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長浜町商工会 会長 矢野 昭生 

新年
  

あけましておめでとうございます。皆様におかれましては、新春

を清々しい気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。昨年は、会員

の皆様に多くのお力添えを賜り誠にありがとうございました。 

 いつ終わるとも知れぬ新型コロナウイルス感染症との戦いに、辟易と

されている方も多いことと思います。いつまでもこの感染症に過大に怯

えるのではなく、WITHコロナの中で社会経済を正しく動かしていく方向

への舵取りの必要性を感じております。 

 昨年は国内外で心痛む出来事が起きました。先ずはロシアによるウクライナ軍事侵攻です。大義

の無い傲慢な武力侵攻は国際的に批判を浴び、ウクライナの激しい抵抗にあい長期化、泥沼化の様

相を呈しています。ロシアには侵攻の即時中止と殺戮と破壊ではなく、大国として国際平和に貢献

する責務を果たしてほしいと思います。そして、参議院選挙の応援演説中に凶弾に倒れた安倍晋三

元総理の痛ましい事件は、その後の国葬問題や旧統一教会問題も含めて国中に激震が走りました。

長きにわたって日本のリーダーとして重責を務められた安倍元総理の功績は後世に語り続けられ

ることでしょう。 

 一方町内では、人口減少と高齢化がますます進み、依然として厳しい状況が続いております。そ

うした中、分校化の危機に陥っていた長浜高校に学校関係者の懸命な入学者募集活動や大洲市の支

援、地域の皆様のご協力によって県内外から多くの新入生が入学してきました。分校化の回避によ

り今後も地域活性化に大きく寄与して頂けることと期待しております。商工会としても引き続きご

支援させて頂きたいと思います。 

 今年は電気、エネルギー価格や円安による原材料価格の高騰が私たちの生活に重くのしかかって

くることが予想されます。10 月にはインボイス制度の導入も予定されています。デジタル化やキ

ャッシュレスの対応にも取り組んでいかなければなりません。商工会は会員の皆様の様々な課題解

決のため全力でお手伝いさせて頂きます。お気軽にご相談ください。 

 2023年が皆様にとってより良き 1年となりますようお祈り申し上げます。 

 10月 14日（金）、港湾ビル会議室で伴走型小規模事業者支援推進

事業の DXセミナーを実施しました。講師は、IMソリューションズ株

式会社 岡本陽
あきら

先生にお越しいただきました。 

DXについて、デジタル化による変革、各業界での事例などを分かり

やすく説明していただきました。 

 

 12月 7日（水）、事業計画策定セミナーを WEBで実施しました。講

師は㈱エイチ・エーエル 角丸善昭先生でした。 

事業計画の基礎、また事業計画を行う重要性について『１年計画ノ

ート』を用いて説明していただきました。 

 

年頭の御挨拶 

 

セミナーの開催報告 

 

 



 

 

長浜町商工会青年部 長尾智生 

新年あけましておめでとうございます。旧年中は青年部事業

へのご理解、ご協力を賜りましたこと、厚く御礼申し上げま

す。 

 昨年はコロナ禍においてもできる青年部活動を、感染対策をし

っかりとしながら行えたと思います。 

 毎月の定例部会の開催においては、マスクやパーテーションは

ありますが、コロナ前と同じように集まって会を開けるようにな

りました。9 月 28 日にはオンラインではありますが、放送作家

の村瀬健氏による「強い組織を産み出す、人材育成術」の WEBセ

ミナーを行いました。そして、10 月 23 日には多くの方の協力の

もと、絆感謝運動として海浜清掃を行うことができました。 

 少しずつではありますが、青年部活動も充実してきだしたと感

じています。また色々とご迷惑をおかけする事とは思いますが、

本年も青年部をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所名 LEGALISST 株式会社 

代 表 者 佐々木 健 

住  所 大洲市豊茂乙 310番地  

T E L  0893‐57‐0122 

業  種 小売業  

 

2022 年 4 月にキッチンカーによる

パンケーキの移動販売「こびとぱん」

をオープン致しました。 

 大洲市の浪漫祭など県内の様々なイベントに参加させていただ

いております。地元の果物やジャムを使用したふわふわのパンケ

ーキを多くの方に食べていただき、幸せの笑顔を届けて参ります。 

青年部のつぶやき 

 

緑地公園付近を清掃しました 

＊商工会青年部員大募集＊ 

今後も青年部では「面白い」「役に

立つ」セミナーをどんどん開催し

ていきます。 

45歳までの会員の皆様、是非ご入

部お願いします。 

 

新規会員紹介 

事務所や自宅から受講しています 



  

 

10月 10日（日）、たいき産直市愛たい菜 駐車場で「第 12回大洲産

業フェスタ 2022」が開催されました。㈱アグシス、じゃこてんや下

坂、㈱ブルームクラシック、ミスタースミスの４事業所が参加されま

した。 

また、同日今年新たに認定された「大洲ええもんセレクション」の

6事業者 8品目の認定書交付式も行われました。藤田建具店、森製麺

所が新たに認定を受けました。 

 

 
藤田建具店 
「木組みコースター四角/六角」 

 

