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　平成２９年５月２０日（土）、成羽総合福祉センターにお
いて、近藤隆則高梁市長、久徳大輔岡山県議会議員ほ
か、多くの来賓を迎え、第１２回通常総会が開催されま
した。
　開会にあたり、平山寿男会長から「世界経済も混迷し
ており、商工会地域も依然として景気が低迷している。
小規模事業者をしっかり支援できるよう全力をあげて

平成２９年度 備北商工会発達支援計画について

平成２８年度 備北商工会発達支援計画の結果について

地域経済の調査・分析…事業を行うために役立つデータを集めて、分析・
提供します。
①備北商工会景気動向調査
　会員企業に調査を行い、地域の経済動向を把握します。
②行政、民間機関等の調査データ
　商工会のネットワークを活かし、様々なデータを集めます。

事業計画策定支援…事業を行うための計画作成をお手伝いします。
①経営計画作成セミナー
事業計画作成ソフト「経営計画つくるくん」の実践セミナーを開催し
ます。

②経営力強化セミナー
自社の分析を行い、今後の事業に役立てるための「事業価値を高める
経営レポート」を作成するためのセミナーを開催します。

専門家による事業計画の実施支援…弁護士、中小企業診断士などの専門
家のアドバイスがもらえます
①経営なんでも相談会 
税務・労務・事業計画に関することなど、経営に関することならなんで
も相談できます。

②専門家の個別指導
課題解決について、各種専門家が訪問し、直接アドバイスをもらえます。

新たな需要開拓…商談会出展やホームページによる需要開拓を支援し
ます
①東京等での商談会出展支援
　新たな需要開拓を支援します。
②ホームページ活用支援
全国商工会連合会が提供しているホームページ作成サービス
「SHIFT」を活用し、インターネットでの需要開拓を支援します。

その他、高梁市観光戦略アクションプラン推進協議会へ参画、地域活性化
や本事業の検証を行う評価委員会を設置し、「計画」⇒「実行」⇒「チェッ
ク」⇒「改善」に取り組みます。

景気動向調査の実施・・・年１回
　備北商工会の会員事業所のうち、建設業・製造業・小売業３０社を対象に、
独自の景気動向調査を実施しました。

会員アンケートの実施・・・年１回
　備北商工会の全会員を対象に経営状況や経営課題に関するアンケートを
実施しました。

セミナー・講習会の開催・・・年２回
　経営力向上のため、「事業価値を高める経営レポート」の作成セミナーを行
いました。

専門家の活用事業・・・年３回
　事業者の課題を解決するために、専門家による「経営何でも相談会」を開
催しました。

専門家による個別指導・・派遣回数２３回／相談者３２事業者
　事業計画の作成や実施についての課題解決のために中小企業診断士など
の専門家による指導を個別に行いました。

発達計画評価委員会の開催・・・年３回
　伴走型小規模事業者推進事業を検証する「評価委員会」を開催しました。
今後の改善点など活発な意見交換が行われました。

平成２９年度の重点事業

◎「経営発達支援事業」を推進し、「伴走型小規模支援推進事業」に取り組みます。

◎需要開拓のための商談会（東京等での商談会）への出展を支援します。

◎「事業価値を高める経営レポート」の作成を通した、経営革新・事業承継を

支援します。

◎農業者の創業、所得向上のための6次産業化・農商工連携事業を推進します。

◎優良従業員表彰を行うことにより、会員企業従業員の労働意欲の向上や事

業所への定着を図ります。

◎伝統的な文化や自然等の地域資源を産業に結びつけ、地域の賑わいを創

出する「備中神楽の里のおもてなしプロジェクト」を継続実施します。

平成２９年度 備北商工会第１２回通常総会 開催
取り組みたい」と挨拶がありました。
　続いて、商工会会員事業所で勤務される方を対
象とした「優良従業員表彰」が今年度新たに実施さ
れ、１０事業所２６名の方が受賞されました。
　その後議事に入り、有漢地区の倉野嗣雄氏を議長
に選任し、平成２９年度事業計画（案）、収支予算（案）
など５議案を審議、承認されました。

