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平成３０年５月１９日（土）、上島町岩

城総合庁舎２階大ホールにおきまして

第１３回通常総会が開催されました。

すべての議案は全会一致で原案通り承

認されました。

なお、第６号議案の商工会新役員には

以下の１９名の方々が選任されました。任

期は、平成３０年５月２５日の就任から３

年間です。

承認されました事業計画のうち、重点事業は

以下の通りです。

≪審議内容≫

【第１号議案】 平成２９年度補正予算

（案）決定の件

◯一般会計

◯かみじまふるさと夜市特別会計

◯共通商品券特別会計

松浦 哲 新会長

【第２号議案】 平成２９年度事業報告

及び収支決算書の承認の件

◯事業報告、一般会計

◯かみじまふるさと夜市特別会計

◯共通商品券特別会計

◯監査報告

【第３号議案】 平成３０年度事業計画

（案）及び収支予算書（案）決定の件

◯事業計画

◯一般会計

◯かみじまふるさと夜市特別会計

◯共通商品券特別会計
【第４号議案】 上島町商工会定款の一

部改正について

【第６号議案】 任期満了に伴う役員選任

の件

【上島町商工会の新役員（１９名）】

1．提案型の経営支援・巡回訪問の推進強化

（1）会員サービスの充実

①巡回訪問時の細やかな伴走型支援及び提案型

の経営支援の強化を図る。

このたび第13回通常総代会に於いて

倉本会長のあとを受け継ぎまして会長

の大役をおおせつかりました。 誠に身

の引き締まる思いが致します。つきまし

ては、上島町の商工業の振興に向け、

一致団結して邁進してまいりたいと存じ

ます。今後とも一層のご支援、ご協力を

賜りますようお願い申し上げます。

（2）商工会の組織力の強化

①商工会活動の積極的なＰＲ

②自主財源確保のための共済等の推進

③会員増強運動の実施

3．小規模企業事業者に対する支援の拡充

①小規模事業持続化補助金確保支援

４．ＩＴ活性化支援

5．経営発達支援計画の認定

企業が抱える需要開拓や事業承継等

の課題に対し、企業に寄り添った支援を

行うべく、経営発達支援計画の策定に

向け今年度中の認定を目指し努力する。

平成30年5月19日（土）、上島町商工会岩城本所におきまして上島町青色申告会が開催されました。

すべての議案は全会一致で原案通り承認されました。なお３号議案の任期満了に伴う役員改選には新役員

に９名の方々が選任されました。 任期は２年間です。
≪審議内容≫

<第1号議案>平成29年度事業報告及び収支決算

報告承認の件

<第2号議案>

平成30年度事業計画（案）及び収支予算書（案）

決定の件

<第3号議案>

任期満了に伴う役員改選の件

上島町青色申告会の新役員（９名）

（敬称略）

（敬称略）

（ 平成29年度 決算・税務個別指導件数）

≪第50回 青色申告会四国ブロック大会愛媛大会について≫

◇ 所得税申告件数 116件

弓削 44件 生名 33件

岩城 39件

◇ 消費税申告件数 33件

弓削 11件 生名 12件

岩城 10件

（平成29年度 会計ソフト利用状況）

□ネットｄｅ記帳 27件 □ブルーリターンＡ記帳 41件

上島町青色申告会 会員数 110件

（平成30年4月1日現在）

上島町青色申告

弓削 42件

生名 31件

岩城 37件

（支援税理士）

（弓削） 黒川泰伸 税理士

（生名） 篠原章仁 税理士

（岩城） 石丸加奈恵 税理士

1 開催日 平成30年10月2日（火）～3日（水） 1泊2日

2 開催場所 愛媛県県民文化会館（ひめぎんホール） 松山市

下記の要領で愛媛県で開催されます。

地元開催でありますので、多くの参加者を募集します。

3 内 容
（1） 記念式典及び総会

（2） 特別講演等

4 募集人数 10名

5 参加者負担金 10,000円（1名）

6 その他 移動は、事務局が用意した車で移動します。
上島町商工会 会員数 220件

（平成30年4月1日現在）

