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謹 賀 新 年
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
本年も岡山北商工会を宜しくお願い申し上げます。

2019

新年のご挨拶

『繋がりを大切に！』
伴走型経営支援で地域経済の持続的発展を支援する

福寿

撮影場所：岡山県自然保護センター

タンチョウは、丹頂鶴（たんちょうづる）とも呼ばれています。
丹は赤い、頂はてっぺんという意味で、おめでたい鳥といわれています。

消費税軽減税率制度準備は進んでいますか？
消費税軽減税率制度への対応には準備が必要です！

2019年10月１日から、消費税及び地方消費税の税率が８％から10％に引き上
げられるのと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率制度は、すべての事業者の方に関係があります。
仕入れや経費に軽減税率（８％）対象品目があれば、区分して経理し、仕入税
額の計算が必要となります。
また、特に飲食料品を取り扱う（販売する）事業者の方は、税率ごとの商品管
理やレジ・受発注システムの整備などの事前準備・設備の
納入までにかなり時間がかかる場合もあります。
税率や対象となる商品・サービスは何なのか、事前準備
から実施後の経理上の留意点など、お気軽にご相談くださ
い。

岡山北商工会 会長 吉次 立身
新年、あけましておめでとうございます。皆様方にお
かれましては、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
さて、昨今の経済状況は米中をはじめとした世界各地の政治情勢に敏感に
影響される国際経済や、２０２０年東京オリンピック、働き方改革、労働人口
の減少などに起因した人手不足など様々な要因が複雑に絡み合う状況にあり
ます。
こうしたなか、岡山北商工会では地域経済の発展のため小規模事業者に対
する伴走型経営支援を施策の中心と位置づけ、持続的成長・発展を支援して
きました。
とりわけ昨年７月の西日本豪雨災害では岡山北商工会管内でも多くの事業
所が被災し、現在も復旧・復興に向けて取り組まれているところもあり、商
工会としても被災事業者の復旧・復興のために、金融支援、災害型持続化補
助金、グループ補助金等を活用して支援を継続して行っているところです。
経営環境の課題としては人手不足のほかに、事業承継、販路開拓、経営革
新など様々な課題があり、今秋には消費税率の改正、軽減税率導入といった
ことも予定されています。商工会では、こうした経営環境の変化に充分に対
応できるようセミナーや個別相談を通じて経営を支援します。
本年も『繋がりを大切に！』を基本に、地域の事業者に一番近い経営支援
機関として商工会ならではの強みを活かした活動に取り組みたいと考えてい
ます。
本年が、皆様にとって素晴らしい１年になりますことを祈念してご挨拶とい
たします。

岡山北商工会ホームページ

あなたに今すぐ役立つメリット盛りだくさん

セミナー !

消費税改正に関する個別相談会

消費税制改正に係る事業所の対応について、税務上の個別相談を下記の日程で
開催します。相談をご希望の方は開催場所の商工会支所にご連絡の上、時間をご
予約してご利用ください。
場

所

日 程

一宮支所

津高支所

2月7日㈭
2月15日㈮
９
：00～16：00 ９
：30～16：30

上道支所

御津
（本部）

建部支所

軽減税率対策補助金を上手く活用しましょう

軽減税率に対応できるレジの導入や改修、電子的な受発注システムを利用されて
いる事業所が複数税率に対応できる機能を導入する場合などには、軽減税率対策補
助金の制度が活用できます。

〒709-2121 岡山市北区御津宇垣1630番地１
http://okayamakita.jp/

おすすめ

イベント発見 !

補助金・助成金 !
商工会事業のご案内 !

2月12日㈫・15日㈮ 1月16日㈬ 2月14日㈭
13：00～16：00 10：00～17：00 ９
：30～16：30

編集／岡山北商工会情報化広報委員会

お店や商品ご紹介 !

役立つ

一つでも気になったらいますぐこちら

http://okayamakita.jp

発行／岡山北商工会

TEL(086)724-2131 FAX(086)724-2132
E-mail:okayamakita@okasci.or.jp
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求人情報 !

