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会長就任あいさつ 

 令和 2年度はコロナ禍による、給付金や補助金申請の支援、そしてイベント事業の中止な

ど、例年にない一年間でした。このような中、小規模事業者支援において、地域事業者の方、

また行政にとっても、商工会の存在意義がますます高まった年であったと感じています。現

に、ここ数年商工会の会員数は、廃業者の増加により減少傾向でしたが、令和 2年度は脱退

会員数を新規加入会員数が上回り 8件の会員増となっております。引き続き、地域事業者の

発展の一助となるべく役職員一同邁進して参りますので、皆様のご協力をお願い致します。 

 

会長 谷口 邦博 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 副会長 副会長 

谷口 邦博(谷口建設) 脇田 篤(脇田時計店) 中村 清人(㈲中村製畳店) 

理事 19名 

廣木 和夫(ひろきﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘｴｲﾄ) 中川 敦博(なかがわ建設㈱) 稲吉 静次（(有)稲吉建設工業) 柏原 一恵(さいわいや) 

船木 浩(㈱ふなき製菓) 井上 昌光(井上呉服店) 井口 俊範(いのくち建築設計事務所) 山下 英孝(日之出産業(株)) 

久保田 久典(久保田重機建設) 鹿毛 克彦(鹿毛塗装) 幸若 浩樹(東久ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ) 弥永 祐司(安全ﾀｸｼｰ㈲) 

倉員 明宏(㈲倉員建設) 大場 英揮(雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ大場販売店) 古賀 正秀(㈲ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗﾝ) 幸若 禎之(幸若板金) 

田中 良(東豊建設) 中村 亮一(青年部長) 鹿田 孝子(女性部長) 

監事 2名 

深町 元美(深町自動車整備工場) 高山 芳男(高山芳男税理士事務所) 
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令和3年度 久留米東部商工会 
第11回通常総代会を開催 

 5 月 26 日(水)、久留米東部商工会善導寺事務所

研修室において久留米東部商工会第 11回通常総代

会を開催致しました。本年度は新型コロナウイル

ス感染拡大防止の観点から、書面による議決権行

使を用いた、少人数出席による開催となりました。 

総代総数 102 名に対し、81 名の出席により総代

会は成立致しました。 

議案の承認については右記のとおりです。 

 

 

 

 

 

【議 案】         

第１号議案 令和 2年度事業報告並びに収支決算書、 

貸借対照表及び財産目録承認の件（監査報告）             

賛成 81名 ・ 反対 0名 

第２号議案 令和 3年度事業計画(案)及び 

収支予算(案)決定の件        

賛成 81名 ・ 反対 0名 

第３号議案 令和 3年度一時借入金最高限度額及び 

金融機関決定の件              
賛成 81名 ・ 反対 0名 

第４号議案 任期満了に伴う役員選任の件   

賛成 81名 ・ 反対 0名 

 

新役員紹介 

今号のトピックス ①●通常総代会●新役員紹介 ②●がんばる券（プレミアム商品券）の販売開始●経営なんでも

相談会と今年度募集の補助金 ③●青年部役員改選●女性部役員改選●新規会員紹介 ④●労働保険の加入をお忘

れなく！●時間外労働の協定書（36協定）を出していますか？●いまどきの求人事情●コロナ禍資金繰り支援 
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７月１６日使用開始 
プレミアム率 ２０％ 

販売総額   １億５，０００万円 

購入事前予約 ６月１日～６月２１日迄 

購入引換期間 ７月１６日～７月２０日迄 

購入限度額  おひとり１０万円迄 

加盟店登録  随時 

(期限後は加盟店一覧に掲載されません) 

加盟登録料  非会員のみ６，０００円 

使用期限   令和４年１月１５日 

換金日    令和３年８月３日～ 

令和４年２月１０日の 

 第１,２,３,４火,木曜日 

※換金受付時間は９時～１３時 

換金手数料  額面５００円につき２円 

（０．４％：加盟店負担) 

 

プレミアム商品券は、消費喚起策として実施する福岡県、久

留米市の補助事業です。 

より多くのお客様に利用していただけるよう、お店でも販売

促進策として、ご活用下さい。 

例）顧客へのＤＭやチラシに商品券のことを掲載、商品券利

用者にポイント２倍、20％プレミアム分の客単価アップ！ 

みんなでがんばる券 

 
～プレミアム付商品券～ 

 

