地域と企業の未来をつくる商工会議所
2018

すかがわ会議所ニュース
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（毎月５日発行）

今月の表紙は、今年の干支でもあり、数々のビッグショー入賞犬をご紹介します。
犬種は、シーズー（生後９カ月）。現在、JKC（ジャパンケネルクラブ）ドッグショーチャレンジ中！！
画像提供：㈲すかがわケンネル（須賀川市上北町 175）
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9日㈫ 年末調整個別指導会（商工会館）
（〜15日㈪）
青年部役員会（商工会館）
11日㈭ 青年部新春懇談会（ホテルサンルート須賀川）
12日㈮ 女性会正副会長会議（割烹万松）
15日㈪ 須賀川地区税務関係団体協議会臨時会（商工会館）
23日㈫ 第20回会員交流大会第3回実行委員会（商工会館）
女性会新年会（マンマ鎌倉屋）
25日㈭ 中活戦略ミーティングトップ会議（商工会館）
第544回常議員会（ホテルサンルート須賀川）
新春議員懇談会（ホテルサンルート須賀川）
27日㈯ 元気だ！すかがわあきんど祭り（旧地域交流館ボタン他）
30日㈫ 雛の笑顔に会えるまち実行委員会（商工会館）
２ 1日㈭ 庶業部会常任委員会（商工会館）
月
庶業部会
「クレーム対応セミナー」
（商工会館）
庶業部会
「部会員懇談会」
（利休）
2日㈮ 青年部OB会新年会（ホテルサンルート須賀川）
5日㈪ 須賀川地区経営者協会・財務金融部会 新春経済
講演会（ホテル虎屋）
月

〜すかがわ商店街〜
第14回雛（ひゝな）の笑顔に会えるまち

展示店大募集！
「雛の笑顔に会えるまち」
事業を、中心市街地の各商店会
や商店街振興組合、須賀川商工会議所・女性会等合同で実
施いたします。
つきましては、より多くのお店に雛展示にご参加いただ
き、すかがわ商店街を盛り上げていきたいと考えておりま
すので、ぜひ皆様のご協力をいただきますようお願い申し
上げます。
抽選で商品券があたるスタンプラリーやお店の雰囲気に
合った飾り方やおもてなしの優秀なお店を表彰する展示店
コンテストも実施します。

展示期間：２月16日㈮〜３月４日㈰
展示内容：各店の所有する雛飾りを展示していただきます。
申込締切：１月11日㈭
お申し込み、お問い合わせ先

地域振興課

☎76−2124

発行所/須賀川商工会議所 〒962−0844 福島県須賀川市東町59−25 TEL(0248)76−2124(代) FAX(0248)76−2127
ホームページ
印

刷

須賀川商工会議所 で 検索

E-mail skgwcci01＠sukagawacci.or.jp

(有)和田印刷〒962-0057福島県須賀川市袋田字守子92-8

TEL0248-75-2256

Twitter公式アカウント@sukagawacci

﹁年頭のごあいさつ﹂
渡 邉 達 雄

業を積極的に展開し、新たな事業者の育成・
支援を図ってまいります。
中 心 市 街 地 の 活 性 化 に つ き ま し て は、
待望の市役所新庁舎が昨年五月に開庁し、
まちの中にも人の流れが戻ってきており、
さらには市民交流センターも完成への期
待が大きくなっておりますが、オープン
に向けて商店街関係者や市民の皆様と連
携を図りながら、市民交流センターを活
かした中心市街地の活性化について検討
を進めてまいります。
さらに、県道須賀川二本松線の街路整
備については、本町・大町工区が昨年五
月に竣工したところでありますが、今後
南町工区の整備促進について、地元の関
係者や市と協力しながら整備促進を図り
たいと考えております。
次に、当地域の貴重なインフラであり
ます福島空港につきましては、昨年伊丹

