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『繋がりを大切に！』
伴走型経営支援でコロナ危機を克服

　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。
　さて昨年、年初頃から感染拡大が始まった新型コロナウイルス感染症
は、私たちに大きな影響を及ぼし、日常生活をはじめ、経済、文化、スポー
ツなどありとあらゆる分野でその対策を行うことを求められました。そ
の結果、マスクの着用をはじめ、手洗い、アルコール消毒、換気、ソーシャ
ルディスタンスといった新しい生活様式を取り入れてこの危機を乗り越
えていくことになりました。
　経済活動も例外でなく、こうした対応に加えてそれぞれの業種で様々
な対策を講じています。しかしながら緊急事態宣言が発せられた昨年４
月頃などはすべての経済活動がストップするなど大きな影響がでまし
た。特に、飲食、観光、交通産業を中心にダメージが大きく、国・県・
市から様々な支援策を得て事業活動の継続を行っています。
　このような新しい生活様式のもとで、平穏な日常生活と活力ある経済
活動を取り戻すために、今年はそのスタートの年としたいと考えていま
す。昨年延期となりました東京オリンピック・パラリンピックがあらた
めて開催される年であります。こうしたスポーツ大会を通じて社会が明
るく、元気になることが大切です。
　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
の方の成長発展と事業継続のお手伝いしています。
　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
みたいと思っています。
　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　会長　吉次　立身

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、“お店と街のファンづくり”としての体験型販促イベント「まちゼミ」を開催しており、今年で７年目の実施となりました。
今年は新型コロナウイルス感染症の影響で、夏の「キッズ」は開催延期となり、一般型「まちゼミ」と合同で2020年11月～ 12月にかけて
開催しました。コロナ渦でもWEB中継による講座開催など工夫を凝らし、個店のサービスや事業者の人柄を直接消費者にアピールする機会と
しました。

青年部
　新型コロナウイルスの影響で経済活動が制限されている中、新型コロナウ
イルスの影響を乗り越えるべく、注目されている「クラウドファンディング」
の活用セミナーを開催しました。
　クラウドファンディングのサポート会社であるレプタイル㈱のアドバイ
ザー、平瑞季さんを講師に迎え、クラウドファンディングの概略説明と活用
事例、成功のコツなどを学びました。それぞれの事業所における新市場・新
規顧客開拓や、青年部としてコロナ
後のイベントづくりに活かしていき
たいと思います。

　青年部では、地域の未来を支える
後継者、そして若き現経営者が研修
や地域貢献事業を通して研鑽と地域
づくりに励んでいます。

新市場開拓・ファンづくりを目指して！
クラウドファンディングを学びました

【セミナー】
　令和２年度セミナーは、「健康経営」
と「整理収納」をテーマに開催しました。
　「社員の健康で企業の業績アップ！」
と題したセミナーでは、企業における社
員や経営者の健康維持の大切さについて
学び、「職場と家庭の整理収納術」と題
したセミナーでは、整理収納による職場
環境の改善方法について学びました。
　どちらのセミナーも実践的ですぐに役立つ内容でした。
【コロナ差別をなくしましょう！】

　岡山県商工会女性部連合会は、新型コロナウイルス
感染者への差別をなくすため、「私達はコロナ差別をし
ません！」と記した啓発ステッカーを作成しました。
感染する可能性は誰にでもあります。このステッカー
には、思いやりと優しさでつながった、差別のない社
会をつくりたいという思いが込められています。

女性部 セミナーで自己研鑽と地域への啓発活動に
取り組んでいます

謹 賀 新 年
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
本年も岡山北商工会を宜しくお願い申し上げます。

雑誌広告 のぼり 飲食店

販促グッズ 新商品開発 看板 冷蔵設備リモートワーク

生産性向上チラシ

　コロナ禍で事業への影響が続いています。
　そんな中、会員企業様は、新しい生活様式
に対応しつつ事業活動の維持・発展にむけた
取り組みを行っています。
　岡山北商工会では、そうした取り組みに経
営相談や補助金活用などで支援しています。

　人との接触機会減少
や、業務効率化が求めら
れています。
　生産性向上を図る設備
投資が行われています。

　新市場や新規顧客
開拓に向けた販促活
動が行われていま
す。

販売促進

コロナに

負けない!

