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あなたと共に！！
「そうだ！商工会の○○さんに相談してみよう」
　　　　　　　　　　    お待ちしております。
　令和２年の新春を迎え謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　会員の皆様には、輝かしい新春をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。
　昨年も平成30年に続き、災害の年であり、台風、異常気象による豪雨、猛暑と日常生活が不安定な年でもありました。
　平成～令和に変わり、岡山県の状況は、災害復旧事業等をはじめ、景気は底堅く動いている面もありますが、中小企業・
小規模事業者においては、経営者の高齢化、人手不足問題、消費増税等取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。
　このような中、岡山西商工会は、経営発達支援計画を着実に実行し、小規模事業者向けの各種支援施策の活用等に
ついて、小規模事業者の皆様に寄り添った伴走型支援を実施しています。

　その他、会員増強による組織基盤の強化、事業承継支援への取組み強化、地域資源活用による観光対策と特産品開発支援等の事業にも
取組んでおります。
　本年も、役職員一同全力で地域の総合経済団体としての役割を果たす所存でございますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいた
します。
　最後になりましたが、商工会員の皆様並びに地域の皆様にとりまして、今年が明るい一年となりますよう、心よりご祈念申し上げ、新年の
ご挨拶といたします。

　明けましておめでとうございます。
　平素は商工会青年部活動に格別のご高配
を賜り厚くお礼を申し上げます。
　昨年は、日本各地で相次いだ災害に見舞
われ、日本経済は甚大な被害を受けました。
　こうした中で、岡山西商工会青年部では自
身の事業継続と地域コミュニティ維持のた
めの防災セミナーを開催し、災害に対し早期
に事業再開ができる手法を学びました。
　今後も、青年部活動が各部員の経営資質
向上・自己研鑽・ネットワークづくりの場・次
世代リーダー創出の場となることを目指して

活動に日々励みたいと考えております。
　今年も皆様方には変わらぬご支援、ご協力を賜りますようお願
い申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。

　商工会役員並びに商工会青年部役員として、運営及び事業の推
進に貢献し、その功績が顕著と認められ、人格識見とも卓越し、会
員の信頼が厚いことなどから次の方々が受賞されました。おめで
とうございます。

令和元年度豪雨及び台風15号，19号の被害に係る募金活動について
本部・各支所に「募金箱」を設置しております。
皆様のご支援、何卒よろしくお願いいたします。

岡山西商工会

会長

長谷川　眞一

青年部長

佐々井　豪

　明けましておめでとうございます。
　平素は、商工会女性部活動にご支援ご協力
をいただきまして、厚くお礼申し上げます。
　令和元年度は、商工会女性部発「春夏秋
冬の包み箱 岡山おひさま便」により地域特
産品の販売推進を行いました。私たち商工
会女性部員が厳選した、吉備の国の甘辛グル
メの詰め合わせを、今後も皆様にご紹介して
いきたいと思います。また奉仕活動はもとよ
り、地域イベントへの参加等、本年度も地域
の活性化に寄与する活動に取り組んでまい
りますので、引き続きご支援ご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。
　年頭にあたりまして、皆様方の御健勝と御多幸を心よりお祈り申
し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

女性部長

伊墻　千鶴枝

全国連会長表彰 商工会理事 妹尾　裕史　

　

新規加入会員のご紹介（R1.5月以降）受賞おめでとうございます。

【役員功労者】 （敬称略）

岡山県知事表彰 前青年部長 石井　浩二　
【青年部役員功労者】 （敬称略）

事業所名 代表者名 業　種 地 区
㈱ MACRO ASSET 片岡　雅人 不動産業 高 松
ＴａｍａｒｉＢａ 白川千恵美 飲食業 高 松
ＡＲＬＥ 林　　航平 美容業 高 松
伊東内装 伊東　祥吾 建設業 高 松
Deuce　café 岡崎　祐希 菓子移動販売 高 松
きび動物クリニック 小野　高宏 動物病院 高 松
㈱リスペクト 草地　茂樹 建設業 高 松

（同）one's hands kei 小林美由紀 福祉サービス 高 松
髙木司法書士事務所 髙木　路彦 司法書士事務所 吉 備
ＺＥＲＯ電設 國冨　龍太 特別会員（建設業） 吉 備
徳田商店 徳田　芳子 工務店支援業務 高 松
芳建工業 森下　芳正 建設業 足 守
Over all 片岡　康弘 音響サービス 高 松
岡山安全ガス㈱ 松本かおり 燃料販売業 吉 備
㈱暁 野上　雄一 食肉加工・販売業 高 松
中建工業 中山　尚輝 建物解体業 吉 備
悠功業 三宅　悠佐 特別会員（配管工事業） 吉　備
立神工業 立神　隼人 機械器具設置業 高 松
行政書士  重森良太事務所 重森　良太 行政書士 吉 備
ｇｌｅａｍ 秋山　友紀 美容業 高 松
カフェ・スィーツいちぢく 横田ヒロ子 飲食業 高 松
㈱ａｋａ ’ ａｋａ 西田　浩二 卸小売業 吉 備
桃仙デリ 吴　　大可 惣菜製造業 吉 備



岡山西商工会は、さまざまな面から経営をサポートしていきます!　 このページのお問い合わせは岡山西商工会本部・各支所へ会員募集中!!会員募集中!!

