30 号
2020.01 発行

2020 謹賀新年

30

VOL.

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
本年も吉備中央町商工会をよろしくお願い申し上げます。

新年明けましておめでとうございます。
吉備中央町商工会会長
皆様方にはお健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
芝村啓三
また、昨年は当商工会に対し深いご理解とご協力を頂き、役員 ・ 職員を代表して御礼申し上げます。
さて、小規模事業者の事業の持続的発展を支援する
「小規模企業振興基本法」 とともに、小規模事業者の事業計
さて、小規模事業者の事業の持続的発展を支援する「小規模企業振興基本法」
画の策定 ・ 実施を商工会が中心となって伴走支援する、小規模事業者の支援に関する法律が改正されて５年が経
過しました。
私たち吉備中央町商工会は、この様な国の期待を受け、頑張る事業者の為の経営改善事業とともに、地域イベント
等の地域振興事業に注力し、町内における総合経済団体として地域経済の発展に向けて尽力してまいります。
本年は、 町内の地域通貨として
「へそ PAY」
町内の地域通貨として「へそ
PAY」と称した電子マネー機能を持つポイントカード
と称した電子マネー機能を持つポイントカード「べりーぐっどカード」
を発行し、多くのお店にご加盟いただくなかで、町内にお住まいの皆様がお買い物の様々なシーンでご利用いただ
ける仕組みを作りました。
このカードを多くの皆様にご利用いただくことで、地域経済の活性化とともに住みやすい環境づくりを進めてい
きたいと思います。
最後になりましたが、皆様にとって２０２０年が輝かしい年になりますよう、心から祈念申し上げ、年頭のご挨拶とい
たします。

最終年度の総仕上げ （経営発達支援計画事業）
小規模事業者の事業の持続的発展を図るために、 商工会が専門家、 金融機関、各種支援機関等と連携し、 小規模
事業者による事業計画の作成及びその着実な実施と、 需要拡大に繋がる展示会等への取組を促進するため、 技術の
向上、新たな事業分野の開拓、 その他経営の発達に資する事業計画を 「経営発達支援計画」 として、 経済産業大臣よ
り認定されて、今年最終年となる５年目の事業に取り組んでいます。

事業者に寄り添った伴走型支援
この経営発達支援計画に沿って、 事業者の経営状況分析、 地域経済動向調査結果の情報提
供、これらを踏まえた個社の経営の羅針盤となる事業計画書の策定から目標の達成に向けた
フォローアップを専門家、商工会職員等による伴走型支援で取り組んでいます。
また、事業計画を策定した事業者で、 販路の拡大に意欲のある事業者に対して、 首都圏で開催
される展示商談会への出展 ・ 販売促進ツール作成等も行っています。

創業 ・ 起業を目指す方へのサポート支援
創業・起業・事業承継を考えている人、 創業して間のない人に対し、 創業・起業・経営にあたっ
ての心構え、 ビジネスプラン作成のポイント、 税務 ・ 労務 ・ 販路 ・ Ｉ Ｔ ・ 金融など経営に必要な
実践的内容について、 中小企業診断士、 税理士、 社会保険労務士、 経営コンサルタント等が４
日間の講義をします。 今年は、 ８名の方が受講されました。

観光集客モニターツアーの開催
多様化する旅行者のニーズに対応する観光商品開発の手法を学び、 観光ビジネスに取り組
む事業者の参画により、 観光商品の開発を進め 2 つのモニターツアーを開催しています。 地域
の観光事業の継続的な発展を目的に、 今後の事業化に向けて進めています。
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吉備中央町商工会は、小規模企業や中小企業のみなさまを応援します。

備前ブロック商工会青年部交流研修会
交流研修会を通じて活力ある青年部活動を推進！
皆で記念撮影！
青年部では、県内を３つのブロックに分け、
青年部では、
県内を３つのブロックに分け、 地域を超え
和気ヤクルト工場様ありがとうございました！
た部員同士の交流研修会を行っています。
私たち吉備中央町商工会青年部が所属する備前ブロッ
クでは、本年１１月２日に、幹事である和気商工会青年部主
クでは、 本年１１月２日に、 幹事である和気商工会青年部主
催により、 岡山和気ヤクルト工場の視察研修と、 株式会社
フリースタイルマーケティング代表取締役の田井嘉寿久氏に
よる 「自社の事業内容ＰＲ方法」 と題した講義を受けました。
見学先のヤクルト工場では、環境に配慮した自然への取
見学先のヤクルト工場では、 環境に配慮した自然への取
り組みを学び、 田井氏の講義では、 自社のホームページに
人を集める手法としてＳＮＳの活用を取り上げ、 日常のちょっとしたことに対するプロ目線での HOW TO
などを自社サイト
TOなどを自社サイト
やＹｏｕ ｔｕｂｅで展開し、興味を引いてもらうことが重要であると説明、部員たちは真剣に聞いていました。
ｔｕｂｅで展開し、 興味を引いてもらうことが重要であると説明、 部員たちは真剣に聞いていました。
研修会終了後は、懇親会と各地域の特産品交換会が行われ、
研修会終了後は、 懇親会と各地域の特産品交換会が行われ、 部員同士のコミュニケーションも充実し、青年部員の団
部員同士のコミュニケーションも充実し、 青年部員の団
結と今後の地域貢献活動への活力に繋がるものとなりました。

