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2023年 新年のご挨拶2023年 新年のご挨拶
東かがわ市商工会
　　会　長　林　周二

　謹んで新年のお慶びを申し上げます。
　会員、市民の皆さま方におかれましては、初春を夢と希望、さらには、ご家族皆様のお幸せを
祈ってお迎えのことと存じます。
　昨年を振り返りますと、2月には北京冬季五輪・パラリンピックが開催され、多くの勇気と感動
を与えていただきました。将棋の世界では、藤井聡太氏が10代で初めて５冠を達成されました。
野球界では米大リーグの大谷選手の２桁勝利、２桁本塁打が我々を勇気付け、香川では、甲子
園で活躍した高松商業の浅野選手のドラフトでの巨人入団が決まりました。
　一方で、暗いニュースもありました。ロシアによるウクライナ侵攻が2月に始まり、現在も続い
ています。安倍元首相が銃撃され、旧統一教会問題が政治問題になりました。国際間ではロシ
ア、中国、北朝鮮の脅威が更に強まっていますが、解決の糸口は不透明です。
　ビジネスの世界では、ロシアのウクライナ侵攻とコロナ感染症拡大の弊害が相まって世界的
なインフレと食糧不足が深刻になり、さらに日本の企業にとっては急激な円安が、大きな影響
を与え値上げラッシュを加速しています。
　商工会行事では、11月開催予定であった「あいらぶ東かがわ大物産展」は残念ながらコロナ
感染症の影響で中止いたしましたが、そのほかの事業、委員会、理事会、講演会、企業訪問並び
に視察研修は感染防止対策を講じ粛 と々実施いたしました。９月の商業振興委員会研修では、
パソナグループの視察研修を実施し、地方創生について学びました。１０月の工業振興委員会
研修では、２０２５年大阪万博に向けて、１９７０年に開催された万博記念公園で温故知新の
学びを新たにしました。パナソニックミュージアムでは、企業理念の実践を心に刻んで、明日へ
の糧としました。
　行政との連携、サポートにつきましては、市内の商工業者の皆様のコロナ状況、世界的なイン
フレ、急激な円安等の影響を調査するためアンケートを実施し、結果を踏まえて、池田新県知事
と県内商工会会長との懇談会において、支援のお願いをいたしました。市内の中小事業者の
経営状況が逼迫する中、香川県、東かがわ市からの支援策が様々に示されています。東かがわ
市商工会は、各種給付金・補助金に関する相談の対応、申請のサポート等、今年もご要望にい
ち早くお答えいたしますので、お気軽にご連絡をお願いします。
　我々商工業者を取り巻く環境の問題は、山積しておりますが、東かがわ市商工会役職員一丸
となり、課題を見つけ解決に向けて取り組んでまいります。
　本年も、皆さま方のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げるとともに皆様にとりまして
も良いお年でありますことをお祈りいたしまして、新年のご挨拶といたします。

　市内小学生の高学年児童が力自慢を競う「子ども力もち運搬
競技大会」が1月8日に「ひとの駅さんぼんまつ」で開催されま
した。

各小学校から4年生：19名、
5年生：21名、6年生：5名が参加
し、4年生は20㎏、5年生は25㎏、
6年生は30㎏の米俵を抱えて
歩き、進んだ距離を競いました。
新年よりコロナ禍に負けず、

果敢に競技に取り組む子どもたち
の元気あふれる姿に会場は賑わいを見せました。また、参加者へのうどんの
接待・ビンゴゲームを行い、参加者は大いに楽しみました。

　商工会女性部（原　悦子 部長）で
は、年末年始に多発する交通事故の
防止を目的に、東かがわ警察署の協力
のもと交通安全キャンペーンを11月15
日に松原の「みどりの一里塚」で行いま
した。
　参加した18名の部員は、前回と同
様、新型コロナウイルス感染症対策を
行いながら、前日からラッピングをして用
意した200個のパンジー、ビオラの花
苗や啓発チラシを配布し、ドライバーの
方々に対し、日々の安全運転を心がけ
るように声掛けをしました。

