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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。

新年のご挨拶

『繋がりを大切に！』
伴走型経営支援で地域に元気と活力を
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子年のできごと
・十七条憲法を制定（聖徳太子）
・鎌倉幕府を開く（源頼朝）
・関ケ原の戦い（徳川家康）
・市制、町村制度が公布（地方行政制度の始まり）
・水泳、前畑秀子選手が金メダル（ベルリンオリンピック）
・スキージャンプ競技で日の丸飛行隊が大活躍（札幌冬季オリンピック）

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。
昨年は新しい元号『令和』のスタートの年となりました。そして今年は東京
2020オリンピック・パラリンピックが開催される年となります。
スポーツは多くの人々に勇気と感動を与えてくれます。昨年の『ラグビー
ワールドカップ２０１９日本大会』では日本チームが「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」の言葉
のもとで大活躍し、日本中に元気を与えてくれたことは記憶に新しいことです。
東京2020オリンピック・パラリンピックでも多くのアスリートからたくさん
の勇気と感動を受けられるものと楽しみにしています。
私たち商工会は、地域の小規模事業者の方を伴走型で支援し、事業者の
方の夢の実現をお手伝いしています。事業経営は決して平坦な道のりではな
く、多くの経営課題が山積しています。そうした課題を一つ々々解決するた
めに私たち商工会は、事業者の方々に対する経営支援を伴走型で実施、取り
組んでいます。
こうした支援を通じて個々の事業者の方々の経営課題の解決を図り、経営
者の方に元気を持ってもらい、そのことが地域の活力に繋がれば良いと考え
ています。
本年も『繋がりを大切に！』を基本に、地域の事業者の皆様に寄り添った経
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。

働き方改革の取り組み（時間外労働等改善助成金の活用）
②販路開拓による生産性向上
11月に東京・池袋で行われた日本全国物産展において、販路開拓事業を
実施いたしました。
この事業は、地域特産品の販売を通じて商品展開力・販売力の向上を図る
ことで、地域事業者の活性化や生産性向上・賃金アップに結び付けるきっか
けとすることができるものです。

中小企業でも、2020年４月から残業時間の上限規制が導入され、原則と
して月45時間・年360時間となります。
限られた労働時間での生産性向上が求められる中、岡山北商工会では時間
外労働等改善助成金を活用し、事業者の働き方改革・生産性向上のための２
つの取り組みを実施いたしました。
①地域経済未来塾の開催

「地域経済未来塾」を６月～８月のうち合計３回にわたり開催しました。
これは、地域をイノベーションした先進事例を学ぶことにより労働環境改善
を再考し、生産性向上、労働時間の削減、賃金アップにつなげることを目的
としたものです。
講師には元武雄市長の樋渡啓祐氏を招き、
・楽しく仕事をするための着眼点
・IT・スマホアプリ導入で推進する働き方改革・生産性向上
・強みを活かしたビジネスモデル確立のポイント
を中心に、実際の成功事例を多くご紹介いただきました。

編集／岡山北商工会情報化広報委員会
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事業承継支援事業を実施しました
商工会では、国が推進する事業承継支援を積極的に
行っており、昨年度に引き続いて10月にセミナー３回と
個別相談会を開催いたしました。
【事業承継セミナー】

ＢＣＰ（事業継続計画）について
セミナーや普及啓発用のチラシ・ポスターを作成しました
BCPという言葉をご存じですか。
BCPは企業が自然災害やその他の緊急事態に備え、事業の被害
を最小限に抑えて早期に復旧できるよう予めどのように対応する
かを取り決めて計画書として取りまとめたものです。

