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●無利子・無担保融資（日本政策金融公庫等）
　政府系金融機関から、融資が実質無利子（融資後3年間）で受ける
ことができる制度です。

●危機対策資金（新型コロナ特別対応）
　金融機関の継続的な伴走型の支援を受けながら早期の経営改善
等を図る融資制度です。

新型コロナウイルス感染症にかかる
事業者支援制度のご紹介

資金繰りが悪化
運転資金等の融資を受けたい

事業の再構築に挑戦したい

従業員の雇用を維持したい

事業収入が減って税金が払えない

売上が減少した
返済や返還不要の支援金をもらいたい

事業再開や感染対策に
向けた投資をしたい

休業期間中、賃金の支払いを
受けていない（従業員の方）

生活資金が足りず悩んでいる

●岡山県飲食店等一時支援金（第２期）

●中小企業等事業再構築促進事業
　新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編また
はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな
挑戦を支援する制度です。

●生産性革命推進事業の拡充

●店舗内感染拡大防止対策支援補助金
　新型コロナウイルス感染症防止対策として事業所内の設備を改修
または備品等の導入に対する補助金です。

　｢ものづくり補助｣｢持続化補助｣｢ＩＴ導入補助｣に
｢特別枠｣を追加し、感染症の影響を乗り越える取
組を支援する制度です。

●雇用調整助成金
　雇用維持を図った場合、休業手当等
の一部が助成される制度です。

●産業雇用安定助成金
　在籍型出向により雇用維持を図った場合、出向に要する初期経費
や、出向期間中の賃金の一部が助成される制度です。

●新型コロナウイルス
　感染症対応休業支援金
　中小企業で働く従業員が休業中、賃金(休業手当)が
支払われない場合に支援する制度です。

●税制上の措置
　売り上げの減少に応じた固定資産税等の軽減や、
ほとんどの税を対象とした納税猶予などを受けることが
できる制度です。

●緊急小口資金、
　総合支援資金の特例貸付

新型コロナウイルスの感染拡大が非常に長期化しています。
国や岡山県・高梁市等で利用できる施策をまとめました。

気になるものがございましたらお気軽に備北商工会へお問い合わせください。

　外出機会の減少による影響を受け、令和３年の4月、5月又は6月の
売上が前年比（又は対前々年比）30％以上減少した中小企業等に、県
から支援金が支給される制度です。
※業種・業態に制限あり。国の月次支援金や、
　県の時短要請協力金との併給は不可。
　＜給付額＞法人：40万円　個人事業者：20万円

県

県 市

国

国

国

国

国

国

高梁市

高梁市

県

融資融資

補助金補助金 補助金補助金

補助金補助金

その他その他

その他その他

雇用・
出向
雇用・
出向

雇用・
出向
雇用・
出向

備北商工会報
パートナー 第40号 令和3年8月

■本部・成羽 〒716-0111　高梁市成羽町下原432-1
TEL（0866）42-2412　FAX（0866）42-2012

編集・発行：備北商工会

■有漢支所 〒716-1321　高梁市有漢町有漢3387
TEL（0866）57-2924　FAX（0866）57-2930

■川上支所 〒716-0201　高梁市川上町地頭1814-1
TEL（0866）48-2000　FAX（0866）48-3660

■備中支所 〒716-0303　高梁市備中町長屋7-2
TEL（0866）45-3137　FAX（0866）45-3171

全ては会員の笑顔のために ： 新規会員募集中!!



備北商工会報 パートナー（2）　令和3年8月 第40号

　令和3年4月30日（金）に女性部通常総会を開催しました。昨年度は書面決議
での開催でしたが、今年度は新型コロナウイルス感染対策を行い開催しまし
た。第1号議案から第4号議案について承認され、今年度は役員改選も行われ
ました。

●女性部発「岡山おひさま便」販売
●エコキャップ回収事業
●地域ごとに実施・参加する事業
　（※今後の新型コロナウイルス感染症の状況により
　変更となる場合があります。）

　備北商工会青年部では7月に各エリアで清掃活動を行いました。
　青年部と地域との「絆」について再認識し、「絆」がさらに強まる事業となりました。

　女性部の事業所紹介シリーズ第5回は、常任委員を務められている
備中町の「朝日堂」を紹介します！

事業所名　朝日堂                              　 TEL　0866-45-3014　　　　　　
事業内容　日本料理                           　 FAX　0866-45-3787
所 在 地　高梁市備中町布瀬1551-1   　    H  P　http://asahi-do.com/
営業時間　昼：11:30～13:30、夜：17:00～21:30　（※日曜日は昼のみ営業）

