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川内小学校 近藤遊音さんの作品

■表紙絵について

社会貢献活動（租税教育の推進）の一環として実施した

｢第12回税に関する絵はがきコンクール｣の最優秀賞

受賞作品です。「税金で造られた建物・施設、税金で行わ

れている仕事など」をテーマに、管内64小学校の6年生

の応募作品3,749点の中から選ばれた作品です。

こん  どう ゆう     ね

最優
秀賞
最優
秀賞



佐々木寛治
（公社）広島北法人会　会長

新年の
ごあいさつ

　新年明けましておめでとうございます。

　平成28年の年頭にあたり、謹んで新年のお

慶びを申し上げます。

　会員の皆様をはじめ関係各位におかれまし

ては、平素より本会の運営ならびに活動につ

きまして、格別のご理解とご支援を賜り厚く

お礼申しあげます。

　昨年は公益社団法人として3年目を迎え、

年々拡充しております「租税教室」や「税に関

する絵はがきコンクール」など次世代への税

意識の啓発活動や、「消費税期限内納付」の推

進運動「税務行政円滑化」への協力、「税制提言

活動」への積極的な取組みなど、法人会の基本

理念のもと、市・町を超えて団結する組織とし

て、多彩な事業を展開することができました。

　本年も税に軸足をおいた事業を中心に、全

会員一致団結して本会の運営にあたり、会員

企業の発展、地域の活性化につながる事業活

動を展開して参りたいと思います。

　また、本年は特に大きな変化として「マイナ

ンバー制度」が導入され、初期における納税者

の混乱が予想されていますが、当会としては

昨年に引き続き、制度の情報提供や研修会開

催等を通じて、社会への周知に協力していき

たいと思います。

　今年の干支は「丙申」形が明らかになってく

る頃、これまで日の目を見なかった事が形と

なって現れてくる年、だそうです。昨年の話で

はありますが、ラグビー日本代表が歴史的勝

利をあげました。快挙の陰には過酷な練習の

積み重ねがあったと聞きます。

　我々地方の中小企業にはなかなか実感のな

い“アベノミクス”ですが、こちらも経済の好

循環の拡大が次第に形となって現れてくる事

を期待し、地方創生の一端を担う活動に取り

組む事ができますよう、会の維持、発展的存続

に一層の努力をする所存でございます。

　結びにあたり、税務ご当局をはじめ関係各

位のご指導とご支援をお願い申し上げますと

ともに、会員の皆様の益々のご繁栄と更なる

ご健勝を心からご祈念申し上げまして、新年

のご挨拶とさせて頂きます。
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西村　　章
広島北税務署　署長

雑　煮

　初日の出を拝むと、自分の頭を思い出す。

　60年の歳月が流れている。

　出雲地方の雑煮について述べる。

　元旦は、餅（丸・焼かない・餡なし）を小豆で炊

いたもので、自分の好みにより砂糖をかけて食

べる、善哉（ぜんざい）のようなものである。

　小豆の赤に餅と砂糖の白、昔は高価であった

砂糖を正月の贅沢としてふるまう。

　善哉（喜び祝う）ということか。

　ただ、私は、これが好きではない。

　2日は、餅を塩か醤油で炊いたもので、前の

海で採れた海苔を少し乗せる。

　100グラム２万円もするような十六島海苔

（ウップルイのり）ではない。

　具は海苔のみである。

　これは、質素倹約の大切さを教えたものか。

　私は、これが大好きである。

　穏やかで、健やかな年となるように祈る。

（公社）広島北法人会／広島北税務署



納税表彰
平成27年度

税務署長感謝状

　平成27年11月11日（水）
広島北税務署において、平成
27年度納税表彰が行われま
した。
　多年にわたり、申告納税の
推進と納税道義の高揚に努
められました皆様、おめでと
うございます。
　広島北法人会からは下記
の２名が受賞されました。

●境谷工業㈱

本田　正治 副会長
●広島瓦斯販売㈱

境谷　正昭 副会長

　法人会では、例年、税制委員会において税制改正要望事項を

取りまとめ、広島北税務署管内である安佐南区、安佐北区の地

元選出議員、安芸太田町、北広島町の町長、町議会議長に対し

て、提出しております。

税制提言活動

【地元選出議員】

衆議院議員　　河井克行氏

参議院議員　　森本真治氏

【町長】 

北広島町長　　箕野博司氏

安芸太田町長　小坂眞治氏

【町議会議長】

北広島町議会議長　加計雅章氏

安芸太田町議会議長　中本正廣氏
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女性部会活動女性部会活動
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◆最優秀賞

