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志免町商工会商工会だより
第25回志免町商工会通常総代会

第１号議案　平成28年度事業報告及び収支決算書･貸借対照表及び
　　　　　　財産目録承認の件
第２号議案　平成29年度事業計画、収支予算決定の件
第３号議案　借入金最高限度額及び借入先決定の件
第４号議案　志免町商工会定款の一部改正の件
　１．商工会定款（別表）の総代の地区割数及び業種割の定数の改正
第５号議案　志免町商工会労働保険事務組合事務処理規約の一部改正の件
第６号議案　役員補欠選任の件

すべての議案は原案通り承認可決されました。

　平成29年5月26日（金）、志免町商工会におきまして第25回通常総代会が開催されました。総代会の中で2
名の方の永年勤続従業員表彰と志免ブランド認定証授与が行われました。また、志免A地区の補欠役員とし
て平井康夫氏、青年部長交代に伴い吉住俊祐氏、女性部長交代に伴い内山久枝氏が理事に就任致しました。

①志免町商工会組織強化
　　会員巡回指導・訪問の強化（継続支援の実施）
　　商工会組織強化（会員増強・財政の安定化）
　　会員ネットワーク構築への研究
②経営発達支援計画の推進
③小規模企業の経営改善・経営革新の取組支援
④小規模事業者の経営改善資金（マル経）の推進
⑤小規模企業の販路開拓支援
⑥国・県の補助事業を活用した新たな事業展開支援
⑦記帳データを活用した経営支援
⑧新事業推進事業による志免町特産品の開発、逸店逸品運動の推進
⑨商工まつりによる志免町民への謝意、新年賀詞交換会の実施による地元企業間の交流促進を通じた地域振興
⑩中小企業の情報化支援と広報の充実
⑪商工振興委員等による経営改善普及事業の推進
⑫企業及び、その従業員への各種講演会、研修会開催による企業力支援
⑬貯蓄共済・全国商工会会員福祉共済事業による会員福祉増進
⑭産業競争力強化法に基づく志免町との連携による創業支援事業計画の策定および実施
　（志免町・志免町商工会 須恵町・須恵町商工会 宇美町・宇美町商工会による三町・三商工会の合同事業）
各事業、セミナー開催、企業者向け各補助金等の情報は志免町商工会ホームページ（表紙のＱＲコード）、フェイスブック
でご覧になれます。

事業実施予定時期について
・会員向けレクリエーションの開催（7月17日）
・労働安全衛生法による健康診断（10月中旬）
・商工まつり（10月29日 場所：シーメイト）
・新年賀詞交換会の開催（平成30年1月）

各部会活動・講習会・研修会など決まりましたら
連絡致します。ご期待下さい。

平成28年度の重点事業項目

伴会長あいさつ

副町長あいさつ懇親会
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志免町商工会新役員のご紹介志免町商工会新役員のご紹介

理事　平井 康夫
（志免A地区）

理事　吉住 俊祐
商工会青年部長

理事　内山 久枝
商工会女性部長

　任期は前任者の残任期間の一年となりますが、会員の皆様から必要とされる商工会づくりを目指して
頑張ります。

　新事業推進委員会では、３月２８日（火）に志免ブランド認定審査会を開
催し、４事業所５アイテムを審査しました。厳正な審査の結果、小麦工房パ
ナシェ（志免町吉原95-1 吉田 智雄 社長）の「志免ロン」が新たに志免ブ
ランドとして認定され、５月２６日の総代会で、認定式を行いました。
　併せて、志免ブランドのパンフレットを新調し総代会にて配布しました。

　「志免ロン」は、志免町の炭鉱
をイメージして、割ると炭をモ
チーフとした黒いパン生地が
現れるチョコメロンパンです。
志免町の「志免」とメロンパン
の「メロン」を融合させて「志免
ロン（しめろん）」とネーミング
されました。