通常総会 富永部長

マンガ絵ぶた公園周辺清掃 備中支所周辺清掃

トマト嫌いのお子様にも食べて
頂けるように鬼の顔にしました

～夏季限定『トマト定食』登場～
　朝日堂では現在、日替わり定食に加え、期間限定のトマト定食を提供しています。
　日替わり定食の2～3品を、備中桃太郎トマトを使ったメニューにしました。
　桃太郎トマトで鬼を退治（コロナ退治）する意味を込めたトマトおにぎりの「鬼ぎり」や、ト
マトの豚肉巻、トマトだしの素麺など美味しいトマトをふんだんに使ったお料理をお楽しみ
いただけます。お値段は日替わり定食と同じ1,100円（税込）で、ご予約が必要です。
　暑い夏にぴったりの、美味しいトマト定食はいかがですか？　

左：トマトだしの素麺/右：トマトの豚肉巻

地域局周辺清掃 花火倉庫周辺清掃

全ては会員の笑顔のために ： 新規会員募集中!!

女性部
第16回  女性部通常総会

令和3年度　主な事業・地域振興事業

女性部事業所紹介

事業報告（全国統一事業「“絆”感謝運動」）

◆次回はあなたの事業所かも…乞うご期待！

部　　長 原田　直樹
副 部 長 戸田　龍次／三宅　祥晴／池田　尚章
常任委員 大月　新吾／長尾　竹倫／佐野　泰一／應武　一生／岡﨑　将城
 唐崎　健児／高橋　隆幸／江草　光正／平井　幸亮
監査委員 葉廣　誠二／那須　茂作

※任期 2年 ( 令和３・４年度 )

＜青年部・新役員一覧＞

部　　長 富永　時江
副 部 長 池田真由美／森﨑　美紀／近久　美紀
常任委員 樋口フサ江／原田　豊子／松尾亜矢子／向井　好子／河上　美樹
 山本　里美／江草　祥子／新倉千恵子／谷本　教恵
監査委員 田中　玲子／妹尾志津子

＜女性部・新役員一覧＞

　このたび、備北商工会は５月25日開催の岡山県商工会連合会通常総会において、令和２年度の福
祉共済加入推進キャンペーンに係る表彰（加入率第３位）を受けました！今後も会員の皆様の福祉の
増進のお役に立てるよう、努めてまいります。
　福祉共済は日常生活の中でのおケガを中心に補償される掛け捨て型の共済です。
　個人賠償責任保険も附帯されていますので、日常の様々なトラブルにも安心です。

福祉共済表彰

事業所データ

有漢

川上 備中

成羽

　令和３年４月23日（金）に備北商工会青年部通常総会が
備北商工会本部にて開催されました。

◆第54回岡山県商工会青年部親善軟式野球大会（９月開催予定）
　備北商工会青年部は、前回大会優勝しているため県大会出場が決まっています。マスカットスタジアムで熱い戦いが
　繰り広げられる予定です。野球経験・未経験を問わず一緒に野球を楽しみませんか！野球部員随時募集中です。

◆中国・四国ブロック商工会青年部交流会（９月鳥取県開催予定）、商工会青年部全国大会（12月熊本県開催予定）
　主張発表大会、研修会、交流会などを通じて広域的に交流することで青年経営者の資質向上を図ります。
　他県の青年部員と交流を図れる貴重な機会です。交流を図り資質向上を目指しましょう！

◆第31回岡山県商工会地域学童ソフトボール交歓大会（10月開催予定）
　地域発展を担う学童の健やかな育成と、スポーツ精神の向上を図ります。大会の運営協力を行う予定となっています。

　青年部では、今後も魅力的な事業を企

画して実施していきます。

青年部に入部して企

画から運営まで一緒

に活動しませんか！

興味がある方は、ぜ

ひ備北商工会までお

問合せ下さい。

　すべての議案が原案通り可決承認
されました。任期満了に伴う役員改
選では、原田直樹氏が部長に再任さ
れ、ほか役員が選任
されました。

再任された原田直樹部長（備中エリア）

青年部
第16回青年部通常総会

今後の事業予定＞＞＞ 入部募集中！
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備北商工会
第１６回 通常総会を開催

