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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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商工会窓口に設置している消毒液

ドライブスルーでの提供スタイル マスク着用と入場制限を案内する店舗のPOPお持ち帰り専用ブースを設ける店舗

感染防止パーテーションを設けての相談対応

3密を避けてのセミナー開催の様子 ビデオ通話システムによるWEB会議

飛沫防止カーテンを設けた店舗の様子

ウィズ・コロナ時代で変わる日々の風景

商工会
での
取組み
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イベント中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響で、以下の商工会
主催・共済・後援イベントが中止となっております。
７月　まちゼミキッズ
８月　上道夏まつり 建部町納涼花火大会
９月　秋祭り in みつ2020
　　　津高ふれあいマスカット祭り

　新型コロナウィルスの影響が当会管内の飲食店でも広
がっております。そこで当会では、管内飲食店の支援、持
ち帰りを中心とした飲食需要に少しでも応えるために、飲
食店応援プロジェクトサイトを開設しました。
　ぜひご覧いただき、テイクアウトやデリバリーを利用し
ておうち時間を楽しく過ごしてください。
　そして新型コロナウイルスが収まった際は、ぜひお気に
入りのお店を訪れてお食事をしてください。

【「岡山北商工会 飲食店応援プロジェクト」サイトへの行き方】
①アドレス入力
　「飲食店応援プロジェクト」サイト：http://okayamakita.jp/delivery/ 
②岡山北商工会公式HPのバナーから入る
　トップページの左側にあります。
　岡山北商工会公式HP（トップページ）：http://okayamakita.jp/ 
③QRコードを読み込む
　右にあるQRコード画像を読み込ませてください。
④検索する
　「岡山北商工会　飲食店」で検索してください。１番目に出てきます。

岡山北商工会エリアの元気を応援！
飲食店応援プロジェクトサイトを作成しました

岡山県のがんばる事業所を応援！
　岡山県商工会連合会は、新型コロナウイルス感染症対策の指
針に基づき、3密対策（ソーシャルディスタンス）等の感染予
防策を講じていると申告のある県下商工会管内の商工業者等の

“頑張る”情報を掲載しています。
　飲食店のみでなく、小売店、通信販売、旅館・
ホテルなど、多ジャンルの情報が詰まっています。
　ぜひお気に入りのお店や商品、メニューを見つ
けてみてください。

【アドレス】https://okayamasci-kouikisc.jp/

県内各地のがんばる商工業者を紹介しています
岡山県商工会連合会

※通常の「まちゼミ」は予定通り11月開催予定
　です。

　新型コロナウイルスによる消費落ち込みからの脱却を図るための岡山市によ
る消費喚起策の一環として、PayPay残高等からの支払いにより、お支払額の
最大20％が戻ってくるキャンペーンが８月に行われます。
注意：付与上限があります。

１．開催期間
　　2020年８月１日　午前０時　～　８月31日　午後11時59分

２．キャンペーン対象店舗
　岡山市にあるPayPayの使えるお店のうち、岡山市とPayPayが対象店舗
として指定する店舗など(※)
※介護施設、鉄道、病院、保険代理店、NHK受信料、水道料金、調剤薬局、金券・チケッ
トなど一部対象外の店舗、商品があります。

３．付与上限
　　１回あたり1,000円、期間中5,000円

がんばろう岡山市！
最大20％が戻ってくるサマーキャンペーン

岡山北商工会ホームページ
知らなきゃ損な経営お役立ち情報盛りだくさん

役立つセミナー！
いろいろ使える

補助金・助成金情報

地域のお店や商品ご紹介！

商工会事業のご案内！

岡山北商工会 でいますぐ 検 索 

ご利用には小規模事業者であること、商工会の指導を受けている事、一定の売上減少がある事等要件があり
ます。詳しくはお問い合わせください

融資限度額

別枠 1,000万円

無担保・無保証人
※信用保証協会の保証も不要です

実質金利 ゼロ
（借入から当初３年間）

返済期間
運転資金 7 年以内（うち据置期間３年以内）

設備資金10年以内（うち据置期間４年以内）

利率　貸付日から当初３年間0.31％ （通常の利率1.21％から0.9％優遇）

※こちらの利率より３年間、岡山市からの利子補給（利子の補填）が行われます。

新型コロナウイルス感染症対策　マル経融資
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令和元年10月８日から令和２年４月27日までに会員として加入された皆さまです。

【一宮地区】
●カンパニオ 桑原　一彦 農産物販売業
●Patisserie Juna 重名　遼介 菓子製造小売業

【津高地区】
●現金損益Ⓡ経営岡山 田口　太彦 財務コンサルティング生命保険・損害保険代理業
●㈱ Be side 磯島　　武 助成金相談等
●金銀堂 貴島　　睦 菓子製造小売業
●ジェイズ㈱ 新村　誠一 塗装・防水工事業

【建部地区】
●おみこしＷＥＢ㈱ 高橋　律子 ＩＴサービス業
●PRO STAFF 備前屋 満園　勇人 軽貨物運送業
●らんち団らん 宗髙　清美 和定食店
●㈱河本食品 山田　早苗 弁当惣菜・仕出し製造業 （敬称略・掲載希望者のみ）

【上道地区】
●日韓食堂菜Ｓ 吉村　幸治 居酒屋
●増田内装 増田　万年 内装工事業
●ローソン岡山瀬戸町店 栢野　憲治 コンビニエンスストア
●㈱グリーン・プラネット尾崎 尾崎　勝彦 苗生産・販売業
●ミナト建工㈱ 鑑継　真也 内装仕上業
●梟のこども　～ AnotherSky ～ 藤原　麗奈 健康ランチレストラン
●幸や 山本　幸男 中華そば屋
●金田左官 金田　准也 左官・エクステリア業
●わくわく保育園 小倉　宏美 保育園