キラリと光る女性部活動

女性部では、毎年花いっぱい運動の一環でシンボル
タワー付近の草取りと花壇の花植えを行っており、 今年
は赤のサルビアと白のマリーゴールドを植えました。 赤
と白の色の対比が映える花壇は、 見る人の目を楽しま
せたことでしょう！１２月には葉ボタンを植えたので、 冬の
雰囲気溢れるシンボルタワーに目を向けてみてください。

部員大募集中！！

青年部 ・ 女性部では一緒に活動してくれる仲間を募集しています。

吉備中央町商工会は、がんばる事業者を応援します !!

商工会へご相談ください

マル経融資

小規模事業者経営改善資金

マル経融資は、小規模事業者の方々の経営をバックアップす
るために無担保 ・ 無保証人で商工会の推薦にもとづき融
資される日本政策金融公庫の公的融資制度です。
対

象

ご融資額

金

利

返済期間

１０月６日（日）に開催された 「わっしょい和んさか吉備
高原フェスタ」 にて、うどんと甘酒、バザーの屋台を出
展しました。 毎年恒例のこの屋台ですが、たくさんの方
に来ていただき大繁盛でした。 特に、おいしいと評判の
うどんと甘酒はおかわりする人が続出で、お客さんのお
いしいという反応が女性部員の励みになりました！

小規模事業者の方
従業員２０人以下 （商業 ・ サービス業は５人以下）
の法人及び個人事業主です。

経営改善普及事業

中小 ・ 小規模事業者の
ための支援事業

商工会では、経営上の様々な問題に経営指導員、職員が
いつでも皆様の相談に応じます。
記帳支援

税や帳簿の付け方から決算、申告の仕方まで丁寧に
サポート。

労働保険

労働保険の事務代行、社会保険加入の相談 ・ アドバ
イス。

無担保 ・ 無保証で最大 2,000 万円の融資
1,500 万円超の融資希望の場合は、 事業所が
策定した「事業計画書」が必要になります。

融

資

融資や信用保証に関する相談。

共

済

企業経営に損失をもたらす「リスク」に備え、万が一

１．２１％ （令和元年１２月２日時点）

専門家派遣

運転資金 ７年

設備資金

税理士、弁護士、中小企業診断士など皆さまの相談
に応じた専門家を直接事業所に派遣。

１０年

※融資の利用にあたっては、様々な条件があります。
また日本政策金融公庫の審査結果によっては、ご希望に
添えない場合もございます。予めご了承ください。
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の補償を提供。

補助金申請

補助金申請に必要な事業計画の策定 ・ 申請を支援。

一度、ざっくばらんにお話ししてみませんか？

紙面のお問合せは吉備中央町商工会まで。

お気軽にご相談ください！！

こんな時は商工会へ

「国の教育ローン」

小規模事業者持続化補助金

日本政策金融公庫
のご案内

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
年１．６６％ ※母子家庭の方などは年１．２６％

金

固定金利（令和元年１２月２日現在）

利

小規模事業者の身近な販路開拓のための補助金です。
例えば…

返済期間

１５年以内 ※母子家庭の方などは１８年以内

看板 ・ チラシ ・ パンフレット
ホームページを作りたい !

お使いみち

入学金、授業料、教科書代、
アパートの敷金 ・ 家賃など

応募条件

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

（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）

証

検索

国の教育ローン

商工貯蓄共済
加入資格

補助上限額５０万円、 補助率２/３の補助金ですが、
経営計画を作っていただきます。

これまでに、40 事業者 67 件の補助金申請を行っています。
お問い合わせ 教育ローンコールセンター
経営計画の策定は、商工会職員も一緒になって支援いたします。
０５７０－００８６５６ ( ナビダイヤル )
または （０３） ５３２１－８６５６

貯蓄

融資

保障 3 つの備え

会員福祉共済 あなたも家族もまるごと守る！頼れる補償

商工会の会員、家族及び従業員
「けが」の
補償

年齢５歳６ヶ月以上６５歳６ヶ月未満の
健康な方が被保険者になれます。

掛

金

月額

1 口 2,000 円

被保険者 1 人につき２０口まで
但し、満１５歳未満は１０口

加入期間

特典

お店のバリアフリー
生産販売拡大のための
設備導入

１０年満期（期間中の任意解約も可能）

●人間ドック健康診断等助成金
メリット強化
５口以上加入で
10,000 円
上限
年１回 ８，
０００円 ＋ ２，
０００円
●無料法律相談（弁護士に相談できます。
）
●前納報奨金制度
掛金を年払いすると、
１年経過後に１口 1，
２００円の
報奨金がプラスされます。