第15回子ども力もち運搬競技大会の開催第15回子ども力もち運搬競技大会の開催

手袋題材年賀状コンクール手袋題材年賀状コンクール

商工会女性部便り商工会女性部便り商工会女性部便り

交通安全キャンペーンの様子

交通安全キャンペーンで花の苗や啓発チラシを配布交通安全キャンペーンで花の苗や啓発チラシを配布

結果発表

★個人優勝
4年生の部
　川崎　結聖（白鳥小137.7ｍ）
5年生の部
　田中蓮仁郎（大内小322.5ｍ）
6年生の部
　石原　晴遂（白鳥小69m）

　当会工業振興委員会（板野　司
委員長）では、市内の小学生に地場
産業である手袋産業について認識を
高めてもらおうと、手袋と干支を組み
合わせた年賀状デザインの作品を募
集する「手袋題材年賀状コンクール」
を行い、その審査会が11月28日に行なわれました。
　本年度は市内3小学校から774点の応募があり、一次審査を通過し
た152点の中から15点が商工会長賞や市長賞などの特別賞に選ば
れました。
　東かがわ市、商工会、日本手袋工業組合では各賞に選んだ作品を
年賀状に使用し、地場産業の手袋をPRしました。

商工会長賞
水田　小春 （大内小6年）

工業振興委員長賞
竹田　旺佑
（大内小4年）

市　長　賞
岡本　賢歩
（引田小2年）
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特殊詐欺 ＆ 悪質商法特殊詐欺 ＆ 悪質商法

　10月29日・30日の両日、サンメッセ香川において「讃岐のイッピン！ええもんフェスタ2022」が開催されました。
　このイベントは、県内で事業を営んでいる中小企業・小規模事業者の魅力ある｢商品｣｢サービス｣を一堂に集め、県
内消費者を主たる対象に広く情報発信することで、事業者の認知度・経営力の向上を図り、本イベント時の売上増
加に留まらず、各事業所の顧客の拡大、取引先の増加及び地元企業の魅力を再認識してもらうことを目的とした物
産展で、県内83社が集まり、2日間で約20,000人が来場しました。
　東かがわ市商工会からは、以下の9事業所が出展し、商品のPR・販売を行いました。

　10月25日（火）に商工会２階講習会室にて商工会・工業振興委員会（板野　司 委員長）主催による「地元企
業見学会」を開催いたしました。
　当日は㈱ハガタ屋の代表取締役である喜岡達氏を講師としてお招きし、自社の経営スタイルや、理念、取扱商
品に技術力、社長の経験談に至るまで
様々な内容のお話をして頂きました。ま
た実際に工場へ訪問させて頂き、製品
の製造過程を見学させて頂きました。
　約1時間半の研修時間でしたが今後
の経営に役立てようと参加者は熱心に
聴講していました。

ヨークス（株）

中嶋金魚 （有）レディースファッションミミ

津田産業（株） （有）光松庵

生　新（株）

（株）Puzzle （同）スズシゲカンパニー

（株）フクシン

讃岐の
　イッピ

ン！讃岐の
　イッピ

ン！

解体工事・古紙・鉄
　廃棄物リサイクルの

地 元 企 業 見 学 会 の 開 催地 元 企 業 見 学 会 の 開 催

香川県物価高騰等対策緊急支援事業給付金香川県物価高騰等対策緊急支援事業給付金
　コロナ禍における原油価格・物価高騰等で厳しい経営状況にある県内事業者に対し、給付金を支給し、事業継続を
支援するものです。

香川県内に本社又は主たる事業所（個人事業主にあって事業所がどこにも無い場合には住居）を有
する中小企業、中堅企業等又は個人事業主（一部対象外）
上記支給対象者のうち、令和4年1月1日以前から県内で事業を継続しており、今後も県内で事業を継
続する意思を有し、次の①又は②のいずれかの要件を満たしていること
①令和4年4月から12月までの任意の連続する3ヵ月の売上高が、平成30年又は令和元年同3ヵ月の
売上高と比較して20％以上減少していること
②令和4年4月から12月までの任意の連続する3ヵ月の売上総利益率が、平成30年又は令和元年同
3ヵ月の売上総利益率と比較して10％以上減少していること
法人：10万円　個人事業主：5万円
①申請書等
②令和4年4月から12月までの任意の連続する3ヵ月と平成30年又は令和元年同3ヵ月の事業者とし
ての県内全ての事業所・店舗での売上又は売上総利益率が確認できる書類
③直近の確定申告書類の写し
④給付金の振込口座の通帳等の写し
⑤（個人事業主のみ）本人確認書類の写し
2023年1月10日（火）～2月28日（火）
簡易書留など送達が確認できる方法で郵送。持参による申請は不可。
〒760-0017 高松市番町一丁目2番26号　トキワ番町ビル2階
物価高騰等対策給付金事務局　宛て
　　　　　物価高騰等対策給付金のホームページhttps://kagawa-bukkashien.com
　　　　　又は香川県のホームページに掲載していますのでダウンロード・印刷してご利用ください。
　　物価高騰等対策給付金コールセンター　TEL：087-822-0261

