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情 報
満 載!

①地域情報
　地域に根差したイベント情報等を随時発信しています。週末
どこへ行こうかな？と思った時にはのぞいてみてください。

②事業や商品・サービスの PR
　無料の HP 作成ツールを使った会員事業所ホームページを運
用しています。気になるお店はここでチェック。

③求人情報掲載
　会員事業所の求人情報を随時掲載しています。

④商工会からのお知らせ
　講習会や個別相談会などの予定を随時、ご紹介しています。
創業や販路開拓など、たくさんのテーマで講習会をご用意して
います。
⑤会員企業バナー
　トップページに無料で企業バナーを掲載しており、クリック
で会員事業所のホームページをご覧いただけます。

岡山北商工会 で 検 索 

http://okayamakita.jp

岡山北商工会では、
皆さまの経営のサポートを、
この夏もアツく行っています !!

スムーズな事業承継を目指しましょう！

岡山北商工会 Facebook
ページをチェック！

　岡山北商工会のFacebookをぞくぞく更新中です！
　最新のセミナー情報や実施速報、最新の補助金情
報、商工会管内のイベント案内や青年部女性部活動レ
ポートなど、岡山北エリアの「いま」を紹介する豊富
で旬な情報を、週２回ペースで更新しています。ぜひ
フォロー、いいね！をお願いします。

岡山北商工会　Facebook 検 索 

　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30年７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

事業承継相談は商工会にご相談ください。８月に事業承継セミナーを開催予定！

　草花や鉢植えの生産販売を行っておられます。カーネーション、シクラメン、パンジー、ビオラを中心に
年間15万本を生産、花屋さんや一般の方向けに販売しています。2002年に先代の修一さんが創業、今年に
入って事業主が修一さんから息子の芳宏さんに変わられました。従業員はご家族とパートさん2名です。芳
宏さんに事業承継についてお聞きしました。
Q事業承継のきっかけは？
A４年前に結婚し、新たに花の加工品（プリザーブドフラワーなど）の生産にも取り組みたいと思ったから
です。父が高齢になっていることからも必要性を感じていました。
Q商工会に相談した事は？
A事業承継にあたっての税務相談と、提出しなくてはならない書類について教え
ていただきました。
　他にも、取引先への挨拶や販売促進についても丁寧に教えていただきました。
補助金や融資制度など、役立つ情報を逐一教えてもらい助かっています。
Q今後の夢は？
A直売所を設けて一年中さまざまな種類のお花をご提供したいです。遠くからも
訪ねてきていただけるお店にしたいと思っています。お客様から笑顔と「あり
がとう」のお言葉をもっといただけるよう頑張ります。

　事業主の高年齢化が進行しており、全国平均で60歳を超えています。
　事業所に後継者がいない、もしくは引き継ぐ準備ができていないことにより、廃業に至る
ケースが増えています。地域経済を下支えする事業所数が年々減少することは、地域にとって
深刻な問題となっています。
　地域の活力の源である事業所の経営を次世代に引き継ぐ「事業承継」対策は急務です。
　岡山北商工会でも様々な支援策を通じて事業承継についてご相談いただける体制づくりを
行っています。

今年もアツい夏がやってきた！

事業承継セミナー

講師　事業承継コーディネーター

　　金原　光広 先生

場所　岡山北商工会 本部
　　　（岡山市北区御津宇垣1630-1）

 

８月22日（水）

８月29日（水）

９月 ５ 日（水）

開催時間

19：00
　

21：00

　

事業承継のかんどころ～現状把握と共有

事業承継の成功へ、課題の認識と共有

事業継承計画の骨子をつくってみよう

内　　容日　　時

〜

受講料
無料!!

※セミナー開催後、９月に個別相談会を行います。

絵：津高地区　末廣麻信さん

事業承継のプロフェッショナルによる、
ノウハウが詰まった３回シリーズの
セミナーです。
これをきっかけに、事業承継への準備を
すすめましょう。

新規創業・記帳指導・税務・事業資金・経営計画作成・補助金活用etc…　最寄りの岡山北商工会へ！
一宮支所

岡山市北区楢津650番地１
TEL（086）284-0397

本部（御津）
岡山市北区御津宇垣1630番地１

TEL（086）724-2131

津高支所
岡山市北区吉宗６７６番地１
TEL（086）2９４-２３４５

上道支所
岡山市東区楢原４６５番地９
TEL（086）２９７－２０５８

建部支所
岡山市北区建部町福渡４７３番地１

TEL（086）７２２-０４０５

夏休み「まちゼミ」Kids
第４回　得する街のゼミナール  in  岡山市北

開催期間：７月21日 土 ～８月５日 日
　「まちゼミ」とは、商店と消費者との交流を通して、商店のファンづくりと地域活性化を図ることを目的
に、店主やスタッフが講師となり、プロならではの専門的知識や情報、コツを無料で受講者（消費者）にお
伝えする少人数のゼミナールです。
　今回の「まちゼミ Kids」は、小学生等と保護者を対象に開催し、毎年大変ご好評をいただいています。
　今年度も開催いたしますので、ぜひご参加ください。
開催内容はこちら→　http://okayamakita.jp/machizemi/

岡山北商工会

※７月中旬情報公開予定
主　　催　　岡山北商工会　　後　援　　岡山県、岡山市、岡山市教育委員会

昨年の様子

創業支援も岡山北商工会におまかせください
　創業にあたっての様々な手続き、経営計画作成等のご相談を個別に受け付けています。創業
セミナーや個別相談会も行っています。
　岡山北商工会エリアで創業をお考えの方はぜひご相談ください。

