
                

 

 



        総 会 次 第 
        １ 開会の辞  
       ２ 会長挨拶  
       ３ 従業員表彰  
       ４ 来賓祝辞  
       ５ 議長選出  
       ６ 議 事   
           第１号議案  平成２９年度事業報告書並びに収支決算書、貸借対照表 
                    及び財産目録、労働保険事務組合特別会計承認について 
                    （監査報告） 
           第２号議案  平成３０年度事業計画書（案）並びに収支予算書（案） 
                    審議承認について 
            第３号議案  借入金の最高限度額設定について         
           第４号議案  予算更正権を理事会に一任する件について 
           第５号議案  定款の一部変更について 
           第６号議案  規約の一部変更について 
           第７号議案  任期満了に伴う役員改選について 

       ７ 閉 会 の 辞 
 



優良従業員表彰受賞者 

表彰種別 受賞者名 性別 勤続年数 勤続事業所名 

永年勤続 原山 幸一郎 男 ２２年６ヶ月 
株式会社  
伊藤組 

永年勤続 佐藤 将幸 男 ２１年４ヶ月 
河津酒造  
株式会社 

永年勤続 長野 健一 男 ２０年１１ヶ月 
小国新聞 
販売店 





期首会員数 加入者数 脱退者数 期末会員数 

301 10 6 305 

地区名 宮原 上田 西北里 下城 黒渕 
定款・ 
特別会員 

合計 

会員数 178 14 50 38 15 10 305 

組織 会員数、地区別会員数内訳 役員 

会 長 河津 悦雄 理 事 渡邉 誠次 

副会長 穴井 帝史 理 事 原田 秀樹 

副会長 河津 毅 理 事 渡邊 泰治 

理 事 後藤 且也 理 事 伊藤 英志 

理 事 三笘 栄祐 理 事 河津 順也 

理 事 長尾 正徳 理 事 井上 健作 

理 事 松﨑 朗 理 事 宇野 正貴 

理 事 高野 誠二 理 事 辛嶋 照美 

理 事 原山 真津雄 監 事 村上 直行 

理 事 伊藤 芳昭 監 事 松本 明雄 



集団 6回  

平成29年8月23日・29日 インバウンド対策『中国語講座』 

平成29年11月8日 事業承継講習会 

平成29年11月20日 消費税軽減税率対応講習会 

平成30年1月31日 経営者！労働者！必見『労働セミナー』 

平成30年1月31日 写真講座 

 

個別 6回 

平成30年1月17日 消費税軽減税率対応事業専門家等派遣時業 

平成30年2月15日・21日・3月5日・9日 所得税申告相談 

平成30年3月22日 消費税申告相談 事業承継講習会  

 

写真講座  

 



経営改善普及事業 相談・指導、金融の斡旋 

• 経営指導員、経営支援員による相談・指導 

 

 

 

