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コロナ禍でも頑張る事業所の風景
休業の表示

タクシー車内にコロナ対策
時短営業表示

移動販売車

レジ前にパーテーション設置

テイクアウトの強化

５月21日（金）第16回通常総代会を開催しました。任期満了に伴う役員改
選では吉次立身会長が再任されたほか、以下の方々が選任されました。
新体制のもと、役職員一同、商工会員や地域の皆様とともに、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。
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呼びかけPOP

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

新型コロナウイ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。
２番目に出てきます。

編集／岡山北商工会情報化広報委員会
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商工会が行った経営支援事例

建部

ENOYA for hair（エノヤ フォー ヘアー）

津高

新たなリラクゼーションメニュー提供による顧客獲得の補助金活用支援

コロナ禍の中、新たな飛躍をめざして経営革新に挑戦

◇経営支援の内容
ENOYA for hairは、カット・カラー・リラクゼーション・パーマを提供するヘ
アサロンです。ご夫婦二人三脚で17年間経営されており、地域密着で男女問わず
幼児からご高齢の方まで幅広いお客様が来店されています。
商工会に加入されてから、経営、帳面
や確定申告などの相談を受け支援を行っ
てきました。
小規模事業者持続化補助金を活用する
ことになったきっかけは、巡回訪問です。
経営支援施策の情報提供を行った際に、
お客様から頭皮の悩みやヘッドスパなど
リラクゼーションサービスに興味がある
といった声が年々増え、顧客ニーズがあ
ると感じているというお話でした。
新たなサービスを提供する取組を提案
させていただき、首への負担が軽い移動
式シャンプー台の設備導入と新たなリラ
クゼーションメニューの提供をお知らせ
する販促DMについての支援を行いまし
た。
◇支援を受けた感想
補助金の申請は、どのように進めて行
けば良いのか不安でしたが、商工会に相
談しながら、私の考えを具体的な計画に
落とし込んでもらうことで、取り組みた
い内容が整理することが出来ました。と
ENOYA for hair
ても感謝しています。これからも良き相
〈理容業〉
談相手としてサポートをお願いしたいと
岡山市北区建部町川口1613-3
思います。
TEL 086-722-1588

一宮

ぶどうの木舎

上道

春日木工株式会社

◇経営支援の内容
創業100周年をめざし、ご子息に事業承継するため経営革新計画策定に取り組む
ことになりました。
中小企業診断士の指導を受けながら夜遅くまで社長ご夫妻と意見を交わし、計画
書の作成も行いました。
無事認定を受け、少しずつ新しい取り組みも動きだしています。コロナ禍でまだ
まだ厳しい状況が続いていますが、90余年に亘り連綿と続いてきた老舗の誇りを
胸に、新しい取り組みを起爆剤にして歩みを続けてほしいと願っています。
◇支援を受けた感想
昭和２年に祖父が創業して以来、造作家具の製造を続けてきました。
新型コロナウイルスの影響で売上が減少。下請けだけでは安定した売り上げが得
られないため、商工会の支援のもと自社のオリジナルブランドを立ち上げることと
しました。
現在『nukumori』を立ち上げ一般ユーザーへも販路を広げる取組みを構築し、
機械導入の計画も立てています。事業計画を作成していく中で頭の整理をすること
ができ、より明確な指針ができました。
お客様には好評で、今後は新商品の開発やSDGsへの取組を通じて付加価値の向
上を図っていきたいと思います。
商工会の方にいろいろなご
提案をいただき、事業計画書
の作成や資金調達など惜しみ
ない支援をしていただきまし
た。
これからも補助金制度につ
いての情報や活用について商
工会のご支援をいただければ
幸いです。