【御津地区】
●㈲第一管工 板野　敏幸 配管業

吉村　幸治 居酒屋

新規加入
会員紹介

Patisserie Juna（パティスリー・ジュナ）
「しあわせ菓子工房ウルウル」から若き経営者への事業承継
◇経営支援の内容
　「しあわせ菓子工房ウルウル」から事業承継について相談がありました。
　事業引継ぎ支援センターの協力を得て、スムーズな事業承継を行うための創業計
画の策定、各種届出支援、労働保険、財務経理、資金繰り等の支援も行いました。
　４月16日に同地において「Patisserie Juna」を新規オープンすることができ
ました。
　今後も販路開拓のためのホームページの
作成、日々の記帳・労務など、安定した経
営を行うための伴走支援を行います。
◇支援を受けた感想
　何もかもが初めての中で、商工会の支援
を受け、開業にこぎつけることが出来まし
た。
　創業計画書の作成、資金調達など分から
ない事ばかりでしたが、丁寧に指導してい
ただき大変助かりました。
　まだまだ不安はありますが、自分で作っ
たケーキを販売し、皆さんに喜んでもらう
ことで、長く愛されるお店にしていきたい
と思います。
　引き続き商工会に、伴走しながらの支援
をお願いしたいです。

Patisserie Juna
〈洋菓子製造・販売〉
岡山市北区一宮94-2
TEL 086-284-8540

一宮

◇経営支援の内容
　ぶどう栽培の研究者であり、ぶどうを活用した製品
開発に取り組む同社は平成30年７月の西日本豪雨災
害で大きな被害を受けました。復興に際してぶどうの
加工品生産と新たな販路開拓の支援に取組みました。
支援内容は、生産性の向上を目指しての設備導入や、
ホームページ作成、チラシでの販路開拓です。この他
にも経理や労務の分野での支援など総合的に取り組み
ました。
　今後も効率的で魅力ある販売方法の導入や生産性向
上を目指した支援に取り組んでいきたいと考えていま
す。
◇支援を受けた感想
　豪雨災害の後、施設の破損復旧や今後の展開につい
て悩んでいた時にご相談させていただいたのが、最初
のきっかけでした。その後研究所が立ち上げってから
間もなく、経営の経験が乏しく右も左もわからない私
たちに経理、従業員の社会保険のことから、今後の当
研究所の展開まで多岐にわたり、きめ細かくサポート
いただきました。色々とご迷惑をお掛けすることが多
かったのですが、嫌な顔一つせず親身に相談に乗って
く だ さ り、
色々と教えて
くださったこ
とに本当に心
から感謝して
います。
　今後は新商
品の開発や事
業の付加価値
アップに向け
て、支援制度
の活用につい
て支援をお願
いしたいと思
います。

林ぶどう研究所
〈ぶどう栽培研究〉
岡山市北区津高525-1
TEL 086-251-4158

林ぶどう研究所

◇経営支援の内容
ぶどう生産者への災害復旧・販路開拓支援
津高

◇経営支援の内容
　現社長は30歳で先代社長の父親から事業を引継ぎました。記帳や労務管理、人
材育成などに責任を持つようになると同時に不安も大きくなっていました。
　青年部への加入をきっかけに商工会へ記帳や労務管理、決算書の見方などを相談
するようになりました。
　商工会では、記帳、労働保険、決算書の見方や経営管理のポイント、社会保険労
務士の派遣による働き方改革の支援などを
行いました。
　会社は成長途上であり、社長自身も事業
意欲が高く夢を持って会社経営をしていま
す。今後も商工会では企業の成長段階に応
じた支援を行っていきたいと思います。
◇支援を受けた感想
　経理での不明点など気軽に電話で確認し
ながら記帳しています。また、社員を増や
す際には、自社の現状がどうなのか試算表
から商工会に診てもらったり、社員やパー
トさんにとっても働きやすい職場、会社に
するため就業規則や給与規定などを見直し
たりしました。
　今後も身近なパートナーとして、商工会
の支援をお願いしたいと思います。

有限会社 センダ
〈清掃・家事代行業〉
岡山市東区沼1568-2
TEL 0120-848-119

有限会社センダ（ダスキン　センダ）
後継者の育成支援　～記帳・経営管理・労務管理などのトータル支援
上道

岡山県商工会連合会、一
宮商工会、岡山北商工会
一宮支所に勤務しこつこ
つ商工会職員を32年続
けています。
パソコンでの会計処理・
節税・労働保険から健康・
嫁姑まで何でもご相談下
さい。笠原 千恵

職　名 主任
資格等 簿記、

ITパスポート、
初級シスアド

趣味・特技 ウォーキング
（イオン岡山）

岡山西商工会、浅口商工
会を経て、今年度から岡
山北商工会一宮支所へ配
属となりました。経営指導
員9年目を迎えます。補
助金計画の相談、ご融資
に関する相談など幅広く
対応いたします。まずは
お気軽に御相談頂ければ
と思います。鳩嵜 貴之

職　名 経営指導員
資格等 簿記、

ＦＰ、
販売士

趣味・特技 料理、子供とドライブ
食品売場めぐり　水泳

一
宮

赤坂町商工会に就職後、
経営指導員として建部町
商工会、岡山北商工会本
部、岡山県商工会連合会、
赤磐商工会熊山支所を経
てあっという間に25年を
迎えます。
今春から岡山北商工会で
再びお世話になることにな
りました。いただいたご縁を
大切に、津高支所で支援に
当たらせていただきます。