　平成２８年度に、備北商工会が取り組んだ「伴走型小規模事業者推進事業」の
実施内容をご報告いたします。

平成２８年度実績報告

　備北商工会では、商工会の総力を挙げて小規模企業を応援するため、国が認定
する「経営発達支援計画」に基づき、小規模事業者の課題に対し事業者に寄り添っ
た支援を行う「伴走型小規模事業者推進事業」に取り組んでいます。

平成２９年度取り組み内容

商工会の日は、
昭和35年（1960）６月10日、
商工会法が全国に施行された
ことにちなんで制定された
記念日です！

６月10日は
「商工会の日」！
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◆青年部の部長となり１ヶ月が経過しましたが、どんなお気持ちですか？
　まだ、実感はそんなに無いですね。
　ただ、部長就任早々にいろんな行事の案内が来たときは、早速来たか、という
感じでした。(笑 )
　前部長の大月新吾さんから県の行事や会議の案内がガンガン来て、仕事どころ
じゃないという話を聞いてはいたので覚悟はしていましたが、忙しい２年間になりそ
うです。
◆記事のタイトルにもある「全く新しい青年部を作りたい」という言葉ですが、先日
行われた青年部総会でも言われていましたが、宗岡部長の考える新しい青年部と
はなんでしょう？
　部員が自主的に動き、事業に参加するような、そんな青年部が作りたいです。自由
な発想で新しい事業をどんどん提案してもらえればと。例年行ってる事業でも、何か
しら変化をつけていきたいですね。

◆まず、女性部のこと
についてお話をお聞
かせください。「女性
部」というのは、どう
いう組織ですか？
　女性経営者や経営
者の配偶者など、お店
や事業の経営に携わ
る女性が集まった組
織です。

◆どんなことをしていますか？
　経営に関する研修や地域イベントへの出店、老人介護施設への慰問などをし
ています。
◆今後、どういったことをしていきたいですか？
　女性部という組織自体が固くなってしまっているのか、部員が会議で発言しに
くくなっているのではと思っています。
　軽く体を動かせるようなレクリエーション等を通じて、部員同士の交流を深
め、健康づくりや情報交換につなげていきたいです。
◆なるほど！そうすれば、お互いのことを知ることができ、会議の雰囲気も改善
できるかもしれないですね。
　まずは、事業を通じて部員同士の交流を深めていき、すぐに実現できるとは
言えませんが、少しずつ形にしていきたいです。
◆ますます笑顔が溢れる組織になるといいですね！ありがとうございました。
　女性部員１１１名で協力して、がんばります！よろしくお願いします。

全
く
新
し
い

青
年
部
を

作
り
た
い

宗岡 利展［むねおか としのぶ］　昭和54年3月1日生。
成羽高校を卒業後、(旧)愛知技術短期大学へ進学。
卒業後は兵庫県の農機具店で3年勤務したのち、故郷である成羽町へ帰郷。
㈱ムネオカの後継者として、今に至る。

部長
副部長
筆頭常任委員
常任委員

監査委員

青年部
新役員一覧

宗岡利展
葉広誠二・原田直樹
唐崎健児
河原貴司・應武一生・那須茂作・平井芳幸
大月新吾・黒川典孝・前原喜一・江草光正
佐野泰一・大月洋治

　4月27日（木）に通常総会を開催しました。今年度は役員改選が行われ、新
役員が決まりました。総会当日の様子を写真と共に振り返ります。

役員改選後、青年部長の証である
インパルスバッジの授与が行われました。

新入部員である、山下和紀さん（左）
竹本典生さん（右）にご挨拶を頂きました。

◆既存の発想にとらわれずに、ということですね。
　ですね。今までの青年部の良いところを引き継ぎつつ、そこから新しい活動を生
み出すことができればと思っています。
　新しい部員も増えてきましたので、新しいアイデアも出てきそうですし、温故知
新する青年部を作るには絶好のタイミングかなと。
　あとは、青年部に留まらない、本会や商工会議所、他の団体も巻き込んだ青年部発
信の勉強会や交流会が開催できれば、良い刺激になるんじゃないかなと思います。
　時に無茶を言うこともあるかもしれませんが。(笑)
◆最後に、読者に向けてこれからの抱負やメッセージなどあれば教えてください。
　新部長の宗岡利展です！
　青年部に入って間もない部員にも、ベテランの部員にも、刺激と新鮮さを感じて
もらえる楽しく新しい青年部を目指していこうと思っていますので、これから２年
間応援よろしくお願いします！