春日木工株式会社

〈木製家具製造業〉
岡山市北区富原3883-1
TEL 086-255-5571

MS CREATE BOM CREPE

御津

大森工業株式会社

現事業の見直しによる新商品開発と販売促進

事業拡大のため補助金申請と経営管理を支援

労務の見直しで働きやすい職場づくりを支援

◇経営支援の内容

◇経営支援の内容
創業からまもなくして、「持続化補助金を申請した
いので教えて欲しい」と商工会に来られました。
事業内容のヒアリングでは、クレープの移動販売が
人気を得ており、引き合いもあると伺いました。
補助金申請にあたって、
①実現可能性が高いこと
②現状や売上の見込みを記載し、説得力のある内容で
あること ③表や写真などを入れて読みやすくするこ
と、などのアドバイスを行い、無事採択に繋げること
が出来ました。
このような経緯から、商工会加入に繋がり、補助金
以外の相談にも来られるようになりました。
その中でも悩みの種であった経理事務。
“忙しく時間がとれない！ ”
“帳面の付け方が分から
ない！ ”
“今年度から青色申告で申告したい！ ”など経
理事務の悩みを打ち明けていただき、商工会でサポー
トできることをお伝えしました。現在日々の帳面の記
入の仕方など指導、できあがった帳面を会計ソフトへ
職員が入力しています。
◇支援を受けた感想
コロナの渦中にテイ
クアウト専門業態のク
レープ屋を開業、右も
左も分からず何も情報
もなかったので商工会
に補助金などの相談に
伺ったのがきっかけで
した。書類の作成や訂
正を手伝って頂き、持
続化補助金の申請を通
させて頂きました。
その後、経理の事も
分からないことだらけ
でしたが親身に相談に
のってもらいました。
MS CREATE
今年は商工会にお願い
BOM CREPE
して青色申告で確定申
〈飲食業〉
告を提出したいと思っ
岡山市東区東平島1163-3
TEL 090-4800-3159
ています。

◇経営支援の内容
大森工業株式会社は土木工事や山土の採取・販売等
をしている事業所です。
令和元年に事業承継を実施。その時から職人の高齢
化と若手不足を課題にしておられました。
業種的に人が集まりづらいことに加え、従業員から
の時短勤務希望の申し出があるなど自社の働き方を見
直す時期に来ていると感じていたそうです。
商工会とは労働保険事務委託等で以前からお付き合
いがあり、アンケートをきっかけに一緒に働き方改革
へ取り組むことになりました。
社労士による個別相談会への参加や、岡山働き方改
革推進支援センターとの連携による事業所への巡回指
導などの制度を活用し就業規則の見直しや36協定の
作成などのお手伝いをさせていただきました。
就業規則の整備も整い、新たに若手社員の雇用も出
来たようです。
今後も様々な情報の提供を行い、必要に応じた支援
を実施できるように努めてまいります。
◇支援を受けた感想
働き方改革については、ずっと悩んでいたので背中
を押してもらえたことにとても感謝しています。
実際に支援を受けてみると、知らなかった情報、理
解できていなかった部分などが分かり、自社の課題を
把握することができたのでとても勉強になりました。
商工会の人や社労士さんに随時相談でき、疑問を解
決しながら取り組めたのでとても助かりました。
今後も社会
の動きが変わ
り、新たに働
き方を見直す
場面が出てく
ると思いま
す。その際に
は、またご相
談させていた
大森工業株式会社
だ け れ ば と 〈土木工事業〉
思っています。 岡山市北区御津矢原1622

ぶどうの木舎は本格的なフランス料理を提供する店
として、平成11年12月に開業しました。
オーナーシェフの藪原正雄氏はフランス料理の最高
峰、日本エスコンフィエ協会から「ディシプル」の称
号を受けており、伝統的なフランス料理と日本の文化
を調和させた独自の料理を提供されています。
コロナウイルスの影響により、
テイクアウトに加え、
第３の売上を作るべく、レシピの洗い出しを行ったと
ころ、
料理でも使用するトマトソース（フォンデュ・デ・
トマト）に着目し、商品化することとなりました。原
料のトマトは岡山県産の桃太郎を使用しており、にん
にくと玉ねぎは自家製のものを加工して使っていま
す。
使用方法はメインとなる料理にからめるだけで、肉
料理のソースとして使用するほか、香草類を加えれば
ピザソースに、ベーコンを加えてパスタと和えればト
マトパスタになります。
現在、当店で販売を開始し、価格は500円（税込み）
となっています。「ご家庭でも本格フレンチを手軽に」
をコンセプトに、YouTubeにてトマトソースを使っ
たレシピ掲載も予定しています。
◇支援を受けた感想
外出自粛による影響で飲食業は大変厳しい状況で
す。何か打開策はないかと色々試していきました。商
工会のご支援を受けつつ、改めて自社のサービスを見
直してみると、気付きがあり、次につながる妙案が生
まれます。現在も持続化補助金に挑戦中で、引き続き
支援をお願いしたいと思っています。

ぶどうの木舎

〈飲食業〉
岡山市北区楢津779-10
TEL 086-284 -6730
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TEL 086-724-0080

令和３年度 岡山北商工会事務局スタッフ
皆さまの
サポートは
私たちに
お任せください!