藤本 久美子
職　名 経営指導員

資格等 小学校教諭、図書館司書、
簿記、書道師範、華道師範 趣味・特技 書道、華道

建部町商工会、吉備中央
町商工会を経て岡山北商
工会で6年目になります。
皆様に気軽に声をかけて
頂ける職員となれるよう
努めてまいります。
各種共済も推進していま
すので、お声掛け下さい。
宜しくお願い致します。山本 小紀子

職　名 主任

資格等 簿記、珠算、
医療事務 趣味・特技 道の駅めぐり

津
高

上道、長船町、瀬戸町、赤
磐商工会と勤務し岡山北
商工会上道支所は、2年
目になります。当地は商
工会勤務最初の地でもあ
り、2011年からは住民
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。松本 孝之

職　名 経営指導員
資格等 簿記、

販売士、
シスアド

趣味・特技 バイク、読書、
ワンピース考察、
サッカー

上道商工会から27年、上
道でお世話になっており
ます。
日々の記帳から決算申告、
合法的な節税方法、労働
保険、社会保険、各種共
済などお気軽にご相談く
ださい。

岡 千世
職　名 主幹
資格等 社会保険労務士、FP、

販売士、簿記、シスアド、
ホームヘルパー、臨床検査技師

趣味・特技
パズル

（ナンプレ、ループコース）

上
道

経営指導員として作州津
山商工会、真庭商工会で
6年間経験を積み、岡山
北商工会では4年目とな
ります。
記帳指導業務の経験もあ
り、ワード、エクセルなど
パソコン操作に関するこ
となどIT関係についてお
気軽にご相談ください。

浅田 敬文
職　名 経営指導員

資格等 簿記、
販売士

趣味・特技 農業ボランティア、
スキー

久米郡商工会、岡山北商
工会で指導業務を担当。
現在は建部支所勤務です。
記帳や税務、労働保険の
代行事務、女性部活動も
担当しています。
各種共済も幅広く推進し
ていますので、お気軽に
お問い合わせください。菅 睦子

職　名 主事

資格等 簿記、
販売士

趣味・特技 食べること、
旅行

建
部

商工会の経営指導員とし
て30年以上勤務。2018
年4月から現職です。
岡山北商工会では「繋がり
を大切に 」を基本に取り
組んでいます。
金融、税務、労務から創業、
経営計画、補助金活用まで
幅広い分野で信頼できる
相談相手をご紹介します。

杉山 正樹
職　名 事務局長
資格等 ＦＰ、販売士、

ＩＴパスポート、
危険物

趣味・特技 家庭菜園、
ガーデニング

県連合会･瀬戸内･赤磐で
の商工会勤務を経て経営
指導員17年目となります。

（岡山北商工会4年目）
経営革新や各種補助金の
計画作成や金融･資金繰り
等、経営全般のご相談に対
応します。専門家との連携
も図れますので、どうぞお
気軽にご相談ください。岡田 靖彦

職　名 支援２課長（経営指導員）
資格等 簿記

H26 第1回岡山県経営支援事例発表大会 優秀賞
H27 スーパー経営指導員 岡山県知事表彰受賞

趣味・特技
子供達とのバドミントン、
野球、旅行、ドライブ

経営指導員として20年勤
務しております。浅口商工
会からこちらへ配属になっ
て3年目になります。
通常の経営支援はもちろん、
特に販路開拓支援や、SNS
等情報発信による顧客獲得
支援、事業承継について、
お気軽にご相談ください。山辺 信義

職　名 支援1課長（経営指導員）
資格等 簿記、

販売士、
ＩＴパスポート

趣味・特技 スポーツ観戦
（岡山のプロチーム）、
食べ歩き

新卒で就職し10年目。経営
指導員として岡山北商工会
に配属となって5年目です。
強みを活かした経営、無理
のない経営計画書づくりと
実行、経営革新など、ご相
談承ります。
新型コロナウイルスの影響
でお困りの皆様のサポート
にも精一杯取り組みます。小原 昌明

職　名 経営指導員

資格等 簿記、
英検

趣味・特技 旅行、写真撮影、
コンサート、舞台鑑賞、
プロ野球観戦、SNS

今年度も岡山北商工会で
お世話になります。
皆さんにとって「気軽に話
せる商工会職員」となれる
ように努めてまいります。
事業のことだけでなく、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
いね♪

古堤 杏美
職　名 経営指導員
資格等 簿記、情報処理、商業経済、

英語、ワープロ、秘書、
認定心理士

趣味・特技 相撲観戦、
甘いものを食べる

商工会職員として17年目。
商工会が事業に携わる方
の身近な存在であるよう
日々業務に努めています。
記帳や決算申告に関する
お悩み、労働保険や経営に
関するご相談がありました
らお気軽にご相談ください。
各種共済のご相談も承り
ます。

森 典子
職　名 主任

資格等 簿記、
ITパスポート

趣味・特技 草むしり、
スノーボード

今年度より、岡山北商工会
に配属になりました。
職員としては1年目になり
ますが、会員の皆様にとっ
て頼れる存在になれるよう
日々精進してまいります。
まずは、顔と名前を覚えて
頂けるよういつでもお声掛
け下さい。笑顔で対応させ
て頂きます。

浦上 瑠衣
職　名 主事

資格等 簿記、珠算、情報処理、
柔道、エステティシャン 趣味・特技 料理、お皿集め

本 部（御津）皆さまのサポートは
私たちに
お任せください! 

