店︵三重町︶︑なんば生花店 繁盛店づくりの第一歩であり︑
︵三重町︶︑タマダ︵三重町︶の ︿見える・化﹀に取組むことで
課題や問題点が見えてくる︒今
６店舗です︒
発表者たちは︑パワーポイン 回の取組みを契機に︑点から線︑
トを使って︑臨店指導を受ける 線から面へとさらに広がるよう
前と指導を受けた改善後の店舗 大いに期待しています﹂と激励
内の様子を比較しながら︑﹁入 しました︒

西側
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経営革新を取り入れる

大分県で一番﹁ありがとう﹂
といわれる会社に
株式会社大野葬祭︵三重町︶
川野 晃裕 さん

したいこともあり︑誰にすれば
よいか迷われる人もいるのでは
ないでしょうか︒いろんな業種
の方々と提携して︑わが社が窓
口になれればと思っています︒
葬儀は悲しみだけでなく︑生き
ることの大切さや家族のきずな
をより深く感じていただく機会
であり︑人生をトータル的に考
えていくものだと思っていま
す︒﹂取り組んできた理由をこ
う話す︒
社内では︑方向性だけは社長
としての自分が決めること︒そ
れに沿って実施することはみん
なで決めていくことを基本とし
ているという︒社員を拝見して
いると︑いきいきとした姿と行
き届いた対応を見ることができ
る︒
﹁葬儀をして︑とてもよかっ
たのでここで働きたいと言って
社員になった人もいます︒
﹂
大分県で一番ありがとうとい
われる会社を目指して︑社長も
社員も今一つになって取り組ん
でいる姿が印象的であった︒

工藤妙子さん全国大会で優秀賞を受賞

〜商工会女性部全国大会ＩＮえひめ〜

ホームページ：http://www.jfc.go.jp/

月 〜 日︑愛媛県松山市
のひめぎんホールにおいて︑全
国から２︐５００人の参加で女
性部の全国大会が開催されまし
た︒
開会のセレモニーでは︑川之
江高校書道部による書道パフォ
ーマンスが披露され︑参加者を
魅了しました︒
主張発表大会では︑全国の六
ブロックから代表者六人が女性
発見！﹂と題して発表しました︒
部活動やまちづくりについて発
工藤さんは︑非常に落ち着いた
表しました︒九州ブロック代表︑ 口調で︑自然の豊かさをゆっく
大野支部の工藤妙子さんは﹁カ
り歩いて楽しむ﹁里歩の会﹂の
ントリーウォークでふるさと再
結成とその活動内容で大野町の
自然の素晴らしさをアピールし
ました︒愛媛大学藤目教授の講
評では︑大変素晴らしい発表で
あったとお褒めの言葉を頂き︑
優秀賞を受賞しました︒この発
表で︑全国に大分県豊後大野市
の素晴らしさを知っていただく
ことが出来ました︒工藤さん︑
大変お疲れ様でした︒今後も豊
後大野市や女性部の活動に活躍
する事を期待しています︒

1.60%

○経営改善貸付

運転資金・設備資金
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1.90
1.90
2.00
2.00
2.10
2.10
2.20
2.20
2.30
2.30
2.40
2.40
2.50
2.60
2.60
2.70

情熱が伝わってきて︑それが社
長という風格を作り出している
ように思える︒また︑若さとい
うバイタリティーとアイデアも
ある︒常に何かに取り組み︑新
たな会社経営を生み出している︒
その第一に挙げられるのが︑経
営革新の思い出アルバムである︒
また会員制度も創設した︒﹁入
会金は少し高いと思われるかも
しれませんが︑会員さんにはそ
れ以上お返しができるよう工夫
しています︒
﹂

17

○普通貸付
融資期間
基準利率（％）

５年以内
５年超 ６年以内
６年超 ７年以内
７年超 ８年以内
８年超 ９年以内
９年超 10年以内
10年超 11年以内
11年超 12年以内
12年超 13年以内
13年超 14年以内
14年超 15年以内
15年超 16年以内
16年超 17年以内
17年超 18年以内
18年超 19年以内
19年超 20年以内

生きることの大切さや
家族のきずなも
感じていただけたら
また︑これをさらに発展させ︑
様々なジャンルの事業所︵約１
５０店舗︶と提携し︑葬儀のみ
でなく他の相談事にも応えられ
るよう体制整備も行っていると
いう︒
﹁相続や土地の登記︑健康
や介護問題等心配ごとで︑相談