須賀川商工会議所会頭

新年あけましておめでとうございます。
皆様方には、平成三十年の輝かしい新春
をお迎えのことと心からお慶び申し上げま
す。
東日本大震災から六年九ヶ月余が経過し、
須賀川商工会議所としましては、これまで
「震災からの復旧・復興」
、さらには「復興
から創生へ」を最優先課題に掲げ、市内事
業所の円滑な企業活動及び市民の皆様の生
活基盤の回復に取り組んできたところであ
ります。
現在、人手不足や原材料・輸送費の上昇
など大変厳しい経営環境の中、当会議所で
は伴走型経営支援事業を推進しております
が、今後とも事業所の経営基盤改善や事業
承継などの相談体制を一層強化しながら、
地域の振興発展に積極的に取り組んでまい
る考えであります。
また、地域経済発展のため、創業支援事

空港の周辺市町村の経済団体及び空港関係
者の皆様と地域間交流会を開催し、活発な
経済交流と空港の利活用促進に努めたとこ
ろであります。今年も大阪路線・札幌路線
の需要拡大を目指して、就航先の経済団体
等との交流を深める事業を展開するととも
に、国・エアラインに対しては機材の大型化、
新たな就航先開拓などによる増便について、
県や空港関係機関と連携を密にして強く働
きかけてまいる考えであります。
新年を迎え、心新たに安全・安心なまち
づくり及び地域の振興発展に鋭意努める考
えでありますので、会員及び市民の皆様の
ご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。
今年も皆様にとって良い年となりますよ
う心からご祈念申し上げ、新年のご挨拶と
いたします。
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﹁選ばれるまちへ

橋 本 克 也
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の将来像を展望しまとめた、第８次総合計
画「須賀川市まちづくりビジョン２０１８」
がスタートします。
計画では、将来都市像を「選ばれるまち
へ ともに歩む自治都市 すかがわ」とし、
協働の理念を基本に据えるとともに、先人
たちが営々と築き上げてきた「市民自治の
精神」を引き継ぎ、ふるさと須賀川への愛
着と誇りを醸成しながら「ともに歩む自治
都市」として、
あらゆる人に「選ばれるまち」
を目指す意志を込めたところであります。
今後は、この将来都市像を実現するため、
市民や地域・事業者の皆様とともに、本市
の限りない発展と市民福祉の更なる増進に
全力で取り組んでまいりますので、引き続
き、市政に対するご理解とご支援を賜りま
すようお願いいたします。
今年一年の皆様のご健勝とご多幸をお祈
り申し上げ、年頭の挨拶といたします。

平成 年 元旦
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須賀川市長

施設一体型の小中一貫教育校「稲田学園」
として開校 します。新年度は「小中一貫
教育」須賀川モデル推進の中間目標年度
であり、今後も一人ひとりの個性が輝き、
生きぬく力を育む学校教育の推進に努め
てまいります。
また、新たな文化交流と市民活動の拠
て っ て
点となる市民交流センター
「ｔｅｔｔｅ」
は、
９月末までに建設工事全てが完了する見
通しとなりました。建物の引き渡し後は、
円谷英二ミュージアムや図書館の整備な
どを経て、平成 年１月 日のオープン
を目指しております。
さらに、日本たばこ産業株式会社から
取得した茶畑町の土地は、新たな雇用が
期待できる製造部門や物流部門などの立
地を目指し、本市の産業拠点としての取
り組みを進めているところです。
４月からは、市民の皆様とともに本市
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ともに歩む自治都市 すかがわ﹂

明けましておめでとうございます。平成
年の新春に当たり、謹んでお慶び申し上
げます。
市民の皆様には、日頃から市勢伸展のた
め、温かいご支援とご協力を賜り、衷心よ
り厚く御礼申し上げます。
東日本大震災から間もなく７年となりま
すが、昨年５月には復興のシンボルである
市役所新庁舎が開庁し、本市は震災からの
「復興期」から「発展期」へと、新たな段階
に踏み出しております。
このような中、昨年は文化や芸術、スポー
ツなど様々な分野で、子どもたちや市民の
皆様が目覚ましい活躍をされました。
未来を担う子どもたちがたくましく、夢
や希望に向かって成長することは、本市の
発展にとって極めて重要であり、私も大き
な感動を受けたところであります。
さ て、本 年 ４ 月 に は 稲 田 小・中 学 校 が、
30