◆広島北税務署長賞

◆広島北法人会長賞

◆青年部会長賞

　　川内小学校

　中筋小学校

　可部南小学校

　可部南小学校

こんどう　  ゆうね

いのうえ　　あやの

 まとば　 　　　まい

やまおか 　 り  な

ひろた　　　 りくまる

しまさこ　　　ゆいな

 ど  い

 ふじい　　　 あや  は

にしむら

もりもと　　 じゅんせい

 くさの　　　　る　み

 きはら　　　    あかね

 いそだ　　　 み 　き

 おくだ　　　あい  り

 ながい 　ゆ　み　こ

 たなべ　 え   み

 ど  い 　み　さ　き

 ひろと　　 ももか

 みずた      ほのか

にしやま     りおん  

 まきの　　  じせい

 にった

　 ささき　 り  こ

 かくぼ　　 あやな

　ささき 　  かのん

◆女性部会長賞

◆可部支部長賞

◆　園支部長賞

◆安古市支部長賞

　伴小学校

　亀山小学校

　山本小学校

　古市小学校

　

（敬称略）

廣戸　桃花

水田　萌佳

西山　綸音

牧野　至成

◆高陽支部長賞

◆佐東支部長賞

◆安佐支部長賞

◆沼田支部長賞

　落合小学校

緑井小学校

　

鈴張小学校

伴東小学校

新田もあな

佐々木理湖

角保　綾菜

佐々木華音

かわもと　  ゆうた

すぎもと　　 るか

◆安芸太田支部長賞

◆北広島町支部長賞

戸河内小学校

　芸北小学校

川本　悠太

杉本　琉夏

可部小学校

東野小学校

上安小学校

廣田　陸丸

島迫　由奈

土井あやめ

おく だ　　　 たくと

 あづち　　　  りんか

か　さい  　　り　 せ

安北小学校

梅林小学校

川内小学校

奥田　匠叶

阿津地凜花

葛西　梨星

た どころ　　 あ 　や

まつもと　　  れ 　の

緑井小学校

伴南小学校

田所　愛彩

松本　怜希

よこはた

 ほった　　　　　  み

芸北小学校

大朝小学校

横畑あゆな

堀田まる美

山本小学校

大町小学校

大町小学校

毘沙門台小学校

安東小学校

藤井　彩葉

西村あかね

森本　純成

草野　瑠美

木原　　茜

上安小学校

上安小学校

八木小学校

川内小学校

川内小学校

磯田　実希

奥田　愛梨

永井由美子

田辺恵海ローズ

土井望早希

第12回

優秀賞（10名）

入賞（20名）

「税に関する絵はがきコンクール」審査会

本年度も社会貢献活動の一環として、女性部会役員が中心となり、広島北税務署管内にある小学6

年生を対象に「税に関する絵はがき」を募集しました。今回の応募数は3,749点も有り、地域に浸透し

てきた事を感じております。入賞作品は「税を考える週間」にあわせて、フジグラン緑井店の「緑井

ギャラリー」にて11月6日～11月19日まで展示を行いました。入賞者には税務署長・会長・各役員が

各々の学校へ出向き、表彰を行いました。社会貢献活動を今後も継続していきたいと思います。

平成27年9月15日（火）／広島北税務署 会議室

審査委員長　伊藤　育賢 先生

　3,749枚（64校）

「税に関する絵はがきコンクール」展示

平成27年11月6日（金）～19日（木）

緑井ギャラリー
「Passage」 （フジグラン緑井店5階）

『税に関する
　絵はがきコンクール』

出品数

近藤　遊音

井植　彩乃

的場　　舞

山岡　莉奈

よし い　　　 さ  あや

うら の　　　わか　な

おのうえ　　　か　 ほ

かま だ　　　     じん

かみむら　　 あや  の

 き  むら　　 かい と

おく　　　り　お　な

しげもと　な　つ　み

おき の　　　 は   な

 は　が　　　 ゆう　じ

（敬称略）

川内小学校

伴東小学校

伴東小学校

伴東小学校

伴東小学校

吉井　瑳彩

浦野　若菜

尾上　花歩

鎌田　　迅

上村　彩乃

伴東小学校

大塚小学校

大塚小学校

伴南小学校

新庄小学校

木村　海翔

奥　梨緒奈

重本菜津未

沖野　羽那

芳賀　悠史
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会員親睦チャリティーゴルフ大会会員親睦チャリティーゴルフ大会第26回

