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新型コロナウイルス感染拡大等の影響を受けている高梁市内事業者の販路拡大と、高梁市の観光PRを目的に、
岡山髙島屋にて「備中たかはしフェア」
を開催いたします。
４年目を迎えるこのフェアは、高梁市、備北商工会、高梁商工会議所、備北広域農業普及指導センター、
（ 一社）
高梁市観光協会、
JA晴れの国岡山、
岡山県立高梁城南高等学校、
高梁市立福地小学校がタッグを組み、
「高梁市特産
品創出ネットワーク」
として取り組んでいます。毎年パワーアップしており、商品の売り切れが続出するなど好評を
博しています。
フェア終了後も岡山髙島屋での高梁市の商品取り扱いが増えてきており、
効果が出ています。
今年も
およそ160種類の特産品を販売予定。地元の高校生、小学生による販売コーナーも予定しています！
ぜひ、岡山髙島屋地下１階での「備中たかはしフェア」
にお越しください！
！

天満屋福山店にて井原、浅口と共催での特産品フェアを12月14日
（水）
〜18日
（日）開催決定！
！
高梁からおよそ１００アイテムが出品！
！ 乞うご期待！
！
全ては会員の笑顔のために：新規会員募集中!!
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令和４年５月18日（水）、成羽複合施設（たいこまる
プラザ）において第17回通常総会を開催しました。
開会にあたり平山寿男会長から「新型コロナウイル
ス感染症をめぐる状況は、不確実性を伴っておりま
すが、引き続き事業所の業績回復と事業機会獲得、事
業承継など、地域経済の持続的発展に向けた支援に
取り組んでまいります。
」
と挨拶がありました。
続いての優良従業員表彰では、全国商工会連合会
長表彰１名、岡山県商工会連合会長表彰５名、備北商
工会長表彰３名の方が表彰されました。
その後議事に入り、有漢地区の藤井啓史氏を議長
に選任し、令和４年度事業計画、収支予算案など４つ
の議案を審議し承認されました。

■令和４年度の重点事業
●新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の復活・再建支援の実施
●国・県の事業承継ネットワーク構築事業と連携したM＆A、
事業承継の推進
●インボイス制度・電子帳簿保存法の周知及び対応支援
●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「伴走型小規模事業者支援推進事業」の確実な実施
●事業継続力強化支援計画に基づくBCP及び事業継続力強化計画の作成支援の実施
●地区内商工業者のDX
（デジタルトランスフォーメーション）の推進
※デジタルトランスフォーメーションとは、
「進化したデジタル技術を浸透させることで
人々の生活をより良いものへと変革すること」

青年部

女性部
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令和４年4月22日（金）に青年部通常総会を開催し、

W
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令和４年４月２８日（木）に通常総会を開催し、今年度

すべての議案が承認されました。令和4年度は若手後
継者等育成事業として「若手経営者に必要な税務知識
習得セミナー」
を開催予定です。

の事業内容や予算を決議しました。
９月１４日には今年度事業のメインのひとつである
若手後継者等育成事業「体のメンテナンスセミナー」を

野球部では、前回大会優勝チームとして9月28日に
県大会（マスカットスタジアム）に出場しました。その
他にも地域振興事業として吹屋ベンガラ灯りへの出店

行い、久々に部員同士が顔を合わせての楽しい交流機
会となりました。１１月にはグラウンドゴルフ大会を予定
しています。引き続き活動の魅力度アップとＰＲを行い

や絆清掃活動を実施しています。

ます！

のびのびストレッチで健康づくり！

全ては会員の笑顔のために：新規会員募集中!!
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中小企業景況調査結果（令和４年４〜６月期）
岡山県商工会連合会が取りまとめた、令和４年度第１回（令和４年４月〜６月期）の中小企業景況調査（県内180事業所対象。
６月１日時点調査実施）の結果です。
産業全体の業況DI※は上昇、
マイナス幅が縮小。製造業、小売業、サービス業では持ち直しの
動き。
「まん延防止」解除が追い風となり、サービス業は大幅に改善。
● 製造業の業況判断DIは、
「好転」
が増加、
「不変」
「悪化」が減少。
● 建設業の業況判断DIは、
「好転」が減少、
「不変」が増加、
「悪化」は増減なし。
● 小売業の業況判断DIは、
「好転」
「不変」
が増加し、
「悪化」が減少。
● サービス業の業況判断DIは、
「好転」
「不変」が増加し、
「悪化」が減少。
＜県下商工会地区の業況DI＞
全体

製造業

建設業

小売業

サービス業
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10 月～ 12 月
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経営上の問題点としては、製造業・建設業・小売業ともに「原材料価格の上昇」
「仕入単価の上昇」が、サービス業では「需要の
停滞」
「材料等仕入単価の上昇」が１位にあがっています。
※業況DIとは、企業経営者の景気動向を表す指標のこと。算出方法は、上昇・好転企業割合から低下・悪化の企業割合を差し引いて計算する。業況判断DIがプラスで
あれば景気が良い、マイナスなら悪いと判断。