新春特別企画
企画

年男・年女新春
インタビュー
新年を迎え、気持ちも新たに希望と期待に胸がふくらみます。皆さんは
この１年どんなとしにしたいですか。
今年は戌年。今月号では16人の年男・年女の皆さんの抱負を笑顔とと
もにご紹介します。

今年で

今年で

48歳

須 田 智 博

さん

（宗）
神炊館神社
【今年の抱負】

栁 沼 宏 延

さん
ブルースタジアム
（㈱あおい）
【今年の抱負】

地域に郷土愛を
しっかり次世代を
自分の思いと力を

㈲八木屋金物店
【今年の抱負】

新たな12年に向かって、今
年は基礎作りの年にし、進
んで行きたい。

小 窪 貴 志

さん

㈱アクアス

若い人材を雇用し、木目細
かいサービスを提供した
い。

今年で

60歳

さん

36歳

【今年の抱負】

来年1月開局予定のコミュ
ニティＦＭの運営準備を
しっかりと進めたい。

今年で

箭 内 良 彦

今年で

36歳

今年で

36歳

甚 野 政 義

さん
㈱東邦銀行須賀川支店

【今年の抱負】

今年は、何事にも「はじめの一歩」を
大切に、新たな物事に積極的にチャ
レンジしていきたいと思います。

60歳

熊 田 慎 一

さん

川登屋製麺所
【今年の抱負】

アルコール卒業宣言！
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今年で

今年で

60歳

伊 藤 平 男

さん

鈴 木 洋 二

須賀川信用金庫

さん

㈱アシスト

【今年の抱負】

無事3回目の成人式を迎え
ました。4回目に向けての
スタートの年にします。

㈱ Ａ ＫＳ
【今年の抱負】

卓

さん
Ｄａ
ｉ
ｎ
ｉ
ｎｇ Ｂａｒ ＡＮＲ
Ｉ

【今年の抱負】

お酒を通して『 変わらない
良さ』を伝えていきたい。

48歳

長谷川

潤

さん
㈱福島エアポートサービス

【今年の抱負】

『新しい 』に興味を持ち、
やりたい事を始める年にし
たい。

48歳

36歳
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㈲和田印刷

今年で

今年で

野 木

さん

【今年の抱負】

新たな気持ちで初心を忘れ
ずに上進していきたいと思
います。

今年で

60歳

矢 吹 秀 隆

さん

『働き方改革 』を通じて、
よりよい企業、よりよい地
域を目指します。

今年で

36歳

さん

橋 本 直 子
【今年の抱負】

今年で

有 我 英 敏

36歳

須賀川瓦斯㈱

【今年の抱負】

利他の心を持ち
小を積みて大と為す

今年で

60歳

メタボ防止、健康のため日々運動
に励み、今年も『福島空港ランナー
ズ』で円谷マラソンに参加する！
！

今年で

今年で

24歳

大須賀
勝さん（父）
大須賀 里奈さん（子）
㈱大須賀電気工事
【今年の抱負】
父 お客様に明るい照明器具で、明る

い家庭を提供したいと思います！
子 技術、スピード、判断力
全てにおいてスキルアップ！
！

48歳

宮 内

理

さん
常陽銀行須賀川支店

【今年の抱負】

今年も引き続き、
『感謝』の
気持ちを忘れず自己成長を
果たしたいと思います。

会議所の

うごき
うごき

新商品・新サービス開発に向けて
クラウドファンディングセミナー

永年勤続警察職員を表彰
須賀川地区警察官友の会研修会
永年勤続表彰を受ける
會田氏

ｗｅｂマーケティングの
必要性を説明する吉田氏

クラウドファンディングセミナーが12月１日に商工
会館において開催され、会員事業所から18名が参加し
ました。
講師を務めたのは㈱ＲＥＶＯＬ代表取締役の吉田有
希氏。セミナーは、ｗｅｂマーケティングやＳＮＳ広
告の重要性から始まり、クラウドファンディングの種
類や実際の進め方やポイントなど、ビジネスにおける
有効活用について学びました。