特別企画
青年部長インタビュー 

特別企画
女性部長インタビュー 

第12回 青年部通常総会を開催

　４月２６日（水）、商工会本部において、
藤澤政裕高梁市副市長、平山寿男備北
商工会会長、大月新吾青年部長を来賓に
招き、通常総会を開催しました。
　事業報告や決算、事業計画や予算が
審議され、今年度は役員改選も行われま
した。

第１２回 女性部通常総会を開催しました！

今年度の主な事業

部長
副部長
常任委員

監査委員

女性部
新役員一覧

富永時江
池田真由美・赤木奈緒子
樋口フサ江・原田豊子・松尾亜矢子・秋岡範子
向井好子・近久美紀・河上貴世子・山本里美
森﨑美紀・三宅貴美
妹尾志津子・田中玲子

〇部員交流研修会
〇若手後継者育成事業「エンディングノートを活用した事業継承セミナー」
〇中国四国ブロック商工会女性部交流会、主張発表大会
〇第１９回商工会女性部全国大会
〇女性部ブロック交流研修会
〇各地区イベントへの参加

備北商工会女性部　部長 富永 時江　  副部長  池田 真由美   赤木 奈緒子
備北商工会女性部の正副部長はそのまま留任となりました。女性部への想いを語って頂きました！

備北商工会青年部　部長　㈱ムネオカ 専務 　宗岡 利展
この度新部長となった宗岡さんへ特別インタビューを敢行！青年部への想いを語って頂きました！

Profile

全ては会員の笑顔のために
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経営お役立ち情報

小規模企業共済制度

●共済制度の詳しい内容は、パンフレット等を必ずご覧ください。

退職後のゆとりある生活を応援する国がつくった「安心の共済制度」です。
★全国で約160万人の経営者が加入!
★毎月の掛金は全額所得控除になる!
★掛金は月額1,000円～70,000円の
　範囲で自由に選択可能!

①個人事業主
②会社等の役員
③個人事業主の共同経営者
　（個人事業主1人につき2人まで）

600,000円

1,200,000円

1,800,000円

2,400,000円

3,600,000円

5年

10年

15年

20年

30年

掛金納付月数

（例）掛金月額1万円で、平成16年4月以降に加入された場合

加
入
資
格

掛金合計額 共済金A 共済金B 準共済金

621,400円

1,290,600円

2,011,000円

2,786,400円

4,348,000円

614,600円

1,260,800円

1,940,400円

2,658,800円

4,211,800円

600,000円

1,200,000円

1,800,000円

2,419,500円

3,832,740円

経営者の退職金 中小企業退職金共済

※退職した場合、退職した従業員の請求に基づき、機構・中退共から退職金
が直接支払われます。
●共済制度の詳しい内容は、備北商工会（TEL 42-2412）にお尋ねください。

中小企業のための「国の退職金制度」です。
★掛金の一部を国が助成!
★退職金の管理が簡単!
★掛金（過去勤務掛金を含む）は全額
　非課税になる!

①中小企業者
②従業員全員加入

5,000円

9,000円

16,000円

24,000円

掛金月額は、次の種類から従業員ごとに選択できます。
賃金、勤続年数に応じて掛金を選べます。国の助成で事業主の負担も軽く。
事業主と機構・中退共が契約を結べば、あとは退職者に直接支払い。

加
入
条
件

掛金月額（16種類）

6,000円

10,000円

18,000円

26,000円

7,000円

12,000円

20,000円

28,000円

8,000円

14,000円

22,000円

30,000円

従業員の退職金

経営指導員　佐藤 敏幸
（岡山県商工会連合会より）
　４月より、岡山県商工会連合会から備北
商工会へ異動して参りました。
　５年ぶりの現場復帰となりますので、至ら
ない点もあるかと思いますが、まずは地域
のことをよく知って、みなさんのお力にな
れるようがんばります。
　よろしくお願いします。