小川光史（太田川生コン㈱）安芸太田支部

斉藤洋二（㈱斉藤組）安芸太田支部

三上和明（㈱アドバン）佐東支部

【１位】

【２位】

【３位】

安芸太田支部

安佐支部

佐東支部

【１位】

【２位】

【３位】

●担当支部 安佐支部  ●参加者 67名

平成27年10月7日（水）

広島安佐ゴルフクラブ

■チャリティー
　募金金額
46,523円

　会員の皆様と関係各位の皆様67名の参加で、第26回

会員親睦ゴルフ大会が開催されました。

　当日は、とても素晴らしい天候に恵まれて、和気あいあ

いの内に、親睦と異業種の交流が出来ました。さらに事

故も無く楽しい一日を過ごすことが出来ました。競技後

のミーティング会場での表彰式も、優勝からブービーメー

カーまで、にこやかに表彰を受けていらっしゃいました。

　皆様満足そうな笑顔が溢れていました。参加されまし

た皆様、チャリティーにご協力頂きました皆様、有難うご

ざいました。社会貢献活動に利用させて頂く予定です。

ご協力感謝申し上げます。

青年部会＆女性部会活動青年部会&女性部会活動
チャリティーバザーチャリティーバザー
●平成27年11月1日（日）

●安佐南区民文化センター 8名

　社会貢献活動の一環として、11月1日（日）安

佐南区民文化センターの館内外で開催された

「安佐南区民まつり」交流広場において、青年部

会・女性部会合同で会員の皆様から遊休品を沢

山寄贈頂き、チャリティーバザーを行いました。

　当日はポカポカとした暖かい一日で、とても

多くの参加があり、お客様との会話も弾み、お

陰様で予定より早く完売いたしました。

　収益金は、車椅子等購入し社会貢献事業に活

用させて頂く予定です。寄贈して頂きました皆

様やお客様、ご協力感謝申し上げます。

バザー売上金

62,660円
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青年部会活動青年部会活動
今年度も青年部会では社会貢献活動の一環として、管内の小学校を対象に租税教室を行ってい

