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新規創業・記帳指導・税務・事業資金についてのご相談は…　最寄りの岡山北商工会へ！
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キャッシュレス・消費者還元事業は2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要標準化対策の一環として、キャッシュレス対応による生産性向
上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の一定期間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元
等を支援する事業です。

いま話題！キャッシュレス・消費者還元事業

消費者の皆様へポイント還元制度

キャッシュレス・
消費者還元事業
実施期間　

2019年10月1日～
2020年6月30日

事業者の皆様へキャッシュレス決済の導入を支援

現金を使わない決済方法で、①前払い方式「プリペイドカード・電子マネー」、②後払い方式「クレジットカー
ド」、③即時払い方式「デビットカード」などがあり、様々な決済事業者によるカードを使ったタッチ式の決
済方式や、スマートフォンを使った「QRコード式」決済方式などの種類があります。これらには、スピーディー
な決済が可能となるほか、QR コード式決済であればスマートフォンのアプリ上で購買履歴が参照できるなど
のメリットが存在します。

キャッシュレスとは？

出典：経済産業省施策普及パンフレット

絵：津高地区　津島清一さん

事業経営で、こんなお悩みありませんか？

商工会の支援メニューをご活用ください

商工会は、地域に密着した唯一の総合経済団
体です。
中小企業・小規模事業者の皆さんに寄り添
い、一緒になって解決策を考え、ご提案を
行うパートナーです。

商工会って？

お客さんを
もっと
増やしたい

自分のお店を
持ちたい！

新しい事業を
したいけど
お金が足りない

従業員を
雇いたい！

そろそろ
子供に会社を
継がせたい

etc…

確定申告って
なにをすれば
いいの？

資金調達や販売計画などの創業計画書作りと、開業後のフォローアップ
を行います。

所得税・消費税の申告のもととなる記帳指導、記帳代行や源泉徴収事務
の補助を行います。

効果的な広報活動の充実や、展示会・商談会等出展、東京のアンテナ
ショップ出店による販路拡大を支援します。

政府系金融機関や信用保証協会、国・県・市の有利な制度融資活用をご
提案します。

経営計画の作り方、補助金活用、キャッシュレス等、魅力的な各種経営
セミナーを開催しています。

事業承継計画の策定や承継にあたっての課題解決、ご活用いただける補
助金をご提案します。

労働保険の資格取得・喪失、年度更新事務等の代行処理を行います。働
き方改革についてもご相談ください。

創　　　業
税務・記帳
販 路 開 拓
金　　　融
講　習　会
事 業 承 継
労 務 支 援

第６回
得する街のゼミナール in 岡山市北

開催期間：９月 13日（金） ～10月14日 (月・祝）

　「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。
　今年度も開催いたしますので、ぜひご参加ください。
詳しい開催内容は当会ホームページにて更新します→http://okayamakita.jp/machizemi/

岡山北商工会
※９月上旬頃情報更新予定
主　　催　　岡山北商工会　　後　　援　　岡山市、岡山市教育委員会

　

令和元年度通常総代会が開催されました
　5月23日木曜日、令和元年度岡
山北商工会通常総代会が総代83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、西日本豪雨災害からの復興支
援の継続をはじめ、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11名）が執り行われ、続い
て小西徹総代を議長に議事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問題に対して課題の抽出と対
策を立案し、小規模事業者の持続的発展に向けて、社会や経済の変化に応じ
た成果の上げられる商工会運営体制の構築をめざした事業計画など12議案
を審議し、可決承認されました。
　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、職員の支援能力向上も含めた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。

・・・令和元年度事業計画重点事項・・・
◎『“繋がり”を大切に！』をキーワードに、商工会の機能強化を！！
◎豪雨災害からの復旧・復興を引き続き強力に支援
◎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