今回は後継者が決

BCPと同時に取り上げられる計画に防災計画があります。

まっていない事業所

防災計画は人命や事業資産を守ることを目的としますが、BCP

を対象に、事業引き

は損害を受けた状況の中でいかに事業を継続、早期に復旧させる

継ぎに向けた対処法

かの計画です。

を中心に実施しまし

岡山北商工会では、平成30年７月豪雨災害から復旧を目指す事

た。の べ21人 の 参

業者を組織化し、復旧に係る費用の補助金（グループ補助金）を

加者で、事業承継に

受けられるよう支援していますが、このグループでは『BCP』に

向けた知識を習得で

関するセミナーを６月と12月の２回開催しました。

きました。

１回目のセミナーでは昨年の豪雨災害で被害を受けた事業者の

【事業承継個別相談会】

方から生の声を聴き、企業のリスク管理に関する対策の必要性に

また、セミナー参加事業所を中心に、３回、のべ７社
へ事業所訪問し、専門家を交えて個別指導を実施しまし
た。

ついて学びました。
２回目では、専門家の指導を受けながらBCPの策定を行った事
業者の事例をもとに、具体的な対策について研修を受けました。

今後、商工会では親族内での事業承継をはじめ、第三

このほかにもBCP、リスク管理に関する普及啓発事業にも取り

者への事業譲渡など、幅広く持続可能な経営に向けた支

組み、BCPに関するパンフレットや、リスク管理に関するポスター

援を行います。

などを作成し、広く事業者に配布しています。

創業塾

岡山北商工会地域産品の魅力を発信しています！
首都圏における岡山県産品の認知度向上に向けて、岡山北商工会管内の会員事業所が
手掛ける加工商品の販路拡大を図っています。
＝晴れの国おかやま逸品フェア＝９月20日㈮～ 22日㈰
「晴れの国おかやま逸品フェア」と題して、建部地区の２事業所（すぎ茶屋、サニー
デイコーヒー）が出展し、プロモーションゾーンで
テストマーケティング及び建部地区のPRを行いま
した。また、同じ建部地区の事業者同士でコラボ開
発した商品の即売会も行い、地域のPR活動を行い
ました。
=岡山フルーツ活用満喫講座=９月21日㈯・22日㈰
津高地区で初めて温室栽培が始まった「マスカッ
ト・オブ・アレキサンドリア」と、一宮地区が発祥
とされる「清水白桃」について、首都圏での認知度
向上を目的に、デザート作り教室を開催しました。
定員もすぐに満席になり、首都圏在住の消費者に、
岡山県及び地域資源であるフルーツのPRができま
した。
そのほか、イオンモール岡山での出展、RSK物産
展での出展についても情報提供や販促支援を実施し
ました。こうした取組を通じて、岡山北商工会地域
の魅力発信に努めています。

創業・経営のポイントを学び、いざ実行！
もう一人で悩まない！

令和元年11月20日・27日・12月４日、これから創業をしよう
としている方、または創業して間もない方向けに６時間（２時間×
３日）の短期集中型の創業塾を開催しました。
講師の中小企業診断士・難波三郎先生からは「創業計画のポイ
ント」
、公認会計士・小橋仙敬先生からは「開業手続きの手順」、
女性起業家・宗定姫愛子先生からは「創業時の心がまえ」といっ
たテーマで創業のポイントをわかりやすく説明していただき、受
講生の方は、創業に向けての意欲を持てるようになったようです。
終了後は、受講生同士で情報を交換し合い、和やかな雰囲気の
中にも熱気あふれる創業塾となりました。
岡山北商工会で
は、独立して創業
を志す方を力強く
サポートしていま
す。創業計画の作
成、融 資 の 斡 旋、
創業補助金の申請
など、いつでもご
相談ください。

全国および岡山北商工会管内の景気動向について～景気動向調査結果から～
市部での大幅悪化があります。サービス業では主要DIが悪化しましたが１年
前の水準は保っています。
※DI＝景気動向指数

全国商工会連合会では、３カ月ごとに全国約8000事業所を対象に中小企業
景気動向調査を実施しています。
その内容をみると、平成31年1 ～３月期はDI※が売上・採算・資金繰りの３
要素ともそろって低下し中小企業景気全体に若干の陰りが見られ、景況は平成
30年６月期をピークに低下傾向にありましたが、令和に入った令和元年６月
期では１年ぶりに上昇に転じ、売上・採算・資金繰りの３要素ともそろって改
善する結果で１年前の水準とほぼ同等の水準にまで改善されました。
経営上の問題としては、需要の停滞を挙げる企業が多く、従業員の確保難を
課題として挙げる事業所が増加しています。製造業、建設業、サービス業は人
材不足が上位にあります。
令和元年９月期では再び３指標（売上・採算・資金繰り）とも悪化、中小企
業の景気は足元でやや後退している感があります。マクロ経済は海外景気の減
速から輸出が冴えない動きとなって、製造業を中心に中小企業にも悪影響が波
及している状況にあり、内需は底堅いのですが、設備投資が弱含みで先行き懸
念は消えていません。
製造業では、従業員51人以上の事業所では改善していますが、小規模事業
者を中心に広範囲で業況が悪化しています。
建設業では横這いに踏みとどまり底堅さを維持しており『人手の確保難』
『熟
練技術者の確保難』を課題に挙げる企業が多く、小売業では『購買力の流出』
を課題として挙げる事業者が多く、構造的要因に加えて需要の減少も加わり都