ます。この租税教室は、全国の法人会青年部会が活動の中心として特に力を入れている活動です。

昨年11月の全国青年の集い茨城大会で行われた「租税教室活動の実践発表」で、広島代表の広島南

法人会青年部会の発表が優勝し、私たち広島北の青年部会としても誇らしいと思うと同時に、広島

南にまけないようにとの思いを強くもちました。

今年度は今まで以上に授業内容の充実をはかり、児童の皆さんに楽しんで税金を理解して頂ける授業をめざして

取り組んでいます。実施予定の小学校も年々増えており、私たちも期待に応えるべく活動していきたいと思います。

租 税

教 室

■平成27年度 租税教室予定表 （平成27年12月以降）

開催予定日 学  校  名 講　師
浅井富裕

水口弘士

高岡紀洋

斉藤康浩

水口弘士・小野慎治

柴田勇雄

鋤田敬寛

浅井富裕

中村佳文・小野慎治

小野慎治

鋤田敬寛

有間宗則

　　茂樹

斉藤康浩

浅井富裕・鋤田敬寛
柴田勇雄

中村佳文・鋤田敬寛

水口弘士

水口弘士・井ノ本敦士
中村佳文・柴田勇雄

小野慎治

鋤田敬寛

斉藤康浩

浅井富裕

斉藤康浩

開催予定日 学  校  名 講　師

こども税金クイズ
　今回で第3回目となります「こども税金クイズ」が10月10日（土）

に千代田運動公園サッカー場で開催されました。少年サッカー大会

では今回が2回目になりますが、NPO法人北広島スポーツクラブ主

催の「広島北少年サッカー大会Ｕ12」に青年部会が協賛者として参

加いたしました。

　当日は、朝から濃い霧に包まれておりましたが、出場8チームの

約100名の子供たちの元気で午前中には霧も止み晴天となりまし

た。子供たちは、試合の合間に1チーム単位で、税金クイズコーナー

に来てもらいクイズにチャレンジしてもらいましたが、どのチームの選手も真剣に考えて、質問したりヒントをもらい

ながら真面目に回答してくれました。残念ながら、はずれた子もいましたが、答え合わせまでは笑顔で納得して、税

金に対する知識を勉強して帰られました。またチームの監督さんにもお話を聞く機会がありまして、運動だけでなく

サッカーを通じて税金に対する知識を勉強する

ことは、子供たちにとって大変重要な事だとお

褒めの言葉をいただきました。また、是非こう

いう機会を増やしてくださいとのことでした。

　青年部会としましても、子供たちの納税に対

する意識の手応えを感じさせる大変意味のある

サッカー大会となりました。

こども税金クイズ
■平成27年10月10日（土）／千代田運動公園サッカー場

平成27年12月1日

平成27年12月2日

平成27年12月8日

平成27年12月11日

平成27年12月14日

平成27年12月18日

平成27年12月21日

平成28年1月8日

平成28年1月12日

平成28年1月14日

平成28年1月15日

上 安 小 学 校

　 園 小 学 校

八 重 東 小 学 校

毘沙門台小学校

亀 山 小 学 校

川 内 小 学 校

安 北 小 学 校

安 小 学 校

狩 小 川 小 学 校

八 木 小 学 校

八 重 小 学 校

新 庄 小 学 校

日 浦 小 学 校

古 市 小 学 校

緑 井 小 学 校

長 束 小 学 校

梅 林 小 学 校

落 合 東 小 学 校

安 東 小 学 校

久 地 小 学 校

春 日 野 小 学 校

久 地 南 小 学 校

平成28年1月18日

平成28年1月19日

平成28年1月19日

平成28年1月20日

平成28年1月21日

平成28年1月22日

平成28年1月25日

平成28年1月27日

平成28年1月28日

平成28年1月29日

平成28年1月29日
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第29回
法人会全国青年の集い

茨  城  大  会
公益社団法人

広島北法人会青年部会長 水 口 弘 士

去る11月19日より2日間、茨城県水戸市で開

催された全国青年の集い茨城大会に広島北法人

会より8名で参加いたしました。木曜日は租税教

育活動の実践発表で、我々の広島局連からは広

島南法人会青年部会の事例が報告されました。

全国10局連11単位会の報告があり、その内容をもとに青連協役員および全国の青年部会長の投票で

優勝を決めるのですが、広島南青年部会が優勝し、同県人としてとても誇らしく、わが広島北青年部会とし

ても租税教育活動の内容をさらに充実させねばならないという気持ちを新たにしました。木曜夜の「部会長

ウェルカムパーティ」では他県の部会長の皆さんと青年部会活動について情報交換を行い、それを踏まえて

翌朝の「部会長サミット」では今後の法人会青年部会のありかたについてグループ討議を行いました。ともに

参加した当部会役員も、全国の青年部会が行っている租税教育・租税提言活動の実践事例に触れるととも

に県内外の志を同じくする法人会の仲間と交流を深め、今後の青年部会活動の活性化について思うところ

があったのではないかと思います。

広島県青連協においても、県内における租税教育活動の益々の活性化と青年部会相互の交流を深めて

いくことが確認されており、今回の茨城大会を糧により充実した活動づくりに励んでまいりたいと思います。

■平成27年8月27日（木）  ■オリエンタルホテル広島／参加者29名

　広島北税務署　法人課税第一部門　上席国税

調査官の近木法生様を講師に迎え、「マイナン

バー制度について」という演題で研修会を開催

し、受講しました。

　施行前のタイムリーな講義内容に、みんな真剣

に耳を傾けました。個人情報のセキュリティーの

問題やマイナンバーの利便性など、とても有意義

な内容でした。

　研修会に引き続き、活動報告会、新入会員を迎

え入れての懇親会を開催し、租税教室を主体とし

た今後の積極的な活動と、青年部会員増強に向け

て積極的に取り組むことを話し合いました。

●平成27年11月19日（木）・20日（金）

税務研修会税務研修会
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昨年は広島豪雨災害により中止としました視察研修を