◎その他（マル経融資、まちゼミ、青年部・女性部活動etc.）

白山神社（北区首部236）
日本遺産「桃太郎伝説」の生まれたまち　おかやま

一 宮地区の東端、坊主山の
南麓に首

こう

部
べ

という珍しい
地名があります。桃太郎伝説の起
源とされる吉

き

備
び

津
つ

彦
ひこの

命
みこと

と温
う

羅
ら

の戦
いで、吉

き

備
び

津
つ

彦
ひこの

命
みこと

に敗れた温
う

羅
ら

が
首をはねられその頭

こうべ

は串に刺され
て晒

さら

されたと伝えられています。
境内には温

う

羅
ら

の首を晒
さら

したといわ
れる高さ２ⅿほどの盛土が首

くび

塚
づか

と
して残っています。首

くび

塚
づか

と聞くと
何か不気味に感じますが、心配は
ありません。
　訪問者を迎えてくれる狛

こま

犬
いぬ

は愛
らしい表情で全国的にも珍しいお
しりを持ち上げた狛

こま

犬
いぬ

です。

◆日本遺産とは
　地域の歴史的魅力や特色を通じて、文化
や伝統を語る「ストーリー」を。文化庁が
認定するものです。平成27年度に創設さ
れました。
◆ストーリーの概要
　いにしえに吉

き

備
び

と呼ばれた岡山には、鬼
き

ノ
の

城
じょう

と呼ばれる古代山城や巨大墓（古墳）、
立ち並ぶ巨石などの遺跡があります。これ
らの遺跡は吉

き

備
び

津
つ

彦
ひこの

命
みこと

が温
う

羅
ら

と呼ばれた鬼
を退治する伝説の舞台です。古代山城は温
羅の居城で、巨石は「楯」とされ、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いわれ
ています。

はくさんじんじゃ

温羅の首を埋めた？　境内の首塚伝説

全国でも珍しい、おしりを上げた狛犬。

古代吉備のロマンを

感じる旅へ、あなたも

出かけませんか？
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青年部
地域経済の未来を担う若き力として飛躍！

　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、地
域産業と地域経済の発展を目指します。
　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。
　清掃活動やイベント企画実施など、地域
貢献事業も積極的に行っています。
　岡山北商工会青年部では今後、事業承
継のプレイヤーとして、そして西日本豪雨
の経験をもとに災害に強い事業継続の推
進組織として研修を重ね、成長します。
●加入資格
　商工会の会員（法人ではその役員）又
はその親族若しくはその後継者と認めら
れる者であり、かつ、その会員の営む事
業に従事している満４５歳以下の者。

　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。
　地域イベントへの参加協力など
地域商工業の発展と、地域住民の
福祉向上のため、地域（まち）づ
くりの原動力として、積極的な活動
をしています。
　各種講習会・講演会や、先進地
視察研修などにより、自己研鑽と
資質の向上に努めています。
●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又は
商工会の会員の親族であって、そ
の事業に従事している女性の方。

全
国
商
工
会
珠
算
検
定
試
験
合
格
者

２　級 葛原　崇司
３　級 榎本　　葵
４　 級 榎本　　栞
５　 級 村上　幸輝
８　 級 髙田　明希
９　 級 井上　湊大

第１９２回
（順不同・敬称略）

第１９３回
（順不同・敬称略）

１　級 別役奈々瑚
２　級 三船帆乃夏
 河本　美遥
 別役　柊輔
３　級 井上　響大
５　 級 道満美優菜
 髙田　詩乃
９　 級 髙田　明希

（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 １ 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

古堤　杏美

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

湯浅　恵美

山本小紀子

松本　孝之

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（御津地区担当）
経営指導員
古堤 杏美

  Ami Furudutsumi

　今年度より岡山北商工会に配属にな
りました。
　気軽に話せる商工会職員として、事
業や日常での良かったこと、楽しかっ
たこと、困ったこと、なんでもおしえ
てください！
　よいリアクションお返しします♪

上道支所
経営指導員
松本 孝之
Takayuki Matsumoto

　上道商工会、長船町商工会、
瀬戸町商工会、赤磐商工会と勤
務し今年度から着任しました。
上道支所は、商工会勤務最初の
地でもあり、８年前からは住民
でもあります。記帳指導から経
営革新、補助金申請まで幅広く
お手伝いさせていただきますの
でお気軽にお声かけ下さい。

※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

　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

会員様
限定！

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
良従業員表彰式が
５月23日（木）、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 1 5 年 以 上
で、社業の発展に貢
献された優良従業員６名の
方々が表彰されました。被表
彰者はご欠席の方を含めて
11名でした。
　皆様、おめでとうございま
す。