リモート方式を
初導入

　令和３年５月１８日（火）、備北商工会本部において、第１６回通常総会が開催

されました。今回は新型コロナウイルス感染症防止の観点から、はじめて本部

会場と各支所をパソコンによるリモートでつないで開催する形となりました。

　備北商工会として大規模な会議をリモートで実施するのは初めての事で

あり、メディア取材もありました。

　開会にあたり、平山寿男会長から「昨年は、経営発達支援計画に基づいて、

事業者の経営課題に対応するとともに、新型コロナの影響を受ける事業者に対

する相談体制の強化を図り、事業者の経営の持続化に努めてきた。今後も、引き

続き、新型コロナの影響を受ける事業者への支援や事業者の経営支援の諸

事業を行い、地域経済の復興・発展に取り組みたい。」と挨拶がありました。

　その後、議事に入り、備中地区の森﨑幸夫氏が議長に選任されたのち、令和

３年度事業計画（案）、収支予算（案）、そして任期満了に伴う役員改選などを

審議、承認されました。会長は平山　寿男氏が再任となりました。

◉ 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への経営
サポートの推進

◉ 備中神楽の里の町おこし復興グループの共同事業の推進

◉ 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

◉ 事業者のリスクマネジメント（防災・減災の事前対策）支援と
災害支援及び支援計画の策定

◉ 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

◉ 「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

岡山髙島屋「備中たかはしフェア」
において、高梁市内の特産品等の
ＰＲ・販路拡大を図るとともに、高
梁市の観光をＰＲするイベントを
開催します！！
多くの方のご来場お待ちしており
ます。

岡山髙島屋にて

「備中たかはしフェア」を開催します！告知

新役員一覧　任期 ：令和3年5月20日～令和6年5月19日）
役職名
会　長
副会長
〃

理事（筆頭理事）
理　事
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

監　事
〃

氏　名
平　山　寿　男
東　　　健　次
池　田　英　貴
丹　正　道　章
清　原　廉　三
山　縣　　　始
和　田　直　樹
松　田　圭　司
河　原　貴　司
石　田　雄　一
河　上　真　一
石　田　芳　生
川　上　忠　彦
渡　辺　秀　造
伊　藤　泰　樹
高　木　　　誠
松　尾　志　郎
三　宅　宏　明
山　本　弘　修
三　宅　格　己
大　塚　啓　次
竹　迫　晴　男
渡　辺　貴　雄
石　川　員　啓
山　室　敏　幸
西　川　政　義
平　井　計　行
赤　木　義　典
松　井　秀　樹
江　草　孝　一
平　井　幸　亮
原　田　直　樹
富　永　時　江
難　波　彰　浩
大　月　一　真

地区名
有　漢
成　羽
川　上
備　中
有　漢
〃
〃
〃
〃
成　羽
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
川　上
〃
〃
〃
〃
〃
〃
備　中
〃
〃
〃
〃
〃

青年部長
女性部長
成　羽
川　上

番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

昨年度開催時の様子
実施日時

実施会場

実施内容

令和３年

１０月２７日（水）～１１月２日（火）
１０：００～１９：００

令和３年度の重点事業

岡山髙島屋　地下１階特設会場

①高梁市内の特産品、農産品のPR販売
②観光協会・体験コーナー

総会リモート開催の様子

平山会長による挨拶

No. セミナー名 日　程 時 間 場　所 講　師 内　容

1 アンガーマネージメントセミナー 9月7日
19:00～
21:00

備北商工会本部 伊丹　恵理奈　先生 怒りの感情と向き合い、うまくコントロールして、適切な問
題解決や円滑な対人関係につなげるスキルを学びます。

2 経営なんでも相談会
10月、

11月、1月
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！

3 新型コロナウイルス感染症対策経営
個別相談会

随時
（月１回程度）

10:00～
17:00

備北商工会本部 中小企業診断士 新型コロナウイルスによる経営への影響について専門家
を交えての相談対応を行っています。

すべて要予約となります。会員外の方も、参加方法やセミナー内容について、備北商工会までお気軽にお問い合わせください。

今後のセミナー・経営相談会予定 商工会が開催するセミナーをお知らせします
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　昭和５１年の開業以来、備中町平川地区の生活を支える存在として
経営しています。平成７年には商工会の指導のもとで事業承継を行い
ました。
　その際に地元のお客様からのニーズの高まりを受け、ガソリンスタ
ンド事業に加えて給排水工事、クリーニング取次、小規模リフォーム
のサービスを開始。
　新型コロナウイルスの感染拡大が出てくると、それまでの店内の
狭い応接スペースがネックとなり、地元のお客様が来店されての
コミュニケーション機会が減少。売上
にも影響しました。
　そこで商工会は、店内改装によって
３密回避を行える適した補助金の活用
を提案。申請書づくりから、PRすべき
ポイントについてのアドバイスも実施
しました。その結果、スムーズにコロナ
対応型の店づくりを行え、来店客数
も回復傾向にあります。
　丹正社長「商工会は、このコロナ禍
でも経営者の行先を明るく照らして
くれる、地域に欠かせない存在だと
感じています。商工会の支援のもと、
平川地区のお困りごと解決のために
今後も励んでいきます！」

