
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■販売数上位商品 

順位 販売数 商品名 事業者名 

１位 360匹 アユ・ヤマメ炭火焼 田総川漁業協同組合 

２位 350食 手打ち新そば 西城そば 

３位 300食 ヒバゴン焼きそば お好みゆみちゃん 

３位 300食 牛すじ煮込みこんにゃく 総領こんにゃく（有） 

５位 150匹 ゴギ炭火焼 ㈱イザナミ茶屋 

■新規商談成立事業者          

事業所名 取扱商品 

総領こんにゃく（有） こんにゃく各種 

古頃漬物倶楽部（農林水産業部会） 獺祭の酒粕使用 比和の粕漬 

道の駅たかの 高野りんご（次年度より） 

 

■西城本所／〒729-5731 庄原市西城町西城 197-3 TEL：0824-82-2904 FAX:0824-82-2785 

■口和支所／〒727-0114 庄原市口和町永田 495-10 TEL：0824-89-2325 FAX:0824-89-2413 

■高野支所／〒727-0402 庄原市高野町新市 676-5 TEL：0824-86-2011 FAX:0824-86-3039 

■比和支所／〒727-0301 庄原市比和町比和 792-2 TEL：0824-85-2330 FAX:0824-85-2135 

■総領支所／〒729-3703 庄原市総領町下領家 1-3 TEL：0824-88-2127 FAX:0824-88-2994 

 

最新情報は備北商工会 HP へ！ https://bihokushokokai.jimdo.com/ 

 

第33号 
令和元年 12 月 
 

尾道駅前の絶好の立地に、15 ブース、ステージ、飲食スペースを設営 

庄原、尾道の両市長も来場。木山市長は庄原をＰＲ 
平谷市長は尾道でのフェア歓迎の挨拶をされました 

「西城川子ども太鼓」の音が軽快に鳴り響き 
オープニングセレモニーがスタート 

広報は新聞（中国・読売・尾道）、テレビ、ラジオ、 
ＨＰ、ＳＮＳ、ポスター、尾道市内 3万件の折込チラシ。 
その甲斐あって無料の「新米すくいどり（先着 300名）」 

には早朝より大行列が出来ました 

昼時には各ブースで行列が発生
350席の飲食スペースが満席に 

神楽目当ての来場者も多数 
「西城町神楽愛好会」が４演目公演 

大黒天、来賓、商工会役員による 
「福餅まき」でフィナーレ 

商工会員数／356名 青年部員数／29名 女性部員数／49名（令和元年 12月 10日現在） 

 