平成30年12月から平成31年４月までに会員として
加入された皆さまです。（掲載希望者のみ）

【一宮地区】
●㈱アクセス 小林政寛 電気通信工事
●マル佐工業 佐古田靖之 型枠大工業
●昌栄技建 坂山昌弘 建設業
●㈲インテリアＡｔ Ｈｏｍｅ 平石昌睦 内装仕上げ工事業
●鈴木設備工業 鈴木俊一 水道設備業

【上道地区】
●ソーイング　Ｉｓｉｍｕｒａ 石村正美 縫製業
●ｂｅｌｔａ ｈａｉｒ 庄司　聖 美容業
●宮本石油店 宮本剛義 石油販売
●みのる電気 四谷隆文 電気工事業
●㈱ユータック 孟　東興 貿易・建材販売業
●幸や 石部香織 飲食業
●㈱ビッグアイ 井上博之 サービス加工業
●フレンチ　ＭＯＥＴ 鈴木卓志 飲食業
●㈲清嘉園 小西章子 小売業
●佐藤断熱 佐藤大樹 設備保温工事業

（掲載希望者のみ）

【津高地区】
●手打ち蕎麦　青空亭 松下照利 飲食業
●㈱タケモト土木 竹本義人 土木建設業
●㈱ラムズ 磯村充弘 訪問介護
●林ぶどう研究所 林　慎悟 農産品小売業
●Ａｔｅｌｉｅｒ ＫＩＭ 金　孝妍 サービス・製造業
●㈱エージェント 長綱伸泰 自動車販売業
●垣本　章吾 垣本章吾 保険業
●㈱みらい 須山明美 化粧品卸売業
●ムロタ設備工業 室田　勉 住宅設備

【御津地区】
●岡田電気 喜多義昭 電気工事業
●ＴＯＭＯキャリアコンサルタント事務所 大智俊幸 コンサルタント業

【建部地区】
●カゲヤマ設備 影山淳一 水道工事業

新規加入
会員紹介

ローカルイノベーションを起こせ！それが働き方改革の第一歩だ！　地域経済未来塾

女性部
魅力ある地域づくりをサポート！

商工会を活用されている皆さんに聞きました！

Q支援を受けられるきっかけは？
A昨年の西日本豪雨災害で、入店しているゆめタウン
１階がすべて水浸しになりました。早朝から夜遅く
まで皆様のご支援をいただき、ゆめタウンは被災か
ら１週間で営業再開にこぎつける事ができました。
当店も仮営業でしたがガムシャラで、まったく奇跡
的な再開にたどりつきました。当店はお茶の商品、
資材等の廃棄も多く、今後の方針に迷っておりまし
た時に、商工会からの支援内容等が書かれたお手紙
を何度か頂き、個別相談があることを知りました。
Q商工会から受けている支援の内容は？
A他県から応援に来られた職員の方にも相談にのっていただきつつ、災害型の持続化
補助金申請を支援いただきました。
Q支援を受けての感想をお聞かせください。
A災害型持続化補助金の活用で、黒カビが発生し、床シートがめくれていたものを新
しくでき、店内が明るくなりました。陳列台もコンパクトにできました。新しく
なった店でお客様に対応できる幸せと喜びを感じ、感謝しております。これから
も、商工会でご提案いただける勉強会にも参加させていただき、よりお客様に喜ん
でご利用いただけるお店、利益のあがるいいお店になるよう勉強させてもらいたい
です。

豪雨災害
復旧支援

㈲清嘉園【上道地区】　　　　　代表：小西　章子さん
住所：岡山市東区東平島163　　　　　TEL：086-297-5668

Q支援を受けられるきっかけは？
A当社は、創業者である父から事業承継を行い経営を行っているのですが、設備の老
朽化が著しくなり、取引先の要求精度や自社の検査レベルを満たすためには設備の
入替が必要であると考え、検討を始めました。そこで、商工会に相談しました。

Q商工会から受けている支援の内容は？
A各種補助金の情報提供をいただき、ものづくり補助金の申請について支援を受けま
した。その中で、審査加点要素である①経営力向上計画②先端設備導入計画の申請
支援を受け、認定後には固定資産税の減免や法人税の税額控除などのメリットもあ
りました。もちろん、ものづくり補助金も採択されました。