今年度は、「あさひ製菓」及び「カンロ光工場」の２か所を視

察しました。

＊あさひ製菓「菓子乃季」（山口県の代表銘菓「月でひろった卵」）

昭和62年柳井市に誕生し現在34店舗を有し、お客に合

わせた地域密着型の店舗展開を推進。（山口県内オンリーで、他県に進出計画は考えていない）

社長自ら、地理的要因、会社概要、苦労話しも交え熱心な説明を受け、作業工程を見学しました。（事業に対する

社長の信念に熱い思いを感じました）

＊カンロ光工場（カンロ飴・のど飴等）

カンロ飴は発売以来60年「親から子へ」「人から人へ」と愛された歴史ある商品である。「人と人を結ぶ、ひと粒

のはじまり」をモットーに変わらぬ味を継承している。

2社視察後、午後からは「潮の薫りと、時を紡ぐ海商の町並み」を見学し帰路につきました。参加された皆さんか

ら「とても良かった」「参考になった」と評価いただき、有意義な研修でした。

企業視察研修
●平成27年11月9日（月）／参加者20名
●山口県柳井市 あさひ製菓「菓子乃季」
　及び光市「カンロ光工場」

　企業見学を通して、見聞を広めようと、安古市支部では11月26

日(木)に今年度の日帰り企業研修を実施しました。

　今年の企業先は、広島県府中市の「ヒロボー㈱」と広島県世羅町の「八田原ダム」の2か所の見学。総勢22名の法

人会員の参加のもと、寒い早朝よりバスを走らせ先ずはヒロボーへと向かいました。この会社は、広島紡績として

昭和24年設立されていましたが、円高・石油ショックなどの影響から営業不振に陥り、プラスチック製品と電気

部品の製造の新事業に転換。「社員に夢のある、おもしろい仕事をさせたい」思いから、今のプラスチック成形・ラ

ジコン模型を手掛ける世界トップシェアにまでの会社に生まれ変わり

ました。先ずは、会社説明を受け、実際のラジコンヘリを室内にて飛ば

され、参加者からは笑顔がこぼれていました。

　一方、八田原ダムでは、堤高84.9ｍから放水がその日偶然にも見学

出来て、参加者の喜びもひとしお。ダムの建設により、住民55世帯の移

住があったものの芦田川の治水や福山市を始めとした備後経済圏に対

する利水が可能になっている大切さを実感させられました。

　一行は、企業見学のほか吉備津神社や首なし地蔵菩薩、更には昼食を

府中市の町屋造りの「恋しき」にて食事を堪能し、研修と親睦交流の充

実した1日となりました。

日帰り企業研修
●平成27年11月26日（木）／参加者22名
●ヒロボー（株）・八田原ダム

　園支部

安古市支部
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ACTIVITY

REPORT 活動報告平成27年9月24日（木）

中国地方法人会連合会　定期総会

場所：ANAクラウンプラザホテル広島
●講演 演題：「安部外交のこれからの課題」
　　　 講師：宮家　邦彦氏（外交政策研究所代表 立命館大学客員教授

　　　　　　　　　　　　　 キャノングローバル戦略研究所　研究主幹）

●参加者：6名

平成27年10月8日（木）

法人会全国大会（徳島大会）

場所：徳島県立産業観光交流センター（アスティとくしま）
●パネルディスカッション
　演題：「日本の山里に、こんな仕事・移住企業もありますよ
　　　　～地方創生の独創的ビジネスモデル～」
　パネリスト：横石　知二氏（㈱いろどり 代表取締役社長）

　　　　　　  大南　信也氏（特定非営利活動法人 グリーンバレー 理事長）

　コーディネーター：田村　耕一氏（（公財）徳島経済研究所　専務理事）

●参加者：4名

平成27年11月9日（月）

広島国税局長講演会

場所：リーガロイヤルホテル広島
●講演 演題：「わが国を取り巻く経済
　　　　　　・財政事情と最近の税務行政」
　　　 講師：志村　仁氏 （広島国税局長）

●参加者：19名

法人税等決算期別説明会

場所：安佐北区民文化センター
●説明内容：決算と申告実務のポイント
　　　　　  マイナンバー制度について
　　　講師：岡野　晃也氏
　　　　　　　　　　　　  （広島北税務署 法人課税第一部門 統括国税調査官）