商工会はビジネスパートナー! 経営お役立ち情報

３つの備えが月額 2,000 円（１口）から始められます
集団扱い定期保険のため、安い保険料で大きな保障が得られます！

★充実した特典付き！（人間ドック経費助成、無料法律相談、前納報奨金）
★満期（10 年）更新時、更新条件を満たせば告知不要！
詳しい内容は、岡山西商工会までお問い合わせください☆

万が一の備えに！ 月額2,000円～
　　　　　　　　けが・病気には「商工会会員福祉共済」

商工会員福祉共済・貯蓄共済のお知らせ

小規模事業者経営改善資金貸付（通称：マル経融資）

＋ ＋貯 蓄 融 資 保 障

商工会の会員福祉共済

商工貯蓄共済

◇会員本人とその家族、さらには従業員とその家族もご加入できます。
◇加入可能年齢は満 6歳から80歳まで。
◇個人賠償責任保険でご家族全員の賠償事故をカバー（最高 2億円）
◇プラス1,000 円で「病気」への補償も付加できます（医療特約）
◇そのほか「がん」の補償、死亡の備えに「生命」保障もあります。

　「消費税が10％になったが帳面のつけ方はあっているのか。」「簿記
がどうも苦手で決算申告がいつも大変。」そうお感じの事業主の方は必
見です。商工会の会計ソフトのご利用で、日々の経理取引はもちろん、決
算申告相談までの全てにお応えいたします。毎月現金の入出金等をご記入
いただければ、あとは商工会で入力、その上青色申告特別控除65万円を
受けることができます。お気軽にご相談くださ
い。【手数料：月額3,000円（税別）～】

　経理が不安、苦手な方でも、充実のサポートであんしん

～確定申告支援のお知らせ～

岡山県最低賃金改定のお知らせ

確 定 申 告 支 援 相 談 日

電 子 申 告 相 談 日

　商工会では、派遣税理士による相談、指導を設けています。
　申告書提出には税理士確認の上で税務署へ提出しております。
　申告締切間近になりますと大変込み合います。ご相談が必要な方はお早目の
　書類提出をお願いいたします。     

注意）電子申告に関する日計表等の提出期限は令和２年１月３１日（金）です

□融資対象 ①規模要件：小規模事業者であること
 ②指導要件：商工会の指導を原則６か月以上受けていること
 ③居住要件：最近１年以上、同一商工会の地区内で事業を行っていること
 ④業種要件：商工業者であり、政策公庫の非対象業種等でないこと
 ⑤納税条件：所得税、消費税、事業税、住民税等を完納していること
□融資条件 ①融資限度額：2,000万円以内（運転資金・設備資金合計）
 ②融資期間：運転資金7年以内、設備資金10年以内
 ③据置期間：運転資金1年以内、設備資金2年以内
 ④保証人等：無担保・無保証人
 ⑤利　　率：年1.21％（令和元年12月2日現在）固定金利
□貸　　出 ①商工会へお申込みいただき、審査会において適格と判断された場合に、
 　政策公庫へ推薦します。
 ②融資決定は、政策公庫が行います。
 ③貸出および償還は、政策公庫において行います。
※詳しくは、商工会へお尋ねください。

●時　　　間 　13時～16時 
●場　　　所 　本部及び各支所
●提 出 締 切 　２月２６日（水） 
●申告最終日 　３月４日（水） 

ご注意ください！
２月２６日（水）を過ぎますと商工会

　での申告受付が出来ません。

（商工会の小規模支援会計のお知らせ）

地域別最低賃金額  　　833円時間額

最低賃金が今年も変わりました

岡山県の特定最低賃金が各区分とも令和元年１２月より特定最低賃金が改定されました。

詳しくは岡山労働局　賃金室へ　☎086-225-2014

※次の賃金は最低賃金の計算には含
　めません
１．精皆勤手当、通勤手当、家族手当
２．時間外手当、休日手当、深夜手当
３．臨時に支払われる賃金
４．ひと月を超える期間ごとに支払わ
　  れる賃金

「国の教育ローン」をご存じですか？ 

 
 

 

 

 

 
「国の教育ローン」３つのポイント 

 

 

 

 

 

 

  