Q支援を受けてのご感想をお聞かせください。
A当社としては、今回の設備導入は経営上、非常に大
きな投資でした。それだけの利益を出すことは、
中々困難です。タイミングよくものづくり補助金の
公募が始まり、商工会の支援で設備投資効果等を“と
もに検証”し、資金繰りや事業計画を詳細に策定した
ことで、目標数値到達への実現性が高まりました。
商工会に相談してよかったです。

経営力
強　化

有限会社武田鐵工【一宮地区】　代表：武田　正俊さん
住所：岡山市北区松尾280-2　　　　　　  TEL：086-284-2792

Q支援を受けられるきっかけは？
A創業にあたり、青色申告について調べたことがきっかけで、商工会を知りました。
私は記帳に関して全く知識が無い状態だったので、どの程度指導していただけるか
が不安でしたが、商工会なら帳簿の付け方や確定申告について一から教えていただ
けると伺ったので、商工会に記帳指導を依頼しました。

Q商工会から受けている支援の内容は？
A初年度は、帳簿を毎月点検していただきました。経費の区
分や、自家消費分の按分方法等、疑問に思ったことは何で
も質問し、解決していただきました。

Q支援を受けての感想をお聞かせください。
A指導が丁寧で分かりやすく、１年目だけで簿記の仕組みを
かなり理解することができ、とても助かりました。自分で
日々の帳簿を完璧に付けられるようになることを目標に、
商工会の記帳指導を活用していきたいと思います。

記帳
指導

西洋松露堂【御津地区】　　　　　代表：神崎　勇介さん
住所：岡山市北区御津下田77-3

Q支援を受けられるきっかけは？
A事業を始めて6年目を迎えました。最初はパソコンもしたことがなく何もわからな
かったので、とても不安でした。わからないことは商工会に電話して、帳簿の付け
方も親切に教えていただいています。
　なかなか何年たってもわからないことがありますが助かっています。
Q商工会から受けている支援の内容は？
A元帳、売掛金の管理、申告にむけた準備などを支援していただき、総勘定元帳など
も１冊にまとめてくださるので助かっています。日
本政策金融公庫の借り入れや小規模企業共済なども
おすすめいただき、加入しました。
Q支援を受けてのご感想をお聞かせください。
A何でもわからないことを電話すると、親切丁寧に教
えてくださるので助かっています。これからもわか
らないことは早めに聞いて教えていただき、頑張り
たいと思います。

記帳
指導

クズハラ自動車整備工場【建部地区】　代表：葛原　正文さん
住所：岡山市北区建部町中田377-１　　　  TEL：086-722-0336

担保・保証人

無担保・無保証人
※信用保証協会の保証も不要

　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!!

マル経
融資とは

メリット1

メリット2 低利率！
利率1.21％
（令和元年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 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）

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 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

優 良 従 業 員 表 彰

講師　地域に活力を生み出すプランナー　
　　　 樋渡社中株式会社　代表取締役　樋渡　啓祐 氏
1993年　総務庁（現総務省）入庁
2005年　当時全国最年少36歳で佐賀県の武雄市長に就任
　　　　  ドラマ「佐賀のがばいばあちゃん」の誘致や、年間来館者100万人の
　　　　  武雄市図書館を実現。日経BP「日本を立て直す100人」に選ばれる。

第１回 6/29（土）
ローカルイノベーションを起こす
“発想”
　地域に活力を生み出す事業を円
滑に力強く進めるための、３つの
発想ポイントを学びました。

第２回 7/20（土）
ローカルイノベーションを起こした
“地域”
　これまでに地域に活力を生み出し
てきた事例と、その成功のポイント
を学びました。

8/24の受講お申し込みは岡山北商工会一宮支所　086-284-0397(担当：岡口)へ

目玉　　企画
最終回　8/24（土）
ローカルイノベーションによる
“アイデア・改善”
ローカルイノベーションのアイ
デア出し、プラン立てをワイワ
イ楽しく学びましょう。どなた
でもご参加いただけます。

