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“地域の元気”は、商工会の願い

新会員のご紹介　平成２8年5月～9月加入分（敬称略）
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スリップアウト岡山

代表者名

北本　貴子

山下　和紀

池田　泰貴

所在地

有漢町有漢5196-6
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　備北商工会と高梁商工会議所は、「創
業塾」を開催しました。（共催：高梁市）
　この事業は、日本の開業率が欧米各
国に比較し半分程度しかない状況であ
り、中小企業数も484万社（平成11年）
から381万社（平成26年）へと減少し、
従業員数も同じく減少している現状を
踏まえ、開業率を10％台になることを目
指す、産業競争力強化法に基づき実施し
たものです。
　高梁市文化交流館３階講座室において
４回の日程及び内容で、受講後１年以内
に創業したい方・創業後５年未満の方を
対象に、定員10名を大きく上回る15名
の参加を得ての開催となりました。
　回を重ねるごとに創業計画が具体的
になり、講師の導きのもと熱気を帯びた
塾となり、今後の創業及び事業展開が期
待されるものとなりました。

高梁市特定創業支援事業「創業塾」

①経営理念・目的・ビジョンとは？
②事業ドメインについて
③起業してどこで勝負するのか？

経営なんでも相談会
１． 開催日時 平成２9年1月17日（火）　午後1時～午後４時
２． 開催場所 備北商工会本部　相談室
３． お問合せ 備北商工会（本部）
　　　　　　TEL ４２-２４１２　 FAX ４２-２０１２
４． 専 門 家 中小企業診断士・弁護士・税理士
  社労士・日本政策公庫等
※お申込み受付後、相談時間及び専門家の調整を
　いたします。

第1回

おめでとうございます県知事・県連会長表彰

岡山県知事表彰 
（役員功労者)

清原　廉三 理事

岡山県商工会連合会会長表彰 
（商工会功労者）
河上　真一 理事

　８月２４日に開催された平成28年度商工会正副会長等研修会で、
岡山県知事表彰及び岡山県連会長表彰の表彰式がおこなわれ、次
の方々が表彰されました。

　また、県知事表彰（優良常勤役職員）として、本部事務局の江草
弘子主幹が表彰されました。

経営とは
９月７日（水）

①ターゲット設定と市場ニーズ分析
②新事業における商品・サービス戦略
③新事業における営業・販売戦略

第2回
マーケティングの基本

９月１４日（水）

①会計の基礎知識
②資金調達の方法
③補助金・助成金の活用方法

第3回
創業時に必要な財務知識と資金繰り

９月２１日（水）

①ワークショップでビジネスプラン作成
②ビジネスプランの発表

第4回
ビジネスプランの作成と発表

９月２８日（水）

創業塾
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“地域の発展”は、商工会の喜び

青　年　部 女　性　部

　９月１０日（土）１１日（日）、に山口県の海峡メッセ下関で中国・四国ブロック商工
会青年部交流会が開催されました。
　大月新吾青年部長のほか７名が参加し、
主張発表大会や交流会など、他県の青年
部員との交流を通じて、少しでも自分たち
の地域で活かせるものがないか、熱心に発
表や講演に聞き入っていました。

●中国・四国ブロック商工会青年部交流会が開催されました

　１０月12日（水）倉敷マス
カットスタジアムで、商工会
青年部親善軟式野球大会
が開催されました。
　1回戦は真庭商工会青年
部との対戦で4-1で快勝し
ましたが、続く準決勝の備
中西商工会との対戦で0-1
で準決勝敗退という結果に
終わりました。優勝はみま
さか商工会青年部でした。

●第51回岡山県商工会青年部親善軟式野球大会に参加しました

◎成羽：10月  9日(日)  なりわ祭り／焼鳥・ピザ・ジュース・ビール販売
◎備中：10月  9日(日)  備中ふるさとまつり／焼鳥販売
◎川上：10月16日(日)  川上ふるさと物産まつり／たこ焼き・ビール・
　　　　　　　　　　ノンアルコールビール・お茶販売
◎有漢：10月30日(日)  有漢風ぐるまフェスタ／フライドポテト・お米販売

●青年部は各地区のイベントでバザーの出店を行いました

●エコキャップのリサイクルに協力しましょう

●中国・四国ブロック商工会女性部交流会へ参加

●若手後継者等育成事業「仕事と介護の両立支援セミナー」～19名受講

　女性部はペットボトルのふたを集めては、エコ
キャップ推進協会へ、送っています。　キャップ
は、再生プラスチック原料として換金され、医療
支援・ワクチン支援や障害者支援等、様々な社会
貢献活動にあてて頂けるのです。これからも部
員・会員皆様の協力で収集していきます。次は12
月頃送る予定です。