岡山北商工会管内で聞かれた景況では、建設業（土木、建築、設備工事業）
で増税前の特需、災害復旧（平成30年７月豪雨災害）需要など受注量が多く
人手不足の状況が続いています。
自動車修理、販売では増税前の駆け込み需要、増税後の落ち込みも限定され
たもので大きな変化はありません。自動車販売は全体として低調で、レンタカー
などの新サービスについての需要が好調です。
機械・金属関係の製造業では、米中貿易摩擦の影響から受注が減少している
事業所、受注の確保はできているが利益率が低くなっている事業所があります。
食品製造関係では首都圏向けの需要が好調なほか、新たな分野での取組みを
始めた事業所では新分野での新規取引の増加がみられます。
小売・サービス業では店舗の移転、同業他社の撤退といった個別要因での売
上の増加が見られるほか、家事代行サービスといった分野での需要が堅調な一
方で人財確保に苦労しています。人手不足対策として機械化、省力化を積極的
に検討している飲食業などもあります。
全業種を通じて人手不足を訴える事業者が多く、消費税増税に関する影響は
あまり感じられませんでした。
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必ずチェック！最低賃金
使用者も、労働者も。
時間額
924円
962円
934円
878円
921円

『マル経融資』です。

令和元年12月18日

880円

令和元年12月25日

1

メリット

3

メリット

返済期間 運転資金

長期返済可能！

さらに

954円

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!!
低利率！
利率1.21％（令和元年12月１日現在）
担保・保証人無担保・無保証人
メリット
2
※こちらの利率より利子補給が行われます
※信用保証協会の保証も不要
保証不要！

マル経
融資とは

発効日
令和元年12月19日
令和元年12月14日
令和元年12月27日
令和元年12月25日
令和元年12月29日

◎お問い合わせ先
岡山労働局労働基準部賃金室
（℡０８６－２２５－２０１４）
または最寄りの労働基準監督署へ
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メリット

設備資金

日
2/2

月
2/3

火
2/4

水
2/5

木
2/6
一宮

金
2/7

土
2/8

2/9

2/10
上道

2/11

2/13

2/17

2/18
御津

2/14
一宮・津高
御津
2/21

2/15

2/16

2/12
上道
建部
2/19
津高

2/23

2/24

2/28
一宮

2/29

3/1

3/2
津高
上道
3/9

2/25
一宮
御津
3/3
建部
御津
3/10
一宮・津高
建部

3/6
上道
御津
3/13
御津

3/7

3/8

3/11
御津

3/5
一宮
3/12
上道

4

メリット

※一部ご利用できない場合があります

融資限度額

最大2,000万円以内

お気軽に商工会まで
お問い合わせ
ください♪

消費税経理処理のポイント

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。

2/26
津高
上道
3/4

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）

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

派遣税理士による決算・確定申告個別相談会

2/20
一宮
建部
2/27

ケイ

それが

岡山県内の特定最低賃金が改定されました。
特定最低賃金
（岡山県内）
耐火物製造業
鉄鋼業
一般機械器具等製造業
電気機械器具等製造業
自動車・同附属品製造業
船舶製造・修理業､
舶用機関製造業
各種商品小売業

UP!

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

令和元年10月から消費税率の改正がありました。
今回の改正では消費税率引き上げの他に軽減税率制度の導
入、ポイント還元制度などがあります。
改正された消費税についてポイントを押さえましょう。

■確認しましょう！ 請求書と領収書
軽減税率制度の導入に伴い、請求書に８％のものと１０％のも
のを区分して記載する「区分記載請求」を作成することになり
ます。
記載のポイントは
〇軽減税率の対象品目である旨
〇税率ごとに区分した税込合計額
■帳簿を整理しましょう！ ８％と１０％
帳簿への記入についても税率ごとに区分して経理する必要があります。令和元年１０月１日からは、
区分記載請求書等をもとに、標準税率１０％対象分と軽減税率８％対象分に区分して帳簿へ記入するこ
とになります。
■ポイント還元制度
消費税率の引き上げに伴いポイント還元制度が導入されました。原則課税で消費税決算をする際は
仕入れ税額控除はポイント還元が計算される前の仕入れ額で計算します。