１ 
固定金利 
年 1.66％ 

令和 1 年 11 月 1日現在 

最長 15 年の 
長期返済 

●お借入時の金利が完済まで

変わらない固定金利を採用

し、返済期間は、最長 15 年

までと長期です。 

２ 

ご家庭の状況 
に応じた 

優遇制度 

●「国の教育ローン」は、母子

家庭、お子さまが３人以上の

世帯などを対象に、返済期間

の延長、金利の低減などの優

遇制度があります。 

 

３ 

（公財）教育資

金融資保証基金 

による保証
 

●「国の教育ローン」では、

公益財団法人教育資金融資

保証基金による保証をご利

用いただけます。 
 

〒７００-０９０４ 岡山市北区柳町１－１－２７ 

太陽生命岡山柳町ビル７Ｆ 

Tel：０８６-２２５-００１０  Fax：０８６-２２５-９０８１ 

 
融資限度額 

 

　岡山西商工会では、平成28年4月に経済産業大臣より認定された「経営発
達支援計画」に基づき、管内小規模事業者の経営の維持・発展と地域経済の
活性化に資する事業に取り組んでいます。
　本年度は、4ヶ年計画の最終年度に当たることから、本会役員と関係団体
などの有識者で構成された標記委員会を開催し、これまでの成果検証と、　
次回の認定に向けた計画策定についての協議を行いました。

　事業者のみなさま、現在、小規模事業者の経営向上に役立つ補助金や助
成金がたくさんあることをご存知ですか？
　事業のＰＲのためのチラシ・看板制作、業務のＩＴ化、従業員の人材育成な
ど、経営に関わる幅広い内容について、補助金や助成金を活用することがで
きます。
　商工会では、申請に必要な「事業計画」の策定から実施までの一貫したご
支援をさせていただいています。
　ぜひ、お気軽にご相談ください。

「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を
向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。 

◆申請様式は３枚
 ①企業の概要、②現状認識、③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上程度を示す
　指標、④経営力向上の内容、⑤事業承継等の時期及び内容（事業承継等を行う場合に限る）な
　ど、簡単な計　画等を策定することにより認定を受けることができます。
◆計画策定をサポート
 認定経営革新等支援機関（商工会等）による計画策定の支援を受けることができます。    

【経営発達計画推進委員会を開催  令和元年9月11日（水）】

【補助金・助成金の活用支援】

①中小企業景況調査　　 15社（年間60回）
②経営状況分析　　　　 241件（目標150件）
③事業計画策定支援　 57件（目標50件）
④事業計画策定後のフォローアップ　 57件（目標50件）
⑤各種統計調査及びアンケート調査結果の活用　 49件（目標50件）
⑥特産品開発販路拡大支援　 1社
⑦会員向けポータルサイト登録数　 170件（目標180件）

事　　業　　内　　容 実　　　績

「経営力向上計画」を作りましょう！！ 

「事業継続力強化計画」を作りましょう！！  

 

制度利用のポイント 

 

国 

(事業分野別の主務大臣) 

申請をサポート 

※商工会等の経営革新等支援機関 

認定 申請 

経営力向上計画 

中小企業者等 

(中小企業・小規模事業者) 

【支援措置】 
☞生産性を高めるための設備を取得した場合、中小企業
　経営強化税制（即時償却等）により税制面から支援 
☞計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援（融資・信
　用保証等） 
☞認定事業者に対する補助金における優先採択 
☞他者から事業承継を行った場合、不動産の権利移転に
　係る登録免許税・不動産取得税を軽減 
☞業法上の許認可の承継を可能にする等の法的支援 

【認定制度の概要】 

 

 
 

【計画認定のスキーム】 

★中小企業が行う防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定。 

★認定を受けた中小企業は、税制優遇や補助金の加点などの支援策を活用可能。 

中小企業・小規模事業者 

経済産業大臣 

（中国経済産業局） 

①計画を

策定し申

請 

②認定 

認定対象事業者 

●防災・減災に取り組む中小企業・小規模事業者 

事業継続力強化計画の記載事項 

●事業継続力強化に取り組む目的の明確化。 

●ハザードマップ等を活用した、自社拠点の自然災害リスク認識と被害想定策定。 

●発災時の初動対応手順（安否確認、被害の確認・発信手順等）策定。 

●ヒト・モノ・カネ、情報を災害から守るための具体的な対策。 

 ※自社にとって必要で、取り組みを始めることができる項目について記載。 

●計画の推進体制（経営層のコミットメント）。 

●訓練実施、計画の見直し等、取組の実効性を確保する取組。 

認定を受けた企業に対する支援策 

●低利融資、信用保証枠の拡大等の金融支援  ●中小企業庁ＨＰでの認定を受けた企業の公表
 

●防災・減災設備に対する税制措置      ●認定企業にご活用いただけるロゴマーク
 

●補助金（ものづくり補助金等）の優先採択   （会社案内や名刺で認定のＰＲが可能） 

　昨年の豪雨災害による被災地域の復興支援をテーマに、RSK山陽放送㈱
主催の「RSK感謝祭だよ！全員集合！！」とタイアップし、11月2日（土）～3日
（日）の2日間、コンベックス岡山において開催されました。
　岡山県と同様に被害の大きかった広島県と愛媛県の特産品販売を、県青
連・県女連が運営し、こちらについてはすべて完売となりました。
　本物産展は、2日間で44，500人が来場され商工会ブースの売上は昨年を
上回る金額となり大変賑わいました。