食品工場

自動車整備工場

がんばろう岡山市！
スマホ決済最大25%が戻ってくる年末年始キャンペーン

　年末年始の消費喚起を図るため、スマートフォン決済「PayPay」と連携し
たポイント還元キャンペーンが行われています。
　お支払額の最大25％がポイントとして戻ってきます。
注意：付与上限があります。

１．実施期間　
2020年12月１日  ～ 2021年１月31日

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(※)
※病院・調剤薬局、公共料金、換金性が高い事業など、一部キャ

ンペーンの対象外となるものがあります。

３．付与上限
　１回あたりの付与上限 1,000円相当
　期間中（12/1 ～ 1/31）付与上限 20,000円相当
　１か月ごとの付与上限 10,000円相当

得する街のゼミナール、略して「まちゼミ」。
「三方よし」とは、「お客様」「お店」「地域」
のみんなにとって良いという事です。
　お店が講師となり、お店やひとの存在・
特徴を知っていただくと共に、お店（店主
やスタッフ）とお客様のコミュミケーショ
ンの場から、信頼関係を築くことを目的と
する事業です。

つくも陶工房【御津】

サンフラワー×サニーデイコーヒー
［クリスマス飾り作り＆コーヒーの淹れ方講座］

PCらいふパソコンスクール津高校
［キッズロボットプログラミング講座］

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
　新型コロナウィルスの影響は依然続いています。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
クトサイトを設置しています。

　ぜひチェックして、テイクアウトやデリバリーを使ってみてください！
【「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！

岡山県のがんばる事業所を応援！全県版「がんばる事業所応援サイト」もチェックしてください。

【アドレス】https://okayamasci-kouikisc.jp/

まちゼミで
今年の干支（牛）
作品作りにチャレンジ

まちゼミで
今年の干支（牛）
作品作りにチャレンジ

新年のご挨拶
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景気動向（全国＆岡山北商工会管内）
　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。
　その調査結果から、令和２年４～６月期は新型コロナウイルス感染症の影響
による大幅な需要の停滞により中小企業の景況は大きく後退しました。景況を
表す主要指標DIの「売上」「採算」「資金繰り」は３要素ともそろって大幅な
悪化しました。
　経営上の問題点としては、全ての業種で「需要の停滞」を強く指摘する経営
者が多く、「従業員の確保難」「原材料、仕入れ価格の上昇」などそれまで高かっ
た経営上の問題点の割合は低下しました。
　新型コロナウイルス感染症の拡大にともなう様々な自粛要請による経済活動
の落ち込みを背景として、現状や将来に対する懸念が経営者の間で大幅に増加
した中で緊急融資制度の運用開始、持続化給付金、補助金等の対策が始まりそ
の継続的な対策が求められました。
　その後、令和２年７～９月ではコロナ禍の急落からやや戻り、主要３指標が
そろって改善されました。特に資金繰りに関する指標が大幅に改善され、政府
の資金繰り支援策の効果が表れましたが、その一方で全体の改善幅は小幅で低
水準にあり、特に飲食、宿泊関係では景況の戻し幅が小さく依然苦境が続いて
いる状況にあります。

【DI（景気動向指数）】

　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）
などでは災害関連の公共工事もあり一定の受注量を保っていますが、消費マイ

ンドの冷え込みによる工事の先送りなどもみられます。
　製造業では業種・業態によってコロナ関連から生産が低迷している業種と、
一時的な需要に支えられ好調な業種、継続的な需要がある業種などバラツキが
見られます。
　物販、自動車販売・修理、サービス業では一時のコロナ禍から立ち直りが見
られますが、飲食、宿泊、観光関連産業では依然厳しい状況があります。
　全業種を通じて新型コロナウイルス感染症の影響から先行きが不透明であ
り、慎重な経営判断が必要な状況にあり、追加の経済対策を求める声は多い状
況です。