皆さまのサポートは
私たちに
お任せください! 
岡山北商工会は、地域の商工業者の
皆さまの経営課題を解決する
経営コーディネーターです。

岡山北商工会は、地域の商工業者の
皆さまの経営課題を解決する
経営コーディネーターです。

商工会が行った経営支援事例

◇経営支援の内容
　元地域おこし協力隊の事業者がイノシシやシカ等の
獣皮を加工し、財布・バッグなどの革製品を生産する
事業に、補助金を活用した起業支援、販路開拓、事業
成長のためにクラウドファンディングを活用した資金
調達など総合的に支援しました。
販路開拓では、商品紹介パンフレットの作成やホーム
ページのリニューアルを行い情報発信力を強化すると
ともに、商業施設やイベントでの販売会に取り組みま
した。
　こうした取り組みが新聞、テレビなどのメディアで
も取り上げられ認知度向上に繋がりました。
◇支援を受けた感想
　起業前から相談に乗っていただいたおかげでとても
心強く事業をスタートすることができました。わから
ないことも丁寧に説明いただきながらサポートしてい
ただき、様々な挑戦をすることができました。
　不慣れな点が多いためたくさんご迷惑をおかけしま
したが、いつも応援していただける事がとてもうれし
かったです。
　当初予定し
た事業計画よ
りも順調に活
動を広げるこ
とができ、商
工会の皆様に
サポートして
いただけまし
た事に本当に
感謝していま
す。

建部獣皮有効活用研究所
〈獣皮加工・革製品製造販売〉
岡山市北区建部町
TEL 080-4823-1777

建部獣皮有効活用研究所

◇経営支援の内容
創業後の販路開拓と補助金活用支援
建部

◇経営支援の内容
　卒入学式のキャンセルにより春先に見越していた洋
ランの売上が立たず、事業者様は大変困り果てておら
れました。
　そんな折、新型コロナウイルスの影響でカフェ部門
や、イベント実施における売上が大幅に減少。クラウ
ドファンディングの利用を提案し、支援を行いました。
◇支援を受けた感想
　商品のキャンセルが相次ぎ途方に暮れていたとこ
ろ、商工会からクラウドファンディングの提案があり
ました。クラウドファンディングはこれまで全く無縁
でしたが、お客様に伝わるストーリー作りや、最適な
返礼品の選定について、商工会から丁寧に指導をして
いただけました。クラウドファンディング活用のおか
げで資金を集めることができ、新型コロナウイルスに
よる危機をどうにか乗り越えることができそうです。
本当に感謝しています。

スコレー
〈果物生産販売〉
岡山市北区御津吉尾447
TEL 086-724-4390

㈲スコレー

◇経営支援の内容
窮地突破のクラウドファンディング活用支援
御津

2019年度の新規加入部員数県下１位！
地域と共に飛躍！青年部青年部

　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。
　清掃活動やイベント企画実施など、地域貢献事業
への参加も積極的に行っています。
2019年度は県下の商工会青年部の中で当会青年
部が新規加入部員純増数・増加率ともに１位となり
ました。新規加入された部員の方々との繋がりを大
切に、邁進していきます。
＜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。

女性部 魅力ある地域づくりをサポート！
女性部活動

２　級 早島優佳理 

４　級 齋木　奏佑

６　級 髙田　明希

第196回珠算検定合格者

（敬称略）

　令和２年度岡山北商工会優良従業員表
彰が５月22日付けで行われました。
　本年度は新型コロナウィルス感染症の
関係で式典は中止、受賞者の方には事業
主様を通じて表彰状と記念品の伝達が行
われました。
　本年度は、会員事業所から推薦のあっ
た勤続10年以上で、社業の発展に貢献
された優良従業員８名の方々が表彰され
ました。

優良従業員表彰

おめでとうございますおめでとうございます
　今回の新型コロナウイルス感染拡大にあたり、4月に上道地区の医療機関の
商工会会員様からアルコール消毒液をご提供いただきました。
　これを受け、岡山北商工会では上道支所の会員企業様向けに無償配布を実施
いたしました。
　大変な状況の中、今回消毒液をご提
供くださいました会員様に心から感謝
いたします。
　また、新型コロナウイルス対応に
日々全力であたっておられる、医療・
介護従事者の皆様に心から敬意を表
し、感謝申し上げます。
　我々商工会も、事業者の皆様の支援
に全力で取り組んでおります。

医療・介護関係者の皆様に感謝申し上げます
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令和元年10月８日から令和２年４月27日までに会員として加入された皆さまです。

【一宮地区】
●カンパニオ 桑原　一彦 農産物販売業
●Patisserie Juna 重名　遼介 菓子製造小売業

【津高地区】
●現金損益Ⓡ経営岡山 田口　太彦 財務コンサルティング生命保険・損害保険代理業
●㈱ Be side 磯島　　武 助成金相談等
●金銀堂 貴島　　睦 菓子製造小売業
●ジェイズ㈱ 新村　誠一 塗装・防水工事業

【建部地区】
●おみこしＷＥＢ㈱ 高橋　律子 ＩＴサービス業
●PRO STAFF 備前屋 満園　勇人 軽貨物運送業
●らんち団らん 宗髙　清美 和定食店
●㈱河本食品 山田　早苗 弁当惣菜・仕出し製造業 （敬称略・掲載希望者のみ）

【上道地区】
●日韓食堂菜Ｓ 吉村　幸治 居酒屋
●増田内装 増田　万年 内装工事業
●ローソン岡山瀬戸町店 栢野　憲治 コンビニエンスストア
●㈱グリーン・プラネット尾崎 尾崎　勝彦 苗生産・販売業
●ミナト建工㈱ 鑑継　真也 内装仕上業
●梟のこども　～ AnotherSky ～ 藤原　麗奈 健康ランチレストラン
●幸や 山本　幸男 中華そば屋
●金田左官 金田　准也 左官・エクステリア業
●わくわく保育園 小倉　宏美 保育園