身近な

編集委員

吉次

（情報化広報委員会） 仲原

岡山北商工会

雄一郎・鷹取
隆・沼本

明美・道下

信治・山田

検索

で

忠美・遠藤

章夫

剛

西日本豪雨災害に関する事業者向け復興支援
平成30年７月の西日本豪雨災害では、岡山県内においても甚大な被害が発生しており、岡山北商工会管内
でも東区上道エリアを中心に200を超える事業者が被災されました。
このような状況の中、岡山北商工会では災害発生直後から特別相談窓口を開設し、被災された事業者の早期
事業復旧に向けて、国・県・市・各種機関が取り扱う支援施策の提供･説明、各種相談会の開催、融資･補助金
の申請支援(個別対応)等を実施してきました。
災害から数か月が経過した現在においても、各種補助金の実績報告支援等を中心に事業者への伴走型支援を
継続しており、事業復旧・持続的発展に向けて、お役に立てるよう尽力しています。
中小企業庁長官との情報交換会
【具体的な支援内容】
①被害状況調査(中小企業庁・岡山県へ報告)
•被害状況を取りまとめ、国や県へ報告することで、施策の土台作りに貢献し
ました。
②融資経営相談(相談会の開催、災害貸付制度の斡旋)
•融資経営相談会を開催し、事業者の個別案件に対応することで、被害を受け
た設備等の復旧に向けて資金面をサポートしています。
③弁護士相談(相談会の開催)
•弁護士相談を開催し、被災された方の日常の困りごとや悩みごとの解決に向
補助金申請に関する個別相談会
グループ補助金説明会
けて活動面をサポートしました。
④補助金活用相談(相談会の開催、個別の申請支援)
災害関連融資制度
活用している補助金制度
•補助金活用相談会を開催し、事業者の状況と各種補助金のマッチングを行い １．小規模事業者持続化補助金
【日本政策金融公庫】
ながら個別の申請支援を行うことで、営業･作業体制の再構築に向けて事業 ２．岡山市小規模事業者復興支援補助金 災害貸付、災害マル経
面をサポートしています。
３．岡山県中小企業等グループ施設等 【岡山県】

※今後の支援策に関しては随時、岡山北商工会ホームページ等でお知ら
せいたします。

復旧整備補助金

危機対策資金
【岡山市】
経営安定資金融資

岡山北商工会地域の魅力を発信しました。

東京：とっとり・おかやま新橋館（岡山県アンテナショップ）～

販路開拓支援・テストマーケティングを実施

～

大規模マーケットの首都圏で、岡山北商工会管内の企業が取り組む地域資源を生かした加工商品の需要動向を探るために、岡山県の東京
アンテナショップと連携し展示即売会・テストマーケティングを実施しました。
＝岡山フルーツ活用満喫講座＝８月９日㈭・10日㈮