増席して、追加
お申し込み受付中！
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青年部
地域経済の未来を担う若き力として飛躍！

　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、地
域産業と地域経済の発展を目指します。
　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。
　清掃活動やイベント企画実施など、地域
貢献事業も積極的に行っています。
　岡山北商工会青年部では今後、事業承
継のプレイヤーとして、そして西日本豪雨
の経験をもとに災害に強い事業継続の推
進組織として研修を重ね、成長します。
●加入資格
　商工会の会員（法人ではその役員）又
はその親族若しくはその後継者と認めら
れる者であり、かつ、その会員の営む事
業に従事している満４５歳以下の者。

　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。
　地域イベントへの参加協力など
地域商工業の発展と、地域住民の
福祉向上のため、地域（まち）づ
くりの原動力として、積極的な活動
をしています。
　各種講習会・講演会や、先進地
視察研修などにより、自己研鑽と
資質の向上に努めています。
●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又は
商工会の会員の親族であって、そ
の事業に従事している女性の方。

全
国
商
工
会
珠
算
検
定
試
験
合
格
者

２　級 葛原　崇司
３　級 榎本　　葵
４　 級 榎本　　栞
５　 級 村上　幸輝
８　 級 髙田　明希
９　 級 井上　湊大

第１９２回
（順不同・敬称略）

第１９３回
（順不同・敬称略）

１　級 別役奈々瑚
２　級 三船帆乃夏
 河本　美遥
 別役　柊輔
３　級 井上　響大
５　 級 道満美優菜
 髙田　詩乃
９　 級 髙田　明希

（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 １ 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

古堤　杏美

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

湯浅　恵美

山本小紀子

松本　孝之

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（御津地区担当）
経営指導員
古堤 杏美

  Ami Furudutsumi

　今年度より岡山北商工会に配属にな
りました。
　気軽に話せる商工会職員として、事
業や日常での良かったこと、楽しかっ
たこと、困ったこと、なんでもおしえ
てください！
　よいリアクションお返しします♪

上道支所
経営指導員
松本 孝之
Takayuki Matsumoto

　上道商工会、長船町商工会、
瀬戸町商工会、赤磐商工会と勤
務し今年度から着任しました。
上道支所は、商工会勤務最初の
地でもあり、８年前からは住民
でもあります。記帳指導から経
営革新、補助金申請まで幅広く
お手伝いさせていただきますの
でお気軽にお声かけ下さい。

※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

　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

会員様
限定！

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
良従業員表彰式が
５月23日（木）、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 1 5 年 以 上
で、社業の発展に貢
献された優良従業員６名の
方々が表彰されました。被表
彰者はご欠席の方を含めて
11名でした。
　皆様、おめでとうございま
す。

平成30年12月から平成31年４月までに会員として
加入された皆さまです。（掲載希望者のみ）

【一宮地区】
●㈱アクセス 小林政寛 電気通信工事
●マル佐工業 佐古田靖之 型枠大工業
●昌栄技建 坂山昌弘 建設業
●㈲インテリアＡｔ Ｈｏｍｅ 平石昌睦 内装仕上げ工事業
●鈴木設備工業 鈴木俊一 水道設備業

【上道地区】
●ソーイング　Ｉｓｉｍｕｒａ 石村正美 縫製業
●ｂｅｌｔａ ｈａｉｒ 庄司　聖 美容業
●宮本石油店 宮本剛義 石油販売
●みのる電気 四谷隆文 電気工事業
●㈱ユータック 孟　東興 貿易・建材販売業
●幸や 石部香織 飲食業
●㈱ビッグアイ 井上博之 サービス加工業
●フレンチ　ＭＯＥＴ 鈴木卓志 飲食業
●㈲清嘉園 小西章子 小売業
●佐藤断熱 佐藤大樹 設備保温工事業

（掲載希望者のみ）

【津高地区】
●手打ち蕎麦　青空亭 松下照利 飲食業
●㈱タケモト土木 竹本義人 土木建設業
●㈱ラムズ 磯村充弘 訪問介護
●林ぶどう研究所 林　慎悟 農産品小売業
●Ａｔｅｌｉｅｒ ＫＩＭ 金　孝妍 サービス・製造業
●㈱エージェント 長綱伸泰 自動車販売業
●垣本　章吾 垣本章吾 保険業
●㈱みらい 須山明美 化粧品卸売業
●ムロタ設備工業 室田　勉 住宅設備