景気動向指数の推移

― 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 ―

創業セミナー

　本年度の創業セミナーを11月に３回（11/4・11/11・11/18の各日２
時間）シリーズで開催しました。
　セミナーは、中小企業大学校講師の藤田悠久雄氏、公認会計士・税理士の
小橋仙敬氏、販促広告コンサルタント・デザイナーの前田和信氏の３名を講
師に迎えて「成功する経営者になるための心構え」、「創業の手続き」、「売れ
るマーケティングと営業・広告戦略の基本」といったテーマに沿って、創業
の際のポイントをわかりやすく説明していただきました。
　セミナーには毎回20名程の方が出席。夜間の開催にも関わらず熱心に聴
講されていました。
　また、ウィズコロナの時代
に創業される皆さんにとって
事業への想いを形にするため
に、今まで以上に綿密な計画
と新たな発想が必要とされる
ようになってきたように思い
ます。
　皆さん、夢の実現に向けて
計画的に頑張りましょう～！
不安な時は商工会までご相談
ください。

創業セミナー（津高支所）

令和２年度「岡山市優良勤労者表彰」
　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などから推
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。

工藤　浩之さん（一宮地区） 有限会社金萬堂本舗

藤井　秀文さん（津高地区） 春日木工株式会社

植田　容子さん（上道地区） 株式会社ウイル

小林　隆三さん（御津地区） 株式会社ニシエイ

竹内　京子さん（建部地区） UAゼンセン中央教育
　　　　　　　　　　　　　 センター　友愛の丘

岡山市地域貢献企業表彰
　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15社が表彰を受け、岡山北商工会管内では以下の
事業所様が受賞されました。
観空産業株式会社（津高）
株式会社小坂田建設（建部）
安信工業株式会社（御津）
上道運輸株式会社（上道）
株式会社グリーンプラネット尾﨑（上道）
株式会社さくら祭典　さくらホールきびつ（一宮）

全
国
商
工
会
珠
算
検
定
試
験
合
格
者

１　級 河本　美遥

３　級 髙田　詩乃

 河本　翔太

 榎本　　栞

５　 級 髙田　明希

６　 級 細田　実優

第１９８回・１９９回
（順不同・敬称略）

令和２年４月28日から令和２年12月２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】
●Puu．Hair Salon 川井　　恵 美容院
●＠ＳＫ 安部　隼人 水道配管業
●㈲コーワ開発 難波　正則 解体業
●㈱東洋メディセット 尾島　恒夫 広告制作業
●自然食材おはな 香川　一美 飲食業（定食屋）

【津高地区】
●㈱日本看取り士会 柴田久美子 看取り業
●ひがし建設 東谷　勝二 土木・解体業
●笑遊び広場 山下　貴子 セミナー業（親子セミナー等） （掲載希望者のみ）

【上道地区】
●㈱グリーンヒルズ 松田　洋一 住宅リフォーム業全般
●是里建築デザイン 久延　福子 飲食業（カフェ）
●エムズオート 清水　　誠 自動車販売修理業
●ケイテック㈱ 兼氏　信行 運送業
●山田商会 金子　英正 乳製品小売業
●ピュアリズム 榎本　純子 サービス業（筆文字販売促進）
●ヒサ・コーポレーション 大西　久治 土木業
●㈱中村熔接所 中村　行善 溶接業
●K.M.Design㈱ 谷隅　佳太 機械設計業