＝晴れの国おかやま逸品フェア＝８月９日㈭～11日㈯

テストマーケティングと並行して、岡山北商工会地域で生産されるフルーツ

テストマーケティングは「晴れの国おかやま逸品フェア」と題して、とっと

の良さを伝えるイベントを同店２階で開催しました。

り・おかやま新橋館にエントリーしている企業を中心に更なる認知度の向上

イベントは、マスカット・オブ・アレキサンドリアや清水白桃などの特産品

と、販路開拓のきっかけづくりを目的として開催しました。
フェアは同店１階プ

を使ったデザート作り教

ロモーションゾーンで

室で、２日間で２回開催

フルーツの加工品や、

の講座には、募集人数を

ヨーグルト商品を対面

大幅に上回る応募者の中

販売、消費者の生の声

から約50名の首都圏在

を聴き、今後の新製品

住者のかたに参加をいた

開発、既存商品の改良

だき、岡山の地域資源で

のためのマーケット調

あるフルーツをPRしま

査としました。

した。

事業承継を支援します

夢の実現へ！あなたの創業をサポート
創業をしようとしている方、または創業して間もな

商工会では、事業の持続的発展を支援

い方向けに合計６時間（２時間×３日）の短期集中型

するために『事業承継』を重点事業とし

の創業塾を開催しました。

て取り組んでいます。

講師は、中国学園大学国際教養学部准教授の佐々木

事業の内容は、円滑な事業承継を行う

公之先生で、
「経営的思考と戦略」
、
「売上増加要因と

ためのセミナーや個別相談会を開催、県

経費」
、「マーケティングと顧客獲得」の３つのテーマ

内各地の支援機関とも連携した事業承継

で創業のポイントをわかりやすく説明していただきました。

のためのネットワークづくりなどです。

受講生の方は、講師の先生の熱意とグループによるケーススタディで、創

【事業承継セミナー：８月開催】

業計画の作成に意欲を持てるように

事業の後継者・後継予定者がいる事業者様向けに、10年後の自社につい

なったようです。

て、経営者と後継者で事業承継を含めて語り合う事を目的としたセミナーを

終了後は、受講生同士で情報を交

開催しました。

換し、和やかな雰囲気の中にも熱気

セミナーは３回シリーズで実施。のべ30人余りの参加者が、自社の現状

あふれる創業塾となりました。

把握から課題の抽出、課題を解決する事業承継計画づくりなどを学びまし

岡山北商工会では、経理や税金に

た。

関することだけでなく、創業計画の

【事業承継個別相談会：９月開催】

作成、融資の斡旋、創業補助金の申

セミナー参加事業所の中から希望のあった事業所様（８社）を訪問して、

請などあらゆる面でサポートします

経営の現場で個別相談会を開催しました。経営者と後継者が専門家を交え

ので、いつでもご相談ください。

て、自社の将来について意見交換ができました。
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短期集中型『創業塾』

最低賃金改定

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。

岡山県最低賃金が平成30年10月３日か
ら改定されました。
※特定の産業には特定（産業別）最低賃
金が定められています。

詳しくは、岡山労働局

賃金室

℡086-225-2014へ。

日
2/10

月
2/11

火
2/12

水
2/13

木
2/14
御津

金
2/15
一宮

土
2/16

2/17

2/18
御津

2/19

2/20
御津

2/22
建部

2/23

2/24

2/25
一宮
御津
3/4
上道

2/26
上道

2/27
津高

2/21
一宮
津高
2/28
一宮

3/1
御津

3/2

3/5
一宮
津高
3/12

3/6
建部

3/7

3/9

3/13
御津
上道

3/14

3/8
御津
上道
3/15

働き方改革

3/3

働き方改革全体の推進に関連して2019年４月から各種
の施策が順次施行されます。
ポイント

１

労働時間法制の見直しについて

２

雇用形態に関わらない公正待遇の確保

共済金のご請求

□ケガ通院

３日目からお支払いします！

□ケガ入院

１日目からお支払いします！

□疾病入院

お見舞金をお支払いします！

まずは
お電話
ください

（６～12歳、66歳以上の方のみ３日目から）

（傷害プラン・傷害ライトプランで65歳以下の方、30日以上の場合）

■医療特約にご加入の方は、病気による
入院・手術についてもお問い合わせ下
さい。

会員福祉共済未加入の方へ
福祉共済があなたの暮らしをまもります。
特長
●充実した入院・通院補償！
●医療特約の追加で、疾病入院の場合、１日目からお支払い！
●１日あたり約65円（傷害プラン・シニア傷害プラン）でビッグな補償と
ワイドな内容を実現！
●手術にも手厚い補償！
●掛金・共済金は、年齢・性別に関係なく一律！

ご請求・お申込みはご遠慮なく岡山北商工会へ

御津
（本部）
（10：00～17：00）

建部支所
（9：30～16：30）

3/16

上道支所
（13：00～16：00）

!
P
『マル経融資』 U

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
ケイ

それが
マル経
融資とは

1

メリット

です。

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

保証不要！

2

メリット

3

返済期間

運転資金
設備資金

利率1.11％（平成30年12月１日現在）

７年以内（うち据置期間１年以内）
10年以内（うち据置期間２年以内）

4

メリット

5

メリット

長期返済可能！
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

お気軽に商工会までお問い合わせください♪

【上道地区】
●川西自動車
●㈱ちょきちょき
●㈱泰仙
●ＳＹＯＵＥ
ＩＧＩ
ＫＥＮ
●㈱山陽電測
●㈱岡山ブックサービス
●㈱タイト
●ハンシン住設
●医療法人明生会歯科
●むさし接骨院
●Ｗｉ
ｔｈ ｍｏｍｓ
●お好み焼きミロ

川西孝行
畑千代子
松田康弘
森元恵美
小西千代一
劒持律生
藤原 尚
西原富勝
木庭茂治
宮本哲志
岸 美緒
吉原麻美

自動車販売・整備
石工事・造園工事業
農産物生産販売業
建設業
計測業
運送業
大工工事業
建設業
歯科医院
接骨院
助産師
飲食業

新規加入
会員紹介
【一宮地区】
●補修工房 岡本
岡本和明 建築補修業
●いちのみや広告デザイン 浅田明男 印刷物等デザイン制作業
【津高地区】
●Hair & Esute あみりた
●㈱モリ原
●Lemon Tree Okayama
●日本料理 桜楽