　名古屋でサラリーマンとして配管工事業に携わり、2015年に開業しまし
た。住宅の配管や工場・高速道路設備等の点検修理を行っています。
　開業にあたっての手続きが何もわからなかったときに、商工会で関係先に
提出する書類をすべて教えてもらえました。
　開業以来、商工会の記帳代行支援を利用しています。日々の帳面付けから
確定申告まで、親身に相談にのっていただけます。一人で仕事をしているの

で、早朝からや泊りでの仕事も多く、事務作業にまで手が回らない中、取引のデータ入力を代
行していただいています。財務諸表まで作ってくださるのは助かります。
　申告結果についてもわかりやすく丁寧に説明していただけるので、決算書の数字の意味も少
しずつ分かるようになってきました。
　今では絶対の信用をもってお任せしています。今後、法人化などを検討するようになった時
も、専門家派遣相談などで商工会のお世話になりたいです。
　地元のお役に立ちたいと思っておりますので、ご家庭の水回りから工場の配管まで、ご相談
は宮田工業までどうぞ。

創業者支援
事例紹介

宮田工業【上道地区】　　　　　　　 住所：岡山市東区浦間111
設備工事業　　代表　宮田　裕一さん　　TEL：086-238-7197

　岡山北商工会では、国や地方自治体等が募集する、経営に役立つ各種補助金の申請支援と採択後の実行
支援（伴走型支援）を行っており、会員の方も積極的に取り組まれています。
　国の「小規模事業者持続化補助金」を事業の広報費にうまく活用し、販路開拓に取り組まれた会員事業
所をご紹介します。

Qきっかけは？
A工場の増設にともなう設備融資について商工会に相談した時に、補助金を活用し
てはどうかと勧められました。

Q取り組み内容は？
A積極的に企業を訪問して営業活動を行うことで取引先を増やしたいと考えてお
り、広告・宣伝の強化の必要性を感じていました。商工会の支援を受けながら持
続化補助金申請書を作成し応募しました。

　　無事に採択されたので、新事業「大型貨物車の法定３か月定期点検出張メンテ
ナンス」のPR看板・チラシの作成、設置・配布を行いました。

Q取り組みの効果は？
A広報効果もあり、直近期末の売上は前年より３割増加しました。
　　新事業もお客様から定期的に依頼されるようになり、着実に実績を積み上げて
います。

Q取り組んでみてのご感想は？
A商工会の方にお手伝いいただきながら自分の思いを文章にし
て、経営計画書を作りました。計画作りを通して、改めて自
社の経営課題を認識することができました。

　　自らにもやる気と意欲が生まれたことに加え、新たな事業
展開を考えるきっかけとなりました。 チラシ看板

上手な補助金活用で事業に活力を！

取り組み
事例ご紹介

㈲武田自動車【御津地区】　　　　　　　　  住所：岡山市北区御津伊田49－１
自動車整備業　　代表取締役：藤原　重明さん　　TEL：086-724-0070 

外観

取り組み事例
のご紹介

砂田園芸【一宮地区】      　　　住所：岡山市北区尾上
製造小売業　　代表：砂田　芳宏さん　 Ｔｅｌ：086－289-6041
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平成30年度通常総代会が開催されました

青年部
次世代を担う若き経営者として
研鑽・成長します

経営センスを磨く研修会や講習会

清掃作業での地域貢献活動 仲間と家族の親睦をはかる交流会 経営に関する講習会

　商工会青年部は、自己研鑽、事業
情報ネットワークの構築、部員相互の
交流、地域振興事業などの様々な活
動を通じて、地域産業と地域経済の
発展を目指しています。

　学びたいテーマについての研修会を自ら企画し
開催する事で、経営者としてのセンスを養い、互い
に切磋琢磨しています。
　地域貢献活動等の機会や交流大会を通して全国
規模での幅広いネットワークを構築し、少子高齢化
社会における地域の担い手として、地域を支え続け
ます。
●加入資格
　商工会の会員（法人で
はその役員）もしくはその
親族であって、その事業に
従事している満４５歳以下
の男性・女性の方

　商工会女性部は、経営に携わる
女性として知識と教養を深めつつ、
女性の特徴を生かした、魅力ある
地域づくりを目指した各種事業を展
開しています。

　地域のリーダーとして様々な活動を行い、地域
商工業の発展を支えるよき協力者として活躍して
います。
　花のある潤いのある町づくりのための花壇植栽
活動、ボランティア活動など、女性ならではの視
点で事業に取り組んでいます。
●加入資格
　商工会の会員（法人
の場合、その役員）もし
くはその配偶者または商
工会の会員の親族であっ
て、かつその事業に従事
している女性の方。 地域イベントへの参加

部員同士の交流を深め、
教養を高める事業

　岡山北商工会では、専門家を活用した新商品開発支援や、展示会・商談会等の情報提供を行っています。たとえば、東京の
アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」への出店支援や、大都市圏でのテストマーケティングの機会を設けること等
です。
　地域の魅力ある商品づくりと販路開拓をお手伝いしています。