経営支援のスペシャリスト中小企業診断士が、あなたの経営課題を解決に導きます 

 

 

 

 

 

 

経営支援のスペシャリスト中小企業診断士による個別経営相談会(６月～１月迄) 

補助金の活用、給付金、支援金の申請サポート、資金繰り改善、事業承継、 

店舗運営、スタッフ教育、生産性改善、農家の６次産業化、財務分析と銀行の評価改善など 

 

ＷＥＢ販促 

面談予約が３か月待ちの

人気専門家があなたの

ホームページやＳＮＳを

集客装置にします 

リスク管理 

企業のリスクマネジメント 

災害対応計画策定 

労務管理 

就業規則の見直し点検 

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 

コロナに負けない戦略 

補助金活用に向けた 

計画書作成支援 

※補助金申請支援は 

通年行っています。 

 年間計画(予定)   相談日は同封のチラシでご確認いただき、お電話で問合せ、お申し込み下さい。 

経営なんでも個別相談会 

 
秘密厳守 相談は何度でも無料 先着順の完全予約制 

小規模事業者持続化補助金…小規模事業者が商工会等と一緒に取り組む地道な販路開拓とコロナ対策費用 

経営革新実行支援補助金…新たな取り組みにより付加価値(利益率、設備投資、人件費)を増加させる取り

組みとコロナ感染防止対策費用 

事業再構築補助金…ウィズコロナ、ポストコロナに対応するための思い切った事業再構築 

ＩＴ導入補助金…ＩＴサービスの導入により生産性を向上させる取り組み 

事業承継・引継ぎ補助金…事業承継(代表者変更)や M&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行

う創業を含む)を契機とした経営革新等への挑戦や M&A による経営資源の引継 

 

●今回はここが変わります！ 

1.応募多数による抽選の場合、抽選結果は当選者の方への

みお知らせいたします。 

2.引換購入には、購入引換券(ハガキ)と本人確認証(免許

証等)の持参が必要です。 

※当選者本人の引換購入も本人確認証の提示が必要です。 
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●(株)茶花の里 
代   表 髙良 剛寿 

事 業 所 久留米市善導寺町木塚 303-28 

Ｔ Ｅ Ｌ 0942-47-4848 

事業概要 造園、園芸小売 

 

●洋工務店 
代   表 山下 洋平 

事 業 所 久留米市山本町耳納 1691-2 

Ｔ Ｅ Ｌ 0942-47-1320 

事業概要 木造建築工事 

  

＊商工会新規会員事業所紹介＊ 

 ご入会ありがとうございます。商工会は経営相談、税務申告や経理、労働保険、金融相談・あっせん等 

さまざまな面から地域の事業者のみなさまを支援致します。ぜひ商工会をご利用下さい。 

第 11回女性部通常総会 

令和 3年４月 23日(金)書面による議決権行使を

用いた少人数出席による総会を開催しました。本人

出席 5名、書面出席 51名、合計 56名出席で過半

数以上の出席であり本総会が有効に成立いたしまし

た。 

議案の承認については下記のとおりです。 

第１号議案 令和 2年度事業報告及び収支決算書 

承認の件・・・・・賛成 56、反対 0 

第 2号議案  令和３年度事業計画(案)及び収支予 

算(案)決定の件・・賛成 56、反対 0 

第 3号議案 任期満了に伴う役員選任の件 

第 1号議案から第 3号議案について、原案どおり 

承認されましたことをご報告いたします。 

 

★新部長あいさつ★ 

長い間副部長をしておりましたが、 
このたび、部長という大役をさせて 
いただくことになりました鹿田です。 
若輩者ですがよろしくお願いいたし 
ます。 
コロナで全てのイベントが出来な 

い状態で残念ですが、皆様と笑顔で 
お会いできる日を願い日々頑張って乗り切りましょ
う。コロナがおさまり活動出来るようになりました
ら、皆様の協力のもと力を合わせて女性部を盛り上げ
ていきましょう。 
 
★新役員紹介★ 
部  長   鹿田 孝子 

副部長   古賀 幹子 

副部長   横山 弘子 

副部長   吉本 奈津子 

常任委員 内山 佳子 

常任委員 田中 洋子 

常任委員 原口 はるみ 

 