女性部
（平成25年11月1４日現在）

代表取締役社長

若干 歳で社長︒﹁社長にな
るまでは先代の親父と︑会社の
ことで良く喧嘩してました︒
﹃そんなに言うならお前がやっ
てみろ﹄と譲り渡されたのがこ
の歳でした︒しかし譲り受けて︑
こんなに大変なものなのか改め
て思い知らされました︒﹂社長
就任から４年目の現在︑川野さ
んは当時を振り返る︒
就任して間もないころは︑ま
ず社員への号令が効かなかった︒
あいさつと同時に仕事の一切を
共有できる職場づくりを目指そ
うとしたが︑初めは全員が集ま
ってくれなかったという︒
﹁こ
の若造に何ができるのかと思っ
たのでしょうね︒様子見で︑い
つまで続けられるか︑疑いの目
もあったのかもしれません︒
﹂
しかし︑続けることで次第に理
解が深まり︑今では全員で朝礼
が出来るようになり︑﹁社員心
得﹂まで全員が暗唱するように
なっているという︒
話を伺っていると︑経営への
27
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日本政策金融公庫の貸付利息

シリーズ

消費税は、平成 26 年４月１日から８％に、更に平成 27 年
10 月１日から 10％にと、２回にわたって税率の引上げが実施
される予定です。
今回の改正は、短期間に２段階の税率引上げとなることから、
企業側が事前に対応すべき検討事項が多く、事務負担等につい
ても増大することが予想されます。
平成９年に３％から５％に税率が引上げられた時と同様に、今回も改正消費税法の附則において様々な経過措
置が設けられています。また、消費税を円滑に転嫁するための対策や商品等の価格表示などについて規定した
「消費税転嫁対策特別措置法」が平成 25 年６月に成立しています。
そこで、この法律を理解して頂き、今回の消費税率引上げに際して、円滑で適正な転嫁ができるため、商工会
では「消費税転嫁対策に関する講習会」を計画しました。
講習会の開催日程等は以下の通りです。消費税の仕組みや価格表示の考え方等分かりやすく説明致します。４
つの会場いずれにも参加できますので奮ってご参加をお願い致します。
尚、ご不明な点がございましたら、豊後大野市商工会三重本所又は各商工会までお問合せ下さい。

に
消費税転嫁対策
案内
ご
の
会
習
講
る
関す

《消費税転嫁対策に関する講習会開催日程表》
開催日程

開催場所

テーマ

講

師

平成 25 年 12 月 ３日（火）
14：00 〜 16：00

豊後大野市商工会
犬飼支所

改正消費税と消費税
転嫁対策について

税理士
西海 貴憲

平成 25 年 12 月 10 日（火）
14：00 〜 16：00

豊後大野市商工会
緒方支所

改正消費税と消費税
転嫁対策について

税理士
西海 貴憲

平成 26 年 １月 21 日（火）
14：00 〜 16：00

豊後大野市商工会
大野支所

改正消費税と消費税
転嫁対策について

税理士
西海 貴憲

平成 26 年 １月 28 日（火）
14：00 〜 16：00

豊後大野市商工会
三重本所

改正消費税と消費税
転嫁対策について

税理士
西海 貴憲

第170回 商工会珠算検定

１級合格おめでとう！
！
１級合格おめでとう！
！
珠算検定が９月15日（日）、全国一斉に行われました。
豊後大野市商工会で難関である１級合格者を紹介し
羽田野ほのかさん
ます。
（豊後大野市朝地町）

豊後大野市商工会

〜商工会会員状況〜
＊平成 25 年 4 月 1 日現在 902
加入
19
脱退
17
＊平成 25 年 10 月 1 日現在 904
★未加入者のご紹介をお願いします。★

年金等に関するご相談について
毎月第２木曜日の午前 10 時から午後３時まで、
社会保険事務所が、商工会本所にて社会保険出張
相談を実施しております。是非ご利用下さい。
12 月、１月の相談日は

12 月 12 日（木）と
１ 月 ９ 日（木）です。

麻 生 夏 帆さん
（豊後大野市大野町）

本

所／〒879-7131 豊後大野市三重町市場 539 番地
TEL 0974-22-1193 FAX 0974-22-5759
朝地支所／〒879-6222 豊後大野市朝地町朝地 891（市役所朝地支所２階）
TEL 0974-72-0049 FAX 0974-72-0566
大野支所／〒879-6441 豊 後 大 野 市 大 野 町 田 中 77-１
TEL 0974-34-2234 FAX 0974-24-5101
緒方支所／〒879-6601 豊 後 大 野 市 緒 方 町 馬 場 269-2
TEL 0974-42-3310 FAX 0974-42-3361
清川支所／〒879-6903 豊後大野市清川町砂田 1819（市役所清川支所内）
TEL 0974-35-2277 FAX 0974-35-2090
三重支所／〒879-7131 豊 後 大 野 市 三 重 町 市 場 539
TEL 0974-22-1193 FAX 0974-22-5759
犬飼支所／〒879-7306 豊後大野市犬飼町下津尾 4037
TEL 097-578-0059 FAX 097-578-1514
千歳支所／〒879-7401 豊 後 大 野 市 千 歳 町 新 殿 235-３
TEL 0974-37-2953 FAX 0974-37-2953

HP：http://bungo-ono.oita-shokokai.or.jp
mail：info@bungo-ono.oita-shokokai.or.jp