【御津地区】
●FREE RIDE 黒田　啓太 自動車販売・修理業
●浅田タイル 浅田　　彰 タイル業
●Lightool 喜多村信秀 機械設計・組立業

【建部地区】
●BZP Garage㈱ 大平　友志 自動車販売・板金業
●NPO法人なでしこ会 湯川　統郎 障害福祉サービス業

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。

日

2/7

2/14

2/21

2/28

3/7

月
2/1

2/8

2/15

2/22
御津

3/1

3/8
津高
上道

火
2/2

2/9

2/16
建部

2/23

3/2
津高・上道
御津・建部
3/9
御津
建部

水
2/3

2/10

2/17
御津

2/24
上道
建部
3/3

3/10

木
2/4
一宮

2/11

2/18
津高
上道
2/25
津高

3/4
一宮

3/11
一宮

金
2/5

2/12
一宮・津高
御津
2/19
一宮

2/26
一宮

3/5
御津

3/12
上道

土
2/6

2/13

2/20

2/27

3/6

3/13

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

※消費税の決算・申告に際しては軽減税率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。

新規加入
会員紹介

　今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、働き方そのものが急激に
変化しました。
　テレワークや時短営業などの働き方へ対応する必要が出てきたことに加
え、労働生産性そのものを向上させるための取り組みが必要になりました。
　ウィズコロナ時代での働き方改革と生産性向上のポイントについて学びま
した。社労士法人ビズ・ウォークの中前貴子さんを講師に招き

①就業規則や36協定におけるポイント
②生産性向上における取組のポイント・事例紹介

　などについて２回シリーズで開催しました。
　また、セミナーは感染症対策でＷＥＢセミナーとして、本部（御津）、津高、
上道の各本支所をオンラインで結び開催。会場を分散させることで１会場あ
たりの受講者数を10人未満とすることなどで感染リスク低減を図る工夫を
しました。

  受講者の感想

働き方改革推進事業
― 安心・安全で働きやすい職場環境をつくるために ―

テレワークへの

認識が薄かった。

今後推進したい。

建設業の

働き方改革事例が

参考になった。

はじめて
36協定の中身が

分かった。

チラシ販促セミナー
ー お店の一生の顧客づくりをめざして ー

　お店の一生のファンづくりを目指して開催している「ま
ちゼミ」のプレセミナーとして、チラシ販促セミナーを開
催しました。
　講師に販促広告代理店プログレスの前田和信代表を迎
え、前半は成功事例をもとにチラシによる販促策の説明を
行いました。
　後半は参加事業所が持ち寄った自店チラシについて、さ
らに効果的になる
よう改善点の解説
を行いました。
　参加者自身のチ
ラシについてのア
ドバイスは説得力
もあり非常に満足
度の高いセミナー
となりました。 セミナー実施風景

令和２年10月３日より

   次の賃金は、最低賃金に算入されません。
　　１. 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
　　２. 時間外手当・休日手当・深夜手当
　　３. 臨時に支払われる賃金
　　４. 1月をこえる期間ごとに支払われる賃金

必ずチェック！
最低賃金改定

最低賃金の件名

岡山県最低賃金

最低賃金

時間額

834円

効力発生年月日

令和２年10月３日

1円増額となりました。

リスク管理セミナー
― 企業を取り巻く様々なリスクに対応するために ―

　新型コロナウイルス感染症や自然災害などの様々なリスクに備えるため、現場でどういった取
り組み対策をしておくべきかについて学ぶセミナーを12月に２回シリーズで開催しました。
　セミナーではリスク管理の専門家で中小企業診断士の藤井正徳さんを講師にリスク管理の考え
方、取り組み方、対策について学びました。特に、コロナ禍の中で厳しい経済環境をいかに克服
していくか、また平成30年７月の西日本豪雨災害などの自然災害を予見し事業活動の中でどの
ような対策を事前に講じておくのか、また予期しないリスクに直面した時の企業が取るべき基本
的な対応について具体的な事例を交えてのセミナーでした。
　事業活動を取り巻く環境にはさまざまなリスクや
困難があります。できるだけ事前に予測し、できる
範囲での対策を講じることがリスク低減の基本で
す。
　商工会では、令和元年度に施行された中小企業強
靭化法に基づく事業継続力強化計画や、BCP（事業
継続計画）の作成支援にも取り組んでいます。