【御津地区】
●㈲第一管工 板野　敏幸 配管業

新規加入
会員紹介

Patisserie Juna（パティスリー・ジュナ）
「しあわせ菓子工房ウルウル」から若き経営者への事業承継
◇経営支援の内容
　「しあわせ菓子工房ウルウル」から事業承継について相談がありました。
　事業引継ぎ支援センターの協力を得て、スムーズな事業承継を行うための創業計
画の策定、各種届出支援、労働保険、財務経理、資金繰り等の支援も行いました。
　４月16日に同地において「Patisserie Juna」を新規オープンすることができ
ました。
　今後も販路開拓のためのホームページの
作成、日々の記帳・労務など、安定した経
営を行うための伴走支援を行います。
◇支援を受けた感想
　何もかもが初めての中で、商工会の支援
を受け、開業にこぎつけることが出来まし
た。
　創業計画書の作成、資金調達など分から
ない事ばかりでしたが、丁寧に指導してい
ただき大変助かりました。
　まだまだ不安はありますが、自分で作っ
たケーキを販売し、皆さんに喜んでもらう
ことで、長く愛されるお店にしていきたい
と思います。
　引き続き商工会に、伴走しながらの支援
をお願いしたいです。

Patisserie Juna
〈洋菓子製造・販売〉
岡山市北区一宮94-2
TEL 086-284-8540

一宮

◇経営支援の内容
　ぶどう栽培の研究者であり、ぶどうを活用した製品
開発に取り組む同社は平成30年７月の西日本豪雨災
害で大きな被害を受けました。復興に際してぶどうの
加工品生産と新たな販路開拓の支援に取組みました。
支援内容は、生産性の向上を目指しての設備導入や、
ホームページ作成、チラシでの販路開拓です。この他
にも経理や労務の分野での支援など総合的に取り組み
ました。
　今後も効率的で魅力ある販売方法の導入や生産性向
上を目指した支援に取り組んでいきたいと考えていま
す。
◇支援を受けた感想
　豪雨災害の後、施設の破損復旧や今後の展開につい
て悩んでいた時にご相談させていただいたのが、最初
のきっかけでした。その後研究所が立ち上げってから
間もなく、経営の経験が乏しく右も左もわからない私
たちに経理、従業員の社会保険のことから、今後の当
研究所の展開まで多岐にわたり、きめ細かくサポート
いただきました。色々とご迷惑をお掛けすることが多
かったのですが、嫌な顔一つせず親身に相談に乗って
く だ さ り、
色々と教えて
くださったこ
とに本当に心
から感謝して
います。
　今後は新商
品の開発や事
業の付加価値
アップに向け
て、支援制度
の活用につい
て支援をお願
いしたいと思
います。

林ぶどう研究所
〈ぶどう栽培研究〉
岡山市北区津高525-1
TEL 086-251-4158

林ぶどう研究所
ぶどう生産者への災害復旧・販路開拓支援
津高

◇経営支援の内容
　現社長は30歳で先代社長の父親から事業を引継ぎました。記帳や労務管理、人
材育成などに責任を持つようになると同時に不安も大きくなっていました。
　青年部への加入をきっかけに商工会へ記帳や労務管理、決算書の見方などを相談
するようになりました。
　商工会では、記帳、労働保険、決算書の見方や経営管理のポイント、社会保険労
務士の派遣による働き方改革の支援などを
行いました。
　会社は成長途上であり、社長自身も事業
意欲が高く夢を持って会社経営をしていま
す。今後も商工会では企業の成長段階に応
じた支援を行っていきたいと思います。
◇支援を受けた感想
　経理での不明点など気軽に電話で確認し
ながら記帳しています。また、社員を増や
す際には、自社の現状がどうなのか試算表
から商工会に診てもらったり、社員やパー
トさんにとっても働きやすい職場、会社に
するため就業規則や給与規定などを見直し
たりしました。
　今後も身近なパートナーとして、商工会
の支援をお願いしたいと思います。

有限会社 センダ
〈清掃・家事代行業〉
岡山市東区沼1568-2
TEL 0120-848-119

有限会社センダ（ダスキン　センダ）
後継者の育成支援　～記帳・経営管理・労務管理などのトータル支援
上道

岡山県商工会連合会、一
宮商工会、岡山北商工会
一宮支所に勤務しこつこ
つ商工会職員を32年続
けています。
パソコンでの会計処理・
節税・労働保険から健康・
嫁姑まで何でもご相談下
さい。笠原 千恵

職　名 主任
資格等 簿記、

ITパスポート、
初級シスアド

趣味・特技 ウォーキング
（イオン岡山）

岡山西商工会、浅口商工
会を経て、今年度から岡
山北商工会一宮支所へ配
属となりました。経営指導
員9年目を迎えます。補
助金計画の相談、ご融資
に関する相談など幅広く
対応いたします。まずは
お気軽に御相談頂ければ
と思います。鳩嵜 貴之

職　名 経営指導員
資格等 簿記、

ＦＰ、
販売士

趣味・特技 料理、子供とドライブ
食品売場めぐり　水泳

一
宮

赤坂町商工会に就職後、
経営指導員として建部町
商工会、岡山北商工会本
部、岡山県商工会連合会、
赤磐商工会熊山支所を経
てあっという間に25年を
迎えます。
今春から岡山北商工会で
再びお世話になることにな
りました。いただいたご縁を
大切に、津高支所で支援に
当たらせていただきます。

