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1　級 原田　　光
３　級 葛原　崇司
 三船帆乃夏
４　 級 別役奈々瑚
5　 級 大森康二郎
　　　　星島　悠乃
6　 級 早島優佳理
７　 級 河本　翔太
　　　　占部　雄太
　　　　別役　柊輔

第１８２回
（順不同・敬称略）

第１８３回
（順不同・敬称略）

６　 級 別役奈々瑚
　　　　大森健太郎
　　　　大森康二郎
　　　　森　　央翔
　　　　藤坂　茉優
　　　　井上　響大
９　 級 占部　雄太
　　　　別役　柊輔
　　　　髙田　詩乃

平成 28年度「岡山市優良勤労者表彰」
　岡山市優良勤労者表彰式が１１月２３日勤労感謝の日に岡山市役所で挙行さ
れました。
　表彰式では、岡山北商工会会員事業所から推薦のあった勤続２０年以上で、
社業の発展に貢献した下記の優良勤労者の方々も受賞されました。

眞鍋　　朗さん（一宮地区）㈱清山園

石井　　亨さん（津高地区）㈱オカヤマイエローハット

木村　智子さん（上道地区）㈱プラスワンやまぐち

宗藤　広明さん（建部地区）景山産業㈱

もしものときに備えて、共済制度をオススメしています。
商工会で加入手続きができるので、詳しくはお問合せください。

オススメの共済制度

○小規模企業共済制度
　事業主のための国の退職金制度・節税につながります。
○経営セーフティ共済制度（中小企業倒産防止共済）
　取引先がもしもの時の資金調達・節税対策にも！
○中小企業退職金共済制度・特定退職金共済制度
　従業員の退職金制度
○商工貯蓄共済制度
　貯蓄・保険・融資が一体。医療保障特約、人間ドック助成金あり。
○福祉共済制度
　けが（個人賠償責任保険が付加）・がん・生命保障に対応。

ゼロからはじめるやさしい 経営計画書作成支援セミナーを開催

※前年の決算・申告を電子申告で行われた方
　には、申告用紙が郵送されません。
　
平成28年分の申告から

が必要です！！

新規加入
会員紹介

平成28年7月から平成28年11月の間に
会員として加入された皆様です。
よろしくお願いします。

【一宮地区】
●お節介クラブ  鳥越良光……仲人業
●牧野鉄工所  牧野靖宏……石材用機械製造
●子育て応援はぐはぐ　　　　  永木香織……保育園
●㈱三宅防水工業  三宅史朗……防水工事業

【津高地区】
●㈱ＡＣＴＩＶＥ  菊池哲也……解体業
●ＭＴカンパニー  黒田昌美……ニンニク加工品製造業
●村上四郎  ………………土木工事業

【御津地区】
●ＣＫレンタカ・リース  近兼義則……レンタカー
●杣耕社（そまこうしゃ） 山本耕平……建築業
　

　岡山北商工会では本年度、経営発達支援事業の一環として「地域経済動向調
査」に取り組んでいます。この調査は、地域の商工業者がその存立の基盤となる
地域経済について分析調査を行い、地域経済のなかで新たな需要を見つけ、需
要を喚起するための事業に取り組むための基礎資料として活用するものです。
　今回の調査では、岡山北商工会管内の一宮、津高、御津、建部、上道地区に絞
り込んだデータの収集と分析を行い、地域の経済特性を把握した上、報告書に
各地域の新たなビジネスチャンスの一例を示しています。
　例えば、一宮、津高、上道地区では人口が安定的で、①小規模事業者にとって
従来型の商業・サービス業の環境が魅力的であり、少ない投資で開業が可能な
ことから、創業へのハードルが比較的低い。②平成４２年まで一貫してシルバー
マーケットの増加が見込まれることから、この分野でのビジネスチャンスが大
きい。③近郊型住宅地として発展してきたため、住宅リフォーム・修繕の需要が
見込める。などの分析結果が示されて
います。
　岡山北商工会は、今後も新たなデー
タの収集・分析を加え、内容の充実を
図っていく予定です。なお、今回の調査
報告書は、岡山北商工会のホームペー
ジ上で公開しますので、新たなビジネス
の創造にお役立てください。