【御津地区】
●岡田電気 喜多義昭 電気工事業
●ＴＯＭＯキャリアコンサルタント事務所 大智俊幸 コンサルタント業

【建部地区】
●カゲヤマ設備 影山淳一 水道工事業

新規加入
会員紹介

ローカルイノベーションを起こせ！それが働き方改革の第一歩だ！　地域経済未来塾

女性部
魅力ある地域づくりをサポート！

商工会を活用されている皆さんに聞きました！

Q支援を受けられるきっかけは？
A昨年の西日本豪雨災害で、入店しているゆめタウン
１階がすべて水浸しになりました。早朝から夜遅く
まで皆様のご支援をいただき、ゆめタウンは被災か
ら１週間で営業再開にこぎつける事ができました。
当店も仮営業でしたがガムシャラで、まったく奇跡
的な再開にたどりつきました。当店はお茶の商品、
資材等の廃棄も多く、今後の方針に迷っておりまし
た時に、商工会からの支援内容等が書かれたお手紙
を何度か頂き、個別相談があることを知りました。

Q商工会から受けている支援の内容は？
A他県から応援に来られた職員の方にも相談にのっていただきつつ、災害型の持続化
補助金申請を支援いただきました。

Q支援を受けての感想をお聞かせください。
A災害型持続化補助金の活用で、黒カビが発生し、床シートがめくれていたものを新
しくでき、店内が明るくなりました。陳列台もコンパクトにできました。新しく
なった店でお客様に対応できる幸せと喜びを感じ、感謝しております。これから
も、商工会でご提案いただける勉強会にも参加させていただき、よりお客様に喜ん
でご利用いただけるお店、利益のあがるいいお店になるよう勉強させてもらいたい
です。

豪雨災害
復旧支援

㈲清嘉園【上道地区】　　　　　代表：小西　章子さん
住所：岡山市東区東平島163　　　　　TEL：086-297-5668

Q支援を受けられるきっかけは？
A当社は、創業者である父から事業承継を行い経営を行っているのですが、設備の老
朽化が著しくなり、取引先の要求精度や自社の検査レベルを満たすためには設備の
入替が必要であると考え、検討を始めました。そこで、商工会に相談しました。

Q商工会から受けている支援の内容は？
A各種補助金の情報提供をいただき、ものづくり補助金の申請について支援を受けま
した。その中で、審査加点要素である①経営力向上計画②先端設備導入計画の申請
支援を受け、認定後には固定資産税の減免や法人税の税額控除などのメリットもあ
りました。もちろん、ものづくり補助金も採択されました。

Q支援を受けてのご感想をお聞かせください。
A当社としては、今回の設備導入は経営上、非常に大
きな投資でした。それだけの利益を出すことは、
中々困難です。タイミングよくものづくり補助金の
公募が始まり、商工会の支援で設備投資効果等を“と
もに検証”し、資金繰りや事業計画を詳細に策定した
ことで、目標数値到達への実現性が高まりました。
商工会に相談してよかったです。

経営力
強　化

有限会社武田鐵工【一宮地区】　代表：武田　正俊さん
住所：岡山市北区松尾280-2　　　　　　  TEL：086-284-2792

Q支援を受けられるきっかけは？
A創業にあたり、青色申告について調べたことがきっかけで、商工会を知りました。
私は記帳に関して全く知識が無い状態だったので、どの程度指導していただけるか
が不安でしたが、商工会なら帳簿の付け方や確定申告について一から教えていただ
けると伺ったので、商工会に記帳指導を依頼しました。

Q商工会から受けている支援の内容は？
A初年度は、帳簿を毎月点検していただきました。経費の区
分や、自家消費分の按分方法等、疑問に思ったことは何で
も質問し、解決していただきました。

Q支援を受けての感想をお聞かせください。
A指導が丁寧で分かりやすく、１年目だけで簿記の仕組みを
かなり理解することができ、とても助かりました。自分で
日々の帳簿を完璧に付けられるようになることを目標に、
商工会の記帳指導を活用していきたいと思います。