　お茶商品の開発・販売を行っておられます。社長の尾崎さんはPCメーカー勤務時代に出張先の中国や台湾で飲んだお茶と
の出会いをきっかけとして、茶葉の加工や流通を学ばれました。退社後、健康茶のプロフェッショナルとして今の会社を設立
されました。
　平成23年にはインターネットでの通販を開始、「がぶ飲み黒烏龍茶」が累計7万袋販売のヒット商品となりました。世の中
のニーズに応じた商品開発に取り組んでおられます。
　平成29年に岡山北商工会の支援で経営革新計画認定を受け、新工場兼店舗を建設されました。
　その後、東京にあるアンテナショップでのテストマーケティングを行いました。
　支援を受けてのご感想を尾崎社長にお伺いしました。
Q商工会の販路開拓支援事業や、テストマーケティング機会の提供についてどう思われていますか。
A商工会からの提案で行った、東京・新橋にあるアンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」での店頭実演販売によるテ
ストマーケティングは、本当に有意義でした。
　　今まで、エンドユーザーであるお客様ひとりひとりから当店の商品について、直に声を聞く機会はありませんでした。
　　これまでは40～50代の女性をターゲットとしてお茶商品を企画開発していました。その年代の方々にご好評いただける
と思っていたところ、実際には若い20～30代の女性の方にも当店の商品に興味を持っていただけました。若い方には特に
フルーツの香りがするお茶（フレーバーティー）が人気でした。
　　アンテナショップでは鳥取や岡山のフルーツを使った多くの特産品が取り扱われており、首都圏で販売するには当社の商
品パッケージやイメージ戦略について多くの改良の余地があると感じました。
Q今後の展開は？　
A商工会を通して専門家の方にご相談するなどして、さらに商品を洗練させたいです。店頭での試飲販売を充実させ、地元で
のPR機会をもっと多くできればと思います。

※受験前・受講前の申請が必要です。

岡山北商工会
資格取得助成金制度

全
国
商
工
会
珠
算
検
定
試
験
合
格
者

２　級 大森康二郎
４　 級 榎本　　葵
５　 級 齋木　奏佑
 坂元　凛香
６　 級 榎本　　栞

第1 8 8回
（順不同・敬称略）

第1 8 9回
（順不同・敬称略）

３　級 大森健太郎
 別役　柊輔
４　 級 早島優佳理
 占部　雄太
 井上　響大
５　 級 森　　央翔
 三井　涼歩
７　 級 榎本　　栞
 村上　幸輝
 三井希菜美
 道満美優菜
 北瀬　栞菜
９級 細田　実優

（事務局長１名、経営指導員８名、職員6名　計１5名）

岡山北商工会事務局

事　務　局　長

支　援　課　長
(主任経営指導員 )
支 援 ２ 課 長
(主席経営指導員 )

経 営 指 導 員

主　任　職　員

経 営 指 導 員

主　　　　　事

本　部

　

　御津

杉山　正樹

山辺　信義

岡田　靖彦

小原　昌明

森　　典子

湯浅　恵美

奥田　清一

支援２課長補佐
(主任経営指導員）

主　任　職　員

経 営 指 導 員

主　任　職　員

経 営 指 導 員

主　幹　職　員

経 営 指 導 員

主　　　　　事

一宮
支所

津高
支所

上道
支所

建部
支所

岡口　功治

笠原　千恵

瀧本　三枝

山本小紀子

大治　一司

岡　　千世

浅田　敬文

菅　　睦子

氏　　名職　　名所　属 氏　　名職　　名所　属

みなさまのサポートは私達におまかせください !!

新職員紹介

本部
支援課長
山辺 信義

  Nobuyoshi Yamabe

　人事異動で４月より岡山北商工会で
勤務しています。18年前に数年間、
旧津高商工会で勤務しました。懐かし
い印象もありますが、しばらくは不慣
れでご迷惑をおかけすると思います。
　地域密着で、会員の皆さまと同じ目
線に合わせた伴走型支援を心がけ、一
つでも多くお役に立てるよう頑張って
いきますので、どうぞよろしくお願い
します。

一宮支所
支援２課長補佐
岡口 功治
Koji Okaguchi

　４月の人事異動で当会一宮支
所に配属されました岡口です。
何かと多忙ですが、誠心誠意対
応します。どうぞよろしくお願
いします。

　経営上で必要となる各種資格や免許、技能等の資質の向上を図ろう
とする会員事業所に、岡山北商工会が資格取得費の一部を助成するも
のです。当会オリジナルの、大好評いただいている助成金です。
１　助 成 対 象 者　本会の会員
２　資格取得対象者　会員である事業主（法人の役員を含む）又は会員事業所

に勤務する従業員（家族従業員を含む）
３　助成対象資格　本会が認める国家資格及び公的資格（３級以上）
４　助成回数・金額　①一年度に１事業所につき３名（３回）まで。

同一の者は年度中１回まで。
②助成金額は受験料・受講料の１／２以内で、1名につ
き10,000円が限度
③他の機関より助成金が支給される場合は、その助成金
を除いた金額の１／２以内

人気　
です！ 小規模企業共済加入するとおトク！

　小規模企業共済は、国がつくった経営者のための退職金制度です。
　制度に加入できる方は、個人事業主・共同経営者・会社等役員で、雇用さ
れている従業員（正従業員数）によって判断されます。

ご相談・お問い合わせ・ご加入手続き等は、岡山北商工会まで！

岡山北商工会優良従業員表彰
　岡山北商工会優良従
業員表彰式が５月22日
（火）、通常総代会の席上
で開催されました。

　当日は、会員事業所か
ら推薦のあった勤続15
年以上で、社業の発展に
貢献された優良従業員
10名の方々が表彰され
ました。おめでとうござ
います。

…

月額2,000円（1口）からで、貯蓄＋融資＋保障の3つの特色を
組み合わせた商工会員のための共済制度です。

商工貯蓄共済のお知らせ

共済制度についての詳しい説明は、岡山北商工会の本部・各支所まで。

★加入できる方
●個人事業所……………事業主とその家族、従業員
●法人企業………………会社、社長ほか役員とその家族、従業員
　年齢５歳６ヵ月以上65歳６ヵ月未満の健康な方
★加入期間と口数
●加入期間………………10年満期
●加入できる最大口数… 被保険者1人につき20口