岡山西商工会会員様だけが無料でご利用できるホームページです。
企業紹介・商品紹介・動画掲載・ブログリンク機能など、様々な利用法があり、
ホームページをお持ちでない事業所の方でも簡単に作成することができます。

インターネット環境があれば好きな時に更新ができます。
パソコン初心者歓迎！お申込みは岡山西商工会までご連絡ください。

岡山西商工会のポータルサイト「ＯＫＡＮＩＳＨＩ ＧＵＩＤＥ」登録企業募集中！

岡山復興応援物産展2019のご報告

　　　　　　　
耐火物製造業 924円
鉄鋼業 962円
生活関連産業用機械、事務用機械器具製造等 934円
電子部品・電子回路、電気機械器具製造業等 878円
自動車・同附属品製造業 921円
船舶製造・修理業、舶用機械製造業 954円
各種商品小売業 880円

特定最低賃金 時間額

平成30年度　主な事業実績

中小企業経営革新制度による支援について
  中小企業経営革新制度とは
　経済的環境の変化に対応して製品やサービスの一層の高品質化や市場指向性の向
上等の目標を持って経営革新に取り組む意欲のある中小企業者を支援するため、県で
は経営革新計画の承認等の事務を行っています。
　中小企業新事業活動促進法に基づく「経営革新計画」を作って、県知事の承認を受
けると、計画を実現するための様々な支援が用意されています。

  支援対象となる経営革新とは
　新たな取り組みによって当該企業の事業活動の向上に大きく役立つものであり、概
ね、以下の４種類が考えられます。
　１　新商品の開発又は生産 
　２　新役務の開発又は提供 
　３　商品の新たな生産又は販売の方式の導入 
　４　役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

  経営革新計画の承認手続きについて
　計画期間は３年間から５年間とし、付加価値額（又は１人あたりの付加価値額）及び
経常利益の伸び率を指標とします。計画が承認されるには、計画期間が５年間の場合
は５年後までの目標伸び率が付加価値額（又は１人あたりの付加価値額）は１５％以上
及び経常利益が５％以上であることが必要です（同様に計画期間が３年間の場合は
９％以上及び３％以上、４年間の場合は１２％以上及び４％以上の目標であることが必
要です）。
 　また、実施事業が一定の新規性を有することが必要です。

  経営革新計画が承認された時の主な支援策
　※ただし、計画承認とは別に、各機関の審査が必要です。
　１　信用保証の特例（普通保証等の別枠設定など）
　２　政府系金融機関による低利融資制度（新事業活動促進資金）
　３　岡山県中小企業者向け融資制度（経営革新資金）
　４　販路開拓コーディネート事業
　５　特許関係料金の減免制度
 

「経営安定特別相談室」のご案内
　「経営安定特別相談室」とは、連鎖倒産の危機や資金繰りの目途が立たないなどの
理由により経営難に直面している場合など、経営建て直しのための相談を無料で受け
ることができるものです。

  対象となる方
・様々な理由により経営に不安のある方や経営難を打開し、その建て直しを図りたい方
・民事再生法などの倒産関係法律を活用したい方

  支援内容
　相談室では、※商工調停士を中心に、中小企業診断士、弁護士、公認会計士、税理士
などの専門家が相談に応じ、問題の解決を支援します。
　※商工調停士とは、
　　「経営安定特別相談室」において、中小企業の倒産に係る諸問題の円滑な解決の
　　ための相談・指導を総括するのがその職務です。商工調停士は、都道府県商工会
　　連合会会長よりその職務を委嘱されています。
　◆相談にあたって、企業名や相談内容が外部に漏れることはありません。
　　1.経営・財務内容の把握と分析
　　2.手形処理、事業転換などの指導
　　3.債権者などの関係者への協力要請
　　4.受注あっせん
　　5.民事再生法など倒産関係法律の手続きに関する助言等

  ご利用方法
・この相談を受けるための費用は無料です。
・登録も必要ありません。
・相談は常時行っていますので、経営難などの問題が深刻化する前に商工会へお早目 
 にご相談ください。

2 3



岡山西商工会は、さまざまな面から経営をサポートしていきます!　 このページのお問い合わせは岡山西商工会本部・各支所へ会員募集中!!会員募集中!!