需要が集中する都市部において、岡山北商工会管内の小規模事業者が取り組む６次産業化及び地域資源を活用した
特色ある商品の販路を開拓するため、関西の大型店や商店街と連携してテストマーケティングを実施しました。

　今まで「経営計画」について深く知る機会がなく、「経営計画書」を作成した
ことがない経営者を対象として、経営計画を作成する意義や支援制度の活用
について理解を深めていただく「やさしい経営計画書づくりセミナー」を岡山
北商工会本部、一宮支所、上道支所で開催しました。
　３回の開催で、３３名のやる気ある経営者の方々が参加され、皆さん講師の
説明を熱心に聞き入り、自社の新たな取組みについて深く考えておられました。
　岡山北商工会は、こうした経営者の方に寄り添った伴走型支援を実施し、やる気ある元気な企業づくりを強力
にサポートしています。（11月8日 上道支所、11月9日 本部、11月11日 一宮支所  開催）

UP!UP!
　商工会等の推薦によって、経営改善に必要な資金を無担保・無保
　証人・低利率で日本政策金融公庫から受けられる融資制度です。
　公的融資制度を活用して、経営のレベルアップを図りましょう!!

担保・保証人無担保・無保証人
※信用保証協会の保証も不要

創業・起業のポイントは
「計画」「資金」「手続き」です。

●インタビュー

STEP1 計画策定
①「事業計画の策定」
②「必要設備や物件の調達計画」

STEP2 資金計画
①「自己資金の確保」
②「ビジネスの流れをシミュレーション」

STEP3 手続き
①「事業（会社）の形態を決定」
②「届け出・申請・手続き」
③「許認可を受ける」

起業・創業アイディア創出のコツ
①一人で考えず、周りの人に話してみましょう
②アイディアはたくさん出しましょう
③課題意識を持ちましょう

詳しくは岡山北商工会へ！！

　イタリア生まれのマルコ・ジェノニさんが注文を受けてから焼く、持ち帰り
ピザ専門店が建部地区にオープンして１年半になります。マルコさんは、イ
タリアの最北のアルプス山脈の麓、ヴァルテッリーナ地方にあるソンドリオ
という街で生まれ、18才のとき最も優れたピザ職人の１人に出会い、地元の
ピザ屋で働いていました。マルコさんは、「10円をムダにする人は100万円
を失う」、「道具や機械を大事にして、長く使う」ということなど経営の基本を店主から学びました。
　やがて、店主の勧めで商工会（イタリアにもある）主催の技術レベルアップコースを受講し、ピザ職人の資格を

取得した後、イギリスやスイスのピザ屋で働いていたとき、休暇で訪れた
ローマで留学していた麻利子さんに出会います。その後、麻利子さんは日本
に帰国しましたが、５年間の遠距離交際を経て結婚、建部に住むことになり、
平成26年6月、「ピッツェリア  マル屋」を開店したのです。
　建部地区で開店して困ったことは、「ピザを知らない年配の人に説明する
のが難しかったこと」、嬉しかったことは、「生まれて始めてピザを食べた年配
の方から「おいしい！」と言われたこと」だそうです。
　サラリーマンの家庭に育った麻利子さんは商工会を知らなかったそうです
が、イタリアでは子供の頃から将来の職業について話し合うことが多く、大
人から子供まで、商工会が認知されているようで

す。麻利子さんは、「創業した当初は、記帳や税金の申告をしなければならないと思うと
不安でしたが、商工会の職員の方にわかりやすく説明してもらって、気持ちが楽になり
ました。様々な方と繋がりができ、商工会に加入してよかった。」と言われます。
　夢は、テーブルといすを置いて、その場でピザを食べることができる「ピッツェリア」を
開き、イタリアと日本が融合したマル
屋ならではのピザを味わってもらうこ
と。最後に、「建部で育った人が『子供
のとき食べておいしかったのは、マル
屋のピザ！』と言ってもらえるように
がんばります！」と夫婦揃っておっ
しゃった笑顔が素敵でした。