藤本 久美子
職　名 経営指導員

資格等 小学校教諭、図書館司書、
簿記、書道師範、華道師範 趣味・特技 書道、華道

建部町商工会、吉備中央
町商工会を経て岡山北商
工会で6年目になります。
皆様に気軽に声をかけて
頂ける職員となれるよう
努めてまいります。
各種共済も推進していま
すので、お声掛け下さい。
宜しくお願い致します。山本 小紀子

職　名 主任

資格等 簿記、珠算、
医療事務 趣味・特技 道の駅めぐり

津
高

上道、長船町、瀬戸町、赤
磐商工会と勤務し岡山北
商工会上道支所は、2年
目になります。当地は商
工会勤務最初の地でもあ
り、2011年からは住民
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。松本 孝之

職　名 経営指導員
資格等 簿記、

販売士、
シスアド

趣味・特技 バイク、読書、
ワンピース考察、
サッカー

上道商工会から27年、上
道でお世話になっており
ます。
日々の記帳から決算申告、
合法的な節税方法、労働
保険、社会保険、各種共
済などお気軽にご相談く
ださい。

岡 千世
職　名 主幹
資格等 社会保険労務士、FP、

販売士、簿記、シスアド、
ホームヘルパー、臨床検査技師

趣味・特技
パズル

（ナンプレ、ループコース）

上
道

経営指導員として作州津
山商工会、真庭商工会で
6年間経験を積み、岡山
北商工会では4年目とな
ります。
記帳指導業務の経験もあ
り、ワード、エクセルなど
パソコン操作に関するこ
となどIT関係についてお
気軽にご相談ください。

浅田 敬文
職　名 経営指導員

資格等 簿記、
販売士

趣味・特技 農業ボランティア、
スキー

久米郡商工会、岡山北商
工会で指導業務を担当。
現在は建部支所勤務です。
記帳や税務、労働保険の
代行事務、女性部活動も
担当しています。
各種共済も幅広く推進し
ていますので、お気軽に
お問い合わせください。菅 睦子

職　名 主事

資格等 簿記、
販売士

趣味・特技 食べること、
旅行

建
部

商工会の経営指導員とし
て30年以上勤務。2018
年4月から現職です。
岡山北商工会では「繋がり
を大切に 」を基本に取り
組んでいます。
金融、税務、労務から創業、
経営計画、補助金活用まで
幅広い分野で信頼できる
相談相手をご紹介します。

杉山 正樹
職　名 事務局長
資格等 ＦＰ、販売士、

ＩＴパスポート、
危険物

趣味・特技 家庭菜園、
ガーデニング

県連合会･瀬戸内･赤磐で
の商工会勤務を経て経営
指導員17年目となります。

（岡山北商工会4年目）
経営革新や各種補助金の
計画作成や金融･資金繰り
等、経営全般のご相談に対
応します。専門家との連携
も図れますので、どうぞお
気軽にご相談ください。岡田 靖彦

職　名 支援２課長（経営指導員）
資格等 簿記

H26 第1回岡山県経営支援事例発表大会 優秀賞
H27 スーパー経営指導員 岡山県知事表彰受賞

趣味・特技
子供達とのバドミントン、
野球、旅行、ドライブ

経営指導員として20年勤
務しております。浅口商工
会からこちらへ配属になっ
て3年目になります。
通常の経営支援はもちろん、
特に販路開拓支援や、SNS
等情報発信による顧客獲得
支援、事業承継について、
お気軽にご相談ください。山辺 信義

職　名 支援1課長（経営指導員）
資格等 簿記、

販売士、
ＩＴパスポート

趣味・特技 スポーツ観戦
（岡山のプロチーム）、
食べ歩き

新卒で就職し10年目。経営
指導員として岡山北商工会
に配属となって5年目です。
強みを活かした経営、無理
のない経営計画書づくりと
実行、経営革新など、ご相
談承ります。
新型コロナウイルスの影響
でお困りの皆様のサポート
にも精一杯取り組みます。小原 昌明

職　名 経営指導員

資格等 簿記、
英検

趣味・特技 旅行、写真撮影、
コンサート、舞台鑑賞、
プロ野球観戦、SNS

今年度も岡山北商工会で
お世話になります。
皆さんにとって「気軽に話
せる商工会職員」となれる
ように努めてまいります。
事業のことだけでなく、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
いね♪

古堤 杏美
職　名 経営指導員
資格等 簿記、情報処理、商業経済、

英語、ワープロ、秘書、
認定心理士

趣味・特技 相撲観戦、
甘いものを食べる

商工会職員として17年目。
商工会が事業に携わる方
の身近な存在であるよう
日々業務に努めています。
記帳や決算申告に関する
お悩み、労働保険や経営に
関するご相談がありました
らお気軽にご相談ください。
各種共済のご相談も承り
ます。

森 典子
職　名 主任

資格等 簿記、
ITパスポート

趣味・特技 草むしり、
スノーボード

今年度より、岡山北商工会
に配属になりました。
職員としては1年目になり
ますが、会員の皆様にとっ
て頼れる存在になれるよう
日々精進してまいります。
まずは、顔と名前を覚えて
頂けるよういつでもお声掛
け下さい。笑顔で対応させ
て頂きます。

浦上 瑠衣
職　名 主事

資格等 簿記、珠算、情報処理、
柔道、エステティシャン 趣味・特技 料理、お皿集め

本 部（御津）皆さまのサポートは
私たちに
お任せください! 