商工会はビジネスパートナー! 経営お役立ち情報

３つの備えが月額 2,000 円（１口）から始められます
集団扱い定期保険のため、安い保険料で大きな保障が得られます！

★充実した特典付き！（人間ドック経費助成、無料法律相談、前納報奨金）
★満期（10 年）更新時、更新条件を満たせば告知不要！
詳しい内容は、岡山西商工会までお問い合わせください☆

万が一の備えに！ 月額2,000円～
　　　　　　　　けが・病気には「商工会会員福祉共済」

商工会員福祉共済・貯蓄共済のお知らせ

小規模事業者経営改善資金貸付（通称：マル経融資）

＋ ＋貯 蓄 融 資 保 障

商工会の会員福祉共済

商工貯蓄共済

◇会員本人とその家族、さらには従業員とその家族もご加入できます。
◇加入可能年齢は満 6歳から80歳まで。
◇個人賠償責任保険でご家族全員の賠償事故をカバー（最高 2億円）
◇プラス1,000 円で「病気」への補償も付加できます（医療特約）
◇そのほか「がん」の補償、死亡の備えに「生命」保障もあります。

　「消費税が10％になったが帳面のつけ方はあっているのか。」「簿記
がどうも苦手で決算申告がいつも大変。」そうお感じの事業主の方は必
見です。商工会の会計ソフトのご利用で、日々の経理取引はもちろん、決
算申告相談までの全てにお応えいたします。毎月現金の入出金等をご記入
いただければ、あとは商工会で入力、その上青色申告特別控除65万円を
受けることができます。お気軽にご相談くださ
い。【手数料：月額3,000円（税別）～】

　経理が不安、苦手な方でも、充実のサポートであんしん

～確定申告支援のお知らせ～

岡山県最低賃金改定のお知らせ

確 定 申 告 支 援 相 談 日

電 子 申 告 相 談 日

　商工会では、派遣税理士による相談、指導を設けています。
　申告書提出には税理士確認の上で税務署へ提出しております。
　申告締切間近になりますと大変込み合います。ご相談が必要な方はお早目の
　書類提出をお願いいたします。     

注意）電子申告に関する日計表等の提出期限は令和２年１月３１日（金）です

□融資対象 ①規模要件：小規模事業者であること
 ②指導要件：商工会の指導を原則６か月以上受けていること
 ③居住要件：最近１年以上、同一商工会の地区内で事業を行っていること
 ④業種要件：商工業者であり、政策公庫の非対象業種等でないこと
 ⑤納税条件：所得税、消費税、事業税、住民税等を完納していること
□融資条件 ①融資限度額：2,000万円以内（運転資金・設備資金合計）
 ②融資期間：運転資金7年以内、設備資金10年以内
 ③据置期間：運転資金1年以内、設備資金2年以内
 ④保証人等：無担保・無保証人
 ⑤利　　率：年1.21％（令和元年12月2日現在）固定金利
□貸　　出 ①商工会へお申込みいただき、審査会において適格と判断された場合に、
 　政策公庫へ推薦します。
 ②融資決定は、政策公庫が行います。
 ③貸出および償還は、政策公庫において行います。
※詳しくは、商工会へお尋ねください。

●時　　　間 　13時～16時 
●場　　　所 　本部及び各支所
●提 出 締 切 　２月２６日（水） 
●申告最終日 　３月４日（水） 

ご注意ください！
２月２６日（水）を過ぎますと商工会

　での申告受付が出来ません。

（商工会の小規模支援会計のお知らせ）

地域別最低賃金額  　　833円時間額

最低賃金が今年も変わりました

岡山県の特定最低賃金が各区分とも令和元年１２月より特定最低賃金が改定されました。

詳しくは岡山労働局　賃金室へ　☎086-225-2014

※次の賃金は最低賃金の計算には含
　めません
１．精皆勤手当、通勤手当、家族手当
２．時間外手当、休日手当、深夜手当
３．臨時に支払われる賃金
４．ひと月を超える期間ごとに支払わ
　  れる賃金

「国の教育ローン」をご存じですか？ 

 
 

 

 

 

 
「国の教育ローン」３つのポイント 

 

 

 

 

 

 

  

１ 
固定金利 
年 1.66％ 

令和 1 年 11 月 1日現在 

最長 15 年の 
長期返済 

●お借入時の金利が完済まで

変わらない固定金利を採用

し、返済期間は、最長 15年

までと長期です。 

２ 

ご家庭の状況 
に応じた 

優遇制度 

●「国の教育ローン」は、母子

家庭、お子さまが３人以上の

世帯などを対象に、返済期間

の延長、金利の低減などの優

遇制度があります。 

 

