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備北商工会 第１４回通常総会 開催
令和元年５月１７日
（金）、成羽文化センターにおいて、高梁市長近藤
隆則様、岡山県議会議員大森一生様などのご来賓をお迎えし、第１４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
「昨年度は、豪雨災害により商工会
地区内でも多くの事業所が被災されました。そんな中、伴走型小規模
事業者支援推進事業を強化するとともに、
グループ補助金等を活用し
災害復旧に取り組んでまいりました。今年度は、経営発達支援計画の
更新・認定を受け、引き続き小規模事業者に寄り添ったきめ細やかな
支援体制を確立してまいります。
」
と挨拶がありました。
その後、議事に入り、川上地区の古米裕治氏を議長に選任し、令和
元年度事業計画
（案）
、
収支予算
（案）
、
定款・運営規約の改正、
役員の補
充選任など７議案を審議、
承認されました。

平成３０年度 備北商工会経営発達支援事業のご報告

【令和元年度の重点事業】
●備中神楽の里の町おこし復興グループの
共同事業推進及び商工会・事業者のＢＣＰ
策定の支援
●国・県の事業承継ネットワーク構築事業と
連携した事業承継の推進
●高梁市中小企業支援ネットワークと連携
した創業塾の開催と創業支援の実施
●働き方改革・生産性向上への支援の実施
●岡山県と連携したＨＡＣＣＰ制度の周知と
導入支援の実施
●「経営発達支援計画」の推進と
「伴走型小
規模支援推進事業」
の確実な実施
●
「経営発達支援計画」
の作成・更新と
「事業
継続力強化支援計画」の作成と認定を目
指す
●事業者の経営戦略構築のための業種別
個店診断の実施
※ＨＡＣＣＰとは：食品の製造行程における品質管理シス
テムのこと。

備北商工会は、
小規模事業者を支援するため、
国が認定する
「経営発達支援計画」
に基づき、
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」
に取り組みました。

平成３０年度事業の実績

１．
事業計画策定の支援
①プレスリリースセミナーの開催
セミナー参加者が、
マスコミ各社に、
自社の取組や新商品情報等を
プレスリリースしました。
②経営計画作成セミナー
自社の現状を分析し、
今後の事業展開にむけて、
「事業価値を高める経営レポート」
を作成しました。
２．
専門家による事業計画の実施支援
①出前よろず支援、
経営なんでも相談会
税務・労務・法律に関することなど、
各分野の専門家と対応しました。
②専門家による個別指導
課題解決に向けて、
各分野の専門家と経営指導員が巡回訪問しました。
３．
新たな需要開拓の支援
①首都圏商談会
（全国地方銀行フードセレクション）
の出展支援
首都圏の販路開拓に向けて、
ブース出展し商談成約につなげました。
②販路開拓セミナー・現地視察の実施
天満屋倉敷店バイヤーとの意見交換をはじめ、
岡山県内の販路を開拓しました。

今年度も、小規模事業者の経営発達に向けて各事業に取り組んで参ります。
全ては会員の笑顔のために：新規会員募集中!!
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新しい時代を生きる青年部・女性部の
活動について紹介します!!

青年部

第14回 青年部通常総会を開催しました。

青年部新部長の原田直樹さんに意気込みを聞きました！

平成３１年４月１７日
（水）
に青年部通常総会を開催しました。各議案の審議を行うと
ともに、今年度は役員改選も行われ、新たに１４名の役員を選出しました。

＜青年部新役員一覧＞
部

NEW

長

原田

直樹

副 部 長

黒川

典孝／那須

茂作／葉広

誠二

常任委員

戸田

龍次／佐野

泰一／三宅

祥晴／應武

一生

名合

祥晃／前原

喜一／平井

幸亮／江草

光正

大月

新吾／唐崎

健児

監査委員

原田 直樹「大黒屋工務店」代表（高梁市備中町）
青年部長に就任したきっかけについて教えてください。
約10年前に青年部に入部したのですが、活動を重ねていく中で、青年部を通じて
地元や社会に貢献することができることの喜びを味わうことができ、
また、部員間で
研修や情報交換を行うことで、自分自身の成長に役立てることができました。そし
て、2年前に副部長に就任するご縁をいただいたのですが、そのときに前部長の宗岡
さんから多くのことを学びました。特に、個性が強い青年部員をまとめる姿に感銘を
受け、
自分自身もそのようになりたいと思うようになりました。
転機となったのが、昨年の豪雨災害でした。地元の高梁が大きな被害を受けた
中で、高梁を何とか元気にしたいと強く思いました。そして、青年部の活動を通じて
元気にすることができないかと思うようになり、
自らが青年部を引っ張っていく立場
になりたいと考えていた矢先での今回のご縁でした。
そのようなきっかけがあったのですね…。被災した高梁を元気にしたいとおっ
しゃっていましたが、具体的にはどのような活動を行っていきたいですか？
やはり、地元に密着するためにも、地域の行事に積極的に参加していきたいです
ね。
これまで通り、行事への参加等を通じて高梁を盛り上げていきたいと考えていま
す。
ただ、青年部として行事に参加するということは、当然責任も伴います。ルールを
守ることはもちろん、部員1人ひとりがよりレベルアップする必要があると思います。
ですから、研修会や勉強会等の機会をこれまで以上に大切にすることで、
自分自身を
含めて部員の資質を向上させ、新しい姿の備北商工会青年部をつくりたいと考えて
います！

女性部

New series!

新シリーズ 〜女性部員事業所紹介〜
突然ですが、今回からシリーズで女性部員の事業所を紹介していきます！
初回はやはり富永部長の事業所から
始めたいと思います！

川上エリア
令和元年５月21日
（火）

成羽町吹屋

佐藤紅商店
佐藤

拓也さん

成羽町成羽 ニショウ㈱
仁後

弘幸さん

第14回女性部通常総会を開催しました。
平成３１年４月２６日（金）に備北商工会本部において、藤澤政裕高梁市副市長、東
健次備北商工会副会長、原田直樹青年部長を来賓にお迎えして女性部通常総会を
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滞りなく承認されました。
また今年度は、役員改選も行われました。

部

長

副 部 長
常任委員

自動車でお困りの際は、お気軽にお声掛け下さい。親切丁寧に対応
させていただきます。また、看板ペットとほっこりしませんか？是非お
越しください！
！
次回はあなたの事業所かも… 乞うご期待！

花いっぱい運動

NEW FACE

新入部員紹介

＜女性部新役員一覧＞

事業所データ
事業所名 トミナガオートサービス
事業内容 自動車販売・修理
所 在 地
高梁市成羽町成羽2806
T E L
0866-42-4209
F A X
0866-42-4251

一言

宗岡前部長から原田新部長へ、 今回選出された新役員が一言ずつ挨拶を行い
青年部長の証であるインパルス ました。
バッジの授与が行われました。

監査委員

富永

NEW

時江

池田真由美／森﨑

美紀

樋口フサ江／原田

豊子／松尾亜矢子

河上貴世子／向井

好子／秋岡

近久

美紀／山本

江草

祥子

妹尾志津子／田中

範子

里美／新倉千恵子
玲子

令和最初の女性部の事業として、
「花いっぱい運動」
を行いました！
天候不順により1日延期となりま
したが、翌日は無事に晴れ、新元号
「令和」
の由来を思い起こさせる活動
となりました！

全ては会員の笑顔のために：新規会員募集中!!

総会の冒頭、富永部長
より挨拶がありました。

各部員とも真剣な表情で
総会に臨みました。
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