堀内商店（比和） 

新米コシヒカリ 

道の駅たかの（高野）

新鮮野菜・庄原特産品 

農林水産業部会（商工会） 

りんご、農産物、加工品 

西城町観光協会 

比婆牛のアサード、ジビエホットドック 

ＮＯＳＯＮ（高野） 

地酒試飲、ジュース、菓子他 

庄原ジビエ工房（庄原市） 

猪肉のジビエフランク 

お好みゆみちゃん（西城） 

焼きそば、鳥串、手羽先ぎょうざ 

イザナミ茶屋（西城） 

ゴギの炭火焼、ぜんざい

い、菓子 

スノーリゾート猫山（西城） 

リフト券が当たるガラポン抽選 

西城そば（西城） 

手打ち新そば 

総領こんにゃく（総領） 

煮込みこんにゃく、こんにゃく各種 

田総川漁業協同組合（総領） 

アユ、ヤマメの炭火焼 

モーモーあいすらんど（口和） 

手作りジェラート、プリン 

庄原市・庄原市観光協会 

比婆いざなみ街道の観光案内他 

浜田食品製造所（比和） 

きのこ御飯の素、佃煮等の自社食品 

備北商工会主催の 11月 4日（月・祝）の「備北もんフェア inおのみち」には、 

商工会管内の 11事業所が出展し、売上拡大、販路開拓を目指しました。 

また庄原市や観光協会も参加し、「ＡＬＬ備北」で魅力をアピール。 

青空が広がる暖かな気候も功を奏し、8,000人の地元客や観光客で賑わいました。 

備北商工会が 15ブースとステ－ジを設け、初開催した「備北もんフェア inおのみち」

ですが、出展者にとって収穫の多い事業となりました。 

開催当日は、午前中から多くの人出があり終了時間を待たずして完売となるブースが相

次ぎました。また、その場で尾道市内の事業者と取引に繋がった案件もあり、中山間地域

に当たり前にある物が沿岸部で需要があることを肌で体感することができました。 

開催にあたり、行政・観光協会・商工会議所・商工会・出演団体そしてボランティアの

関係各位にご尽力を賜り連携体制が確立できたことも、今回の成果の一つです。 

反面、地元庄原市内でのイベントとは違い、認識の不足から出展者との調整や当日の運

営などに課題もありました。 

後日行ったアンケートでは、全ての事業者が次回も出展したいと回答して頂いており、

早速今回の課題を改善しつつ、次回開催に向けて職員一同「オール備北商工会」で 企画

を練っているところです。ぜひ良いアイデアがございましたら商工会事務局までご連絡頂

けると幸いです。 （山元経営指導員） 

「西城み幸会」が 200 年前頃より伝
わる民踊「おのみちばやし」を披露 



 

 

決算時の経理処理は万全でしょうか？ 
備北商工会では確定申告【税務】相談会（無料・予約制）を開催いたします。 

10 月から消費税額の引上げ、それに伴い軽減税率制度の導入されたため、今年の 

決算における経理が複雑になっています。ぜひこの機会にご相談ください。 

地 区 日 時 予約は各支所までお願いします 

西 城 
3 月 4日（水） 13：00～16：00 

西城本所 ☎ 0824-82-2904 
3 月 12日（木） 13：00～16：00 

口 和 3 月 9日（月） 13：00～16：00 口和支所 ☎ 0824-89-2325 

高 野 
3 月 3日（火） 9：00～12：00 

高野支所 ☎ 0824-86-2011 
3 月 10日（火） 9：00～12：00 

比 和 
3 月 5日（木） 13：30～15：30 

比和支所 ☎ 0824-85-2330 
3 月 9日（月） 9：30～11：30 

総 領 3 月 6日（金） 14：00～16：00 総領支所 ☎ 0824-88-2127 

 

 

令和 2年度（2020年度）から個人住民税の給与からの特別徴収（天引き）が徹

底されます。今まで個人納付されていた従業員（専従者も含む）においても、特

別徴収を事業者が行い市町へ納付することとなり、届出や給与支払い事務にも変

更点が発生しています。年末調整の時期となり、確認事項、会計システムの見直

し等が必要ですので、ご準備下さい。 

 尚、普通徴収（従業員が自分で納付）が認められる場合もありますので、詳し

くは下記までご連絡下さい。 

  庄原市 税務課 ☎0824-73-1146   備北商工会 ☎0824-82-2904 

   

 

 

 

 

 

兵庫県出身の亀谷篤司さんは、約 15年飲食業界で経験を積まれ、「奥様の地元の

高野で本格和食店を開きたい」という夢を胸に、平成 31 年 2月に商工会へ相談に

来られました。 

そこで河村経営指導員は、資金調達の一部に庄原市の「創業サポート補助金」を

活用することを提案、実現性の高い事業計画を亀谷さんと一緒に作成し、補助金申

請書作りをサポートしました。さらに「ひろしま産業振興機構」の創業サポーター

とも連携し、広告宣伝やＳＮＳの専門的アドバイスを受けながら、今年 9月に念願

のお店をオープンしました。 

 

 

 

 

 

店は高野 IC から車で約 5分。高野町の新鮮な食材も取り入れた創作和食料理を

味わえます。ランチタイム（11:30～14:30）は、「ご飯・お汁・サラダ・漬物」が

バイキングになっており、「日替わり御膳（880円）」が人気です。宴会や仕出し、

弁当も対応可能。確かな腕とサービスで着実にファンが増えてきており、ご夫婦で

昼夜頑張っておられます。商工会はこれからも亀谷さんを応援していきます。 

事業所名（代表者） 所在地 業種 

和創作 くらね 

（亀谷 篤司） 

高野町 

新市 1239-2 

飲食業 

（和食） 

新規会員紹介  
令和元年 8月 17日～11月 26日 

（敬称略） 

 