本 部（御津）
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
幅広く支援に取り組んでい

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。

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
猫と遊ぶこと

職

名 経営指導員

っていますので、是非ご活

岡田 靖彦

職

用ください。

職

脇屋 敏弘
職

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

趣味・特技 バイク、読書、
ガンプラ、サッカー

名 支援２課長（経営指導員）

家庭菜園、
ガーデニング

備北商工会、阿哲商工会、
浅口商工会を経て今年度よ
り当商工会へ配属となりま
した。商工会に入り、30年
目を迎えます。各種補助金
の相談、経営計画に関する
相談など対応させていただ
きます。お気軽にご相談く
ださい。

古堤 杏美
職

趣味・特技 水稲栽培・
百均マニア

名 経営指導員

商工会を経て、今年度よ
り岡山北商工会津高支所
へ配属となりました。まだ
まだ半人前なところはあ
りますが、皆 様 の お 力と
なれますよう精進してま

職

名 主事

いります。読みにくい苗字

鳩嵜 貴之

ですが、お気軽にお声か
け頂ければ幸いです。

職

趣味・特技 紅茶、刺繍

３ 級
４ 級
５ 級

齋木
髙田
細田

奏佑
明希
実優

（敬称略）

第201回珠算検定合格者
２ 級
９ 級

河本
難波

翔太
茉優

（敬称略）

今年度より、岡山北商工会
に配属になりました。
商工会職員としては1年目
ですが、まずは皆さまに顔
を覚えていただくことを目
標に、何でも相談していた
だける親しみやすい職員と
なれるよう日々努力してま
いりますので、よろしくお
願いいたします。

井上 里菜
職

名 主事

資格等 FP、秘書、
学芸員

岡山西商工会、浅口商工
会を経て、令 和２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10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
はお気軽に御相談いただ
ければと思います。
趣味・特技 料理、子供とドライブ
食品売場めぐり 水泳

趣味・特技 楽器、旅行

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33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

笠原 千恵
職

さい。

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）

久米郡商工会、岡山北商

州津山商工会の職員経験

工会で指導業務を担当。

会員の皆様にとって頼れ

を経て、経 営 指 導 員とし

現在は建部支所勤務です。

る存在になれるよう日々

て11年目を迎えます。

記帳や税務、労働保険の

記帳指導業務の経験もあ

代行事務、女性部活動も

り、ワード、エクセルなど

担当しています。

掛け下さい。笑顔で対応

浅田 敬文

させて頂きます。

名 主事

職

趣味・特技 料理、
お皿集め

パソコン操作に関するこ

各種共済も幅広く推進し

となどIT関係についてお

ていますので、お気軽に

気軽にご相談ください。

名 経営指導員

資格等 簿記、
販売士

菅 睦子
職

趣味・特技 農業ボランティア、
スキー

お問い合わせください。

名 主事

資格等 簿記、
販売士

趣味・特技 食べること、
旅行

会員のみなさまへ

優良従業員表彰

注目

新型コロナウイルス感染症拡大の影響に対する国・県・市等の支援
策を活用するにあたり、下記の点についてご留意ください。

令和３年度岡山北商工会優良従業員表
彰が５月21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14名の方々が表彰さ
れました。

◇新型コロナウイルス感染症対策に関する国・県・市の補助金、給付金等各種
支援策が講じられています。商工会では毎月のメール便、ホームページ等で
情報を提供させていただいておりますので、ご活用の際には商工会へご相談
ください。
◇新型コロナウイルスに関する各種支援策ご利用の際には、申請時に決算申告
関係書類等が必要となる場合がありますので、早めの記帳、帳簿等の整理を
お願いします。

令和２年12月３日から令和３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】
●FIDES㈱
近行
●㈱芳賀土木工業
藤原
●第２きびファーム
管波
【津高地区】
●あんぜん意匠㈱
人見
●エステティックサロンプリティーフェアリー
●彰設備
野上
●㈲白壁不動産
野上
●㈱グランド
小西
●三日月
半田
【建部地区】
●焼肉 太平楽
山本
●大頭建築
大頭