12/4　三徳園（上道）にて岡山北商工会で
主催したセミナー

　業種ごとのガイドラインに沿った感染症拡大防止対策の取組に要する経費の
うち、令和２年４月１日～令和３年１月31日までに支払い及び納品が完了し
ているものについて、岡山県から補助が出ます！

【対象経費の例】
　マスク、消毒液、非接触式検温計等の衛生用品の購入費、ソーシャルディス
タンスを確保するための客席の間仕切り設置費、オフィス内の事務机へのアク
リルボードの設置費etc.
※車両、自転車、スマートフォン、タブレット、パソコン、テレビ、液晶モ
ニターは汎用性が高いため対象外

【補助率】
　３分の２　上限10万円
※申請は１事業者につき１回限り
※消費税部分は補助対象経費に含まれません

【補助対象者】
　県内に事業所等を有する法人及び個人事業者

【お問い合わせ・申請先】
岡山県新しい生活様式実践事業者補助金受付係
TEL ：086－222－2022（受付時間　９：00～17：00（土日祝除く））

※対象経費になるか否か、事前にお問い合わせされることをおすす
めします。

岡山県新しい生活様式実践事業者補助金

申請期限
2月5日

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）

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）

返 済
期 間

　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。
利　率

新型コロナウイルス感染症対策　マル経融資
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景気動向（全国＆岡山北商工会管内）
　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。
　その調査結果から、令和２年４～６月期は新型コロナウイルス感染症の影響
による大幅な需要の停滞により中小企業の景況は大きく後退しました。景況を
表す主要指標DIの「売上」「採算」「資金繰り」は３要素ともそろって大幅な
悪化しました。
　経営上の問題点としては、全ての業種で「需要の停滞」を強く指摘する経営
者が多く、「従業員の確保難」「原材料、仕入れ価格の上昇」などそれまで高かっ
た経営上の問題点の割合は低下しました。
　新型コロナウイルス感染症の拡大にともなう様々な自粛要請による経済活動
の落ち込みを背景として、現状や将来に対する懸念が経営者の間で大幅に増加
した中で緊急融資制度の運用開始、持続化給付金、補助金等の対策が始まりそ
の継続的な対策が求められました。
　その後、令和２年７～９月ではコロナ禍の急落からやや戻り、主要３指標が
そろって改善されました。特に資金繰りに関する指標が大幅に改善され、政府
の資金繰り支援策の効果が表れましたが、その一方で全体の改善幅は小幅で低
水準にあり、特に飲食、宿泊関係では景況の戻し幅が小さく依然苦境が続いて
いる状況にあります。

【DI（景気動向指数）】

　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）
などでは災害関連の公共工事もあり一定の受注量を保っていますが、消費マイ

ンドの冷え込みによる工事の先送りなどもみられます。
　製造業では業種・業態によってコロナ関連から生産が低迷している業種と、
一時的な需要に支えられ好調な業種、継続的な需要がある業種などバラツキが
見られます。
　物販、自動車販売・修理、サービス業では一時のコロナ禍から立ち直りが見
られますが、飲食、宿泊、観光関連産業では依然厳しい状況があります。
　全業種を通じて新型コロナウイルス感染症の影響から先行きが不透明であ
り、慎重な経営判断が必要な状況にあり、追加の経済対策を求める声は多い状
況です。