３ 

（公財）教育資

金融資保証基金 

による保証
 

●「国の教育ローン」では、

公益財団法人教育資金融資

保証基金による保証をご利

用いただけます。 
 

〒７００-０９０４ 岡山市北区柳町１－１－２７ 

太陽生命岡山柳町ビル７Ｆ 

Tel：０８６-２２５-００１０  Fax：０８６-２２５-９０８１ 

 
融資限度額 

 

　岡山西商工会では、平成28年4月に経済産業大臣より認定された「経営発
達支援計画」に基づき、管内小規模事業者の経営の維持・発展と地域経済の
活性化に資する事業に取り組んでいます。
　本年度は、4ヶ年計画の最終年度に当たることから、本会役員と関係団体
などの有識者で構成された標記委員会を開催し、これまでの成果検証と、　
次回の認定に向けた計画策定についての協議を行いました。

　事業者のみなさま、現在、小規模事業者の経営向上に役立つ補助金や助
成金がたくさんあることをご存知ですか？
　事業のＰＲのためのチラシ・看板制作、業務のＩＴ化、従業員の人材育成な
ど、経営に関わる幅広い内容について、補助金や助成金を活用することがで
きます。
　商工会では、申請に必要な「事業計画」の策定から実施までの一貫したご
支援をさせていただいています。
　ぜひ、お気軽にご相談ください。

「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を
向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。 

◆申請様式は３枚
 ①企業の概要、②現状認識、③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上程度を示す
　指標、④経営力向上の内容、⑤事業承継等の時期及び内容（事業承継等を行う場合に限る）な
　ど、簡単な計　画等を策定することにより認定を受けることができます。
◆計画策定をサポート
 認定経営革新等支援機関（商工会等）による計画策定の支援を受けることができます。    

【経営発達計画推進委員会を開催  令和元年9月11日（水）】

【補助金・助成金の活用支援】

①中小企業景況調査　　 15社（年間60回）
②経営状況分析　　　　 241件（目標150件）
③事業計画策定支援　 57件（目標50件）
④事業計画策定後のフォローアップ　 57件（目標50件）
⑤各種統計調査及びアンケート調査結果の活用　 49件（目標50件）
⑥特産品開発販路拡大支援　 1社
⑦会員向けポータルサイト登録数　 170件（目標180件）

事　　業　　内　　容 実　　　績

「経営力向上計画」を作りましょう！！ 

「事業継続力強化計画」を作りましょう！！  

 

制度利用のポイント 

 

国 

(事業分野別の主務大臣) 

申請をサポート 

※商工会等の経営革新等支援機関 

認定 申請 

経営力向上計画 

中小企業者等 

(中小企業・小規模事業者) 

【支援措置】 
☞生産性を高めるための設備を取得した場合、中小企業
　経営強化税制（即時償却等）により税制面から支援 
☞計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援（融資・信
　用保証等） 
☞認定事業者に対する補助金における優先採択 
☞他者から事業承継を行った場合、不動産の権利移転に
　係る登録免許税・不動産取得税を軽減 
☞業法上の許認可の承継を可能にする等の法的支援 

【認定制度の概要】 

 

 
 

【計画認定のスキーム】 

★中小企業が行う防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定。 

★認定を受けた中小企業は、税制優遇や補助金の加点などの支援策を活用可能。 

中小企業・小規模事業者 

経済産業大臣 

（中国経済産業局） 

①計画を

策定し申

請 

②認定 

認定対象事業者 

●防災・減災に取り組む中小企業・小規模事業者 

事業継続力強化計画の記載事項 

●事業継続力強化に取り組む目的の明確化。 

●ハザードマップ等を活用した、自社拠点の自然災害リスク認識と被害想定策定。 

●発災時の初動対応手順（安否確認、被害の確認・発信手順等）策定。 

●ヒト・モノ・カネ、情報を災害から守るための具体的な対策。 

 ※自社にとって必要で、取り組みを始めることができる項目について記載。 

●計画の推進体制（経営層のコミットメント）。 

●訓練実施、計画の見直し等、取組の実効性を確保する取組。 

認定を受けた企業に対する支援策 

●低利融資、信用保証枠の拡大等の金融支援  ●中小企業庁ＨＰでの認定を受けた企業の公表
 

●防災・減災設備に対する税制措置      ●認定企業にご活用いただけるロゴマーク
 

●補助金（ものづくり補助金等）の優先採択   （会社案内や名刺で認定のＰＲが可能） 

　昨年の豪雨災害による被災地域の復興支援をテーマに、RSK山陽放送㈱
主催の「RSK感謝祭だよ！全員集合！！」とタイアップし、11月2日（土）～3日
（日）の2日間、コンベックス岡山において開催されました。
　岡山県と同様に被害の大きかった広島県と愛媛県の特産品販売を、県青
連・県女連が運営し、こちらについてはすべて完売となりました。
　本物産展は、2日間で44，500人が来場され商工会ブースの売上は昨年を
上回る金額となり大変賑わいました。