 

毎年１月に開催している「地域活性化セミナー」は、備北商工会の小規模事

業者の経営支援事例の発表など、日頃の商工会の活動を皆様にお伝えする貴重

な場として位置付けております。詳しい内容は後日ご案内いたします。（上田） 

 
12月 28日（土）まで、備北商工会内の 24店舗で

「歳末大売出し」を開催しています。お買上げ 1,000

円毎にお買物券（500円・100円）が当たる「三角く

じ」や、3,000円毎に「お買物券（5千円・3千円・

千円）」が当たる「抽選カード」など楽しい企画を用

意しています。ぜひお店にお越しください。 

 

 

 

事業者紹介パンフレット 

を発行 
当商工会管内で魅力ある商品・サービスを提供する事

業者を紹介する「備北もん」の第 3号を発行しました。 

今回は「頑張る

女性」をテーマに

U・Iターン等で起

業した 9 事業者を

取材しています。

是非ご覧くださ

い。（山元指導員） 

備 北 商 工 会 

 
商工会員が一同に会して、会員相互の幅広い交流 

と親睦を深めるため、新年互礼会を開催いたします。 

多数ご参加下さいますようご案内申し上げます。 

女性部通信 ～第 21 回商工会女性部全国大会 in島根～ 

「第 21回商工会女性部全国大会 in島根」が 10 月 29 日（火）、島根県松江市総合体育館で開催されました。 

今年は、「八百万(やおよろず)の神々集う縁(えにし)の地 しまねにようこそ！」というスローガンのもと、全

国から総勢 2,000名を超える女性部員が集まり、我が女性部も、7 名が参加しました。  

主張発表大会では、女性部活動やまちづくりをテーマに、代表者 6名の発表があり、外国人観光客に対する

“複数言語会話集”の作成経緯や、地域特産品開発などの事例が紹介されました。住む場所は違っても、同じ問

題を抱える女性部の発表、そして、「出来る出来ない

じゃなく、やるかやらないか」その選択次第で状況は

大きく変わる！という力強い言葉。 

発表者も会場も・・女性のパワーはすごい！！  

記念講演では、出雲の神々の歴史を、ユーモア溢れ

る宮司の語りで、会場は大爆笑の渦に包まれました。

来年の開催は大分県です。是非是非ご参加下さい。 

                   （伊藤） 

支所だより ～西 城～ 

11月 4日の「備北もんフェア in おの 

みち」のステージで、西城み幸会さんに「尾道ばやし」

を踊っていただきました。江戸期、西城は「たたら製

鉄」や「養蚕業」が盛んで、当時では最先端の工業地

帯でした。その工業製品などは陸路尾道へ出荷され、

帰りに魚や時には芸者さんも連れて帰ってきていた

そうです。町には色々な市が開かれ、一時は芸者さん

が 38 人も居られ大変賑わっており、その時に伝えら

れた踊りが「尾道ばやし」として西城の地に残ってい

ます。「備北もんフェア」を契機に尾道との新たな交流

が始まりました。時代を超えた「尾道ばやし」が結ぶ

交流の息吹を感じます。「どえりゃあ祭」でも踊られる

ので是非見に来てください。  （上田経営指導員） 

和創作くらね （高野） 

 

  

今年の年末調整はココに注意！住民税の「特別徴収」 

に 

「道の駅たかの」で開催！ 
 令和 2 年 1 月 22 日（水） 

 

【開催日】令和 2年 1 月 10 日(金) 

     11：30～13：30 

【場 所】道の駅たかの（高野町下門田 49） 

【会 費】3,000円（当日受付） 

 ※別紙の案内文書をご覧ください（荒木事務局長） 

 

まるやま、㈱板倉商店、田盛商店、トーエイ西城店、上貝一心堂 

シャディショップあかぎ、岡本生花店、ウイル西城こころ、㈲西城石油、

フレックスギハラ、㈲比婆山石油、よりんさい比婆の里、かじおか、

桁谷商店、谷本酒店、ファミリーショップあかぎ、三吉商店、 

モーモー物産館、ふじのや製菓、ファミリーショップやまのべ、 

はしなかや高野店、瀬尾商店、リストアステーション、谷本商店 

 