建部地区で創業！
「ピッツェリア マル屋」

調査対象／フルーツ

ヒアリング結果

ヒアリング結果

１０月１日（土）～２日（日）
１０：００～１８：００

西宮北口は、関西圏「住みたい街ランキング」でNo1の人気の街、客
層はファミリー層を中心とした幅広い年代で、約１万人/日が利用する
商業施設

●皮ごと食べるのに慣れていないので、どの種類も皮は食べない。
●パックだとお得なのでうれしい。
●見た目より味を重視したい。

調査対象／管内地域資源（しいたけ、ぶどう、豆乳、ヨーグルト）
１０月９日（日）～１０日（月）
１０：００～１８：００

大阪を代表する商店街の一つ、客層はファミリー層
や近隣住民で幅広い年代、約１万人/日が利用する商店街

●賞味期限が短い商品は、老夫婦２人では使い切れない。
●ぶどうは種なしで薄皮、ひと口で食べきれるものが良い。ここまで品種が多いと知らなかった。
●ぶどう一房1,800円という価格は、贈答用。数百円のパックなら家庭用。
●しいたけやキクラゲは、価格は安いと感じるし、産地もはっきり分かるので安心。
●こだわりある地域の特産品であれば、市販の物より少し高くても気にせず買いたいと思う。

イズミヤ西宮ガーデン店（兵庫県西宮市）

千林商店街　ふれあい館（大阪市旭区）

オススメの共済制度オススメの共済制度

地域経済動向調査

決算・確定申告の時期が近づいてまいりました。
岡山北商工会では、個人事業者の所得税、消費税の確定申告指導を下記日程のとおり実施します。
予約制ですので、ご希望の方は事前に岡山北商工会各支所までご連絡ください。

会　　場会　　場 開 催 日 程開 催 日 程 開 催 時 間開 催 時 間
＜一宮地区＞

商工会 一宮支所
＜津高地区＞

商工会 津高支所
＜上道地区＞

商工会 上道支所
＜御津地区＞

商工会 本部会館
＜建部地区＞

商工会 建部支所

2/9（木）・2/13（月）・2/17（金）・2/23（木）・2/27（月）
3/2（木）・3/7（火）・3/10（金）
2/10（金）・2/17（金）・2/23（木）
3/2（木）・3/9（木）
2/8（水）・2/10（金）・2/13（月）・2/15（水）・2/22（水）・2/28（火）
3/7（火）・3/13（月）
2/13（月）・2/15（水）・2/20（月）・2/24（金）
3/1（水）3/6（月）・3/8（水）・3/13（月）
2/13（月）・2/21（火）・2/27（月）
3/3（金）・3/10（金）

派遣税理士による決算申告相談会
～消費者視点からの「売れる商品づくり」の調査～

関西でテストマーケティング

ピッツェリア マル屋
■住　　所　岡山市北区建部町品田1328-98
■T　E　L　086-722-0273
■営業時間　11：30～20：30
■定 休 日　火・水曜
■ホームページ　www.pizzeriamaruya.wordpress.com
　　　　　　www.facebook.com/pizzeriamaruya

マル経
融資とは

メリット1

メリット2 低利率！利率1.16％（平成28年12月１日現在）
※こちらの利率より利子補給が行われます

メリット3

メリット4 融資限度額
最大2,000万円以内

岡山市による利子補給
最初の１年間は１%分の利子が補給されます
※一部ご利用できない場合があります

メリット5

返済期間　運転資金　７年以内（うち据置期間１年以内）

　　　　 設備資金 10年以内（うち据置期間２年以内）

さ
ら
に

お気軽に商工会までお問い合わせください♪

保証不要！

長期返済可能！

事業資金の調達ができ、更に
取引先、金融機関からの信用力がアップ
　　　　　それが『マル経融資』です。

ケイ ユウ    シ

ジェノ二ご夫妻

TEL 086-724-2131

岡山北商工会は身近な
創業・起業相談窓口です。

創業
起業

  9:00～16:00

  9:30～16:30

13:00～16:00

10:00～17:00

  9:30～16:30
マイナンバーの記載　＋
  本人確認書類の提示又は写しの添付

（掲載希望者のみ）


