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２　級 別役奈々瑚
３　級 河本　美遥
 林　　莉奈
 星島　悠乃
５　 級 榎本　　葵
８　 級 榎本　　栞
 北瀬　栞菜
 道満美優菜
９　 級 三井希菜美

第1 8 6回
（順不同・敬称略）

第1 8 7回
（順不同・敬称略）

１　級 重面　愛海
２　級 影山　愛佳
 影山　陽香
３　級 大森康二郎
４　 級 藤坂　茉優
 別役　柊輔
６　 級 齋木　奏佑・河本　翔太
 坂元　凛香
７　 級 髙田　詩乃
９　 級 村上　幸輝・道満美優菜

平成29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勤労者福祉セ
ンターで挙行されました。
　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。

奥西　初枝さん（一宮地区）　㈱一宮保険事務所
中村　将人さん（津高地区）　東中国産業㈱
石田　和夫さん（上道地区）　内海プラント㈱
下原　武志さん（御津地区）　池上自動車工業㈱
福田　孝史さん（建部地区）　㈱アサヒ測量設計事務所

需要が集中する都市部において、岡山ならではの特色ある商品の販路を開拓するため、大阪の商店街や東京のアンテナショップ
と連携して展示即売会・テストマーケティングを実施しました。

実施日　平成２９年１０月７日（土）～８日（日）
場　所　大阪千林商店街ふれあい館

◇全国商店街３０選に選ばれる大阪を代表する商店街
◇客層はファミリー層や近隣住民で幅広い世代

「秋の特産品フェア」と題し、マスカット、しいたけ、にんにく製品、
米粉ブラウニー、各種ヨーグルト等の展示即売を実施しました。

実施日　平成２９年１１月１７日（金）～１９日（日）
場　所　とっとり･おかやま新橋館

◇鳥取県と岡山県が共同で運営するアンテナショップ
◇ＪＲ新橋駅前の好立地（週末は１日約１５００人来店）
◇客層は平日は会社員、土日は中高年層が中心

「晴れの国おかやま産 特産品フェア」と題し、饅頭、生かりんとう、
緑茶、黒豆茶、紅茶等のテストマーケティングを実施しました。

大阪：千林商店街ふれあい館（大阪市旭区）

東京：とっとり･おかやま新橋館（東京都港区）

創業実態調査レポート
～販路開拓支援・テストマーケティングを実施～ ＝創業しやすい岡山北商工会エリア＝

大阪：千林商店街ふれあい館　東京：とっとり･おかやま新橋館

●創業者紹介

　平成29年２月に津高地区に創業開店された「菅野そば処ひじり庵」をご紹
介します。
　店主の伊藤若葉さんは、７年前に東京の和蕎麦屋で勤務していた際、和蕎
麦に魅力を感じ、おいしい和蕎麦を岡山の人たちにも食べてほしいとの想い
が強くなり、以来２年間、岡山での和蕎麦屋の創業に向け、東京都内の名店を食ベ歩きながら，和蕎麦の研究をし
ました。
　『母のような中高齢者が気軽に立ち寄れ、安らぎのひとときを提供したい。』と創業を決意し、開業準備を進め
るため５年前に帰岡。家業の飲食店に従事しながら調理技術習得及び提供メニユーの開発等、創業にむけた準
備を進めてきました。

　当初は、店舗を岡山市街地で借りての開店を考えていましたが、家賃が高く
採算面で断念。津高地区菅野に古民家を所有していたものを改築し、高齢者
の方でも利用しやすいよう、座敷席ではなく椅子でのテーブル席やカウン
ター席の店舗にしました。
　ランチメニューがメインで、毎朝店で打つ自家製の和蕎麦は、オリジナル配
合の蕎麦粉を使用し、弾力のある食感を楽しめます。そば以外にも「デミカツ」
や天ぷら、親子丼などのメニューを取り揃え、和食のメニューも人気です。
　開店当初のＰＲについては、折込チラシ、ポスティングにて情報発信を行な