　今回、新たに志免ブランドに認定された「志免ロン」の写真をパン
フレットに掲載するため、商業写真をはじめ人物や風景などを得意と
されるphotographerの久冨　隆（ロケットスタジオ）さんに撮影し
ていただきました。

新事業推進委員会新事業推進委員会町自慢の特産品・
農産物・加工品など
をPRします！

町自慢の特産品・
農産物・加工品など
をPRします！

代表の久冨さんと南條さん

吉田社長

ロケットスタジオ　代表　久冨　隆
志免町片峰1-2-1 電話937-0818
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平成29年女性部総会にて女性部三役が
決定しました。
部　長　内山 久枝（内山自動車）
副部長　高木 三香（花ののぐち）
副部長　小林 正子（サロン ベルジョア）
宜しくお願い致します。
（任期：平成31年4月女性部総会まで）

すべての事業者に個人情報保護法が適用されます！
　平成29年5月30日の改正個人情報保護法の全面施行により、中小企業をはじめとするすべての
事業者が個人情報保護法の適用対象となりました。これまでは保有する個人情報の数が5,000以下
の事業者は法の適用除外とされていました。しかし、今後は改正個人情報保護法に基づき、個人情報
を適切に取り扱う必要があります。

　生存する個人に関する情報で「ある特定の人物」のものだとわかるもの。企業が氏名と紐づけてその人物の
情報を管理していれば、基本的にそれらは全てその人物の個人情報に当たります。（例：従業員Aの氏名、住所、
連絡先、家族構成、取得資格等を企業が管理していれば、それらは全て従業員
Aの個人情報となります。）

個人情報を取得するときは、何に使うか目的を決めて、本人に伝える。
取得した個人情報は決めた目的以外の事には使わない。

以下、個人情報をデータベース化（特定の個人を検索できるようにまとめたのもの）した場合のルール
取得した個人情報は安全に管理する。
個人情報を他人に渡す際は、本人の同意を得る。
本人からの「個人情報の開示請求」には応じる。

部

女

性

志免町

商工会

部

青

年

志免町

商工会

一緒に活動して
くれる仲間を
募集中です！

やる気のある
若い力を
募集中！

平成29年青年部総会にて青年部三役が
決定しました。
部　長　吉住 俊祐（㈱マルミ吉住組）
副部長　椛島 敏光（椛島グリーン）
副部長　権𠀋 健貢（権𠀋板金工業所）
宜しくお願い致します。
（任期：平成31年4月青年部総会まで）

3月24日（金）、第
7回チャリティゴ
ルフ大会において
お預かりしました
募金で「NPO法人
ウェルフェアだん
だん」様と「社会福
祉法人栄光会 特別養護老人ホームこころ」様に車椅子を
各2台ずつ寄贈させていただきました。

検 索個人情報保護委員会

その1
その2

その3
その4
その5

詳細は個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。
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第8回志免町商工会青年部
チャリティゴルフ大会開催
第8回志免町商工会青年部
チャリティゴルフ大会開催

　5月29日（月）、福岡レイクサイドカントリークラブにおきまして第8回志免町商工会青年部
チャリティゴルフ大会を開催致しました。
　当日は好天に恵まれ、175名もの方にご参加いただき、
大変白熱したプレーが行われました。参加者、協賛社ほか、
今大会にご協力いただいたすべての皆様に心より御礼申し
上げます。
　なお、チャリティホールによりお預かりしまし
た募金は、志免町内の介護等福祉施設への車椅
子の寄贈とさせていただきます。

第8回志免町商工会青年部チャリティゴルフ大会協賛社様一覧（順不同、敬称略）
ご協賛社名

アーリーモーニング
㈱あおやぎ若杉会館
味市　春香
al Lupo!
㈲アンツ
㈲池辺電気
㈱岩切
インテリアよしゆき
魚杳
内山自動車
内山米穀店
㈱エアーテック
㈲SBS　博多の森
江藤税理士事務所
㈲エムパック
㈱L.Aコーポレーション
㈲太田
岡部電化サービス
岡本電気
岡本工務店
お茶の大円
office-ME
一づ寅
椛島グリーン
川崎建設㈱
カンテ工芸舎
㈲清原印刷
串カツ　真心
㈱国﨑組
熊本工業
㈱グランドゼロ
クリエートワン
ケイエルテック㈱
権𠀋板金工業所
佐賀銀行　志免支店
㈲相良建設工業
佐藤電器
実崎ウィード・プリベント
ジモコムかすや