入江裕子
森原啓之
ボニッツォーニマテオ
福原省三

スズキ自販株式会社
内海プラント株式会社
有限会社美津葉
ＵＡゼンセン中央教育センター友愛の丘

全国商工会珠算検定試験合格者

有限会社金萬堂本舗

（掲載希望者のみ）

第190回

第191回

（順不同・敬称略）

３ 級 早島優佳理
村上 遥香
央翔

２ 級 大森健太郎
３ 級 藤坂 茉優

級 森

４

級 河本

５

級 河本

翔太

５

級 榎本

栞

６

級 髙田

詩乃

６

級 北瀬

栞菜

村上

幸輝

道満美優菜
８

3

（順不同・敬称略）

４

三井希菜美
級 細田

実優

美容業
指圧業
飲食業
飲食業

【御津地区】
●西洋松露堂
神﨑勇介 物品販売業
●アルテミス ザ・ルーム ルーキス 戸川美樹 化粧品小売業
●藤元テクニカルサービス 藤元隆司 機械修理業

【建部地区】
●合同会社 Handyman Mifune 三船憲二 軽貨物運送業
河野登美子 飲食業
●Ｃａ
ｆｅ ふらり

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。

低利率！

※こちらの利率より利子補給が行われます

平成30年６月から11月までに
会員として加入された皆さまです。

平成３０年度
「岡山市優良勤労者表彰」

黒住 明宏さん（一宮地区）
稲垣成一郎さん（津高地区）
永木 正彦さん（上道地区）
海野 依子さん（御津地区）
山本
緑さん（建部地区）

津高支所
（9：30～16：30）

さらに

忘れていませんか？

一宮支所
（9：00～16：00）

メリット

≪改正の目的≫
正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇の差を
なくすようにします。
≪改正の概要≫
①不合理な待遇差をなくすための規定整備
②労働者に対する待遇関に関する説明義務の強化
③行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続
の規定整備
会員福祉共済ご加入の方へ

3/11
一宮・津高
御津・建部

相談時間

≪見直しの目的は≫
働き過ぎを防ぐことで、働く方々の健康を守り、多様なワー
ク･ライフ・バランスを実現できるようにします。
≪見直しの内容≫
①残業時間の上限を規制
②「勤務間インターバル」制度の導入を促進
③１人年あたり５日間の年次有給休暇日の取得を、企業に義
務づけ
④月60時間を超える残業は、割増賃金率を引上げ
⑤労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業義務づけ
⑥「フレックスタイム制」により働きやすくするため、制度
を拡充
⑦専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方である「高度
プロフェッショナル制」を新設し、選択できるようにする

ポイント
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※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
ご予約ください。
※相談員は税理士で、個別
面談方式で行います。
※相談は無料です。

翔太

三方よし !「得する街のゼミナール in 岡山北」
現場レポート

岡山北商工会では、地域の商店がみんなで取り組む “ お店と街のファンづくり ”の広域の体験型販促イベントとして、
まちゼミを実施しました。
まちゼミは５年目の実施となり、夏の「キッズ」は夏休みの小学生を中心に、秋の「一般」は、誰もが気軽にお店に足を運べるイベントとして
好評でした。個店の魅力を直接消費者にアピールすることで、お店の良さを PR する「まちゼミ」を通じて、地域の活性化に貢献できたと思います。