い、認知度向上に取り組みました。また、タウン情報誌やテレビ等のマスコミでの報道により、より良い滑り出し
ができました。
　創業準備にあたり、地元商工会並びに商工会連合会に創業計画書作成支援を受け、創業補助金を活用するこ
とができました。また、商工会のRSKラジオ番組“元気かい商工会”を利用し
岡山県下に宣伝することもできました。
　最後に、「海外で日本食が
ブームになっているので、和
蕎麦も外国人の方に食べてい
ただければと思っています。」
と伊藤さんは将来の夢を語っ
てくれました。

津高地区で創業！
「菅野そば処ひじり庵」

「菅野そば処ひじり庵」
■住　　所　岡山市北区菅野2879-1
■T　E　L　070-5304-2266
■営業時間　11:00～16:00
■定 休 日　木曜日
■ホームページ　http://hijirian-okayama.com/

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

マル経
融資とは

メリット1

メリット2 低利率！利率1.11％（平成29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

※相談は無料です。相談員は税理士で、個別面談方式で行います。
※相談をご希望の方は開催場所商工会支所にご連絡のうえ、
　相談日程をご予約下さい。

日　　時日　　時 場所場所 連絡先☎連絡先☎
１月15日（月）
２月８日（木）
２月８日（木）
２月９日（金）
２月９日（金）
２月15日（木）

10：00～17：00
 9 ：00～16：00
 9 ：30～16：30
 9 ：30～16：30
13：00～16：00
13：00～16：00

御津（本部）
一宮支所
建部支所
津高支所
上道支所
上道支所

724-2131
284-0397
722-0405
294-2345
297-2058
297-2058

消費税軽減税率導入個別相談会
　平成31年10月１日から消費税率の引き上げと同時に軽減税率が導入される予
定です。この消費税軽減税率導入に関しての事業者向け個別相談会を下記の日
程で開催します。
　消費税軽減税率導入に係る事業所の対応について、税務上の個別相談をご希
望の方は下記の日程で相談会を開催しますのでご利用ください。

相談会日程

平成29年７月から平成29年12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】
●吉川鉄筋 吉川達也 鉄筋工事業
●コバコカラー 吉原孝志 デザイン業
●杉田建運 杉田　大 土木工事業
●にしからかわ接骨院 竹内悟市 接骨院
●㈱テイクシータ 竹下達也 自動車用品販売
●NTS 西谷圭貴 ガス器具設備工事業

【上道地区】
●Ｋ．Ｔｅｃｈ（ケイ．テック） 谷隅佳太 機械設計業
●T&K エンジニアリング 金築忠典 電気設備工事業
●玉串工業 玉串和也 とび工事業
●㈲あくら 安倉禎彦 不動産管理・パン小売

（掲載希望者のみ）

【津高地区】
●花恋㈱ 難波利憲 生花卸・小売り業

【御津地区】
●おかやまオーガニック 川越通弘 食品加工業
●有限会社玉松工業 田中髙夫 土木・舗装工事業
●㈲吉備路オーガニックワーク
　くぼ農園 林　賢治 観光農園
●ＲＳシステム 立古政志 軽運送業
　

【建部地区】
●一級建築士事務所
　ＳＨＯＫＡＮ　design 大塚尚幹 建築設計事務所

　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「創業実態調査」に取り組みました。
　この調査は岡山北商工会エリアで創業する魅力や、創業
のしやすさについて調査したもので、岡山市内中心部・周
辺部などと、岡山北商工会エリアの比較から地域別、業種
別に創業のしやすさ、地域別の事業環境、創業の場所選び
の際のポイントなどについてまとめています。
　業種としては、創業しやすい業種として①飲食店　②持ち
帰りサービス業　③教育学習支援　④福祉・介護　⑤理美
容業などについてまとめてあります。

　冊子は全体で約 80 頁ほどになりますが、わかりやすく伝えるためにダイジェスト版（カラー６頁）を作
成しました。ダイジェスト版は税理士会、金融機関、各種支援機関等を通じて配布させていただいています。
　商工会の本部、各支所には冊子・ダイジェスト版それぞれを備えてあり、無償で配布しています。また、
岡山北商工会ホームページでも公開していますので創業を考えている方は、是非ご活用下さい。