全ては会員の笑顔のために

新規加入会員紹介新規加入会員紹介
〒719‐2341　高梁市成羽町吹屋９０２
TEL　070-5073-4184

　平成２９年３月より、ネパール人シェフのカレーとクレープとチャイ（スパ
イス紅茶、ミルクティーのようなもの）の移動販売を始めました。
　「きいろい台所」というネーミングは、「カレーを通じて食しているときに幸
せを感じてほしい、幸せも一緒にお届けしたい。」という思いでつけました。
　看板メニューのカレーは元となる数十種類ものスパイスを挽いてから使
用し、地産地消を志した、安心・
安全な食材をインドで１０年
シェフをしていた主人が提供し
ています。衛生面にも配慮し、
一日一日食材を使い切り、次の
日に残りを売らないスタイルで
やっております。
　ぜひ召し上がってください。
　※出店状況などはフェイスブックをご覧ください。

「きいろい台所」

事務局長
原田 良三

経営指導員
佐藤 敏幸

支援課長
向井 勝彦

主事
坂本 大地

主事
高本 祥生

経営指導員
川上 正博

平井 恵子

藤本 美和

主幹職員
宮田 光子支援課長補佐

川上 孝明

主事
中山 真吾

主任職員
宮本 淳江

「きまぐれさ～ん　磯崎」
〒716-0201　高梁市川上町地頭1759-7
TEL　0866-48-3166

　平成２６年１２月３１日をもって明治牛乳川上
販売所を廃業し、今後の生きがいとして我が
家の車庫を改造し、菓子製造業の許可を取得
し、小さな工房を作り、平成２８年７月から「手づ
くりかりんとう」を製造・販売させていただい
ております。
　孫との生活が最大優先で、空いている時間
にお菓子を作るため「きまぐれさ～ん磯崎」と
工房名にしており、高梁市のすばらしい原材
料を国産こめ油であげており、すべて国産の材料にこだわり、添加物は一
切使用せず、買って下さる方・召し上がって下さる方に心から感謝致しなが
ら、夫婦仲良く作っておりますので、是非ご賞味下さい。

主事　坂本 大地　（新規採用）
　４月より、岡山県商工会連合会に採用さ
れ、備北商工会へ配属となりました。前職と
は全く異なる分野となり、まだまだ分からな
いことも多いですが、地域のみなさんを笑
顔にできるように日々努力をしていきます。
　ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いし
ます。

事務局職員紹介

本　　部　支援課長補佐 江草 誠
　　　　　（阿哲商工会へ）
本　　部　主幹職員 江草 弘子（退職）
川上支所　林 昭憲（退職）

 本 部 

有漢支所 備中支所 川上支所

 本 部 

※解約手当金は、掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%～120%相当額
がお受け取りいただけます。掛金納付月数が、240ヶ月（20年）未満の場合
は、掛金合計額を下回ります。

太田 孝子 江草 弘子 大福 晴美

新任職員挨拶

異動職員の紹介異動職員の紹介
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有漢地区

７/９日

８/５土

成羽地区 川上地区 備中地区

７/１土・８土
７/２９土

９/２３土
９/１６土 

９/１６土
　１７日

９/３０土
１０/１日 10/22日

うかん親子孫
フェスタ
 場 所
うかん常山公園・
常山交流センター

有漢町納涼
ふるさと祭
 場 所

有漢総合グラウンド

大道芸フェスタ in うかん
 場 所
うかん常山公園

成羽名物本丁
土曜夜市
 場 所
本丁神楽ロード内

復興第66回備中名
物

成羽愛宕大花火

 場 所

成羽川河川敷

月見の宴
 場 所
成羽美術館

吹屋ベンガラ灯り 

 場 所　吹屋町並み

10/2９日

１０/７土
風ぐるま月見茶会

と

キャンドルナイト

 場 所

うかん常山公園

風ぐるまフェスタ
 場 所
うかん常山公園（予定）

ヒルクライム
チャレンジシリーズ2017
高梁吹屋ふるさと村大会
 場 所
高梁～吹屋　県道85号

なりわ祭り 
 場 所
本丁神楽ロード内

１０/１５日

８/１２土  ７/22土

 ８/27日

１０/８日

平川土曜夜市
 場 所
備中町平川下郷地内

備中リバーサイド
フェスティバル
 場 所
備中町布瀬川

備中ふるさと

まつり

 場 所

備中やすらぎの
里一帯

かわかみふるさと
物産まつり 

 場 所

マンガ絵ぶた公園一帯

マンガ絵ぶたまつり
 場 所
マンガ絵ぶた公園一帯
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No. セミナー名 日　程 時 間 場　所 講　師 内　容 募集開始時期