記帳
指導

西洋松露堂【御津地区】　　　　　代表：神崎　勇介さん
住所：岡山市北区御津下田77-3

Q支援を受けられるきっかけは？
A事業を始めて6年目を迎えました。最初はパソコンもしたことがなく何もわからな
かったので、とても不安でした。わからないことは商工会に電話して、帳簿の付け
方も親切に教えていただいています。

　なかなか何年たってもわからないことがありますが助かっています。
Q商工会から受けている支援の内容は？
A元帳、売掛金の管理、申告にむけた準備などを支援していただき、総勘定元帳など
も１冊にまとめてくださるので助かっています。日
本政策金融公庫の借り入れや小規模企業共済なども
おすすめいただき、加入しました。

Q支援を受けてのご感想をお聞かせください。
A何でもわからないことを電話すると、親切丁寧に教
えてくださるので助かっています。これからもわか
らないことは早めに聞いて教えていただき、頑張り
たいと思います。

記帳
指導

クズハラ自動車整備工場【建部地区】　代表：葛原　正文さん
住所：岡山市北区建部町中田377-１　　　  TEL：086-722-0336

UP!
担保・保証人

無担保・無保証人
※信用保証協会の保証も不要

　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!!

マル経
融資とは

メリット1

メリット2 低利率！
利率1.21％
（令和元年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 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）

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 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

優 良 従 業 員 表 彰

献された優良従業員６名の

講師　地域に活力を生み出すプランナー　
　　　 樋渡社中株式会社　代表取締役　樋渡　啓祐 氏
1993年　総務庁（現総務省）入庁
2005年　当時全国最年少36歳で佐賀県の武雄市長に就任
　　　　  ドラマ「佐賀のがばいばあちゃん」の誘致や、年間来館者100万人の
　　　　  武雄市図書館を実現。日経BP「日本を立て直す100人」に選ばれる。

第１回 6/29（土）
ローカルイノベーションを起こす
“発想”
　地域に活力を生み出す事業を円
滑に力強く進めるための、３つの
発想ポイントを学びました。

第２回 7/20（土）
ローカルイノベーションを起こした
“地域”
　これまでに地域に活力を生み出し
てきた事例と、その成功のポイント
を学びました。

8/24の受講お申し込みは岡山北商工会一宮支所　086-284-0397(担当：岡口)へ

目玉　　企画
最終回　8/24（土）
ローカルイノベーションによる
“アイデア・改善”
ローカルイノベーションのアイ
デア出し、プラン立てをワイワ
イ楽しく学びましょう。どなた
でもご参加いただけます。

増席して、追加
お申し込み受付中！
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新規創業・記帳指導・税務・事業資金についてのご相談は…　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
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キャッシュレス・消費者還元事業は2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要標準化対策の一環として、キャッシュレス対応による生産性向
上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の一定期間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元
等を支援する事業です。

いま話題！キャッシュレス・消費者還元事業

消費者の皆様へポイント還元制度

キャッシュレス・
消費者還元事業
実施期間　

2019年10月1日～
2020年6月30日

事業者の皆様へキャッシュレス決済の導入を支援

現金を使わない決済方法で、①前払い方式「プリペイドカード・電子マネー」、②後払い方式「クレジットカー
ド」、③即時払い方式「デビットカード」などがあり、様々な決済事業者によるカードを使ったタッチ式の決
済方式や、スマートフォンを使った「QRコード式」決済方式などの種類があります。これらには、スピーディー
な決済が可能となるほか、QR コード式決済であればスマートフォンのアプリ上で購買履歴が参照できるなど
のメリットが存在します。