　　　　　　近木　法生氏
　　　　　　　　　　　　  （広島北税務署　法人課税第一部門　上席調査官）

●参加者：74社（会員44社）
　　　　 79名（対象者 10～1月決算法人）

平成27年10月20日（火）

マイナンバー制度研修会

場所：安佐北区民文化センター
●参加者：76名

平成27年11月4日（水）

場所：安佐南区民文化センター
●参加者：88名
●説明内容：マイナンバー制度について
　　　講師：岡野　晃也氏
　　　　　　　　　　    （広島北税務署 法人課税第一部門 統括国税調査官）

平成27年11月10日（火）

　平成28年1月から、マイナンバーの活用が始まる事を踏ま

えて、広島北税務署のご協力を得て、講演会を実施する事が

出来ました。会員企業の皆さんにマイナンバー制度の理解を

深めて頂ける有効な講演会となりました。

　又、一般の皆様にも、制度の理解をして頂けるきっかけに

なったと思っています。これからも、マイナンバー制度の正

しい活用がされますように、支部と致しましても、機会をも

ち支援したいと思っています。

講演会開催
●演題：マイナンバー制度の取り組み
　■講師：広島北税務署 
　　　　　法人課税第一部門上席国税調査官  近木法生 氏
　■協賛：安芸太田町・安芸太田町商工会・
　　　　　広島北納税貯蓄組合連合会

●川・森・文化・交流センター
●平成27年10月14日（水）／参加者106名
　（会員企業74名・一般32名）

安芸太田支部
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土地建物の調査・測量
名義変更（売買・相続・贈与）
土地の境界確認
会社設立・役員変更

安芸法測土 地 家 屋 調 査 士
司法書士合同事務所　

土地家屋調査士　赤司　淳平

司　法　書　士　倉田　潤平

広島市安佐北区落合2丁目20-8-201　TEL.082-847-4512

事業内容

高陽
支部

土地・建 物でお困りのこ
と、私たちにご相談ください。

皆さまの日々の生活の中で
生じる困ったこと、不安なこと
について、お気軽にご相談いただける「かかりつけ事務所」
でありたいと思っております。
“敷居は低く、質は高く”をモットーに土地家屋調査士と司

法書士がスクラムを組んで、皆さまの問題解決に全力を挙
げて取り組んでまいります。

こんな事で相談なんて…と思うことなく、まずはお気軽に
ご連絡ください。

海苔の製造・販売・卸

㈱三國屋 安芸太田工場
代表取締役社長　三村　一郎

山県郡安芸太田町上殿720

TEL.0826-28-2151　

事業内容

安芸太田
支部

三國屋は南区旭町に本店をかまえる海苔専門店です。
昭和初期の創業時は広島湾で採れる海苔を原料として

いましたが、戦後、 海苔漁場が埋め立られたため、今では
全国から海苔を仕入れ加工販売しています。安芸太田工場
では、全国の海苔産地から運ばれてきた海苔原料を保管
し、焼海苔、味付海苔、佃煮などに加工をします。原料の品
質保持の為に大型冷凍庫を完備。細菌や異物混入を防ぐ為
に衛生管理されたクリーンルームで製造しております。

鋼構造物工事業

(株)タカノエンジニアリング
代表取締役　高野　靖彦

山県郡北広島町阿坂3808

TEL.0826-84-0032

事業内容

北広島町
支部

会員企業
M e m b e r  c o m p a n y PICK UP

塗装業

㈲森下外装店
代表取締役　森下　光昭

広島市安佐南区古市3丁目16-5

TEL.082-879-1182

事業内容

安古市
支部

平成2年創業。バブル後の落ち込みもなく地域の皆様に
支えられ今日に至っております。

家の塗装は表面をひと通り塗るときれいに見えますが、塗
りの回数・技術によって保湿・除湿・風通しに格段の差がつ
きます。

当社では建物の材質によって3～5回塗りを施行しており
ます。

大切な住まい、店舗がいつまでも永く美しく保てるよう、ア
ドバイスもさせて頂いております。

社員一同力を合わせて“お客様の満足・納得して頂ける”
をモットーとしています。

昭和59年8月に設立し、マツダ㈱の工場保全設備、実験
研究機械等の設計、製作、工事を主体としスタートしました。

時代の流れと共に事業内容も変わり、現在は土木関連の付
帯設備金物の製作（鉄製、ステンレス製）を主に行っています。

中でも上水道、簡易水道に関連したステンレス製の階段、
手摺、蓋、橋梁添架金物等を製作納入しております。

新たな取組としてメーカーサポートを必要としていますが、
火災、災害時の避難用すべり台を製作しております。

今後も挑戦をモットーとし、自慢のできる製品を納入して
行きたいと思っております。
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乳・幼児・しょうがい児保育・延長保育