森製麺所 

「森のまめいり（黒砂糖・白砂糖）」 

～おめでとうございます～ 
 

 

 

 

 

長浜商店連盟 会長 次家 誠一 

昨年の年末大売出しではお世話になりました。長浜商店連盟では、12 月 1 日～12 月 7 日まで、

ふくふくシール 5 倍出し、12 月 8 日～12 月 31 日まで、満帳台紙で買い物分にふくふくシールを

10倍進呈する、『10倍出しセール』を行いました。 

今年も、ふくふくシールの魅力を高めるようなイベントを開催していきたいと思いますので、長

浜商店連盟を宜しくお願い致します。 

大洲産業フェスタ開催 

㈱アグシス 

じゃこてんや下坂 ㈱ブルームクラシック ミスタースミス 

ふくふくシールのご利用について 



 

令和 4年度高松国税局長納税表彰受彰者に、佐々木組㈱の

佐々木徳美様が選ばれました。 

また、大洲税務署の署長表彰者に、長浜青色申告会女性部長

の丸井洋子様が選ばれました。 

この表彰は、各種納税者団体の活動や租税教育の推進を通じ

て、申告納税制度の発展及び納税道義の高揚に功績があった

方々へ贈られるものです。 

なお、写真は大洲税務署で行われた表彰式の様子です。 

インボイスとは、売り手が発行する登録番号等を明記した請求書などの書類（適格請求書）です。

買い手はインボイスを保存していなければ、消費税の仕入額控除を受けられなくなります。 

インボイスを発行するには、免税事業者は事前に登録番号を取得し、課税事業者（本則課税また

は簡易課税）になっておく必要があります。  

 令和 5 年 10 月以降、登録事業者は下記の通り項目を追加したインボイスを発行することになり

ます。 

 ※現行の区分記載請求書に赤字の項目を書き加

えても、インボイスに該当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

インボイス制度 適格請求書について 

納税表彰 ～おめでとうございます～ 

 

令和 5 年 10 月 1 日から

インボイスを発行するに

は、原則として令和 5 年

3月 31日までに登録を行

う必要があります。 

お悩みの方は、商工会ま

でご相談ください。 

丸井洋子様（前段中央） 



令和 5年 1月から、より分かりやすく、より記入しやすく、より迅速に給付金をお支払いするこ

と等を目的として申請書・届出書の様式が変更されます。新様式の申請書等は、協会けんぽのホー

ムページよりダウンロードできます。協会けんぽ都道府県支部へ郵送を御依頼いただくことでも入

手いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇大洲市運送事業者等燃油高騰対策支援金 

大洲市では、燃油価格の高騰により、影響を受けている運送事業者等に対し、経営の安定化及び

事業活動の継続を図るため、支援金を支給します。（申請期限：令和 5年 1月 31日） 

〔問い合わせ先：大洲市商工産業課 0893-57-9992〕 

〇医療施設等物価高騰対策支援給付金 

長期化するコロナ禍において、医療施設には大きな負荷がかかっていることに加え、原油価格・

物価の高騰により施設運営は更に厳しさを増している中においても、サービスを維持しながら懸命

に運営を続けている医療施設を対象として、緊急的に医療施設等物価高騰対策支援給付金を支給す

るものです。（申請期限：令和 5年 1月 31日）〔問い合わせ先：大洲市保険増進課 0893-23-9117〕 

ポイント① 

マス目化した記入欄にな

りました。 

〇文字の読み取り精度を

高め、より迅速に事務処理を

行うため、マス目化した記入

欄を増やしました。 

 

ポイント② 

 記入方法を記述式から選

択式に変更しました。 

 〇わかりやすい記入方法

とするため、記述式から選択

式へ変更しました。 

協会けんぽの各種申請書が新しくなります。 

大洲市 給付金・支援金 

 



ご意見箱より 
 

 

 藤田建具店では、ともに働く人を募集しています。以下、募集情報です。 

雇用形態 アルバイト、パート 勤務地 大洲市長浜町下須戒 14-1 

就業時間 時間要相談（週 3日） 給料 時給 870円 

資格等 未経験歓迎。技術職経験者優遇。 主な業務内容 製造補助、仕事に慣れたら製

造。 

募集人数 1名（2022年 11月現在） 連絡先 080-2978-0618(担当 藤田晴樹) 

企業情報 事業所名  藤田建具店 

事業内容  木製建具の設計・製造・取り付け、組子

細工などの技術も生かした商品の製造・

販売 

代 表 者  藤田宗三 

設立年月日 1965年 8月 1日 

従業員数  3名 

ひとこと  地域にあってうれしいと言われる店を目指しており、協力してくれ 

る方を募集します。職人技を論理的に説明することに心がけています。

またできるだけ希望する働き方を提供できるよう努めます。 

 

 じゃこてんや下坂・鶴丸では、経営者高齢ならびに後継者不在に 

つき、事業後継者を募集しております。 

意欲のある方、関心のある方がいらっしゃいましたら下記まで連絡

ください。 

じゃこてんや下坂 大洲市長浜町櫛生甲 97 

TEL 0893-53-0066  

 