　９月13日(火)～14日(水)　愛媛県松山市　部員3名

　10月13日(木) 13：30～15：30
　事業主側としての職場の環境づくり
　10月20日(木) 13：30～15：30
　従業員側としての介護休業制度について

　10月21日(金)　広島県廿日市市宮島町
　　　　　　　　「安芸の宮島」商店街の取組み等研修

◎成羽：10月  9日(日)  なりわ祭りへ参加
◎備中：10月  9日(日)  備中ふるさとまつりへ参加
　　　 11月18日(金)  カラーコーディネート講習
◎川上：10月  6日(木)  花いっぱい運動
　　　 10月16日(日)  川上ふるさと物産まつりへ参加

　９月２２日（木・祝）ホテルグランヴィア岡山で、｢～夢をかたち
に～　商いで　つなぐ人の輪　地域の和｣のテーマのもと、
県内青年部員・女性部員約５００名が集まり、商工会青年部・
女性部創立５０周年記念大会が開催されました。
　これまでに地域振興発展や組織強化に大きく貢献された
部員・商工会へ、「中国経済産業局長表彰」、「岡山県知事
表彰」、岡山県商工会青年部連合会及び女性部連合会より
それぞれ「感謝状」が、授与されました。

〈お知らせ〉 会員のPR（商品・会社事業等）募集します。

有漢地区 ㈲應武銃砲火薬店成羽地区
〒716-0111　高梁市成羽町下原 587　℡0866-42-2051 
ホームページ：http://www.outake-hanabi.jp/

会 員 企 業 紹 介

河原板金工業
〒716-1321　高梁市有漢町有漢 2485-7
℡0866-57-2108
　昭和24年創業の建築板金を専門とした
祖父から三代続く事業所です。
　屋根・雨樋・外壁等の板金工事を主にし
ており、最近では若い人のニーズに合う
様工夫して、いい仕上がりでお客様に喜
んで頂いた時は、大変うれしいです。
　これからもお客様に喜んで頂ける様、
努力していきたいと思います。ご相談等
ありましたら、見積は無料ですので、気楽
にご連絡ください。

　当店は、旧国道313号線の昔懐かしい町並みの中にございます。
　火薬といえば、猟銃や発破などあまり馴染みのないように聞こえますが、地元の花火大会
といった大規模なものから、思い出花火やプロポーズ花火、忘年会・歓送迎会でよく使われ
るクラッカーなどのパーティーグッズといった個人のお客様に向けたものまで、火薬を使っ
た様々な商品やサービスを承っております。
　また、この度新しくホームページを開設いたし
ました。上のURLからご覧いただけますので、電
話でもインターネットでも気軽にお問い合わせく
ださい。
　花火を通じて、心に残る感動の時間をお届けす
ることを約束します。

川上地区 細川商店備中地区
〒716-0321　高梁市備中町東油野 1745
℡0866-45-2635

池田製材所
〒716-0201　高梁市川上町地頭 2332
℡0866-48-2127

　昭和11年に食料品販売店として創業。現在は食料
品だけではなく、お酒や日用品、宅急便も受け付ける
などお客様のご要望には可能な限りお応えしたいと
思っています。
　「困った！醤油が切れた！」醤油１本お届けします！
　「困った！電球が切れたけど、私じゃあ替えられな
い！」と言われる時など電球１つお取り替えに行きます！
　地元の商店ならではのサービスで地域のお客様に
ご愛顧いただいています。
　『困った時の細川商店』、近くを通られた際は是非一
度お立ち寄りください。

　昭和３６年に創業以来５５年間、川上
町で製材業、木材販売を営んでおり
ます。
　最近では、取引先の方々の要望もあ
り、新建材等の取扱も行っております。
　建物の建築方法も昔と比べ随分変
化してきましたが、木材の需要はまだ
まだ根強いものがあります。
　これからも幅広いお客様のニーズ
にお応えできるように、できる限り努
力していきたいと思います。

　続いて、経済ジャーナリストの須田慎一郎氏を招き、
｢『底なし』　日本経済大不況　～日本経済の本当の姿と
大不況の出口を探る！～｣と題して記念講演が行われました。
　そして、岩野県青連会長、日神山県女連会長を筆頭に、
組織として今後の資質向上事業をより一層強力に展開する
とともに、更なる飛躍を遂げることを誓い盛会の内に幕を
閉じました。