JEWEL
シルビー
SUGA防水
スナック　ちんとんしゃん
スナック　ポトス
スナック　レトロ
㈱スポーツの文巧堂
相撲料理　若杉山
セブンイレブン志免西小学校前店
㈱ゼンケン
㈱創和電設
園田造園
大栄商会
大煙
タイセイゴルフセンター
㈱たかた商会
ダスキン志免
田邊　慎二
たべっこのみっこ　悠
ぢどり屋　いし田
つねさん
㈲ディー・グラント
㈱ＴＭ工業
寺田板金店
デリカ食品㈱
㈲東光電設
㈲東部環備
㈱トラストワン
とり須恵
ドルチェ
NATURA
七生建装
鍋処・ダイニング　さくら
南里園芸
南里造園土木
㈱南里不動産商事
日栄プロパン
㈱日本リース
㈲はたもと商店

パティスリーカプリス
花ののぐち
濱﨑工務店
晴る家
㈱福岡銀行　志免支店
福岡県中央信用組合志免支店
福進自動車
福和会
藤木良弘設備㈱
ベルジール
㈲宝栄
㈱前澤電気工業
㈲松活
マルキ商事㈱
㈲丸忠
マルミ不動産（同）
㈱マルミ吉住組
ミコー薬局
ミシマ㈱
㈲三谷空調
村山建設㈱
明秀苑
もつ鍋　茶びん
モモツカ
YAKITORI 善
㈱やすや
山崎合同司法書士事務所
㈲吉原電工社
酔R処 
リラ久スペース　mano
六味旬蔵
㈱YK開発
㈱若杉建設
㈱和光舎
笑処　ぺんぺん草
粕屋管内商工会青年部
志免町消防団有志一同
志免町商工会青年部OB会
志免町商工会
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情報セキュリティ●か条情報セキュリティ●か条

税務・法律相談のお知らせ
商工会では毎月、無料にて税務相談を2回、法律相談を1回開催しております。
事業経営上また個人的な税務・法律上の問題についてご相談ください。
■税務相談

■法律相談

　「ウチには秘密なんかないなぁ…」と思われている経営者の方。こんな情報
をお持ちではありませんか？「従業員のマイナンバー、住所、給与明細」や「お
客様や取引先の連絡先一覧」「新製品の設計図などの開発情報」など…。ま
た、「サイバー攻撃といっても、被害など知れているのでは？」とお思いではあ
りませんか？漏れたら大変です！「被害者への損害賠償などの支払い」「取引停
止、顧客流出」「ネットの遮断などによる生産効率のダウン」
「従業員の士気低下」などこんなダメージを受けます。

　情報セキュリティ対策と言っても、何をやれば良いのか分からない組織では、
下記の５か条を守るところから始めてみましょう。

日時／7月13日（木）・7月28日（金）・8月8日（火）・8月24日（木）10時～16時
対応／小園 一紀 税理士
日時／6月28日（水）・7月26日（水）・8月30日（水）13時～15時
対応／葛西 俊宏 弁護士 ・ 神田 典明 司法書士

事前予約が必要です。電話・窓口にてお申し込みください。

中小企業・
小規模事業者
の皆様へ 5

～情報セキュリティ５か条～

OSやソフトウェアのセキュリティ上の問題点を放置していると、それを悪用したウイルスに感染してしまう危
険性があります。お使いのOSやソフトウェアに修正プログラムを適用する、もしくは最新版を利用しましょう。