社会福祉法人 鈴張福祉会 鈴張保育園
代表　長尾　淳志

広島市安佐北区安佐町鈴張1965

TEL.082-835-1929

事業内容

安佐
支部

　鈴張は春には桜、夏にはホタル、秋には紅葉、冬には雪と四季折々の
風情があり、そして、歴史ある街並みが残る場所に在るのが鈴張保育
園です。昭和6年に農繁時期に預かったのが始まりで、今では現代の
ニーズに対応する保育園として、保育・地域交流等に貢献し「素直」「仲良く」「感謝」を目標に豊かな人間性を育てる保育を理
念に乳幼児をお預りしています。また、仏様を毎日拝ませていただく仏教園として「仏の子ども」も育てています。 （合掌）

不動産業

㈱芸備不動産
代表取締役　鋤田　敬寛

広島市安佐南区緑井6丁目33-28

TEL.082-877-2725 FAX082-877-2896

事業内容

佐東
支部

LＰガス・灯油・住宅設備機器の販売

　園山崎ガス㈱
代表取締役　山崎　修

広島市安佐南区山本1-8-27

TEL.082-874-2711

事業内容

　園
支部

平成21年まで40年以上、食料品店を営んでいた先代が、
いわば副業として弊社を創業したのが昭和47年です。社名
のとおり「　園町」が商圏範囲でした。基本的には、今もそれ
は変わりません。「私達は、仕事と自分を通して、社会と人々
に貢献します」との経営理念のもと、一人でも多くのお客様
のお役に立ち、一軒でも多くのご家庭の団欒に寄与できる
よう、社員一同鋭意努力してまいります。

総合建設業

憩の時と空間のクリエーター!

柳川建設㈱
代表取締役　石田　道雄

広島市安佐南区沼田町大字吉山3190-1

TEL.082-839-2010

事業内容

沼田
支部

昭和26年広島を襲ったルース台風…わが戸山地区でも被
害が多く、死者・行方不明・負傷者・家屋被害が多数発生しま
した。当時、柳川木材工業として山林を中心に活躍していまし
たが、河川氾濫等により、交通が全面的にマヒし、木橋（もっ
きょう）の復帰に丸太で橋をいくつも架けに安佐郡内を廻り
ました。戸山村・伴村・安・古市等三輪トラックで駆け回ったそ
うです。古市の神田橋も施工したとの事です。それから64年
間公共工事を中心に、土
木・建築・製材業をがんばっ
てきました。私で三代目です
が、創業100年をめざし、

「地域の道具になれ！」と初
代が言っていたように、地
域の企業として頑張りたい
と思っています。

ドコモショップ運営

カワシマ興産㈱
代表取締役　瀬川　洋志

広島市安佐北区可部3－4－1

TEL.082-819-0090

事業内容

可部
支部

当社は安佐北区可部、安芸高田市、三次市、庄原市、島根県
益田市にドコモショップを展開している会社です。最近で
はスマートフォンやタブレットなど、より便利で快適な生
活のサポートツールとして進化し続けている携帯電話です
が、そんなテクノロジーの進化と地域のお客様の生活をつ
なげていくのが
私たちの仕事で
す。これからも
地域の皆様に愛
されるお店づく
りを心がけて参
ります。

当社は昭和48年に創業
し、地元に密着した不動産
業者として、賃貸や管理、土
地建物の売買をメインにし
た企業です。当時は畑ばか
りだった地元の安佐南区
も、ビルや家が立ち並び、創
業当初に建てた戸建てなど
も取り壊して賃貸マンショ
ンを建てるなど、時代の経
過を感じております。当社で
は、相続の相談から土地活
用、空き部屋のご相談など
お客様の立場に立ち、地域
の為に貢献する企業として
頑張ってまいります。