1 「事業価値を高める経営レポート」
作成セミナー（第１回）   6月28日(水)

19:00 ～
21:00

備北商工会本部
㈱グレードアップ　
代表取締役　松村教司氏

会社の目に見えない経営資産（お宝）を
Ａ３用紙１枚に集約し、社内で共有する！

 ６月中旬

2 「事業価値を高める経営レポート」
作成セミナー（第２回）

  7月  5日(水)
19:00 ～
21:00

備北商工会本部
㈱グレードアップ
代表取締役　松村教司氏

会社の目に見えない経営資産（お宝）を
Ａ３用紙１枚に集約し、社内で共有する！

 ６月中旬

3 情報化講習会
（SHIFT 等を活用した販路開拓）

  8月18日(金)
19:00 ～
21:00

備北商工会本部
岡山県商工会連合会
担当者

商工会会員が利用できる
ホームページ作成サービスを活用！

 ６月中旬

4 経営なんでも相談会（第１回）   8月22日(火)
13:00 ～
16:00

備北商工会本部
中小企業診断士・弁護士・
税理士・社労士ほか

経営、法律、税務、金融、
労務・社会保険など、専門家がアドバイス！

  ７月中旬

5 高梁商工会議所共催　創業塾   9月予定 未定 未定 未定
創業者及び創業５年未満の企業を対象に
経営の基礎を学ぶ！

 ７月中旬

6 経営講習会（企業・地域のプレス
リリース資料作成）【２日コース】

  9月14日(木)
  9月29日(金)

19:00 ～
21:00

備北商工会本部
㈱マジックマイスターコーポレーション
代表取締役　大谷芳弘氏

自社や地域の情報をまとめて、プレス
リリースを作成・ＰＲするセミナー！

  ７月中旬

7 経理講習会【２日コース】   9月下旬
13:30 ～
16:30

備北商工会本部 未定
日頃の記帳や経理に関する疑問を
解消するセミナー！

 ７月中旬

8 労務講習会（職場環境）
【２日コース】 10月中旬

19:00 ～
21:00

備北商工会本部 社会保険労務士
あらゆるシーンで役立つ、

「接遇」と「マナー」の講習会
 ８月中旬

9 税務講習会（消費税転嫁対策） 11月上旬
13:30 ～
15:30

備北商工会本部 税理士
税制改正に伴う注意点について

（大まかな改正点が分かり次第になる）
１０月上旬

10 税務講習会（年末調整・決算申告） 11月下旬
13:30 ～
15:30

備北商工会本部 税理士 年末調整事務及び改正点について １０月下旬

11 経営なんでも相談会（第２回） 11月21日(火)
13:00 ～
16:00

備北商工会本部
中小企業診断士・弁護士・
税理士・社労士ほか

経営、法律、税務、金融、
労務・社会保険など、専門家がアドバイス！

 ９月中旬

12 一日金融公庫 12月上旬　
10:00 ～
15:30

備北商工会本部
日本政策金融公庫倉敷支店
担当者

公庫担当者による金融相談会
（運転資金・設備資金・教育ローンほか）

１０月中旬

13 経営なんでも相談会（第３回）   1月16日(火)
13:00 ～
16:00

備北商工会本部
中小企業診断士・弁護士・
税理士・社労士ほか

経営、法律、税務、金融、
労務・社会保険など、専門家がアドバイス！

１１月中旬

※日時や場所は変更になる可能性があります。

H29 年度 経営セミナー関係　スケジュール表　  商工会が開催するセミナーをお知らせします

　イベント情報（7 月〜 10 月）　　　今年もいろんなイベント盛りだくさん！