皆さまのサポートは
私たちに
お任せください! 
岡山北商工会は、地域の商工業者の
皆さまの経営課題を解決する
経営コーディネーターです。

岡山北商工会は、地域の商工業者の
皆さまの経営課題を解決する
経営コーディネーターです。

商工会が行った経営支援事例

◇経営支援の内容
　元地域おこし協力隊の事業者がイノシシやシカ等の
獣皮を加工し、財布・バッグなどの革製品を生産する
事業に、補助金を活用した起業支援、販路開拓、事業
成長のためにクラウドファンディングを活用した資金
調達など総合的に支援しました。
販路開拓では、商品紹介パンフレットの作成やホーム
ページのリニューアルを行い情報発信力を強化すると
ともに、商業施設やイベントでの販売会に取り組みま
した。
　こうした取り組みが新聞、テレビなどのメディアで
も取り上げられ認知度向上に繋がりました。
◇支援を受けた感想
　起業前から相談に乗っていただいたおかげでとても
心強く事業をスタートすることができました。わから
ないことも丁寧に説明いただきながらサポートしてい
ただき、様々な挑戦をすることができました。
　不慣れな点が多いためたくさんご迷惑をおかけしま
したが、いつも応援していただける事がとてもうれし
かったです。
　当初予定し
た事業計画よ
りも順調に活
動を広げるこ
とができ、商
工会の皆様に
サポートして
いただけまし
た事に本当に
感謝していま
す。

建部獣皮有効活用研究所
〈獣皮加工・革製品製造販売〉
岡山市北区建部町
TEL 080-4823-1777

建部獣皮有効活用研究所
創業後の販路開拓と補助金活用支援
建部

◇経営支援の内容
　卒入学式のキャンセルにより春先に見越していた洋
ランの売上が立たず、事業者様は大変困り果てておら
れました。
　そんな折、新型コロナウイルスの影響でカフェ部門
や、イベント実施における売上が大幅に減少。クラウ
ドファンディングの利用を提案し、支援を行いました。
◇支援を受けた感想
　商品のキャンセルが相次ぎ途方に暮れていたとこ
ろ、商工会からクラウドファンディングの提案があり
ました。クラウドファンディングはこれまで全く無縁
でしたが、お客様に伝わるストーリー作りや、最適な
返礼品の選定について、商工会から丁寧に指導をして
いただけました。クラウドファンディング活用のおか
げで資金を集めることができ、新型コロナウイルスに
よる危機をどうにか乗り越えることができそうです。
本当に感謝しています。

スコレー
〈果物生産販売〉
岡山市北区御津吉尾447
TEL 086-724-4390

㈲スコレー
窮地突破のクラウドファンディング活用支援
御津

2019年度の新規加入部員数県下１位！
地域と共に飛躍！青年部青年部

　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。
　清掃活動やイベント企画実施など、地域貢献事業
への参加も積極的に行っています。
2019年度は県下の商工会青年部の中で当会青年
部が新規加入部員純増数・増加率ともに１位となり
ました。新規加入された部員の方々との繋がりを大
切に、邁進していきます。
＜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。

女性部 魅力ある地域づくりをサポート！
女性部活動

２　級 早島優佳理 

４　級 齋木　奏佑

６　級 髙田　明希

第196回珠算検定合格者

（敬称略）

　令和２年度岡山北商工会優良従業員表
彰が５月22日付けで行われました。
　本年度は新型コロナウィルス感染症の
関係で式典は中止、受賞者の方には事業
主様を通じて表彰状と記念品の伝達が行
われました。
　本年度は、会員事業所から推薦のあっ
た勤続10年以上で、社業の発展に貢献
された優良従業員８名の方々が表彰され
ました。

優良従業員表彰

おめでとうございますおめでとうございます
　今回の新型コロナウイルス感染拡大にあたり、4月に上道地区の医療機関の
商工会会員様からアルコール消毒液をご提供いただきました。
　これを受け、岡山北商工会では上道支所の会員企業様向けに無償配布を実施
いたしました。
　大変な状況の中、今回消毒液をご提
供くださいました会員様に心から感謝
いたします。
　また、新型コロナウイルス対応に
日々全力であたっておられる、医療・
介護従事者の皆様に心から敬意を表
し、感謝申し上げます。
　我々商工会も、事業者の皆様の支援
に全力で取り組んでおります。

医療・介護関係者の皆様に感謝申し上げます
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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

Okayamakita Society of Commerce and Industry

岡山北商工会岡山北商工会だより

商工会窓口に設置している消毒液

ドライブスルーでの提供スタイル マスク着用と入場制限を案内する店舗のPOPお持ち帰り専用ブースを設ける店舗

感染防止パーテーションを設けての相談対応

3密を避けてのセミナー開催の様子 ビデオ通話システムによるWEB会議

飛沫防止カーテンを設けた店舗の様子

ウィズ・コロナ時代で変わる日々の風景

商工会
での
取組み

夏
No.29

2020

イベント中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響で、以下の商工会
主催・共済・後援イベントが中止となっております。
７月　まちゼミキッズ
８月　上道夏まつり 建部町納涼花火大会
９月　秋祭り in みつ2020
　　　津高ふれあいマスカット祭り

　新型コロナウィルスの影響が当会管内の飲食店でも広
がっております。そこで当会では、管内飲食店の支援、持
ち帰りを中心とした飲食需要に少しでも応えるために、飲
食店応援プロジェクトサイトを開設しました。
　ぜひご覧いただき、テイクアウトやデリバリーを利用し
ておうち時間を楽しく過ごしてください。
　そして新型コロナウイルスが収まった際は、ぜひお気に
入りのお店を訪れてお食事をしてください。