★加入特典
●人間ドック（健康診断）経費の助成をします！
　５口以上の加入者または被保険者の方に人間ドック（健康診断）に要した経費に対して
　10,000円（福祉共済にもご加入の場合12,000円）を限度として、年１回助成します。
●無料法律相談
　★本共済制度の加入者であれば、どなたでも県連合会の顧問弁護士に相談できます。もちろん秘密厳守です。
　★相談内容に制限はありません。

平成29年12月から平成30年6月の間に
会員として加入された皆様です。

【一宮地区】
●ライフ電設 小野田康孝 電気工事業
●㈲技建産業 根木健二 産業廃棄物収集運搬
●長尾賢二税理士事務所 長尾賢二 税理士
●建築板金さとう 佐藤直斗 建築板金
●㈲Ｃ'est si bon（ローソン岡山楢津店） 平川征則 コンビニエンスストア
●㈱吉備の風 大田弘之 イベント企画
●錦司堂 井上博司 表具師
●岡山ケミカル㈱ 高艸清輝 業務用洗剤小売業

【上道地区】
●グロウス 右手辰典 プラスチック加工

（掲載希望者のみ）

【津高地区】
●翁美の里 里見貞代 観光農園
●㈱Ｇ・Ｓ 福田眞紀 造園施設管理
●目黒美由紀 目黒美由紀 美容業
●ラ・グランド・コリーヌ・ジャポン㈱ 大岡弘武 ワイン製造
●　 大倉通永 電気工事業
●㈱ＳＴＥＶＥ 谷口春太 美容業
●㈱永井 鈴村斎士 屋根工事業
●翔英建設 黒山英之 建設土木業（法面工事業）

【御津地区】
●浅生農園 浅生桂一 観光農園
●タイヤショップ　エース 田口勝己 タイヤ販売
●アイビー化粧品　ロング・ライフ 長壽美紀 化粧品小売業・美容業

新規加入
会員紹介

販路開拓・テストマーケティング支援を行っています

　５月22日火曜日、平成30年度岡山北商工会通常総代会が総代91名出席
（委任状含む）のもと、岡山市北区御津宇垣の岡山北商工会本部において開催
されました。
　吉次会長は開会挨拶として出席者に対し、商工会活動に関する日頃からの理
解と協力に謝辞を告げるとともに、基本方針のもと積極的に推進する今年度事
業に対しても更なる協力を要請しました。
　総代会に先立ち、優良従業員表彰式（受賞者10名）が執り行われ、続いて
横田護総代を議長に議案の審議に入りました。前年度事業報告並びに収支決算
書の承認に続き、商工会を取り巻く様々な課題解決に向けた対策を審議・可決
しました。
　また、３年の任期満了に伴う役員改選により新役員を選任しました。
　役職員一同、商工会員や地域の皆様とともに、本年度も商工業の振興と地域経済の活性化をめざしてまいります。
・・・基本方針・・
◆組織基盤の強化・機能の強化をはじめ多様な支援組織との連携を推進し、経営支援体制の充実や情報の発信力強化
に努める。
◆伴走型経営支援を実施することにより、事業者の持続的成長・発展や経営力強化、生産性向上に向けた取組の支援、
事業承継や創業支援にも積極的に取り組む。

・・・平成30年度事業計画重点事項・・・
◎『“繋がり”を大切に！』をキーワードに、商工会全体の活性化を！！
◎会員満足度の向上を図り、商工会全体の活性化を目指す
◎『経営発達支援事業』の効果と成果の創出を図る
◎『合併後の課題解決に向けた取組み指針』に基づく着実な実行と検証を行う
◎マル経融資の普及、まちゼミの実施、青年部・女性部活動

岡山北商工会新役員
役　職
会　長
副会長
副会長

理　事

監　事

氏　名
吉　次　立　身
三　船　勝　己
河　原　利　明
横　田　　　護
十　川　宣　登
長　尾　昭　二
道　下　忠　美
儀　間　　　剛
難　波　満津留
光　森　敬　祐
伊　丹　三保子
遠　藤　　　剛
垣　下　信　二
藤　原　重　雄
仲　原　　　隆
増　田　賢　二
水　田　浩　二
木　庭　巧太郎
小　西　　　徹
沼　本　信　治
甲　元　政　利
大　内　　　茂
田　中　将　生
片　山　賢　一
山　田　章　夫
橋　本　規　敏
下　野　雅　祥
小坂田　英　明
吉　次　雄一郎
鷹　取　明　美
小　野　勝　己
藤　原　　　清

地　区
津　　高
建　　部
御　　津

一　　宮

津　　高

上　　道

御　　津

建　　部

青年部長
女性部長
一　　宮
上　　道

女性部
魅力あるリーダーとして
知識と教養を深めます

取り組み事例ご紹介 ㈱リーフエッジ【一宮地区】　 　　　　　住所：岡山県岡山市北区楢津1432-1 
小売業　　代表取締役　尾崎　弘孝さん　　　　Ｔｅｌ：086-250-5355

○加入対象者
小売・卸売・サービス業等
※旅館・娯楽業は除く　　

・・・従業員５人以下

農林漁業・製造業・建設業
運輸業・旅館業・娯楽業等

・・・従業員20人以下

○おトク！Point！
　☆掛金は、全額が所得控除対象！
　☆受取時も税制メリット
　☆資金に困ったら、貸付制度が利用可能！
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平成30年度通常総代会が開催されました