景気動向指数の推移

― 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 ―

創業セミナー

　本年度の創業セミナーを11月に３回（11/4・11/11・11/18の各日２
時間）シリーズで開催しました。
　セミナーは、中小企業大学校講師の藤田悠久雄氏、公認会計士・税理士の
小橋仙敬氏、販促広告コンサルタント・デザイナーの前田和信氏の３名を講
師に迎えて「成功する経営者になるための心構え」、「創業の手続き」、「売れ
るマーケティングと営業・広告戦略の基本」といったテーマに沿って、創業
の際のポイントをわかりやすく説明していただきました。
　セミナーには毎回20名程の方が出席。夜間の開催にも関わらず熱心に聴
講されていました。
　また、ウィズコロナの時代
に創業される皆さんにとって
事業への想いを形にするため
に、今まで以上に綿密な計画
と新たな発想が必要とされる
ようになってきたように思い
ます。
　皆さん、夢の実現に向けて
計画的に頑張りましょう～！
不安な時は商工会までご相談
ください。

創業セミナー（津高支所）

令和２年度「岡山市優良勤労者表彰」
　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などから推
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。

工藤　浩之さん（一宮地区） 有限会社金萬堂本舗

藤井　秀文さん（津高地区） 春日木工株式会社

植田　容子さん（上道地区） 株式会社ウイル

小林　隆三さん（御津地区） 株式会社ニシエイ

竹内　京子さん（建部地区） UAゼンセン中央教育
　　　　　　　　　　　　　 センター　友愛の丘

岡山市地域貢献企業表彰
　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15社が表彰を受け、岡山北商工会管内では以下の
事業所様が受賞されました。
観空産業株式会社（津高）
株式会社小坂田建設（建部）
安信工業株式会社（御津）
上道運輸株式会社（上道）
株式会社グリーンプラネット尾﨑（上道）
株式会社さくら祭典　さくらホールきびつ（一宮）

全
国
商
工
会
珠
算
検
定
試
験
合
格
者

１　級 河本　美遥

３　級 髙田　詩乃

 河本　翔太

 榎本　　栞

５　 級 髙田　明希

６　 級 細田　実優

第１９８回・１９９回
（順不同・敬称略）

級 細田　実優

令和２年４月28日から令和２年12月２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】
●Puu．Hair Salon 川井　　恵 美容院
●＠ＳＫ 安部　隼人 水道配管業
●㈲コーワ開発 難波　正則 解体業
●㈱東洋メディセット 尾島　恒夫 広告制作業
●自然食材おはな 香川　一美 飲食業（定食屋）

【津高地区】
●㈱日本看取り士会 柴田久美子 看取り業
●ひがし建設 東谷　勝二 土木・解体業
●笑遊び広場 山下　貴子 セミナー業（親子セミナー等） （掲載希望者のみ）

【上道地区】
●㈱グリーンヒルズ 松田　洋一 住宅リフォーム業全般
●是里建築デザイン 久延　福子 飲食業（カフェ）
●エムズオート 清水　　誠 自動車販売修理業
●ケイテック㈱ 兼氏　信行 運送業
●山田商会 金子　英正 乳製品小売業
●ピュアリズム 榎本　純子 サービス業（筆文字販売促進）
●ヒサ・コーポレーション 大西　久治 土木業
●㈱中村熔接所 中村　行善 溶接業
●K.M.Design㈱ 谷隅　佳太 機械設計業

【御津地区】
●FREE RIDE 黒田　啓太 自動車販売・修理業
●浅田タイル 浅田　　彰 タイル業
●Lightool 喜多村信秀 機械設計・組立業

【建部地区】
●BZP Garage㈱ 大平　友志 自動車販売・板金業
●NPO法人なでしこ会 湯川　統郎 障害福祉サービス業

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。

日

2/7

2/14

2/21

2/28

3/7

月
2/1

2/8

2/15

2/22
御津

3/1

3/8
津高
上道

火
2/2

2/9

2/16
建部

2/23

3/2
津高・上道
御津・建部
3/9
御津
建部

水
2/3

2/10

2/17
御津

2/24
上道
建部
3/3

3/10

木
2/4
一宮

2/11

2/18
津高
上道
2/25
津高

3/4
一宮

3/11
一宮

金
2/5

2/12
一宮・津高
御津
2/19
一宮

2/26
一宮

3/5
御津

3/12
上道

土
2/6

2/13

2/20

2/27

3/6

3/13

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

※消費税の決算・申告に際しては軽減税率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。
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　商工会では、令和元年度に施行された中小企業強
靭化法に基づく事業継続力強化計画や、BCP（事業
継続計画）の作成支援にも取り組んでいます。