　商工会では計画性を持った経営を行う『計画経営』の普及をおこなっています。
それぞれの事業者の方が事業を発展・継続させるなかで、基本となる経営計画を作
成し、その計画に基づいて事業経営に取り組んでいこうとするものです。
　こうした経営計画を作成するために、一定の手順を追って自社の経営を検討する
ことで計画が完成する様々な支援ツールがあります。
　商工会では経営計画を作成する支援ツールを活用して、事業者の方の経営計画
づくりを支援しています。

　　□自社の経営・戦力を整理したい
　　□次代に事業・ノウハウを繋げたい
　　□販売を開拓し、売上を拡大したい
　　□強みを活かし新事業展開を成功
　　　させたい
　こうした悩みをお持ちの方は「事業価値を
高める経営レポート」の作成等を通じて経営
課題の解決に取り組んでください。
　商工会では事業者の方に対して、個別に
経営課題解決の支援を行っています。

新規加入
会員紹介

創業・起業のポイントは
「計画立案」「資金調達」「各種手続き」です

STEP1 計画立案
①骨子となる事業計画の策定
②必要設備等の投資計画の策定
STEP2 資金計画
①自己資金の確保
②資金調達方法の検討
③返済シュミレーション
STEP3 各種手続き
①事業の形態(個人・法人)を決定
②届出及び申請手続き
③事前に許認可を取得
企業・創業アイディア創出のコツ
①自分目線ではなく、「お客様目線」で考えましょう
②ひとりで考えず周囲の意見を参考にしましょう
③課題意識を持ってアイディアを考えましょう
④アイディアや意見はたくさん出しましょう

岡山北商工会は、身近な
相談窓口として創業・起業の
サポートを実施します！

詳しくは岡山北商工会本部・各支所へ！！

売上げをも
っと

伸ばしたい
なぁ…

業務がマンネリ化しているなぁ… 後継者が見つからないなぁ…

人が辞めな
い

会社にした
い

なぁ…

派遣税理士による決算・確定申告個別相談会
　商工会では個人事業者の所得税、消費税決算・確定申告個別相談会を下記の日
程で開催します。
　事業所得、消費税の決算・確定申告について税理士との個別相談をご希望の方
は岡山北商工会各支所にご連絡ください。

日
2/11

2/18

2/25

3/4

3/11

月
2/12

2/19
御津
建部
2/26
一宮
津高
3/5
津高
御津
3/12
建部

火
2/13
一宮

2/20
御津

2/27
御津
建部
3/6
一宮

3/13
上道
御津

水
2/14
御津

2/21

2/28

3/7
上道
建部
3/14

木
2/15
津高

2/22
一宮

3/1
一宮・上道
津高・御津

3/8

3/15

金
2/16
一宮

2/23
上道

3/2

3/9
一宮・津高

御津
3/16

土
2/17

2/24

3/3

3/10

3/17

※相談は無料です。相談員は税理士で、個別面談方式で行います。
※相談をご希望の方は開催場所商工会支所にご連絡のうえ、
　相談日程をご予約下さい。

相談時間 一宮支所（9：00～16：00）　 津高支所（9：30～16：30）
 上道支所（13：00～16：00）  御津（本部）（10：00～17：00）
 建部支所（9：30～16：30）

　冊子は全体で約 80 頁ほどになりますが、わかりやすく伝えるためにダイジェスト版（カラー６頁）を作

❶経営レポートの作成を通じて経営の悩みを解決します。
❷これからの経営方針決定、計画の立案に大きく役立ちます。
❸事業内容や成長性を重視する事業性評価に対応します。

事業の
棚　卸

経営方針
の 決 定

計 画 の
立案・実施

※詳しくは商工会へお問い合わせ下さい。

経営者の皆さん！ 売上や後継者などの不安解消は
経営レポート作成で現状や課題の「棚卸し」から!!

すが の