「丹正燃料」「丹正燃料」
〒716-0311　高梁市備中町平川６５０９-１
TEL 0866-45-2079

備 中 地 区

　吹屋に店をかまえる「スープカレーの店つくし」は、今年で開業5年目
を迎えました。お店を経営する吉川さんご家族のおすすめは、魚介類の
旨味を凝縮したシーフードスープカレーの「とと道カレー」。他にも、
人気メニューのビーフカレーや、柔らかいチキンカツが乗ったチキン
カツカレーなど種類が豊富で、リピーターのお客さんも増えています。
コロナ禍で減っていたお客さんも徐々に戻りつつあり、現在は新メニュー
も開発中です。
　開業時から商工会の会計システムmomoを利用しており、今年度
からは商工会のサポートのもと、吉川さんご自身でシステムの入力に
挑戦しています。「大変ですが少しずつ勘定科目や仕訳のしくみも分
かるようになってきました。どうしてもわからないときは気軽に商工会
職員さんに聞けるので助かっています。帳簿やパソコンの勉強も少し
ずつ頑張っていきたいです。」とのこと。吉川さんご家族との会話も魅力
的な「スープカレーの店つくし」で、おだやかな時間をお過ごしください。

「スープカレーの店 つくし」「スープカレーの店 つくし」
〒７１9-2341　高梁市成羽町吹屋721
TEL 080-2940-9540　定休日 水曜日　営業時間 11：00～14：00

成 羽 地 区

「岩原石材店」「岩原石材店」
〒７１9-1321　高梁市有漢町有漢2144-1
TEL 0866-57-2027　ホームページ http://www.iwahara-sekizai.jp/

有 漢 地 区

　創業100年を越える老舗。近年は多様化によって和風のお墓だけ
でなく西洋風のお墓やペット用のお墓、墓石の形を故人の好きだった
物の形にするなど、お客様の要望に合わせて展開されています。
　葉廣社長が「帳面付けが手間で忙しい。お店のＰＲも行ってみたい。」
と困っておられたところへ、商工会が記帳機械化と、ＰＲに活用できる
持続化補助金の申請を提案。記帳を商工会に依頼したことで大幅に
手間が省け、空いた時間で業務に専念することが可能となりました。
　次に、商工会のアドバイスのもと持続化補助金で自社ホームページ
とチラシの作成を行いＰＲ。顧客からの問い合わせが増加しました。
さらに2回目の持続化補助金活用で、墓石に文字を掘る特殊な機械を
導入。サービスを向上できました。
　葉廣社長「現在、お盆や年末には、お墓の清掃をしてほしいとの依頼
を県内外の方から多数いただいております。お墓のことならなんでも
ご相談ください。一つ一つの作業を丁寧に、真心こめてお客様の大切
な方のためにお墓をお造りします。」

　高梁市産の原材料と「食の安心・安全」にこだわった「手づくりかりん
とう」を平成２８年から製造・販売。子どもに人気のプレーン味をはじめ、
唐辛子入りやきな粉味など現在７種類のかりんとうを開発・販売されて
います。原材料はすべて国産で、その中でも卵と唐辛子は高梁地域の
生産品を使用。添加物を一切使用しておらず、健康志向の方にもおすす
めで、噛む力を育むために少し硬めに「こめ油」を使って揚げています。
　昨年には、販路開拓の一環として、商工会からブースづくりのアドバ
イス等を行いつつ、岡山高島屋で開催された「備中たかはしフェア」に
出展。多くのお客様にご購入いただけたことで、認知度が高まりました。
　また新商品のアイデアを実現させるため、商工会の指導のもと補助
金申請に挑戦。乾燥機を導入できたことで、新商品「柚子入りかりん
とう」を開発し、今年３月に発売が実現しました。
　高梁市内のスーパーなどでお買い求めいただけるので、ぜひ一度
ご賞味ください！

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

川 上 地 区