第４回まちゼミＫｉｄｓ

第５回まちゼミ

◇ポプリを作ろう

◇牛乳を使ったバター作り教室
◇

【翁美の里】

【ミルクステーション ツダカ（㈲山陽乳販）】

ラベンダーを使ってポプリを作り、
さわやかな香りでリラックスできま
した。いろいろなハーブの話も聞け
て、勉強になりました。

新鮮な牛乳から手作りバターを作りま
した。パンに塗って食べましたが、と
ても美味しかったです！

◇ハーバリウムを作ろう

◇ハザードマップから見る防
◇ハザードマップから見る防災
の心構えと保険の入り方

【ヘアーサロン Brooch】

最近流行りのハーバリウム。好きなお
花を入れて自分だけの綺麗なハーバリ
ウムができました。

青年部

【㈱一宮保険事務所】

災 害 が来ても安心できるよう、ハザー
ド マ ップの見方、本当に役に立つ保険
の 入 り方のアドバイスを受けることが
で き ました。

西日本豪雨被災地域の
早期復旧に尽力！

日本遺産

「桃太郎伝説」
の生まれたまち おかやま
～ 古代吉備の遺産が誘う鬼退治の物語 ～が

平成30年7月豪雨により甚大な被害を受けた岡
山北商工会管内の上道（平島）地区、御津地区、
そして倉敷市真備地区の復旧支援にあたりまし
た。
特に被害の大きかった倉敷市真備地区には、7
月18日から8月3日にかけ、50余名の岡山北商工
会青年部員がダンプやトラック、重機を持ち込
み、災害ゴミの撤去等の復旧支援を行い
ました。
また、御津地区のボランティア活動拠
点には飲料等の物資を届け、スタッフや
被災者の方々の栄養補給に活用していた
だきました。
未曾有の豪雨災害にあたり、部員間で
積極的に意見を出し合い、迅速で効果的
な復旧支援を行いました。

女性部

日本遺産に認定されました。
（2018/5/24）

◆日本遺産とは

地域の歴史的魅力や特色を通じて、わが国の文化
や伝統を語る「ストーリー」を、文化庁が認定するも
ので、平成２７年度に創設されました。

◆日本遺産に認定件数
平成２７年度：１８件
平成２９年度：１７件

◆今回、認定されたストーリーの概要

スキルアップのための
研修を開催しています

岡山北商工会女性部では、経営に関するスキルの向上や自己研鑽を図ることを目
的とした勉強会を開催しています。
今年度は、お客様へのおもてなしのためのお茶に関
するセミナーを２回開催しました。
１回目は、「伊藤園のティーテイスターに学ぶおいし
いお茶のいれ方」と題して緑茶のおいしいいれ方を学
びました。急須でのいれ方や、お客様への提供の仕方
など、お茶の専門知識を持つティーテイスターの資格
を持つ講師の方から詳しく学ぶことができました。
２回目は、「店舗経営に役立つお茶のたしなみとおも
てなし術」をテーマに、紅茶やコーヒーを使ったおも
てなし方法について学びました。紅茶やコーヒーにつ
いての知識はもちろん、器の選び方、季節に応じたテー
ブルセッティングの方法等について知ることができま
した。
いずれも、楽しみながらおもてなしへの意識向上が
感じられる２日間となりました。
来年度も新たなテーマでの開催を予定しています。

いにしえに吉備と呼ばれた岡山。鬼ノ城と呼ばれ
る古代山城や巨大墓に立ち並ぶ巨石などの遺跡が現
存するこの地は、これら遺跡の特徴から吉備津彦命
が温羅と呼ばれた鬼を退治する伝説の舞台となりました。絶壁にそびえる
古代山城は、その名の通り温羅の居城とされ、巨石は命の楯となりました。
勝利した命は巨大神殿に祀られ、敗れた温羅の首はその側に埋められま
した。
鬼退治伝説は、古代吉備の繁栄と屈服の歴史を背景とし、桃太郎伝説
の原型になったとされ、吉備の多様な遺産は今も訪れる人々を神秘的な
物語へと誘ってくれます。

◆ストーリーの構成文化財一覧

◎岡山市の構成文化財
吉備津彦神社・吉備津神社・吉備津神社御釜殿・鳴釜神事・
矢置岩と矢立の神事・吉備津神社の鬼面・矢喰宮・血吸川・
吉備の中山・特殊器台・造山古墳・牟佐大塚古墳・きびだんごほか
◎倉敷市の構成文化財
楯築遺跡・楯築神社の旋帯文石・鯉喰神社・箭田大塚古墳・
きびだんご
◎総社市の構成文化財
鬼ノ城・鬼の釜・血吸川・作山古墳・こうもり塚古墳・きびだんご
◎赤磐市の構成文化財
両宮山古墳
身近な文化財に触れる
◎共通の構成文化財
旅に出かけませんか？
岡山の桃

新 規 創 業・記 帳 指 導・税 務・事 業 資 金 につ い て のご相 談 は …
本部（御津）
岡山市北区御津宇垣1630番地１
TEL（086）724-2131

平成２８年度：１９件
平成３０年度：１３件

最 寄りの 岡 山 北 商 工 会 へ！

一宮支所

津高支所

上道支所

建部支所

岡山市北区楢津650番地１
TEL
（086）284-0397

岡山市北区吉宗６７６番地１
TEL
（086）
2９４-２３４５

岡山市東区楢原４６５番地９
TEL
（086）
２９７－２０５８

岡山市北区建部町福渡４７３番地１
TEL
（086）
７２２-０４０５
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