趣味・特技 スポーツ観戦
（岡山のプロチーム）、
歴史探訪、飲食店探訪

勝 山 町・湯 原 町・真 庭・作

おめでとうございます
第200回珠算検定合格者

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♪

名 支援1課長（経営指導員）

御津地区から始まり、上道

頂けるよういつでもお声

資格等 簿記、珠算、
情報処理、
柔道、エステティシャン

資格等 簿記、
販売士、
Ｉ
Ｔパスポート

職

経営指導員として21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4年目になります。
通常の経営支援はもちろん、
特にSNSを活 用した販 路
開拓支援や、補助金申請に
向けた経営計画策定、事業
承継について、お気軽にご
相談ください。

支所で2年目になります。

まずは、顔と名前を覚えて

職

名 経営指導員

資格等 簿記、
ＦＰ、
販売士

精進してまいります。

浦上 瑠衣

趣味・特技
バドミントン・ラグビー観戦
野球、
ドライブ

資格等 簿記、情報処理、商業経済、
趣味・特技 相撲観戦、
英語、ワープロ、秘書、
甘いものを食べる
認定心理士

備前東商工会、真備船穂

袋路 絵理

山辺 信義

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

建部

名 経営指導員

資格等 FP、簿記、
販売士、シスアド

趣味・特技

資格等 簿記

上 道、長 船 町、瀬 戸 町、赤
磐商工会を経て2019年
4月から岡山北商工会上
道支所に勤務しています。
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。

上道
職

名 経営指導員

資格等 簿記、
ＦＰ

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
て昨年から津高支所でお
世話になっています。
コロナ禍で大変な時代で
すが25年余りの経験を活
かして皆様のお役に立て
るよう努めさせていただき
ます。

松本 孝之

名 事務局長

一宮

津高
藤本 久美子

杉山 正樹
資格等 ＦＰ、販売士、
Ｉ
Ｔパスポート、
危険物

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。
記帳事務、労務、各種共済
のご相談など、お気軽にご
相談ください。
女性部も担当しています。
現 在 部 員 募 集 中 で す。お
問い合わせお待ちしてお
ります。

ます。優秀なスタッフが揃

県 連 合 会･瀬 戸 内･赤 磐 で
の商工会勤務を経て経営
指導員18年目となります。
（岡山北商工会5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。

誠
大司
秀紀

土木建築工事業
土木建築工事業
農作物小売業

考宣
彰宏
啓治
秀斉
功

卸売業（工業用間接材）
梅田 夕賀
エステティックサロン
配管設備業
不動産業
総合建設業
飲食業（日本料理）

晃敬
一郎

飲食業（焼肉）
建築業

【上道地区】
●藤本内装
●南郷工業
●サロンドあい
●MS CREATE BOM CREPE
●TI．Planning
【御津地区】
●㈱ポラリス
●三ノ上 浩史
●竹谷製材㈱
●さいとうファーム
●Asai Farm & Molln

新規加入
会員紹介
藤本
大
南郷 昌理
中村 信子
下山
衛
石原 知幸

内装工事
外壁工事
美容業
飲食業（軽食）
建設業

井上 拓郎
三ノ上浩史
竹谷 嘉章
齋藤
博
浅井 俊二

小売業
農作物小売業（ぶどう）
製材業
農作物小売業
農作物小売業（野菜等）

（敬称略・掲載希望者のみ）
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青年部 次世代を担う若き経営者
として研鑽・成長します

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
要件

名称

対象者・補助額（率）

申請期限等

問い合わせ

売上50％以上減少
（2021年 ４ . ５ . ６ 月 と 月次支援金
2020.2019年 の 同 月 の 売 （国）
上が50% 以上減少）

中 小 法 人 等 上限20万円／月
【４月分／５月分】
個人事業者等 上限10万円／月
８月15日（日） 相談窓口
給 付 額 2019年または2020年の
【６月分】
0120−211−240
基準月の売上−2021年
８月30日（月）
の対象月の売上

売上30％以上減少
（2021年 ４ . ５ . ６ 月 と
2020.2019年 の 同 月 の 売
上が30% 以上減少）

法
人
個人事業者

時短・休業要請に応じた飲
食店・喫茶店
協力内容①
酒類又はカラオケ設備の
提供を行わなかった。
（休業した）
協力内容②
５：00〜20：00を超え
ないよう時短営業又は休
業した。
新型コロナウイルス感染症
感染防止と事業継続を両立
させるための対人接触機会
の減少に資する前向きな投
資に対して。
※事業計画書を作成し採択
される必要があります。