12/4　三徳園（上道）にて岡山北商工会で
主催したセミナー

　業種ごとのガイドラインに沿った感染症拡大防止対策の取組に要する経費の
うち、令和２年４月１日～令和３年１月31日までに支払い及び納品が完了し
ているものについて、岡山県から補助が出ます！

【対象経費の例】
　マスク、消毒液、非接触式検温計等の衛生用品の購入費、ソーシャルディス
タンスを確保するための客席の間仕切り設置費、オフィス内の事務机へのアク
リルボードの設置費etc.
※車両、自転車、スマートフォン、タブレット、パソコン、テレビ、液晶モ
ニターは汎用性が高いため対象外

【補助率】
　３分の２　上限10万円
※申請は１事業者につき１回限り
※消費税部分は補助対象経費に含まれません

【補助対象者】
　県内に事業所等を有する法人及び個人事業者

【お問い合わせ・申請先】
岡山県新しい生活様式実践事業者補助金受付係
TEL ：086－222－2022（受付時間　９：00～17：00（土日祝除く））

※対象経費になるか否か、事前にお問い合わせされることをおすす
めします。

岡山県新しい生活様式実践事業者補助金

申請期限
2月5日

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）

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）

返 済
期 間

　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。
利　率

実質金利 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。

7 年

新型コロナウイルス感染症対策　マル経融資
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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 新春
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2021だより

『繋がりを大切に！』
伴走型経営支援でコロナ危機を克服

　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。
　さて昨年、年初頃から感染拡大が始まった新型コロナウイルス感染症
は、私たちに大きな影響を及ぼし、日常生活をはじめ、経済、文化、スポー
ツなどありとあらゆる分野でその対策を行うことを求められました。そ
の結果、マスクの着用をはじめ、手洗い、アルコール消毒、換気、ソーシャ
ルディスタンスといった新しい生活様式を取り入れてこの危機を乗り越
えていくことになりました。
　経済活動も例外でなく、こうした対応に加えてそれぞれの業種で様々
な対策を講じています。しかしながら緊急事態宣言が発せられた昨年４
月頃などはすべての経済活動がストップするなど大きな影響がでまし
た。特に、飲食、観光、交通産業を中心にダメージが大きく、国・県・
市から様々な支援策を得て事業活動の継続を行っています。
　このような新しい生活様式のもとで、平穏な日常生活と活力ある経済
活動を取り戻すために、今年はそのスタートの年としたいと考えていま
す。昨年延期となりました東京オリンピック・パラリンピックがあらた
めて開催される年であります。こうしたスポーツ大会を通じて社会が明
るく、元気になることが大切です。
　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
の方の成長発展と事業継続のお手伝いしています。
　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
みたいと思っています。
　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　会長　吉次　立身

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、“お店と街のファンづくり”としての体験型販促イベント「まちゼミ」を開催しており、今年で７年目の実施となりました。
今年は新型コロナウイルス感染症の影響で、夏の「キッズ」は開催延期となり、一般型「まちゼミ」と合同で2020年11月～ 12月にかけて
開催しました。コロナ渦でもWEB中継による講座開催など工夫を凝らし、個店のサービスや事業者の人柄を直接消費者にアピールする機会と
しました。

青年部
　新型コロナウイルスの影響で経済活動が制限されている中、新型コロナウ
イルスの影響を乗り越えるべく、注目されている「クラウドファンディング」
の活用セミナーを開催しました。
　クラウドファンディングのサポート会社であるレプタイル㈱のアドバイ
ザー、平瑞季さんを講師に迎え、クラウドファンディングの概略説明と活用
事例、成功のコツなどを学びました。それぞれの事業所における新市場・新
規顧客開拓や、青年部としてコロナ
後のイベントづくりに活かしていき
たいと思います。