優勝者の方は野生のイノ
シシを活用した地域おこ
しをテーマに発表されて
いました。
うちの地域でもイノシシ
が出るので、参考になる
なぁと思いました。

今年も野球大会に参
加しましたが、準決勝
で敗れてしまいました。
来年こそは優勝を目指
し、練習をもっと積んで
県で最強の青年部を
目指していきたいです。

参加者の声

参加者の声

●そのほか各エリア活動

●部員視察研修会（交流会）～20名参加



備中神楽の里おもてなしプロジェクト 記帳講習会「日計表の書きかた・商工会小規模会計
　　　　　　　 momo（※）体験セミナー」を開催しました

平成28年度 備中ブロック商工会大会
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商工会事業報告

“商売繁盛”は、商工会の約束

経営お役立ち情報

11月1日から11月30日は、労働保険適用促進強化期間です 税務署からのお知らせ

ただいま　加入推進実施中

　労働者（パート、アルバイトも含まれます）を1人でも雇用していれば、労働
保険に加入する必要があります。

「労働保険とは」
　労災保険と雇用保険を総称した言葉で、政府が管掌する強制保険制度で
す。労働者を1人でも雇用していれば、加入手続を行わなければなりません。

（農林水産の一部の事業は除きます）。
「労災保険とは」
　労働者の方が業務中や通勤途上に事故にあった場合に、必要な保険給付を
行い、被災された方や遺族の方の生活を保護し、併せて社会復帰を促進する
事業を行うための保険制度です。

「雇用保険とは」
　労働者の方が失業した場合に、失業手当等を給付したり再就職を促進する
事業を行うための保険制度です。新たに労働者を雇い入れた場合は、保険料
の納付とは別に、その都度ハローワークに「雇用保険被保険者取得届」の提
出が必要です。
　労働者とその家族の生活と安心のため、労働保険の加入は、事業主の責任
と義務です。加入手続きを済まされていない事業主の方は、この機会にぜひ
ご加入くださいますよう、お願いいたします。
　なお、労働保険関係の事務処理を代行して行う労働保険事務組合制度が
ございますのでご利用ください。※岡山県最低賃金 H28.10.1～ 時間額757円
詳しくは下記までお問い合わせください。 　高梁公共職業安定所 0866-22-2291　新見労働基準監督署 0867-72-1136

（※）商工会小規模会計momoのご紹介
　商工会の会員だけが使える独自の会計システムです。
　ソフトを買ったりインストールしたりしなくても、インターネットが使えるパソコンさえ
あれば会社や自宅どこでも元帳の確認や伝票の入力ができます。
　日々、取引の入力をしていくだけで、帳簿や決算書が作れますので、確定申告をすると
きの手間や時間が軽減できます。

　8月28日（日）に大阪・吹田市で開催された「ディオス北千里夏祭り」にて備中神楽の
「猿田彦の舞」「大蛇退治」を上演しました。当日
は、雨にもかかわらず会場は立ち見が出るほどの
大盛況で大蛇を退治した際には、拍手が巻き起こ
りました。
　また、9月18日（日）には、倉敷市美観地区の「新
渓園」で備中神楽の上演を行い、備中神楽の里を
ＰＲすることができました。

ソフトを入れたりしなく
ても、ネットに繋げる
パソコンがあるだけで
入力できるから便利そう
です。参加者の声

体験しながらの勉強だった
ので話を聞くだけの講習
より分かりやすくて良かった
です。

参加者の声
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　９月１２日（月）に日計表の書きかたの勉強と商工会小規模会計momoの使いかたをテー
マにセミナーを開催しました。 14名の方に参加をいただき、日計表へ取引を書き込む練習
と、パソコンへ取引を打ち込む練習を行いました。
　日計表に毎日の取引を書いていくと、お店の現金や預金、売上や仕入が把握しやすくな
ります。年度末の確定申告が非常にスムーズになるといったメリットもあります。

商工会の福祉共済「生命」保障 商工会会員の皆様にしかできない
保障の準備をはじめませんか？

※ジブラルタ生命は、全国商工会連合会が実施する会員福祉共済のうち、商工会の福祉共済「生命」保障を集団契約特約付勤労保険でお引き受けしています。
※「生命」保障のお取り扱いについては、各都道府県連合会または最寄りの商工会までお問い合わせ下さい。