岡山西商工会会員様だけが無料でご利用できるホームページです。
企業紹介・商品紹介・動画掲載・ブログリンク機能など、様々な利用法があり、
ホームページをお持ちでない事業所の方でも簡単に作成することができます。

インターネット環境があれば好きな時に更新ができます。
パソコン初心者歓迎！お申込みは岡山西商工会までご連絡ください。

岡山西商工会のポータルサイト「ＯＫＡＮＩＳＨＩ ＧＵＩＤＥ」登録企業募集中！

岡山復興応援物産展2019のご報告

　　　　　　　
耐火物製造業 924円
鉄鋼業 962円
生活関連産業用機械、事務用機械器具製造等 934円
電子部品・電子回路、電気機械器具製造業等 878円
自動車・同附属品製造業 921円
船舶製造・修理業、舶用機械製造業 954円
各種商品小売業 880円

特定最低賃金 時間額

平成30年度　主な事業実績

中小企業経営革新制度による支援について
  中小企業経営革新制度とは
　経済的環境の変化に対応して製品やサービスの一層の高品質化や市場指向性の向
上等の目標を持って経営革新に取り組む意欲のある中小企業者を支援するため、県で
は経営革新計画の承認等の事務を行っています。
　中小企業新事業活動促進法に基づく「経営革新計画」を作って、県知事の承認を受
けると、計画を実現するための様々な支援が用意されています。

  支援対象となる経営革新とは
　新たな取り組みによって当該企業の事業活動の向上に大きく役立つものであり、概
ね、以下の４種類が考えられます。
　１　新商品の開発又は生産 
　２　新役務の開発又は提供 
　３　商品の新たな生産又は販売の方式の導入 
　４　役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

  経営革新計画の承認手続きについて
　計画期間は３年間から５年間とし、付加価値額（又は１人あたりの付加価値額）及び
経常利益の伸び率を指標とします。計画が承認されるには、計画期間が５年間の場合
は５年後までの目標伸び率が付加価値額（又は１人あたりの付加価値額）は１５％以上
及び経常利益が５％以上であることが必要です（同様に計画期間が３年間の場合は
９％以上及び３％以上、４年間の場合は１２％以上及び４％以上の目標であることが必
要です）。
 　また、実施事業が一定の新規性を有することが必要です。

  経営革新計画が承認された時の主な支援策
　※ただし、計画承認とは別に、各機関の審査が必要です。
　１　信用保証の特例（普通保証等の別枠設定など）
　２　政府系金融機関による低利融資制度（新事業活動促進資金）
　３　岡山県中小企業者向け融資制度（経営革新資金）
　４　販路開拓コーディネート事業
　５　特許関係料金の減免制度
 

「経営安定特別相談室」のご案内
　「経営安定特別相談室」とは、連鎖倒産の危機や資金繰りの目途が立たないなどの
理由により経営難に直面している場合など、経営建て直しのための相談を無料で受け
ることができるものです。

  対象となる方
・様々な理由により経営に不安のある方や経営難を打開し、その建て直しを図りたい方
・民事再生法などの倒産関係法律を活用したい方

  支援内容
　相談室では、※商工調停士を中心に、中小企業診断士、弁護士、公認会計士、税理士
などの専門家が相談に応じ、問題の解決を支援します。
　※商工調停士とは、
　　「経営安定特別相談室」において、中小企業の倒産に係る諸問題の円滑な解決の
　　ための相談・指導を総括するのがその職務です。商工調停士は、都道府県商工会
　　連合会会長よりその職務を委嘱されています。
　◆相談にあたって、企業名や相談内容が外部に漏れることはありません。
　　1.経営・財務内容の把握と分析
　　2.手形処理、事業転換などの指導
　　3.債権者などの関係者への協力要請
　　4.受注あっせん
　　5.民事再生法など倒産関係法律の手続きに関する助言等

  ご利用方法
・この相談を受けるための費用は無料です。
・登録も必要ありません。
・相談は常時行っていますので、経営難などの問題が深刻化する前に商工会へお早目 
 にご相談ください。