経営セーフティ共済

「病気」の
補償

トータル
「がん」
補償

「生命」の
補償

シンプル
「がん」
補償

「傷害プラン」に熱中症の補償を新設 !!
2,000 円 3,000 円 4,000 円コース
NEW！

熱中症の補償

ップ！

パワーア

日常生活や業務中に

最高

熱中症になったときに補償
熱中症とは
急激かつ外来による日射または
熱射により身体に障害を被ったこ
とをいいます。

個人賠償責任保険

2 億円まで補償

（国外は 1 億円限度）
日常生活における様々な法律上
の賠償事故を補償します！

中小企業倒産防止共済制度の特長

1 掛金の 10 倍の範囲内で最高 8,000 万円まで貸付け
「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相
当する額 （最高 8,000 万円）」 のいずれか少ない額となります。
償還期間は共済金の貸付金額に応じて 5 年～ 7 年（据置期間6
か月を含む）で毎月均等償還です。

2 貸付条件は無担保 ・ 無保証人
共済金の貸付は、 「無担保 ・ 無保証人」 「無利子」 です。ただし、 共済金
の貸付けを受けますと貸付額の 10 分の 1 に相当する額が積立てた掛
金総額から控除されます。

3 掛金は税法上損金（法人）または必要経費（個人事業）に
掛金月額は、 5 千円～ 20 万円の範囲内(5 千円単位）で自由に選べます。
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地域とともに吉備中央町商工会。

吉備中央町商工会の 1 年 2019 年

1
2
4

月
月

月

5

月

7

月

8

月

9

新春互礼会開催で新しい年がスタート

月

税務申告相談
申告相談事業は法人の決算期もあり
通年行われている商工会の中心的事
業です。
「吉備高原さんさん祭り」に協賛。
竹荘 88 カ所巡りでおもてなし。
地域の皆さんと共に地域の活性
化に取り組んでいます。

11

月

第１５回通常総代会開催
新元号令和になって初めての
通常総代会が開催されました。
吉備中央町プレミアム付商品券
吉備中央町プレミアム付商品券発行事
業開始。
（使用期限は令和元年１０月1 日～令和 2
年 2 月 29 日までとなります。
）

12

月

「グルメ & ダイニングスタイルショー」へ参加。
小規模事業者の販路開拓への支援として東京ビッ
グサイトへ出展。
バイヤー目線と支援者、
生産者では目線や希望が大きく
異なり非常に勉強になりました。

モニターツアー
全国展開支援事業の一環として吉備中央
町の魅力を発信する秋のモニターツアー
を開催しました。
改善点をもとに１月２５日には第２回冬の
モニターツアーを開催いたします。
べりーぐっどカード、へそ PAY 運用開始。
国の消費者還元事業の一環で、新たな電
子マネー「へそ PAY」が誕生しました。
これからも地域の皆様の為に商工会は活
動していきます。

「鬼伝祭」に出展。

31

平成
年分
（令和元年）
商工会では、決算書の作成や税務申告について税理士を交
えた相談会を下記日程で行います。ご相談がある場合は、
商工会までご連絡ください。
吉備中央町限定キャッシュレス
「べりーぐっどカード」
へそ Pay（電子マネー）がはじまりました。
年会費・入会費は無料。
加盟店でお買い物をするとポイントがもらえます。
町内加盟店増加中です！

確定申告に向けて準備して頂きたいもの
● 生命保険や地震保険などの控除証明書
● 厚生年金や報酬の源泉徴収票
● 国民健康保険の納付書等

他にも様々な書類が必要になりますので、ご不明な点が
ありましたら是非商工会までご連絡ください。
本部

加茂川

受付時間

受付時間

10:00 ～ 16:00

2 月 14 日 9:00 ～ 16:00
それ以外 10:00 ～ 16:00

令和 2 年

2月 １２日（水）
２０日（木）

川田税理士
田口税理士

3月 ３日（火）
６日（金）
１０日（火）
１３日（金）

間野税理士
田口税理士
川田税理士
川田税理士

目印！

この のぼりのお店が

令和 2 年

2月 １４日（金）
２６日（水）

影山税理士
影山税理士

3月 １２日（木）

三垣税理士

キャッシュレスで
お支払いのお客様に
2020 年 6 月まで
最 大
還 元

5％

確認しましょう！ 最低賃金

岡山県最低賃金

雇う上でも、 働く上でも、 最低限のルール。 使用者も、 労働者も、 必ず確認、 最低賃金。

時間額

令和元年 10 月 2 日から

833

編集・発行

最低賃金制度って何？
働くすべての人に、 賃金の最低額 ( 最低賃金額 ) を保障する制度です。

円

年齢やパート ・ 学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、
すべての労働者に適用されるんです。

0866-54-1062 https://kibichuo.jp
吉備中央町商工会 岡山県加賀郡吉備中央町豊野 1-1 TEL
FAX 0866-54-1642
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