　上記に記載しているような電話があれば、途中ででも一旦電話を切り、すぐに家族や警察署に
相談をするようにして下さい。
　相談先については、最寄りの警察署又は警察相談電話「♯９１１０」へ連絡

＜支給対象＞

＜支給要件＞

＜支 給 額＞
＜必要書類＞

＜申請期間＞
＜申請方法＞
＜宛　　先＞

＜申請書等の入手方法＞

＜問い合わせ先＞

東かがわ警察署からのお知らせ

手口を知って、警戒
しよう！

東かがわ警察署（0879-25-0110）

特殊詐欺の手口
　１．オレオレ詐欺
　２．還付金詐欺
　３．架空料金請求詐欺
４．キャッシュカードなどを狙った詐欺 など
悪質商法の手口
　１．点検商法、かたり商法、押し売り、押し買い、送り付け商法
　　　展示会商法、デート商法、マルチ商法、利殖商法 など
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地 元 企 業 見 学 会 の 開 催地 元 企 業 見 学 会 の 開 催

香川県物価高騰等対策緊急支援事業給付金香川県物価高騰等対策緊急支援事業給付金
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東かがわ警察署からのお知らせ

手口を知って、警戒
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●香川県の最低賃金
●香川県産業別最低賃金（下記の業種に該当する事業場の労働者用）
①冷凍調理食品製造業………………………‥…時間給 878円 【令和4年10月 1日～】
②機械器具等製造業………………………………時間給1,000円 【令和4年12月15日～】
③船舶製造・修理業、舶用機関製造業……………時間給1,003円 【令和4年12月30日～】
④電気機械器具等製造業…………………………時間給 942円 【令和4年12月15日～】

時間給 【令和4年10月1日～】

～香川県の最低賃金の改正～
878円

香 川 労 働 局 か ら の お 知 ら せ

東かがわ市商工会地区 中小企業景況調査報告書東かがわ市商工会地区 中小企業景況調査報告書
東かがわ市商工会

　この調査は、東かがわ市商工会地区内の経済動向等について、四半期ごとに変化の実態等諸事情を的確に収
集・提供して、経営改善普及事業を効果的に実施するために行っているものです。
　DIとは、各調査項目について≪増加・上昇・好転≫の割合から≪減少・低下・悪化≫の割合を差し引いた値で
≪景気動向指数≫を表しています。

　今期の実績は、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「大きく悪化」、小売業は「大きく悪化」、サー
ビス業は「大きく悪化」としている。また来期の見通しは、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「大き
く悪化」、小売業は「大きく悪化」、サービス業は「悪化」を予測している。

令和4年度　第3回（R4年10月～12月）

※記号とDI値の関係は次のとおり

調査対象地区：東かがわ市商工会地区
対象企業数：100社（製造業50社、建設業10社、小売業20社、サービス業20社）

東かがわ市商工会地区の業種毎の主要項目のあらまし

業　　　　　況

　今期の実績は、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「大きく悪化」、小売業は「悪化」、サービス業は
「大きく悪化」としている。また来期の見通しは、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「大きく悪化」、小
売業は「やや悪化」、サービス業は「大きく悪化」を予測している。

売上額（完成工事額）

　今期の実績は、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「大きく悪化」、小売業は「大きく悪化」、サービ
ス業は「大きく悪化」としている。また来期の見通しは、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「大きく悪
化」、小売業は「大きく悪化」、サービス業は「悪化」を予測している。

採　　　　　算

　今期の実績は、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「大きく悪化」、小売業は「悪化」、サービス業は
「大きく悪化」としている。また来期の見通しは、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「大きく悪化」、小
売業は「悪化」、サービス業は「大きく悪化」を予測している。

資　金　繰　り

項　目　＼　業　種

業　　況

売上額（完成工事額）

採　　算

資金繰り

業　　況

売上額（完成工事額）

採　　算

資金繰り

△19

△24

△26

△26

△19

△19

△21

△19

△45

△22

△39

△17

△33

△6

△33

△11

△35

△47

△53

△35

△24

△35

△29

△35

△50

△50

△50

△38

△38

△38

△38

△38

今
期
の
実
績

来
期
の
見
通
し

製　造　業 建　設　業 小　売　業 サービス業

快晴 晴 薄曇 曇 雨

30.1～ 10.1～30.0 10.0～△10.0 △10.1～△30.0 △30.1～

子供車・電動自転車フェア開催中
屋根工事、トタン工事 お任せください。

どんな雨もりにも対応します。

引田　TEL 0879-33-5375引田　TEL 0879-33-5375
㈱新崎フォーム㈱新崎フォーム

ふるさとで働こう。

3/10（金）令和5年

•企業の採用担当者による個別面接方式の採用選考、企業説明
•ハローワーク職員による職業相談
•香川職業能力開発促進センターによる職業訓練の相談

①就活中の学生
　（大学、短大、高専、専修学校等、令和5年3月卒業予定者）
②既卒者（卒業後概ね3年以内）
③UJIターン就職希望者
④中途採用希望者（UIJターン就職希望者、非正規雇用から
　正規への就職を目指す方）