今回、意見箱へ 2件の投稿がありました。会報委員会では、会報へ

のご意見や読者へ届けたいことを募集しています。パートやアルバイ

トの募集なども掲載可能です。QRコード先の Googleフ

ォーム、またはメールより投稿をお願いします。

ryo_yamamoto@esci.or.jp  

(会報担当 山本宛)  

mailto:ryo_yamamoto@esci.or.jp


町の工事状況  

〇大洲バイオマス発電所 

現在、長浜の晴海団地に約 2.57 万㎡の敷地にバイオマス発

電所が建設されています。 

2024 年 8 月に営業運転を開始する予定であり、再生可能エ

ネルギー固定価格買取制度を利用し、年間 3.5億 kWhの発電を

見込んでおり、発電する電気の全量を四国電力送配電株式会社

へ売電されます。 

〇赤橋（長浜大橋） 

長浜大橋は現在工事が行われており、令和 5 年 3月まで交通

規制の予定です。橋の塗装、錆びている箇所の補強、橋脚のコ

ンクリート補強も併せて行っています。 

また、工事は沖浦側→長浜側順に行われており、令和５年度

は橋中央の可動部の工事が行われます。 

工事終了までは、交通規制が続く見通しです。 

 

 

建設中の様子 撮影:令和 4年 10月 

工事中の赤橋 撮影:令和 4年 12月 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務日誌 

長浜地区の状況 

令和４年１１月３０日現在 

☆人口   ５，７７４人 

（先月比   ２２人減） 

☆世帯数  ２，９７５戸 

（先月比      ３戸減） 

主要利率(R4.12.1現在） 

◆日本政策金融公庫  

 経営改善貸付（マル経融資）     1.13％～ 

◆商工貯蓄共済融資          1.475％ 

あけましておめでとうございます。令和５年になりました。コロナで消費も冷え込んだ上に、毎月のよう

に食料品、電気代、ガス代と生活費が値上がりするいっぽうです。また、１０月からはインボイス制度も始

まります。登録は、よく考えて！ 

 最近、新聞を読んでいると、こんな本の見出しを目にしました。自分の脳に「ありがとう」を唱えると、

不安脳・病気脳をさよならできるそうです。どうですか？ちょっぴり興味が湧きませんか？自分の名前＋「あ

りがとう」と心の中で唱えてみてください。どんどん幸福になるそうです。自分に「ありがとう」と言って、

昨年以上の幸福な年にしませんか？ M.Y 

長浜町商工会公式インスタグラム 

    ＠長浜のええとこ発信 

 

https://www.instagram.com/nagahama_sci/ 

編集後記 

長浜町商工会 YouTube 

https://www.youtube.com/channel 

/UCCavDCuPtxY9Kp3oiVWOFZQ 

ご意見箱への投稿はこちら

のQRコード先 Googleフォ

ームまたは、メールでお願

いします。(担当山本宛) 

ryo_yamamoto@esci.or.jp 

長浜町商工会公式 

フェイスブックアドレス 

https://www.facebook.com/Nagahama.520312 

 

 

金利情報・地域人口・編集後記 

 

4日
愛媛県事業承継ネットワーク地区別
会議

１日 福祉共済特別研修（～２日） ２日 川上商工会との役職員交流会

7日 プレミアム商品券販売（～９日） １０日 商工会全国大会（～１２日） ７日
伴走型小規模事業者支援推進事
業事業計画策定セミナー

〃
事業承継に係る関係機関との連携
支援研修会

１２日
商工会職員協議会西予支部視
察研修

８日 事務局長研修（～９日）

１０日 大洲産業フェスタ １５日 財政委員会・共済推進委員会 〃 青年部南予ブロック交流会
１４日 令和４年度上半期業務会計監査 １６日 組織委員会（→延期） 〃 第６回会報委員会・忘年会

〃
伴走型小規模事業者支援推進事業
DXセミナー

〃
集落地域活性化意識情勢支援
事業フィールドワーク

１９日
新記帳ソフトMA1操作研修(～２０
日)

１９日
集落地域活性化意識醸成支援事業
フィールドワーク

１７日 年末調整説明会 〃 第９回IT支援力向上講習会

〃 能力開発研修 １９日 第７回青年部会・忘年会 ２２日 業務打合せ会
２１日 第３回理事会 ２１日 第２回マル経研修・協議会 ２６日 商店連盟役員会

２３日 絆感謝運動 ２２日
商工会職員協議会西予支部事
務局長研修

２８日 仕事納め

２４日 労働保険事務組合実務担当者研修 ２４日 能力開発研修
〃 第５回会報委員会 ２９日 第２回青年部セミナー
２７日 業務打合せ会 ２７日 業務打合せ会
〃 能力開発研修（～２８日） ３０日 青色申告会指導担当者研修会
〃 商店連盟役員会 〃 商店連盟常任理事会

３１日
南予地区商工会会長・事務局長合
同会議

10月 11月 12月（予定を含む）

https://www.instagram.com/nagahama_sci/
https://www.youtube.com/channel
https://www.facebook.com/Nagahama.520312