イベント・セミナー
ベ ト セ ナ

川上地区

絵ぶたまつり

令和４年
8月中旬

インボイスセミナー

令和５年10月１日から
制度開始です。

９月にかけて本部および各支所にて開催しました。
適格請求書（インボイス）って？

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等
を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請
求書」に「登録番号」、
「適用税率」及び「消費税額等」
の記載が追加された書類やデータをいいます。
＜売手側＞

買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイスを交付しなけれ
ばなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
有志が製作した多くの力作ミニ
絵ぶたが展示され、マンガのまち
川上の夏を鮮やかに彩りました。

＜買手側＞

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である登録
事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

インボイス制度に関するお問い合わせはお気 軽に備 北商工会へ！

会員福祉共済へのご加入を！

商工会

会員様

必見！

あなたも家族も丸ごと守る「全国商工会会員福祉共済」
商工会会員の皆様のために、商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会が一体となって運営する傷害共済制度です。
掛け金は、
加入プランごとに年齢・性別・職種に関係なく一律
補償１

「けが」の補償

けがによる死亡・後遺障害、入院、手術、通院を補償します。

補償２

「病気」の補償

疾病による入院、手術等を補償します。

補償３

トータル「がん」補償

がん・けが・疾病による入院、手術等を補償します。

補償４

シンプル「がん」補償

がんによる入院、手術等を補償します。

補償５

「生命」の補償

万が一の場合、保険金をお支払いします。

★
「病気」
の補償、トータル「がん」補償は、新型コロナウイルス感染症も補償します！
＜ご加入できる方＞商工会の会員とその家族、会員の従業員とその家族であって健康な方。
全ては会員の笑顔のために：新規会員募集中!!
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備北商工会の支援を受けて様々な取り組みを行っている

川上
地区

Café and shop POPEYE
代表

杉 仁美さん

〒716-0204
岡山県高梁市川上町領家 2462-1
営業時間：9:00〜16:30(L.O)
電話番号：0866-48-3020

１９８９年に仁美さんの両親がレストハウスとして「ポパイ」を開業。以来、
地元の多くの方から愛されるお店として続いてきました。
介護業界や外資系保険会社の営業の仕事をしてきた仁美さんでしたが、
両親の高齢化に伴い、
お店を継ぐことを決意。
備北商工会のサポートのもと、国の「事業再構築補助金」
を申請し採択さ
れ、
トイレの改良と、高梁の地元特産品を販売するミニショップを新たに
オープン。
メニューも見直し、地産地消や手作りにこだわった料理を提供し
ています。
スイーツもすべて手作り！
〈おすすめメニュー〉
ルーから作ったPOPEYEカレー 1,100円 グルテンフリーのカレーです。
子供からお年寄りまで、皆さまに喜んで食べていただいています。
チキン南蛮ランチ 1,100円 秘伝の甘酢あんとタルタルソースがくせに
なり、
リピーターの方が多い人気メニュー。
チーズケーキ 600円 濃厚なのになぜかペロリと食べられる自信作！特に
おすすめです。
手作りの味をお楽しみください。
お弁当、
テイクアウトもございます！

片山重機
代表

片山 輝雅さん

〒716-1321
岡山県高梁市有漢町有漢 728-3
営業時間：8:00 〜17:00
電話番号：090-4658-1041

有漢
地区

高梁市有漢町の建設業者「片山重機」は、先代である父の事業を引き継ぎ、令和
３年４月に開業しました。
従業員３名の小さな会社ですが、
「迅速・丁寧な対応」
と
「顧客
との信頼関係」
を常に心がけ、
土木工事を中心に開業後も安定して受注をいただい
ています。
代表者である輝雅さんは、建設業・土木工事業に関するノウハウと重機類の操作
には自信がありましたが、経営に関しては不安が大きかったことから、令和３年度
高梁市創業塾に参加。熱心な講師と多くの受講者に刺激を受けながら、
経営の基礎
を学びました。
また、
重機を使った草刈り作業の注文をいただけるよう、
商工会の経営指導員とと
もに事業計画を策定。その計画をもとに、小規模事業者持続化補助金にチャレンジ
し、
見事採択をいただきました。
そのほか、会計システムmomoを使った記帳入力、社会保険労務士や行政書士
などの専門家派遣など、
多岐にわたって商工会を活用しています。
今後のビジョンでもある
「安心・安全で笑顔にあふれる暮らしづくり」
に向けて、
これからもますます頑張っていきたいと思います！

コロナ川柳
＜ご応募方法＞

募集

新型コロナウイルスによって激変した生活や鬱憤（うっぷん）
を５・７・５の
川柳でご応募ください。
こちらで選定を行い、
２０２３年１月発行の本誌にて掲載された作品の
作者の方には、粗品を進呈いたします。

お名前、
ご住所、
ご連絡先のお電話番号、
５
・
７
・５の川柳を明記のうえ、
メール bihoku@okasci.or.jp もしくはFAX０８６６-４２-２０１２でお送りください。
本誌へのお名前掲載を希望されない場合には、ペンネームもお書き添えください。
いただいた個人情報はコロナ川柳に係る、事務連絡のみに使用させていただきます。

応募期限：2022年11月10日
（木）

全ては会員の笑顔のために：新規会員募集中!!