※参加事業所名簿は、2月22日（水）に以下のHPで公開予定
　香川労働局：https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/home.html
　東かがわ市：http://www.higashikagawa-syusyoku.jp/

東かがわ市内に就業場所があり、新規学校卒業予定者、既卒者、
UJIターン就職希望者、中途採用希望者等を募集する事業所

就職面接会対象者

ハローワーク東かがわハローワーク東かがわ TEL：0879-25-3167

求職者

お問い合わせ

求人者

令和6年3月卒業予定の学生

東かがわ市内に就業場所があり、
令和6年3月新規大学等卒業予定者に
対し企業説明を行う事業所

企 業 説 明 会

学　生

事業所

東かがわ市交流プラザ

開催
日時

開催
場所

内容

13：30～15：30（受付開始13:00～）

〒769-2701 東かがわ市湊1806-2
TEL 0879-26-1224

予約不要参加自由
直接会場へお越し下さい
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　東かがわ市商工会では、後継者不足などで事業存続に悩みを抱える事業者の方々へ、専門の職員が問
題解決に向けたアドバイスやマッチング支援などを行うほか、外部専門家（会計士、税理士、弁護士等）
の無料相談支援を行っています。気軽に下記連絡先までご連絡下さい。（たとえば、廃業予定個人事業所
と創業希望者とのマッチング。）

東かがわ市商工会から

東かがわ市商工会
香川県東かがわ市湊1810-1

TEL 0879-25-3200　FAX 0879-25-9190
E-mail：higashikagawa@shokokai-kagawa.or.jp

連絡先

事業引継ぎ支援のお知らせ

【
編
集
発
行　

東
か
が
わ
市
商
工
会　

住
所　

東
か
が
わ
市
湊
一
八
一
〇
ー
一　
　

2
5
ー
3
2
0
0
】

TEL

090-5270-6677090-5270-6677電話番号が
変わりました

　「事業継続力強化計画」認定制度とは、中小企業が行う、防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣
が認定する制度です。認定を受けた中小企業は、税制優遇や補助金の加点などの支援策が活用いただけます。

【認定を受けた企業に対する支援策等】

【計画の認定に記載が必要な事項】

●申　請・・・・・計画策定後、四国経済産業局に申請書及び必要書類を提出。
●認　定・・・・・申請後、認定まで約45日かかります。
●計画の開始・認定された場合、認定通知書が交付されます。交付後に計画の実施
　　　　　 ※認定を受ける前に設備の取得及び事業の用に供した場合は、税制優遇が受けられません。
　事業継続計画（BCP）策定前の準備段階として本計画を策定することをお勧めします。
　東かがわ市商工会では、計画の策定に関する支援を行っています。詳しいことは商工会（TEL：25-3200）まで
お問い合わせください。

計画に従って取得した防災・減災設備等について、取得価額の20％の特別償却が可
※認定後に事業継続力強化設備を追加する場合は、変更申請が必要

①ハザードマップ等を活用した、自社拠点の自然災害リスク認識と被害想定策定
②発災時の初動対応手順（安否確認、被害の確認、避難の実施方法等）策定
③ヒト、モノ、カネ、情報を災害から守るための具体的な対策
④計画の推進体制、訓練の実施、計画の見直し等、取組の実効性を確保する取組

信用保証枠の拡大、日本政策金融公庫による低金利融資等
計画認定を受けた事業者は、一部の補助金（ものづくり補助金等）の審査の加点対象

認定企業は、中小企業庁ＨＰへ公表＆認定ロゴマークを使用できます。
（会社案内や名刺に使用でき、取引先企業などからの信用力が向上します）

①税制優遇

④ロゴマーク
　使用等

②金融支援
③予算支援

耳つぼダイエット＆よもぎ蒸し耳つぼダイエット＆よもぎ蒸し

りりあんりりあんスリムサポートスリムサポート

冷え症、便秘、肩こり、腰痛、生理痛
産後の引き締め、不妊症、むくみ
不眠症、ダイエット、デトックス

免疫力を上げる！
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