【第５号議案】 平成３０年度借入金融機

関及び借入金最高限度額（案）決定の件



18日
LOVE　＆　BEAT
岩城地区：運営協力・バザー

～ご支援・ご協力　よろしくお願いいたします～

5月
４日

ゆめしまランニングバイクカップ2018 弓削地区：運営・バザー
生名サーキット

５日
ゆげシーサイドフェスティバル

9日
東予B・県青連通常総会 弓削地区：運営

第13回上島町商工会青年部総会 生名地区：バザー出店
生名：みゆき

8月

4日
かみじまふるさと夜市

松山
15日

岩城地区盆踊り
岩城地区：運営・バザー

青年部事業報告 青年部 夏のイベント情報

４月
7日

軽トラ市　in 岩城
岩城　北広場

7月 21日
宮島さん因島花火大会バザー

27日

■ 第1回 商工会理事（役員）会 開催

平成30年5月9日（水）岩城本所にて理事（役員）会を開催しました。

以下の議案を協議し、承認決定しました。

議案1 新規会員の加入承認の件について

議案2 上島町原産地証明書認証規程の制定について

議案3 平成30年度通常総会の開催について

議案4 通常総会提出議案の件について

表彰伝達
愛媛県商工会連合会会長より商工会役員功労表彰を

田中 茂雄 様へ表彰伝達をしました。

今後とも、商工会へのご協力をお願いいたします。

■ 第2回 商工会理事（役員）会 開催

平成30年6月13日（水）弓削生名支所にて理事（役員）会を開催

しました。

以下の議案を協議し、承認決定しました。

議案1 新規会員加入承認承認の件について

議案2 平成30年度商工会会費徴収の件について

愛媛県商工会女性部主張発表大会「中浦一美部長」発表

≪ 第13回 上島町商工会女性部通常総会 開催 ≫

平成３０年１月１７日（水）メルパルク松山にてリーダー研修会、主張発表大会が開催さ

れました。

東予ブロック代表として中浦一美部長が

「女性部活動に参加して～小さな島から発信広がる仕出し弁当～」をテーマに発表しまし

た。 優秀賞を受賞しました。

平成30年4月20日（金）、弓削生名支所にお

いて、女性部通常総会を開催しました。

特別
今年度の人事異動により、事務局は新たな体制で業務を執

り行っております。昨年度に増して、会員の皆様のご相談に

的確に対応していく所存でございますので、どうぞよろしくお

願い申し上げます。

経営に関する様々なご質問などお気軽にお寄せください。

平成３０年度 上島町商工会 人事配置

● 当商工会や地域に関するご意見等がありましたら、遠慮なくお寄せください ●

上島町商工会
岩城本所□□ 越智郡上島町岩城１３８８□- ＴＥＬ ０８９７-７５-３０７４

弓削生名支所 越智郡上島町弓削明神６５-２ ＴＥＬ ０８９７-７７-２１３５

（新 任） 事務局長□ 松﨑 幸正 （上島町より新任）

（新 任） 経営指導員 松岡 勝利 （越智商工会より異動）

（退 職） 事務局長□山下 正弘 （岩城本所） 定年退職

（退 職） 経営指導員 中郷浩 （岩城本所） 定年退職

● 新任のあいさつ ●

事務局長 松﨑 幸正 経営指導員 松岡 勝利

本年4月1日付けにて山下

前事務局長の後任として、就

任致しました。本年３月まで

は、上島町役場に勤務し、縁

あって商工会に勤務させて頂

くことななりました。これまで

培った知識と経験を活かし商

工会事務局の一員として商

工会の皆さまと共に地域の活

性化と発展に全力で取り組む

所存でございますので、よろ

しくお願い申し上げます。

軽減税率補助金

詳しくは商工会までお問合せ下さい

本年4月1日付けにて中郷

浩経営指導員の後任として、

就任致しました。大三島上浦

町出身の松岡勝利です。本

年３月までは、越智商工会に

勤務し、このたび上島町商工

会に勤務することになりまし

た。これまで培った知識と経

験を活かし商工会の皆さまの

お役立てるよう全力で取り組

みますので、よろしくお願いし

ます。
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