青年部
次世代を担う若き経営者として
研鑽・成長します

経営センスを磨く研修会や講習会

清掃作業での地域貢献活動 仲間と家族の親睦をはかる交流会 経営に関する講習会

　商工会青年部は、自己研鑽、事業
情報ネットワークの構築、部員相互の
交流、地域振興事業などの様々な活
動を通じて、地域産業と地域経済の
発展を目指しています。

　学びたいテーマについての研修会を自ら企画し
開催する事で、経営者としてのセンスを養い、互い
に切磋琢磨しています。
　地域貢献活動等の機会や交流大会を通して全国
規模での幅広いネットワークを構築し、少子高齢化
社会における地域の担い手として、地域を支え続け
ます。
●加入資格
　商工会の会員（法人で
はその役員）もしくはその
親族であって、その事業に
従事している満４５歳以下
の男性・女性の方

　商工会女性部は、経営に携わる
女性として知識と教養を深めつつ、
女性の特徴を生かした、魅力ある
地域づくりを目指した各種事業を展
開しています。

　地域のリーダーとして様々な活動を行い、地域
商工業の発展を支えるよき協力者として活躍して
います。
　花のある潤いのある町づくりのための花壇植栽
活動、ボランティア活動など、女性ならではの視
点で事業に取り組んでいます。
●加入資格
　商工会の会員（法人
の場合、その役員）もし
くはその配偶者または商
工会の会員の親族であっ
て、かつその事業に従事
している女性の方。 地域イベントへの参加

部員同士の交流を深め、
教養を高める事業

　岡山北商工会では、専門家を活用した新商品開発支援や、展示会・商談会等の情報提供を行っています。たとえば、東京の
アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」への出店支援や、大都市圏でのテストマーケティングの機会を設けること等
です。
　地域の魅力ある商品づくりと販路開拓をお手伝いしています。

　お茶商品の開発・販売を行っておられます。社長の尾崎さんはPCメーカー勤務時代に出張先の中国や台湾で飲んだお茶と
の出会いをきっかけとして、茶葉の加工や流通を学ばれました。退社後、健康茶のプロフェッショナルとして今の会社を設立
されました。
　平成23年にはインターネットでの通販を開始、「がぶ飲み黒烏龍茶」が累計7万袋販売のヒット商品となりました。世の中
のニーズに応じた商品開発に取り組んでおられます。
　平成29年に岡山北商工会の支援で経営革新計画認定を受け、新工場兼店舗を建設されました。
　その後、東京にあるアンテナショップでのテストマーケティングを行いました。
　支援を受けてのご感想を尾崎社長にお伺いしました。
Q商工会の販路開拓支援事業や、テストマーケティング機会の提供についてどう思われていますか。
A商工会からの提案で行った、東京・新橋にあるアンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」での店頭実演販売によるテ
ストマーケティングは、本当に有意義でした。
　　今まで、エンドユーザーであるお客様ひとりひとりから当店の商品について、直に声を聞く機会はありませんでした。
　　これまでは40～50代の女性をターゲットとしてお茶商品を企画開発していました。その年代の方々にご好評いただける
と思っていたところ、実際には若い20～30代の女性の方にも当店の商品に興味を持っていただけました。若い方には特に
フルーツの香りがするお茶（フレーバーティー）が人気でした。
　　アンテナショップでは鳥取や岡山のフルーツを使った多くの特産品が取り扱われており、首都圏で販売するには当社の商
品パッケージやイメージ戦略について多くの改良の余地があると感じました。
Q今後の展開は？　
A商工会を通して専門家の方にご相談するなどして、さらに商品を洗練させたいです。店頭での試飲販売を充実させ、地元で
のPR機会をもっと多くできればと思います。

※受験前・受講前の申請が必要です。

岡山北商工会
資格取得助成金制度

全
国
商
工
会
珠
算
検
定
試
験
合
格
者

２　級 大森康二郎
４　 級 榎本　　葵
５　 級 齋木　奏佑
 坂元　凛香
６　 級 榎本　　栞

第1 8 8回
（順不同・敬称略）

第1 8 9回
（順不同・敬称略）

３　級 大森健太郎
 別役　柊輔
４　 級 早島優佳理
 占部　雄太
 井上　響大
５　 級 森　　央翔
 三井　涼歩
７　 級 榎本　　栞
 村上　幸輝
 三井希菜美
 道満美優菜
 北瀬　栞菜
９級 細田　実優９級 細田　実優

（事務局長１名、経営指導員８名、職員6名　計１5名）

岡山北商工会事務局

事　務　局　長

支　援　課　長
(主任経営指導員 )
支 援 ２ 課 長
(主席経営指導員 )

経 営 指 導 員

主　任　職　員

経 営 指 導 員

主　　　　　事

本　部

　

　御津

杉山　正樹

山辺　信義

岡田　靖彦

小原　昌明

森　　典子

湯浅　恵美

奥田　清一

支援２課長補佐
(主任経営指導員）

主　任　職　員

経 営 指 導 員

主　任　職　員

経 営 指 導 員

主　幹　職　員

経 営 指 導 員

主　　　　　事

一宮
支所

津高
支所

上道
支所

建部
支所

岡口　功治

笠原　千恵

瀧本　三枝

山本小紀子

大治　一司

岡　　千世

浅田　敬文

菅　　睦子

氏　　名職　　名所　属 氏　　名職　　名所　属

みなさまのサポートは私達におまかせください !!