2/22

3/14

※昨年10月から消費税率の改正（8％→10％）と軽減税率の導入が施行されて
います。消費税の申告に際しては特に注意してください。
※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。
開催時間

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

会員アンケートを実施しました
岡山北商工会では、今後の事業計画に新たな支援
ニーズを加えて小規模事業者の持続的成長・発展を図
る土台とすべく、令和元年夏に全会員を対象とした会
員アンケートを実施しました。その結果、全会員のうち
65％にあたる、687件の回答を得ました。
①セミナーや補助金・助成金活用への関心の高さが伺
えます。
タイムリーな内容のセミナー開催のほか、補助金・
助成金では最新情報の提供に努めます。
②後継者がいないとの回答が2/3近くありました。
大切な技術や事業資産を有効に繋いでいくためにも
後継者のマッチングが重要な課題となっています。
③西日本豪雨災害では、当会管内事業所にも大きな被
害が発生しました。
防災、減災対策以外に災害発生時の復旧対策などの
必要性を強く感じていますが、実際の対策には至って
いないようです。

平成31年４月23日から令和元年10月７日までに
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】
●㈱BASE
●㈱ヨシハラ機工
●医）一宮整形外科クリニック
●Wakka
●㈱ルコルト
●メディエリアサポート企業組合
●㈱一宮広告舎
【津高地区】
●遠藤電気工事
●東和電気工業㈱
●令和建設
●Plus Belle hair creation
【上道地区】
●藤原工業
●藤本工業

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方々も受賞されました。
杉原 敏之さん（一宮地区） ㈱川本
㈱オカヤマイエローハット
㈲インテリアサロン藤原
カバヤ食品㈱
UAゼンセン中央教育センター友愛の丘

清水法眞
吉原 正
中原 淳
今井恵子
小澁修一郎
國里光博
深井達也

建設業
産廃収集処分業
医療機関
製造業
スーツ製造業
医療機器製造業
広告代理店

遠藤友治
古原篤史
吉田一成
山口悠哉

電気設備工事業
電気工事業
エクステリア業
美容業

藤原 健 建築業
川崎章斗 建築業

岡山市地域貢献企業表彰

●㈱エンパインルーフ
㈱エンパインルーフ
●平島寿司
●㈱恵拓
●八剣伝平島店 ㈲清真
●ＷＡＬＬＴ
●ＭＯＣＯＥ
●想建
●㈱丸と建設
●薩摩きりさめ屋
【御津地区】
●ムラカミベーカリー
●河田農機商会
●赤木瓦
【建部地区】
●建部獣皮有効活用研究所

岡山市では令和元年度から地域の産業、雇用、文化、環境、
防犯、福祉などに貢献する小規模企業、中小企業を表彰し
て企業経営者や従業員の励みと
し、地域における認知度を高め、
地域と地域を支える中小企業の
持続的な発展を図ることを目的
とした表彰制度を創設しまし
た。
本年度は市内11社が表彰を受
け、岡山北商工会管内でも東中
国ロード工業株式会社（北区楢
津）様が受賞されました。
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新規加入
会員紹介

全国商工会珠算検定試験合格者

令和元年度
「岡山市優良勤労者表彰」

尾﨑
靖さん（津高地区）
藤原登美子さん（上道地区）
長門
賢さん（御津地区）
中村恵美子さん（建部地区）

※詳しくは、国税庁ホームページをご覧下さい。

松原裕一
堀龍二郎
森元恵美
白土直樹
佐藤正紀
大戸佳名子
鈴木将馬
戸川慈庸
和田 剛

屋根工事業
飲食業
建設業
飲食業
塗装業
美容業
建設業（足場工事）
建設業
飲食店(魚料理)

平山裕実 菓子製造小売業
河田泰祐 農機工具小売業
赤木竜吾 建築業
頼本ちひろ 革商品製造業

（掲載希望者のみ）

第194回
（順不同・敬称略）

１ 級 影山
２ 級 藤坂

陽香
茉優

４

級 髙田

詩乃

７

級 細田

美優

髙田

明希

級 井上

湊大

８

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、商店が地域みんなで取り組む
“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、６年目の実施となりました。
夏の「まちゼミkids」は夏休みの小学生を中心に、秋の「まちゼミ」は、誰でも気軽にお店に足を運べるイベントとして好評でした。個店のサー
ビスを直接消費者にアピールすることで、お店等のPRもでき、地域内の購買力向上に貢献しています。