1 OSやソフトウェアは常に最新の状態にしよう！

ID・パスワードを盗んだり、遠隔操作を行ったり、ファイルを勝手に暗号化するウイルスが増えています。ウイル
ス対策ソフトを導入し、ウイルス定義ファイル（パターンファイル）は常に最新の状態になるようにしましょう。

2 ウイルス対策ソフトを導入しよう！

パスワードが推測や解析されたり、ウェブサービスから窃取したID・パスワードが流用されることで、不正にロ
グインされる被害が増えています。パスワードは「長く」「複雑に」「使い回さない」ようにして強化しましょう。

3 パスワードを強化しよう！

データ保管などのクラウドサービスやネットワーク接続の複合機の設定を間違ったため無関係な人に情報を覗
き見られるトラブルが増えています。クラウドサービスや機器は必要な人にのみ共有されるよう設定しましょう。

4 共有設定を見直そう！

取引先や関係者と偽ってウイルス付のメールを送ってきたり、正規のウェブサイトに似せた偽サイトを立ち上
げてID･パスワードを盗もうとする巧妙な手口が増えています。

5 脅威や攻撃の手口を知ろう！
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　第25回通常総代会内において平成29年度の永年勤続優
良従業員表彰を行いました。今年度は以下の2名の方々が
受賞されています。おめでとうございます。これからのご活
躍を期待しています。
敬称略、（ ）内は会社名

①西日本観光商事㈱

新会員さんのご紹介／29年2月～4月にご加入された会員の中から、4事業所をご紹介します。

★3年表彰
　矢野 幸満（㈱吉田）
★5年表彰
　濱口 貴弘（花ののぐち）

南里 崇志
（㈱南里不動産商事）
（志免町商工会青年部前部長）

相良 カヅミ
（㈲相良建設工業）
（志免町商工会女性部前部長）

新会員さんご紹介（平成29年2月～4月加入）
桜丘・田富・吉原
　㈱CMメディカル
　シートリフレッシュふくおか
　高松産業㈱ 福岡営業所
志免A（東区）
　㈱志水ミート
　CARET

志免B
　㈱P.Sプロモーション
　フラワーショップ遊花
　Mセラミック工房
南里
　岩永 哲雄
　ココデザイン㈱
　大進工業

別府
　甲斐 典子
　㈱西通りプリン
　（合同）NEXT FLIGHT
　㈲TNコーポレーション
鏡・御手洗
　西日本観光商事㈱

町外
　中村工業
　VIENTOデンタル
　新和設備

平成29年4月末現在917名
会員加入状況

①事業所名 ②代表者名 ③業種 ④住所 ⑤電話番号 ⑥HP,ブログ等 ⑦一言PR

②坂口 輝敬
③新電力
④志免町別府北1-13-1-
1012
⑤092-519-6809
⑦新電力会社7社一括見
積で、あなたの会社に一番
安い電力会社をご提案し
ます。新電力からの乗換も
OK!!

①高松産業㈱ 福岡営業所

②住吉 弘徳　③LPガス／リフォーム、住設機器、修理・販売等
④志免町田富3-4-17　⑤0120-889-294
⑥オフィシャルサイト：http://hottaka.jp/
　Facebook：https://www.facebook.com/tg.hottaka/
⑦弊社は、60年以上に渡り地域に根差して参りました。
　住まいに関する事なら何でもご相談ください。

①ホームメイトFC福岡志免店 ココデザイン㈱

②皆口 幸喜　③不動産業　④志免町南里4-1-16 205号
⑤092-957-8588
⑥http://www.homemate-fc-fukuoka-shime.com/
⑦賃貸・売買探されてる方！
　管理の事等不動産全般何でもお気軽に御相談下さい！

①CARET hair head spa
②山﨑 優美
③美容室
④志免町東公園台2-1-10
⑤092-692-2810
⑥caret-hair.com
　近日公開予定！
⑦お客様の髪質にあわせた
スタイル作りをさせて頂い
ております。ヘッドスパ等癒
しのメニューもございます。
お気軽にお問合わせ下さい。

永年勤続従業員表彰 ～おつかれさまでした～
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