【「岡山北商工会 飲食店応援プロジェクト」サイトへの行き方】
①アドレス入力
　「飲食店応援プロジェクト」サイト：http://okayamakita.jp/delivery/ 
②岡山北商工会公式HPのバナーから入る
　トップページの左側にあります。
　岡山北商工会公式HP（トップページ）：http://okayamakita.jp/ 
③QRコードを読み込む
　右にあるQRコード画像を読み込ませてください。
④検索する
　「岡山北商工会　飲食店」で検索してください。１番目に出てきます。

岡山北商工会エリアの元気を応援！
飲食店応援プロジェクトサイトを作成しました

岡山県のがんばる事業所を応援！
　岡山県商工会連合会は、新型コロナウイルス感染症対策の指
針に基づき、3密対策（ソーシャルディスタンス）等の感染予
防策を講じていると申告のある県下商工会管内の商工業者等の

“頑張る”情報を掲載しています。
　飲食店のみでなく、小売店、通信販売、旅館・
ホテルなど、多ジャンルの情報が詰まっています。
　ぜひお気に入りのお店や商品、メニューを見つ
けてみてください。

【アドレス】https://okayamasci-kouikisc.jp/

県内各地のがんばる商工業者を紹介しています
岡山県商工会連合会

※通常の「まちゼミ」は予定通り11月開催予定
　です。

　新型コロナウイルスによる消費落ち込みからの脱却を図るための岡山市によ
る消費喚起策の一環として、PayPay残高等からの支払いにより、お支払額の
最大20％が戻ってくるキャンペーンが８月に行われます。
注意：付与上限があります。

１．開催期間
　　2020年８月１日　午前０時　～　８月31日　午後11時59分

２．キャンペーン対象店舗
　岡山市にあるPayPayの使えるお店のうち、岡山市とPayPayが対象店舗
として指定する店舗など(※)
※介護施設、鉄道、病院、保険代理店、NHK受信料、水道料金、調剤薬局、金券・チケッ
トなど一部対象外の店舗、商品があります。

３．付与上限
　　１回あたり1,000円、期間中5,000円

がんばろう岡山市！
最大20％が戻ってくるサマーキャンペーン

岡山北商工会ホームページ
知らなきゃ損な経営お役立ち情報盛りだくさん

役立つセミナー！
いろいろ使える

補助金・助成金情報

地域のお店や商品ご紹介！

商工会事業のご案内！

岡山北商工会 でいますぐ 検 索 

ご利用には小規模事業者であること、商工会の指導を受けている事、一定の売上減少がある事等要件があり
ます。詳しくはお問い合わせください

融資限度額

別枠 1,000万円

無担保・無保証人
※信用保証協会の保証も不要です

実質金利 ゼロ
（借入から当初３年間）

返済期間
運転資金 7 年以内（うち据置期間３年以内）

設備資金10年以内（うち据置期間４年以内）

利率　貸付日から当初３年間0.31％ （通常の利率1.21％から0.9％優遇）

※こちらの利率より３年間、岡山市からの利子補給（利子の補填）が行われます。

ゼロ

※こちらの利率より３年間、岡山市からの利子補給（利子の補填）が行われます。

新型コロナウイルス感染症対策　マル経融資

新型コロナウイルス感染症に関する事業者への各支援一覧
■給付金等
売上が半分以下に減少 持続化給付金（国） 中小法人等　　　　　　　　　最大200万円

フリーランス含む個人事業者　最大100万円 2021年1月15日〆切 コールセンター
0120－115－570

売上が２割以上減少 事業継続支援金（市） 中小企業者　　一律20万円
小規模事業者　一律10万円 11月30日〆切 岡山北商工会

086－724－2131

家賃の支払い 家賃支援給付金（国） 法人　　　　　月額最大　100万円×６ヵ月分
個人事業主　　月額最大　50万円×６ヵ月分 2021年１月15日 コールセンター

0120－953－930

■雇用

雇用の維持 雇用調整助成金（国）

（平均賃金額×休業手当等の支払率）×助成率
（１人１日あたり15,000円が上限）
• 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
　大企業2/3　中小企業4/5
• 解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主
　大企業3/4 　中小企業10/10

継続中

コールセンター
0120－60－3999

ハローワーク岡山
086－241－3730

■補助金 ※事業計画を作成し採択される必要があります。

事業再開に向けた
投資の実施

持続化補助金
（コロナ特別対応型）（国）

小規模事業者に最大150万円
（最大100万円までを最大3/4補助、最大50万円までを定額補助） 次回〆切8月7日 岡山北商工会

086－724－2131

ものづくり・商業・
サービス補助金（国）

中小企業・小規模事業者に最大1,000万円
補助率：
　【通常枠】 中小1/2、小規模2/3
　【特別枠（類型Ａ）】 2/3
　【特別枠（類型Ｂ又はＣ】 3/4
　【事業再開枠（特別枠の上乗せ）】 上限50万円・定額（10/10）

次回〆切8月3日 岡山県中小企業団体中央会
086－224－2245

企業活動継続支援補助金
（県）

最大100万円
補助率：【通常枠】中小企業者　　　2/3
　　　　　　　　 小規模事業者　　3/4

8月31日
※ 予算がなくなり次第
終了

岡山県産業振興財団
086－286－9677　

事業向上補助金（市）
１カ月の売上が昨年と比べ半分以下の場合
中小企業者　　最大20万円
小規模事業者　最大10万円

8月31日
※延長の可能性あり

岡山北商工会
086－724－2131

事業復興支援補助金（市） 中小企業者20万円・小規模事業者10万円
補助率：10/10 7月20日公募開始 岡山北商工会

086－724－2131

■融資
資金繰り 実質無利子・無担保融資 ３年間実質無利子、最長５年元本据置 継続中 日本政策金融公庫（特別貸付）

086－225－0011