死亡保障　　　　　 までのご加入に際して
健康診断結果の提出や医師の診査が不要になりました

3,000万円

※既往症や治療中の病気・けががある場合はこれにかぎりません
※15 歳未満は共済金額通算 1,000 万円まで加入できます

＜平成 28年 2月 29 日以前の申込＞ ＜平成 28年 3月 1日以後の申込＞

詳しくは、備北商工会 42-2412 へおたずね下さい。

年　齢 告知で加入可能な
死亡保険金額

15 歳～39 歳
40 歳～54 歳
55 歳～60 歳
61 歳～65 歳

1,500 万円

1,200 万円

年　齢 告知で加入可能な
死亡保険金額

15 歳～39 歳
40 歳～54 歳
55 歳～60 歳
61 歳～65 歳

3,000万円

1,200 万円 申込書

申込書
に付属

の

申告だ
けでO

K

平成 28年分の申告から

が必要です !!
詳しくは国税庁ホームページトップページ上段

をクリック

マイナンバーの記載　　
本人確認書類の提示又は写しの添付
マイナンバーの記載　　

本人確認書類の提示又は写しの添付
  +

　９月24日（土）、やかげ文化センター（小田郡矢掛町）にて、平成28年度備中ブロック商
工会大会が、今年度の提案型ブロック別広域連携事業として開催され、約300名（備北商
工会から31名）が参加しました。
　開会式の後、基調講演に移り、里山資本主義の著者で知られる藻谷浩介氏を講師に迎え、

「高梁川流域の連携がなぜ今必要なのかと」と題し講演が行われました。藻谷氏は、詳しい
データを基に現状を分析し、この地域で何をやらなけれ
ばならないか具体的に示され参加者にも好評でした。
　また、パネルディスカッションでは、藻谷氏がコー
ディネーターを務め、パネラーに伊東倉敷市長、山野矢
掛町長、備中ブロックの商工会から総社吉備路商工会
吉澤会長、備中西商工会妹尾青年部長、阿哲商工会豊田
女性部長の５名がそれぞれの取り組みや課題について
発言があり、有意義な大会となりました。

◎人間ドック経費助成制度
　5口以上ご加入の方を対象に、人間ドック等の

費用（年１回）上限8,000円を助成します。
◎無料法律相談
　無料で弁護士の法律相談がご利用頂けます。
◎前納報奨金制度
　1年分の掛金を前納すると、1年経過後に1口

あたり1,200円の報奨金がつきます。

加入の特典

「商工貯蓄共済」は貯蓄、融資、保証が
三位一体となった商工会員のための共済制度です。

商工貯蓄共済

貯蓄 融資 保証 3つの備えが

月額2,000円（1口）
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一歩先行く経営を！あなたとともに商工会

「伴走型小規模事業者支援推進事業」
備北商工会景況調査のお知らせ（平成28年度：第１回調査）

平成２８年４月～６月、平成２８年７月～９月の調査では、売上高は横ばい、もしくは、若干悪化傾向にあるものの、
仕入単価の改善により、収益性は改善傾向にあります。資金繰り面では、借入難度は横ばい、ないし若干の悪化に留っています。

備北商工会では、管内30事業所の方に協力をご依頼し、売上や利益等の景況の調査を行っています。

※「D.I.」（ディー・アイ）とは、Diffusion Index（ディフュージョン・インデックス）の略で、企業の業況感や設備、雇用人員の過不足などの各種判断を指数化したもの。
　D.I.＝（増加・好転等の回答社数構成百分比）－（悪化・減少等の回答社数構成百分比）

（１）景況調査（ＤＩ調査）

製造・建設業と小売・サービスで共通しているには、仕入価格の上昇です。
製造・建設業では人手不足、小売・サービスでは民間需要の停滞や競争の激化が特徴的な課題となっています。

（２）上位の経営課題について

お子さまの教育資金を「国の教育ロ一ン」(日本政策金融公庫)がサポート!
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。

【ご 融 資 額】 お子さま1人あたり350万円以内
【利　　　率】 年 1.9%　固定金利　※母子家庭、父子家庭または世帯年収（所得）200万円（122万円）以内の方は年1.5%（平成28年9月9日現在）
【ご返済期間】 15年以内(交通遺児家族、父子家庭または世帯年収（所得）200万円（122万円）以内の方は18年以内）
【お使いみち】 入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など
【ご返済方法】 毎月元利均等返済(ボーナス時増額返済も可能）
【保　　　証】 （公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）

詳しくは、HP（「国の教育ローン」で検索）または教育ローンコールセンター（0570-008656（ナビダイヤル）または（03）5321-8656）までお問い合わせください。