須賀川地区警察官友の会（渡邉達雄会長）の平成29
年度研修会が12月７日にホテル虎屋で開催され、須
賀川警察署交通課長の根本雄太郎氏が管内の交通事
故発生状況、運転に関する注意点などについて話し
ました。
また、席上永年勤続職員表彰が行われ、勤続30年
の須賀川警察署事務職員の會田信久氏に表彰状と記
念品が贈られました。

労務に関するコンプライアンスを学ぶ

手づくり食品など大好評

運輸観光部会

岩農フレッシュショップ須賀川店開催
開店と同時に
多くの市民が来場

法令遵守の重要性を
説明する荒氏

運輸観光部会（樫村聡部会長）主催による「事業主・従
業員のための講習会」が12月７日商工会館にて開かれ、
荒徳彦須賀川労働基準監督署長から「労務に関するコンプ
ライアンス」のテーマでお話をお伺いしました。
当日は、会員約20名が参加、コンプライアンスの本
質、コンプライアンス違反を防止するための体制づくり、
過重労働問題、具体的なトラブル事例など細かく説明いた
だき、参加された会員は熱心に耳を傾けていました。

多くの市民の皆様からご好評をいただいている「岩
農フレッシュショップ須賀川店」
（主催当所、県立岩
瀬農業高校）が、12月８日（金）須賀川市役所みんな
のスクエアにおいて、今年度最後となる４回目を開催
しました。今回も、早くから心待ちにしたお客様が列
をつくり、開店と同時に生徒たちの手づくりジャムや
味噌、白菜、チンゲンサイ、鶏卵など準備された商品
を買い求めていました。

一年の労をねぎらう

おしゃれなブックエンドを作成

女性会年忘れクリスマスパーティー

真剣な表情で説明を聞く
参加者

歓迎のダンスを披露する

﹁えみフラスクール﹂の皆さん

女性会（橋本詔子会長）の年忘れクリスマスパー
ティーが12月５日にホテルサンルート須賀川において
開催され、会員や関係者など134名が参加しました。
開会にあたり、郡山市の「えみフラスクール」に
よるフラダンスショーが披露され、豪華景品の当た
る抽選会やゲームなどで会場は大いに盛り上がりま
した。参加者間の今年１年の労をねぎらい、来年の
飛躍を誓い合う絶好の機会となりました。

青年部寺子屋事業

青年部（深谷勝俊会長）主催による寺子屋事業「ブッ
クエンドを作ろう！」が12月９日に旧地域交流館ボタ
ンにおいて開催され、市内小学生の親子10組が参加し
ました。
今回は、副会長の吉田健一氏（㈱吉田工務店代表取
締役）が講師を務め、木材を使ったおしゃれなブック
エンドを作成しました。こだわりの素材と、丁寧な説
明でとても素晴らしい作品ができました。
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平成３０年