新職員紹介

本部
支援課長
山辺 信義

  Nobuyoshi Yamabe

　人事異動で４月より岡山北商工会で
勤務しています。18年前に数年間、
旧津高商工会で勤務しました。懐かし
い印象もありますが、しばらくは不慣
れでご迷惑をおかけすると思います。
　地域密着で、会員の皆さまと同じ目
線に合わせた伴走型支援を心がけ、一
つでも多くお役に立てるよう頑張って
いきますので、どうぞよろしくお願い
します。

一宮支所
支援２課長補佐
岡口 功治
Koji Okaguchi

　４月の人事異動で当会一宮支
所に配属されました岡口です。
何かと多忙ですが、誠心誠意対
応します。どうぞよろしくお願
いします。

　経営上で必要となる各種資格や免許、技能等の資質の向上を図ろう
とする会員事業所に、岡山北商工会が資格取得費の一部を助成するも
のです。当会オリジナルの、大好評いただいている助成金です。
１　助 成 対 象 者　本会の会員
２　資格取得対象者　会員である事業主（法人の役員を含む）又は会員事業所

に勤務する従業員（家族従業員を含む）
３　助成対象資格　本会が認める国家資格及び公的資格（３級以上）
４　助成回数・金額　①一年度に１事業所につき３名（３回）まで。

同一の者は年度中１回まで。
②助成金額は受験料・受講料の１／２以内で、1名につ
き10,000円が限度
③他の機関より助成金が支給される場合は、その助成金
を除いた金額の１／２以内

人気　
です！ 小規模企業共済小規模企業共済小規模企業共済加入するとおトク！

　小規模企業共済は、国がつくった経営者のための退職金制度です。
　制度に加入できる方は、個人事業主・共同経営者・会社等役員で、雇用さ
れている従業員（正従業員数）によって判断されます。

ご相談・お問い合わせ・ご加入手続き等は、岡山北商工会まで！

岡山北商工会優良従業員表彰
　岡山北商工会優良従
業員表彰式が５月22日
（火）、通常総代会の席上
で開催されました。

　当日は、会員事業所か
ら推薦のあった勤続15
年以上で、社業の発展に
貢献された優良従業員
10名の方々が表彰され
ました。おめでとうござ
います。

…

月額2,000円（1口）からで、貯蓄＋融資＋保障の3つの特色を
組み合わせた商工会員のための共済制度です。

商工貯蓄共済のお知らせ

共済制度についての詳しい説明は、岡山北商工会の本部・各支所まで。

★加入できる方
●個人事業所……………事業主とその家族、従業員
●法人企業………………会社、社長ほか役員とその家族、従業員
　年齢５歳６ヵ月以上65歳６ヵ月未満の健康な方
★加入期間と口数
●加入期間………………10年満期
●加入できる最大口数… 被保険者1人につき20口

★加入特典
●人間ドック（健康診断）経費の助成をします！
　５口以上の加入者または被保険者の方に人間ドック（健康診断）に要した経費に対して
　10,000円（福祉共済にもご加入の場合12,000円）を限度として、年１回助成します。
●無料法律相談
　★本共済制度の加入者であれば、どなたでも県連合会の顧問弁護士に相談できます。もちろん秘密厳守です。
　★相談内容に制限はありません。

平成29年12月から平成30年6月の間に
会員として加入された皆様です。

【一宮地区】
●ライフ電設 小野田康孝 電気工事業
●㈲技建産業 根木健二 産業廃棄物収集運搬
●長尾賢二税理士事務所 長尾賢二 税理士
●建築板金さとう 佐藤直斗 建築板金
●㈲Ｃ'est si bon（ローソン岡山楢津店） 平川征則 コンビニエンスストア
●㈱吉備の風 大田弘之 イベント企画
●錦司堂 井上博司 表具師
●岡山ケミカル㈱ 高艸清輝 業務用洗剤小売業

【上道地区】
●グロウス 右手辰典 プラスチック加工

（掲載希望者のみ）

【津高地区】
●翁美の里 里見貞代 観光農園
●㈱Ｇ・Ｓ 福田眞紀 造園施設管理
●目黒美由紀 目黒美由紀 美容業
●ラ・グランド・コリーヌ・ジャポン㈱ 大岡弘武 ワイン製造
●　 大倉通永 電気工事業
●㈱ＳＴＥＶＥ 谷口春太 美容業
●㈱永井 鈴村斎士 屋根工事業
●翔英建設 黒山英之 建設土木業（法面工事業）

【御津地区】
●浅生農園 浅生桂一 観光農園
●タイヤショップ　エース 田口勝己 タイヤ販売
●アイビー化粧品　ロング・ライフ 長壽美紀 化粧品小売業・美容業

共済制度についての詳しい説明は、岡山北商工会の本部・各支所まで。

新規加入
会員紹介

販路開拓・テストマーケティング支援を行っています

　５月22日火曜日、平成30年度岡山北商工会通常総代会が総代91名出席
（委任状含む）のもと、岡山市北区御津宇垣の岡山北商工会本部において開催
されました。
　吉次会長は開会挨拶として出席者に対し、商工会活動に関する日頃からの理
解と協力に謝辞を告げるとともに、基本方針のもと積極的に推進する今年度事
業に対しても更なる協力を要請しました。
　総代会に先立ち、優良従業員表彰式（受賞者10名）が執り行われ、続いて
横田護総代を議長に議案の審議に入りました。前年度事業報告並びに収支決算
書の承認に続き、商工会を取り巻く様々な課題解決に向けた対策を審議・可決
しました。
　また、３年の任期満了に伴う役員改選により新役員を選任しました。
　役職員一同、商工会員や地域の皆様とともに、本年度も商工業の振興と地域経済の活性化をめざしてまいります。
・・・基本方針・・
◆組織基盤の強化・機能の強化をはじめ多様な支援組織との連携を推進し、経営支援体制の充実や情報の発信力強化
に努める。
◆伴走型経営支援を実施することにより、事業者の持続的成長・発展や経営力強化、生産性向上に向けた取組の支援、
事業承継や創業支援にも積極的に取り組む。