　青年部では、地域の未来を支える
後継者、そして若き現経営者が研修
や地域貢献事業を通して研鑽と地域
づくりに励んでいます。

新市場開拓・ファンづくりを目指して！
クラウドファンディングを学びました

【セミナー】
　令和２年度セミナーは、「健康経営」
と「整理収納」をテーマに開催しました。
　「社員の健康で企業の業績アップ！」
と題したセミナーでは、企業における社
員や経営者の健康維持の大切さについて
学び、「職場と家庭の整理収納術」と題
したセミナーでは、整理収納による職場
環境の改善方法について学びました。
　どちらのセミナーも実践的ですぐに役立つ内容でした。
【コロナ差別をなくしましょう！】

　岡山県商工会女性部連合会は、新型コロナウイルス
感染者への差別をなくすため、「私達はコロナ差別をし
ません！」と記した啓発ステッカーを作成しました。
感染する可能性は誰にでもあります。このステッカー
には、思いやりと優しさでつながった、差別のない社
会をつくりたいという思いが込められています。

女性部 セミナーで自己研鑽と地域への啓発活動に
取り組んでいます

謹 賀 新 年
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
本年も岡山北商工会を宜しくお願い申し上げます。

雑誌広告 のぼり 飲食店

販促グッズ 新商品開発 看板 冷蔵設備リモートワーク

生産性向上チラシ

　コロナ禍で事業への影響が続いています。
　そんな中、会員企業様は、新しい生活様式
に対応しつつ事業活動の維持・発展にむけた
取り組みを行っています。
　岡山北商工会では、そうした取り組みに経
営相談や補助金活用などで支援しています。

　人との接触機会減少
や、業務効率化が求めら
れています。
　生産性向上を図る設備
投資が行われています。

　新市場や新規顧客
開拓に向けた販促活
動が行われていま
す。

販売促進

コロナに

負けない!

食品工場

自動車整備工場

がんばろう岡山市！
スマホ決済最大25%が戻ってくる年末年始キャンペーン

　年末年始の消費喚起を図るため、スマートフォン決済「PayPay」と連携し
たポイント還元キャンペーンが行われています。
　お支払額の最大25％がポイントとして戻ってきます。
注意：付与上限があります。

１．実施期間　
2020年12月１日  ～ 2021年１月31日

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(※)
※病院・調剤薬局、公共料金、換金性が高い事業など、一部キャ

ンペーンの対象外となるものがあります。

３．付与上限
　１回あたりの付与上限 1,000円相当
　期間中（12/1 ～ 1/31）付与上限 20,000円相当
　１か月ごとの付与上限 10,000円相当

得する街のゼミナール、略して「まちゼミ」。
「三方よし」とは、「お客様」「お店」「地域」
のみんなにとって良いという事です。
　お店が講師となり、お店やひとの存在・
特徴を知っていただくと共に、お店（店主
やスタッフ）とお客様のコミュミケーショ
ンの場から、信頼関係を築くことを目的と
する事業です。

つくも陶工房【御津】

しました。

サンフラワー×サニーデイコーヒー
［クリスマス飾り作り＆コーヒーの淹れ方講座］

PCらいふパソコンスクール津高校
［キッズロボットプログラミング講座］

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
　新型コロナウィルスの影響は依然続いています。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
クトサイトを設置しています。

　ぜひチェックして、テイクアウトやデリバリーを使ってみてください！
【「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！

岡山県のがんばる事業所を応援！全県版「がんばる事業所応援サイト」もチェックしてください。

【アドレス】https://okayamasci-kouikisc.jp/

まちゼミで
今年の干支（牛）
作品作りにチャレンジ

まちゼミで
今年の干支（牛）
作品作りにチャレンジ

新年のご挨拶