キャッシュレスとは？

出典：経済産業省施策普及パンフレット

絵：津高地区　津島清一さん

事業経営で、こんなお悩みありませんか？

商工会の支援メニューをご活用ください

商工会は、地域に密着した唯一の総合経済団
体です。
中小企業・小規模事業者の皆さんに寄り添
い、一緒になって解決策を考え、ご提案を
行うパートナーです。

商工会って？

お客さんを
もっと
増やしたい

自分のお店を
持ちたい！

新しい事業を
したいけど
お金が足りない

従業員を
雇いたい！

そろそろ
子供に会社を
継がせたい

etc…

確定申告って
なにをすれば
いいの？

資金調達や販売計画などの創業計画書作りと、開業後のフォローアップ
を行います。

所得税・消費税の申告のもととなる記帳指導、記帳代行や源泉徴収事務
の補助を行います。

効果的な広報活動の充実や、展示会・商談会等出展、東京のアンテナ
ショップ出店による販路拡大を支援します。

政府系金融機関や信用保証協会、国・県・市の有利な制度融資活用をご
提案します。

経営計画の作り方、補助金活用、キャッシュレス等、魅力的な各種経営
セミナーを開催しています。

事業承継計画の策定や承継にあたっての課題解決、ご活用いただける補
助金をご提案します。

労働保険の資格取得・喪失、年度更新事務等の代行処理を行います。働
き方改革についてもご相談ください。

創　　　業
税務・記帳
販 路 開 拓
金　　　融
講　習　会
事 業 承 継
労 務 支 援

第６回
得する街のゼミナール in 岡山市北

開催期間：９月 13日（金） ～10月14日 (月・祝）

　「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。
　今年度も開催いたしますので、ぜひご参加ください。
詳しい開催内容は当会ホームページにて更新します→http://okayamakita.jp/machizemi/

岡山北商工会
※９月上旬頃情報更新予定
主　　催　　岡山北商工会　　後　　援　　岡山市、岡山市教育委員会

　

令和元年度通常総代会が開催されました
　5月23日木曜日、令和元年度岡
山北商工会通常総代会が総代83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、西日本豪雨災害からの復興支
援の継続をはじめ、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11名）が執り行われ、続い
て小西徹総代を議長に議事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問題に対して課題の抽出と対
策を立案し、小規模事業者の持続的発展に向けて、社会や経済の変化に応じ
た成果の上げられる商工会運営体制の構築をめざした事業計画など12議案
を審議し、可決承認されました。
　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、職員の支援能力向上も含めた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。

・・・令和元年度事業計画重点事項・・・
◎『“繋がり”を大切に！』をキーワードに、商工会の機能強化を！！
◎豪雨災害からの復旧・復興を引き続き強力に支援
◎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

◎その他（マル経融資、まちゼミ、青年部・女性部活動etc.）

白山神社（北区首部236）
日本遺産「桃太郎伝説」の生まれたまち　おかやま

一 宮地区の東端、坊主山の
南麓に首

こう

部
べ

という珍しい
地名があります。桃太郎伝説の起
源とされる吉

き

備
び

津
つ

彦
ひこの

命
みこと

と温
う

羅
ら

の戦
いで、吉

き

備
び

津
つ

彦
ひこの

命
みこと

に敗れた温
う

羅
ら

が
首をはねられその頭

こうべ

は串に刺され
て晒

さら

されたと伝えられています。
境内には温

う

羅
ら

の首を晒
さら

したといわ
れる高さ２ⅿほどの盛土が首

くび

塚
づか

と
して残っています。首

くび

塚
づか

と聞くと
何か不気味に感じますが、心配は
ありません。
　訪問者を迎えてくれる狛

こま

犬
いぬ

は愛
らしい表情で全国的にも珍しいお
しりを持ち上げた狛

こま

犬
いぬ

です。

◆日本遺産とは
　地域の歴史的魅力や特色を通じて、文化
や伝統を語る「ストーリー」を。文化庁が
認定するものです。平成27年度に創設さ
れました。
◆ストーリーの概要
　いにしえに吉

き

備
び

と呼ばれた岡山には、鬼
き

ノ
の

城
じょう

と呼ばれる古代山城や巨大墓（古墳）、
立ち並ぶ巨石などの遺跡があります。これ
らの遺跡は吉

き

備
び

津
つ

彦
ひこの

命
みこと

が温
う

羅
ら

と呼ばれた鬼
を退治する伝説の舞台です。古代山城は温
羅の居城で、巨石は「楯」とされ、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いわれ
ています。

はくさんじんじゃ

温羅の首を埋めた？　境内の首塚伝説

全国でも珍しい、おしりを上げた狛犬。

古代吉備のロマンを

感じる旅へ、あなたも

出かけませんか？