・・・平成30年度事業計画重点事項・・・
◎『“繋がり”を大切に！』をキーワードに、商工会全体の活性化を！！
◎会員満足度の向上を図り、商工会全体の活性化を目指す
◎『経営発達支援事業』の効果と成果の創出を図る
◎『合併後の課題解決に向けた取組み指針』に基づく着実な実行と検証を行う
◎マル経融資の普及、まちゼミの実施、青年部・女性部活動

岡山北商工会新役員
役　職
会　長
副会長
副会長

理　事

監　事

氏　名
吉　次　立　身
三　船　勝　己
河　原　利　明
横　田　　　護
十　川　宣　登
長　尾　昭　二
道　下　忠　美
儀　間　　　剛
難　波　満津留
光　森　敬　祐
伊　丹　三保子
遠　藤　　　剛
垣　下　信　二
藤　原　重　雄
仲　原　　　隆
増　田　賢　二
水　田　浩　二
木　庭　巧太郎
小　西　　　徹
沼　本　信　治
甲　元　政　利
大　内　　　茂
田　中　将　生
片　山　賢　一
山　田　章　夫
橋　本　規　敏
下　野　雅　祥
小坂田　英　明
吉　次　雄一郎
鷹　取　明　美
小　野　勝　己
藤　原　　　清

地　区
津　　高
建　　部
御　　津

一　　宮

津　　高

上　　道

御　　津

建　　部

青年部長
女性部長
一　　宮
上　　道

女性部
魅力あるリーダーとして
知識と教養を深めます

取り組み事例ご紹介 ㈱リーフエッジ【一宮地区】　 　　　　　住所：岡山県岡山市北区楢津1432-1 
小売業　　代表取締役　尾崎　弘孝さん　　　　Ｔｅｌ：086-250-5355

○加入対象者
小売・卸売・サービス業等
※旅館・娯楽業は除く　　

・・・従業員５人以下

農林漁業・製造業・建設業
運輸業・旅館業・娯楽業等

・・・従業員20人以下

○おトク！Point！
　☆掛金は、全額が所得控除対象！
　☆受取時も税制メリット
　☆資金に困ったら、貸付制度が利用可能！
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編集委員
（情報化広報委員会）

岡山北商工会
ホームページ

情 報
満 載!

①地域情報
　地域に根差したイベント情報等を随時発信しています。週末
どこへ行こうかな？と思った時にはのぞいてみてください。

②事業や商品・サービスの PR
　無料の HP 作成ツールを使った会員事業所ホームページを運
用しています。気になるお店はここでチェック。

③求人情報掲載
　会員事業所の求人情報を随時掲載しています。

④商工会からのお知らせ
　講習会や個別相談会などの予定を随時、ご紹介しています。
創業や販路開拓など、たくさんのテーマで講習会をご用意して
います。
⑤会員企業バナー
　トップページに無料で企業バナーを掲載しており、クリック
で会員事業所のホームページをご覧いただけます。

岡山北商工会 で 検 索 

http://okayamakita.jp

岡山北商工会では、
皆さまの経営のサポートを、
この夏もアツく行っています !!

スムーズな事業承継を目指しましょう！

岡山北商工会 Facebook
ページをチェック！

　岡山北商工会のFacebookをぞくぞく更新中です！
　最新のセミナー情報や実施速報、最新の補助金情
報、商工会管内のイベント案内や青年部女性部活動レ
ポートなど、岡山北エリアの「いま」を紹介する豊富
で旬な情報を、週２回ペースで更新しています。ぜひ
フォロー、いいね！をお願いします。

岡山北商工会　Facebook 検 索 

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30年７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

事業承継相談は商工会にご相談ください。８月に事業承継セミナーを開催予定！

　草花や鉢植えの生産販売を行っておられます。カーネーション、シクラメン、パンジー、ビオラを中心に
年間15万本を生産、花屋さんや一般の方向けに販売しています。2002年に先代の修一さんが創業、今年に
入って事業主が修一さんから息子の芳宏さんに変わられました。従業員はご家族とパートさん2名です。芳
宏さんに事業承継についてお聞きしました。
Q事業承継のきっかけは？
A４年前に結婚し、新たに花の加工品（プリザーブドフラワーなど）の生産にも取り組みたいと思ったから
です。父が高齢になっていることからも必要性を感じていました。
Q商工会に相談した事は？
A事業承継にあたっての税務相談と、提出しなくてはならない書類について教え
ていただきました。
　他にも、取引先への挨拶や販売促進についても丁寧に教えていただきました。
補助金や融資制度など、役立つ情報を逐一教えてもらい助かっています。
Q今後の夢は？
A直売所を設けて一年中さまざまな種類のお花をご提供したいです。遠くからも
訪ねてきていただけるお店にしたいと思っています。お客様から笑顔と「あり
がとう」のお言葉をもっといただけるよう頑張ります。

　事業主の高年齢化が進行しており、全国平均で60歳を超えています。
　事業所に後継者がいない、もしくは引き継ぐ準備ができていないことにより、廃業に至る
ケースが増えています。地域経済を下支えする事業所数が年々減少することは、地域にとって
深刻な問題となっています。
　地域の活力の源である事業所の経営を次世代に引き継ぐ「事業承継」対策は急務です。
　岡山北商工会でも様々な支援策を通じて事業承継についてご相談いただける体制づくりを
行っています。

今年もアツい夏がやってきた！

事業承継セミナー

講師　事業承継コーディネーター

　　金原　光広 先生

場所　岡山北商工会 本部
　　　（岡山市北区御津宇垣1630-1）

 

８月22日（水）

８月29日（水）

９月 ５ 日（水）

開催時間

19：00
　

21：00

　

事業承継のかんどころ～現状把握と共有

事業承継の成功へ、課題の認識と共有

事業継承計画の骨子をつくってみよう

内　　容日　　時

〜

受講料
無料!!