巡 回 窓 口 創業巡回 創業窓口 

回 数 1,159 354 9 26 

斡旋件数 貸付件数 斡旋総額（千円） 貸付金額（千円） 

日本政策金融公庫  
一般・特別 

14 14 62,820 62,820 

日本政策金融公庫  
マル経資金 

2 2 5,000 5,000 

県制度融資 10 10 57,600 57,600 

合 計 26 26 125,420 125,420 

• 金融の斡旋 

• 記帳指導 
対象事業所数 うち機械化数 指導延回数 

経営支援員他３名 94 42 1,405 

• 小規模事業者持続化補助金 

  小規模事業者が販路開拓等に取り組む経営計画作成のための支援を実施。 



地域振興事業 地域振興費 
 

①宮原地区 ナイトフリマ  

   みんなでつくる夜市  
   空き店舗を活用した夜のフリーマーケット 

 
②宮原地区 下町商店会の夜市 
   夜市、進藤久明氏ライブ 
 

③西北里地区 わいた温泉感謝祭 
   赤飯・豚汁のふるまい ゆけむり茶屋入浴無料 



地域振興事業 商業振興事業        

小国町商店街空き家対策事業 

（上半期） 

事業所数 補助金額 

7 1,268,000 

小国町商店街空き家対策事業 

（下半期） 

事業所数 補助金額 

7 1,118,000 

小国町創業支援事業 事業所数 補助金額 

4 1,000,000 

小国町商工業振興対策設備資金 

利子補給金（上半期） 

事業所数 補助金額 

9 175,007 

小国町商工業振興対策設備資金 

利子補給金（下半期） 

事業所数 補助金額 

9 164,188 



ご依頼主・・・第一観光㈱ 
        熊本バスツーリストビューロー 
        クラブツーリズム㈱ 
        ＦＢＳ福岡放送（生放送） ほか 

年間依頼実績 52回 1,871名 

福銭発行枚数 7,800枚 

観光案内人の実績状況 

地域振興事業 観光振興事業 







重点事項（事業計画） 
１．経営改善普及事業の促進及び 
  小規模事業者の支援 
２．創業、ビジネスチャンス創出の支援 
３．経営発達支援計画による地域発展 
４．組織の強化のため未加入事業者の加入推進及び 
  共済推進による財政基盤の確立 
５．観光案内人事業を通じて地域活性化を図る 
  （中心商店街の活性化を図る） 
６．行政・(株)ゆうステーションカンパニー・ 
  関係団体との連携強化 
７．震災復興に向けた災害貸付や助成金等の取得支援 



経営改善普及事業 商工業に関する相談指導 

 地域商工業者に、経営指導員・経営支援員が巡回・窓口により経
営一般、経営革新、情報化、金融、税務、労働、環境等の課題解
決のための具他的な支援や専門家派遣による個別指導行う。 

 また、小規模事業者持続化補助金はじめさまざまな補助金取得
を目指した支援も行う。 



経営改善普及事業 
  

【講習会等の開催】 
商工業者に役立つ効果的な集団及び個別の講習会を開催する。 

 

【金融の斡旋】 
経営安定並びに資金繰り円滑化などのために熊本県融資制度資金、日本政
策金融公庫の融資斡旋を行う。 

 

【記帳指導】 
記帳継続指導、端末機による記帳事務代行の体制整備を図ると共に記帳義
務化の方針に基づく青色申告勧奨を行う。 

 

【社会保険等の事務代行】 
適用事業所に対する労働保険の加入勧奨・手続き及び保険に関する各種事
務指導を行う。併せて地域商工業者へ社会保険の届出書類の提出を行う。 



①小国町商店街空き家対策事業（新規募集なし継続のみとなります） 

 ②小国町創業支援事業（内容が変わりました） 

  小国町で商工業を創業（総創業資金100万円以上）する場合に補助を行う。 
   小国町に住民票を移し、生活の拠点となること。 

   総創業資金が100万円以上200万円未満は10万円を補助 

    総創業資金が200万円以上300万円未満は20万円を補助 
    総創業資金が300万円以上400万円未満は30万円を補助 
    総創業資金が400万円以上500万円未満は40万円を補助 
    総創業資金が500万円以上は一律50万円を補助 

 

 ③ 小国町商工業振興対策設備資金利子補給 
    融資（設備資金）最高限度額は５００万円で利子補給率は年２％以内 
    補給の期間は５年間を限度とする。 

 
   

経営改善普及事業 商業振興事業 



地域振興事業 貯蓄共済・ふれんど共済推進事業 



地域振興事業 インターネット活用事業 



 ①窓口業務の共有化。（金融・税務・共済等） 
  
 ②記帳代行業務請負による双方の課題解決。 
  
 ③一日公庫、金融懇談会の実施。 

地域振興事業 広域連携事業（南小国町商工会） 







第３号議案 借入金の最高限度額設定について 
             
            平成３０年度及び３１年度通常総会までの間に資金不足を 
            生じた場合は、５００万円を限度として借入を行う。 
              借入先  肥後銀行小国支店 
                     熊本銀行小国支店  

                    

 

第４号議案 予算更正権を理事会に一任する件 
        について 
        １ 経営改善普及事業の単価の改正で、収入支出の変更に 

              伴う予算の更正を理事会に一任すること 
 
            ２ その他の収入支出の変更がある場合、総会で承認され 
              た主旨を崩さない程度の予算更正権を理事会に一任の 
              こと 
 







第７号議案 任期満了に伴う役員改選について 
        任期満了に伴う役員改選承認を下記のとおり提出する。 
                                             平成30年5月18日 
                                             小国町商工会 

                                             会長 河津 悦雄                

選考委員 宮原地区 1名 役員数 会長 1名 

上田地区 1名 副会長 2名 

西北里地区 1名 理事 14名 

下城地区 1名 監事 2名 

黒渕地区 1名 



 
小国町商工会ホームページ  

      http://ogunishoko.jp/ 

        新着情報随時更新中 

 

小国町商工会ホームページに会員企業紹介をはじめました。 

業種問わず掲載いたしますので、ご希望の方は商工会事務局 

にお問い合わせください。 

 

http://ogunishoko.jp/