第５回まちゼミKids

第６回まちゼミ

◇旬な食材による健康料理教室

◇すてきなお茶の楽しみ方

【レスパール藤ケ鳴】

【お茶とコーヒーの清嘉園】

地元岡山の季節の食材を使って、体に
良い料理作りのポイントを学び、試食
を楽しみました。

抹茶でのグリーンティー作り方や冷茶の
作り方を習いました。ちょっとした工夫
でこんなに美味しいお茶ができる事に
ビックリ！

◇ふわトロ卵のオムライス作り

◇超初心者向け！セキュリティ講座

【レストラン Mint】

【PCらいふパソコンスクール平島校】

家庭の食材を使って、簡単で美味しいふ
わトロのオムライスを楽しんで作りまし
た。

女性部

パソコンやスマホでインターネットを
利用する中で、怖い部分も知っておか
なければなりません。超初心者向けに
ネットのセキュリティについて研修し
ました。

台風第19号災害復興支援 長野県に職員を派遣

セミナーで自己研鑽と
資質向上に努めています。

昨年10月に発生した台風19号災
害の復興を支援するため、12月に
長野県へ職員を派遣しました。
支援内容は、被災した事業者を
支援する「グループ補助金」の申
請について、昨年の西日本豪雨災
害で同制度の支援経験がある経営
指導員を派遣したものです。
県下商工会から５名で、岡山北
商工会からは３名の経営指導員（山辺・岡田・岡口）が派遣されました。
派遣場所は、千曲川流域で大規模な浸水被害のあった長野新幹線車両セ
ンターに近い長野市商工会豊野支所と小布施町商工会でした。

販売力向上セミナー（全２回開催）
１回目は「お金をかけない集客！クチコミ販促７つ
のしかけ」のテーマで、消費者の心理を読み取り、ク
チコミを利用した売上アップに繋がる方法を学びまし
た。２回目は「店頭でしかける！お客さまを動かす魔
法みたいな技術」で、お客様の視線を無意識に商品等
に誘導する見せ方、興味を抱かせる商品やサービスの
伝え方などについて学びました。
薬膳講習会
薬膳の基本知識や食材の性質や効能など、食材の持
つ力について研修しました。日々の食事の積み重ねか
ら健康が作り上げられることを理解しました。
ハーバリウム講習会
お正月をイメージしたハーバリウムを作りました。
作業に楽しみながら取り組み、懇親も深めることがで
きました。

2019年９月 世界かんがい施設遺産認定

倉安川吉井水門（岡山市東区吉井）

青年部 「つながり」を大切に！
部員増強と地域貢献活動を実施しました
今年青年部では部員増強運動を実施し、地域を愛する10名の新たな部員が入部し
ました。
今年度は特に、西日本豪雨被災をきっか
けに「何か一つでも地元地域に恩返しがで
きれば」という思いを持った方が多く入部
されました。
夏まつりの運営補助や、地域貢献として
清掃活動を実施し、組織全体の活性化につ
ながっています。
他にも青年部では、地域を担う企業の後
継者として経営セミナーや、災害の際にも
対応可能な体制づくりを行っています。

キャッシュレス決済がご利用いただけます
岡山北商工会

倉安川は、かつて吉井川と旭川を
つなぐ延長約20㎞の運河でした。
この運河は延宝7年（1679年）に当
時の岡山藩主池田光政が、津田永忠
に命じて作らせた人口の河川です。
その目的は、倉田新田（倉田・倉富・
倉益）に灌漑用水の供給、年貢米の
輸送、岡山城下へ出入りする高瀬舟
の水路として利用されました。吉井水門は、現存する日本最古の「閘
門式水門（こうもんしきすいもん）」です。
第一、第二の２つの水門で形成されており、倉安川の吉井川側の起
点に設けられた取水口であるとともに、船通しとしての機能を持ちま
した。昭和40年後期に坂根堰が改修されたことを機に、取水の機能は
なくなりましたが、現在まで300年余りの間、数々の洪水に遭遇しな
がらも一度も損傷することなく第一水門以外
は当時のまま保存されています。竣工に際し
て池田光政は江戸からの帰路にこの地に立ち
寄り、吉井から倉安川を下り旭川平井水門ま
で帰ったとされています。令和元年9月4日
に「倉安川・百間川かんがい排水施設群」が
世界かんがい施設遺産に登録されました。

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

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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