常任委員 豊福 喜美子 

常任委員 椿原 美鈴 

常任委員 矢ヶ部 妙子 

常任委員 脇田 真澄 

常任委員 福田 竹代 

常任委員 河原 知恵 

監査委員 船木 美和子 

監査委員 荒巻 るり子 

 

この度 5 月 1 日より阿世賀前部長よりバトンを受け継ぎ青年部長となりました中村亮一です。 

皆様よろしくお願いいたします。 

昨年からコロナウイルスの影響で様々な事業が中止になり、会議等も開催が難しい状況ですが、 

その中でも青年部として地域振興発展に寄与する何かをできないかと考えています。 

青年部で一致団結し 2 年間の任期を頑張ります。皆様ご協力、ご支援よろしくお願いします。 

 

 

 

 

部　長 中村　亮一 副部長 丸山　健一

副部長 古賀　翔次

委員長 末次　賢二 委員長 加藤　進也

副委員長 倉員　輝　 副委員長 山本　高広

監査委員 阿世賀 繁寿

委員長 田中　大貴 監査委員 飯田 周太朗

副委員長 平城　裕士

コスモス委員会

地域振興委員会

イベント委員会

令和 3 年度 

青 年 部  組 織 図 

【 記事担当：森光 良友 】 

 

青 

年 

部 

女性部 
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【商工会に事務委託するメリット】 

① 年度更新申告書の作成代行 

② 雇用保険手続きの代行 

（資格取得、喪失、離職票作成、育児休業受給資

格認定、高年齢継続雇用受給資格認定） 

③ ３回に分納が可能 

④ 事業主と家族従事者の特別加入が可能 

(事業主の労災加入) 

公共職業安定所の込み合う窓口に出向く必要がなく

なり、最寄りの商工会窓口で手続きできます。 

少ない手数料で商工会に事務委託することができ事

務負担を軽減できます(常用労働者 50名超は要相談) 

労働者を一人でも雇っ

たら、労働保険(労災)に加

入する義務があります。加

入や制度については、商

工会にお尋ねください。 

労働者：正社員、パート、

アルバイトも含みます。 

 

労働保険の加入を 

忘れずに！ 

いまどきの求人方法 
 最近はコロナ禍で、有効求人数は減少、求職者数が

増加しています。それでも建設業、販売、介護業界で

は、求職者数を求人数が上回る状況が続いています。 

そんな中、最近は、求人方法も、情報誌に掲載するだ

けでなく、スマホで簡単に検索できるアプリサイトが

活況です。  

公共職業安定所でも、求人情報をイ 

ンターネットで公開できる「求人者マ 

イページ」がスタートしました。ハロ 

ーワーク窓口に行く必要がなく、スピ 

ーディーな手続きが可能になります。 

公庫融資借換特例制度 
新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰りに困難

を来している方、社会的、経済的環境の変化など外的要因

や金融機関との取引状況の変化により資金繰りに困難を来

している方、経営改善、経営再建などに取り組む必要が生

じている方が、経営安定や中小企業者の自助努力による企

業再建の支援を図るために、既往公庫融資の借換などを行

う制度です。原則として、既往の公庫融資の借換のほか、

新規融資をご利用いただく必要があります。 

例えば、こんな方に 

●令和２年に新型コロナウイルス感染症特

別貸付を利用したが、コロナ禍の影響が長引

き日々の返済が苦しくなった。 

●コロナ特別貸付の据置期間を過ぎて、返済

が始まるが、返済していけるか不安だ。 

返済が滞ると制度利用が難しくなります 

ご相談はお早めに公庫、または商工会へ 

コロナ禍による資金繰り支援 
日本政策金融公庫 

時間外労働の協定書を 
提出していますか？ 

労働時間は労働基準法によって上限が定められ

ており、労使の合意に基づく手続きをとらなけれ

ば、これを延長することはできません。 

その手続きが「時間外労働・休日労働に関する

協定書（いわゆる 36 協定」の提出です。 

 労働時間・休日に関する原則 

 法律で定められた労働時間の限度 

1日 8時間及び 1週 40時間 

法律で定められた休日 

毎週少なくとも 1日 

これを超えるには 

36 協定の締結・届け出が必要です 

36協定を届出していただくに当たっては、法律

に定める要件を満たしていなければ受理すること

ができません。協定した内容が法律の要件を満た

しているか確認していただくために、オンライン

で 36 協定届の作成ができるツールを用意してい

ます。また、36協定の届出は電子申請で届出する

ことも可能です。 

 