※セミナー開催後、９月に個別相談会を行います。

絵：津高地区　末廣麻信さん

事業承継のプロフェッショナルによる、
ノウハウが詰まった３回シリーズの
セミナーです。
これをきっかけに、事業承継への準備を
すすめましょう。

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
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※一部ご利用できない場合があります

お気軽に商工会までお問い合わせください♪

新規創業・記帳指導・税務・事業資金・経営計画作成・補助金活用etc…　最寄りの岡山北商工会へ！
一宮支所

岡山市北区楢津650番地１
TEL（086）284-0397

本部（御津）
岡山市北区御津宇垣1630番地１

TEL（086）724-2131

津高支所
岡山市北区吉宗６７６番地１
TEL（086）2９４-２３４５

上道支所
岡山市東区楢原４６５番地９
TEL（086）２９７－２０５８

建部支所
岡山市北区建部町福渡４７３番地１

TEL（086）７２２-０４０５

夏休み「まちゼミ」Kids夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」KidsKidsKidsKidsKidsKidsKidsKidsKidsKidsKidsKids
第４回　得する街のゼミナール  in  岡山市北

夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」夏休み「まちゼミ」
開催期間：７月21日 土 ～８月５日 日

　「まちゼミ」とは、商店と消費者との交流を通して、商店のファンづくりと地域活性化を図ることを目的
に、店主やスタッフが講師となり、プロならではの専門的知識や情報、コツを無料で受講者（消費者）にお
伝えする少人数のゼミナールです。
　今回の「まちゼミ Kids」は、小学生等と保護者を対象に開催し、毎年大変ご好評をいただいています。
　今年度も開催いたしますので、ぜひご参加ください。
開催内容はこちら→　http://okayamakita.jp/machizemi/

岡山北商工会

※７月中旬情報公開予定
主　　催　　岡山北商工会　　後　援　　岡山県、岡山市、岡山市教育委員会

昨年の様子

創業支援も岡山北商工会におまかせください
　創業にあたっての様々な手続き、経営計画作成等のご相談を個別に受け付けています。創業
セミナーや個別相談会も行っています。
　岡山北商工会エリアで創業をお考えの方はぜひご相談ください。

　名古屋でサラリーマンとして配管工事業に携わり、2015年に開業しまし
た。住宅の配管や工場・高速道路設備等の点検修理を行っています。
　開業にあたっての手続きが何もわからなかったときに、商工会で関係先に
提出する書類をすべて教えてもらえました。
　開業以来、商工会の記帳代行支援を利用しています。日々の帳面付けから
確定申告まで、親身に相談にのっていただけます。一人で仕事をしているの

で、早朝からや泊りでの仕事も多く、事務作業にまで手が回らない中、取引のデータ入力を代
行していただいています。財務諸表まで作ってくださるのは助かります。
　申告結果についてもわかりやすく丁寧に説明していただけるので、決算書の数字の意味も少
しずつ分かるようになってきました。
　今では絶対の信用をもってお任せしています。今後、法人化などを検討するようになった時
も、専門家派遣相談などで商工会のお世話になりたいです。
　地元のお役に立ちたいと思っておりますので、ご家庭の水回りから工場の配管まで、ご相談
は宮田工業までどうぞ。

創業者支援
事例紹介

宮田工業【上道地区】　　　　　　　 住所：岡山市東区浦間111
設備工事業　　代表　宮田　裕一さん　　TEL：086-238-7197

　岡山北商工会では、国や地方自治体等が募集する、経営に役立つ各種補助金の申請支援と採択後の実行
支援（伴走型支援）を行っており、会員の方も積極的に取り組まれています。
　国の「小規模事業者持続化補助金」を事業の広報費にうまく活用し、販路開拓に取り組まれた会員事業
所をご紹介します。

Qきっかけは？
A工場の増設にともなう設備融資について商工会に相談した時に、補助金を活用し
てはどうかと勧められました。
Q取り組み内容は？
A積極的に企業を訪問して営業活動を行うことで取引先を増やしたいと考えてお
り、広告・宣伝の強化の必要性を感じていました。商工会の支援を受けながら持
続化補助金申請書を作成し応募しました。
　　無事に採択されたので、新事業「大型貨物車の法定３か月定期点検出張メンテ
ナンス」のPR看板・チラシの作成、設置・配布を行いました。
Q取り組みの効果は？
A広報効果もあり、直近期末の売上は前年より３割増加しました。
　　新事業もお客様から定期的に依頼されるようになり、着実に実績を積み上げて
います。
Q取り組んでみてのご感想は？
A商工会の方にお手伝いいただきながら自分の思いを文章にし
て、経営計画書を作りました。計画作りを通して、改めて自
社の経営課題を認識することができました。
　　自らにもやる気と意欲が生まれたことに加え、新たな事業
展開を考えるきっかけとなりました。 チラシ看板

上手な補助金活用で事業に活力を！

取り組み
事例ご紹介

㈲武田自動車【御津地区】　　　　　　　　  住所：岡山市北区御津伊田49－１
自動車整備業　　代表取締役：藤原　重明さん　　TEL：086-724-0070 

外観

取り組み事例
のご紹介

砂田園芸【一宮地区】      　　　住所：岡山市北区尾上
製造小売業　　代表：砂田　芳宏さん　 Ｔｅｌ：086－289-6041