三村会頭年頭所感
日本商工会議所会頭

三

村

明

夫

明けましておめでとうございます。
平成30年の新春を迎え、謹んでお喜び申しあげます。
日本商工会議所会頭として５回目の新年を迎えまし
た。各地商工会議所の皆様におかれましては、日頃から
当所事業に一方ならぬご支援・ご協力を賜り、年頭にあ
たり厚くお礼申しあげます。
さて、西暦で下一桁が７の年は、過去に金融に関わる
大きな危機が訪れたこともありましたが、昨年の世界経
済は、米国経済が堅調に推移し、欧州も緩やかに回復、
中国では高成長から安定成長へと軟着陸に向かってお
り、全体的に当初の予想を上回る安定した動きとなりま
した。わが国経済も、潜在成長率が回復したとはいえま
だ１％程度の実力の割には健闘しました。しかし持続的
な成長に向けて構造改革の推進とサプライサイド政策の
実行がますます重要になっております。
一方で、企業を取り巻く環境は、ＴＰＰ11の大筋合意
や世界の貿易量の急速な回復など明るい話題があるもの
の、北朝鮮問題、米国の保護主義的な政策、ＢＲＥＸＩ
Ｔの動きなど、先行きの不透明感も大きくなっておりま
す。日本国内では、人手不足の顕在化が、賃金の上昇に
も影響を及ぼし、また、多くの中小企業における経営者
の高齢化、地方経済の疲弊など、経営者の悩みは尽きな
かったのではないでしょうか。
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さて、大きな時代の変化の中で、平成30年を迎えるに
あたり、われわれ商工会議所が取り組むべき課題は山積
しておりますが、私といたしましては、「中小企業の課
題解決が日本経済の成長に直結するものである」との信
念のもと、以下のような課題に重点をおいて取り組んで
いきたいと考えております。
１点目は、「人手不足の克服」です。深刻化する人手
不足は、特に中小企業で顕著であり、およそ６割の企業
が人手不足を訴え、この先もますます深刻化することが
確実です。わが国における人手不足解消のためには、女
性、高齢者、外国人などの多様な人材の活用とともに、
ⅠＣＴなどを活用した生産性の向上が不可欠です。商工
会議所としては、会員企業への支援に必要な施策を政府
の各種会議などで要請していくとともに、支援事業の実
施に取り組んでいきます。また外国人材のさらなる活用
についても、時代に応じた抜本的な見直しを訴えていく
所存です。
２点目は、「事業承継」への取り組みです。昨年は、
事業承継税制の抜本拡充を求める「推進大会」を開催す
るなど、全国の商工会議所の総力を挙げて、政府・与党
へ働きかけた結果、平成30年度税制改正において、商工
会議所の意見が多く盛り込まれた形で、事業承継税制の
抜本拡充が実現しました。改めて税制改正の実現にご協
力いただいた関係各位に厚く御礼申しあげます。中小企
業の事業承継は、単なる相続の問題ではなく、世代交代
による中小企業の活性化、生産性向上、地方創生など、
わが国経済の成長に関わる大変重要な課題であります。
今後５年間で団塊世代の経営者30万人が70歳に到達する
「大事業承継時代」を迎える中で、商工会議所として、
事業承継税制をはじめ、国の施策をフル活用し、わが国
経済を支える中小企業の円滑な事業承継を後押ししてい
く必要がありますので、引き続き、皆様のご協力をよろ
しくお願い申しあげます。

このように不確実なことが多く、変化のスピードが速
い時代の中では、民間企業の経営者の役割がますます重
要となっており、各々の経営者が「企業は何のために、
誰のためにあるのか」を考え、その中で具体的にどう行
動するべきかが問われています。今年は明治維新から
150年、また、東京、大阪、神戸の三つの商工会議所が
設立140周年を迎える年でもあり、自らの企業経営のあ
り方を振り返る好機でありましょう。

３点目は、「地方創生」への取り組みです。第一次産
業の活性化、およびインバウンドのみならず国内観光を
含めた観光振興による地域・地方の活性化に引き続き取
り組みます。さらに、2020年オリンピック・パラリン
ピックは、わが国の魅力を世界にアピールする絶好の機
会であり、招致から続けてきた大会成功に向けての取り
組みは、商工会議所の使命の一つと捉えております。加
えて、大阪・関西における2025年国際博覧会の誘致も強
力に進めていくことが重要であります。

日本の資本主義と民間企業の発展に多大な貢献を果た
した渋沢栄一翁は、「論語と算盤」を著し、「道徳経済
合一説」という理念の中で倫理と利益の両立を掲げてお
ります。その理念は商工会議所の精神的な支柱として、
現代に受け継がれております。経営者の皆様には、是非
とも渋沢翁の理念を自らの経営にどう活かすのか、改め
て考えていただきたいと思います。

平成30年は、上述の課題を解決・克服していくための
１年にしたいと考えております。「未来を拓く商工会議
所」として、日本商工会議所では、全国515商工会議
所、青年部、女性会などとの連携をさらに強化し、企
業、地域、ひいては日本経済の持続成長の実現に向けて
全力で取り組んでまいります。
以 上

アクサ生命は、
商工会議所と協力し、
会員事業所の各種二一ズ
（弔慰金・見舞金制度、
退職金制度、
リスク対策や事業承継など）
を共済制度／福祉制度
でサポートしています。

アクサ生命保険 株式会社

郡山支社

須 賀 川営業所

〒962- 0844

須 賀 川市東町 59 -25

TEL 0248 -76 - 6915
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