飲食店等
一時支援金
【第２期】
（県）

40万円
20万円

岡山県飲食店等
・７月下旬
一時支援金受付係
申請受付開始予
電話
定
086−226−7972

【売上高方式】
※中小企業等のみ選択可
店舗の売上に応じて４万円／日、前
年度又は前々年度の６月の１日あたり
の売上高の４割、10万円（上限額）

時短要請
協力金
【第３期（６
月１日〜６月 【売上高減少額方式】
20日）】
（県） ※大企業・中小企業等のいずれも選択可
前年度又は前々年度の６月の１日あ
たりの売上高と比べた今年度の６月の
売上高減少額の４割（上限20万円）
持続化
補助金
小規模事業者に最大100万円
【低感染リス
（補助率３／４）
ク型ビジネス
枠】
（国）

８月20日（金）

８月 16 日（月）
～９月５日（日）

クラウドファンディング おかやま後継者アカデミー
活用セミナー
WEB受講

女性部
８月17日

ものづくり
補助金事務局
サポートセンター
050−8880−4053

絆感謝運動

女性らしく地域に根差した
活動に取り組んでいます

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。
各種講習会・講演会などでは自己研鑽と資質の向上に努めています。
また、地域づくりの活動では、業種の枠にとらわれない交流を深めて
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。

事業再構築
令和３年度内に、
補助金事務局
３回程度の公募予
コールセンター
定。
0570−012−088

オンライン
まちゼミKids
開催期間

岡山県時短要請
協力金
コールセンター
電話
086−201−2199

岡山北商工会
次回９月８日（水）
086−724−2131

中小企業・小規模事業者等
が取り組む革新的サービス
補助上限
開発・試作品開発・生産プ
【一般型】
1,000万円
ロセスの改善を行い生産性 ものづくり補 【グローバル展開型】3,000万円
を向上させるための設備投 助金（国）
補助率
資等を支援。
【通常枠】中小１／２、小規模２／３
※事業計画書を作成し採択
【低感染リスク型ビジネス枠】２／３
される必要があります。
補助金額
【通常枠】中小100万円〜6,000万円
事業再開に向けた投資をし
中堅100万円〜8,000万円
たい
【卒業枠】中小6,000万円〜１億円
新分野展開、業態転換、事
【グローバル V 字回復枠】
業・業種転換、事業再編又
中小8,000万円超〜１億円
はこれらの取り組みを通じ 事業再構築補 【緊急事態宣言特別枠】
た規模の拡大等思い切った 助金（国）
中小・中堅100万円〜1,500万円
事業再構築に意欲を有する
補助率
中小企業等の挑戦を支援。
【通常枠】中小２／３、中堅１／２
※事業計画書を作成し採択
【卒業枠】中小２／３
される必要があります。
【グローバルＶ字回復枠】中堅１／２
【緊急事態宣言特別枠】
中小３／４ 中堅２／３

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。
令和２年度はクラウドファンディングについての最新トレンドとコ
ツを学び、今後の組織運営や各事業所の経営に活かせる研修となりま
した。また、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。
＜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。

コロナ禍収束の見通しが立たない
ため、今回は、オンライン講座の
みでの開催に変更になりました。

献血事業運営協力

寄せ植え講習会

マル経融資

新型コロナウイルス感染症対策

別枠

融 資
限度額
利

率

1,000万円

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）

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。

実質金利

「まちゼミ」とは商店と消費者と

WEBを活用した講習会

ゼロ

無担保・無保証人
※信用保証協会の保証も不要です

の交流を通して、商店のファンづく

（借入から当初３年間）

りと地域活性化を図ることを目的

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。

に、店主やスタッフが講師となり、
プロならではの専門知識や知識、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。

岡山県

最低賃金

詳しい開催内容は当会ＨＰにて更新します。
→http://okayamakita.jp/machizemi/
※7 月下旬頃情報更新予定

岡山北商工会

[時間額]

８３４円

働くすべての人に、
賃金の最低額を
保障する制度です。
使用者も、労働者も、必ず確認

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

4