2 3

吉備地区 高松地区 足守地区
日付 担当税理士 日付 担当税理士 日付 担当税理士

2月10日（月） 高橋　祐子 2月17日（月） 上野　創造 2月14日（金） 間野　雄幸

2月12日（水） 高橋　祐子 2月19日（水） 影山　秀臣 2月18日（火） 間野　雄幸

2月14日（金） 江原　良一
岸　　俊文 2月21日（金） 大西　恒夫 2月20日（木） 河田　博文

2月17日（月） 芳原　大樹 2月27日（木） 上野　創造 2月25日（火） 河田　博文

2月19日（水） 齊藤雄一郎 3月  2日（月） 大西　恒夫 2月26日（水） 間野　雄幸

2月21日（金） 江原　良一
岸　　俊文 3月  3日（火） 大西　恒夫 2月27日（木） 河田　博文

2月26日（水） 芳原　大樹 3月  4日（水） 二垣　幸広 2月28日（金） 間野　雄幸

2月28日（金） 齊藤雄一郎 3月  2日（月） 間野　雄幸

3月  2日（月） 江原　良一
岸　　俊文 3月  3日（火） 河田　博文

3月  4日（水） 齊藤雄一郎 3月  4日（水） 間野　雄幸

吉備地区 高松地区 足守地区
日付 担当税理士 日付 担当税理士 日付 担当税理士

3月  5日（木） 芳原　大樹 3月  6日（金） 二垣　幸広 3月  5日（木） 河田　博文

3月  6日（金） 齊藤雄一郎 3月  6日（金） 間野　雄幸
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青年部活動紹介青年部活動紹介
若手後継者等育成事業

「事業継続と地域コミュニティ維持のための防災セミナー」開催
　今年度は岡山県商工会
青年部連合会長の佐藤通
洋氏を講師に迎え、「事業
継続と地域コミュニティ維
持のための防災セミナー」
を開催しました。
　このセミナーは、昨年の
西日本豪雨災害で講師自
身の真備町で被災した経

験を基に、災害に対して事業継続のための必要な防災対策の
知識と、被災した際の復旧策を学び、事業の早期再開と持続
的発展を目指していく内容でした。
　講義後は、グループに分かれて講師から与えられた課題につ
いてディスカッションを行い、各班で発表しました。
　今後も継続して、スキルアップに繋がるセミナーを開催いた
します。
　若手経営者のみなさん、ぜひ商工会青年部にご加入ください！

女性部活動紹介女性部活動紹介

女性部花いっぱい運動・
　　　　　　　視察研修を開催

第14回会員事業所親睦ボウリング大会を開催第14回会員事業所親睦ボウリング大会を開催
　「会員事業所親睦ボウリング大
会」を9月25日（水）18：30からサ
ンフラワーボウル（倉敷市松島）に
て開催しました。104名の方がご参
加くださり、事業所を越えた親睦
も深まって大変盛り上がりました。
ありがとうございました！

　11月3日（日）、会員47名の参加により鳥取県智頭町の『ミシュラン格付、みたき園
の食事と石谷家、諏訪酒造、とうふちくわの里』への視察を行いました。
　特に、『智頭町のみたき園』では、山里料理（おもてなしの郷土料理）をいただき、
大自然みどりに囲まれており、心が休まる時間を過ごせました。
　また、参加者同士の親睦も深まり、有意義な視察研修会となりました。

岡山西商工会青年部・女性部では只今新規部員を絶賛募集中！！
商工会に入っていてまだ青年部・女性部に入部されていない方は是非ご加入ください。
詳しくは商工会までお問い合わせください。

3部会合同会員視察研修会3部会合同会員視察研修会

青年部員・女性部員募集!!

　昨年10月8日（火）に開催されたゴルフ大会において、参加者
の皆様から頂いた寄付金
100,000円を12月2日（月）
に「心豊かな岡山っ子応援
団」（団長　大森雅夫岡山市
長）へ寄付させていただきま
した。
　ご協力いただいた皆様、本
当にありがとうございました！

吉備・高松・足守地区のイベントや
大切なお知らせを発信します。情報の広場

　吉備・高松・足守の各地区において「花いっぱい運動」を実
施しました。商工会女性部では、地域がより美しく豊かになる
ようにとの願いを込めて、春と秋に年２回行っております。ま
た、９月９日（月）に行われた香川県高松への視察研修では、
女性部員20名が参加し、講師の指導のもと、協力して讃岐う
どん作り体験を行う中で、部員同士の交流を深めました。

☆優　　勝 岩木　祐哉　 ㈱オーユーシステム
☆準 優 勝 半田宗一郎　 ㈱滝沢鉄工所
☆第 3 位 福井　達揮　 吉備信用金庫高松支店
☆女性優勝 田枝　由衣　 ㈱千田組

１号車１号車 2号車2号車

岡山西商工会女性部は部員を募集しています。
私たちと一緒に地域を盛り上げましょう！ご参加お待ちしております。

第21回高松地区
市民チャリティーゴルフ大会の

寄付の報告

第21回高松地区
市民チャリティーゴルフ大会の

寄付の報告

【食事会場】「みたき園」鳥取県八頭郡智頭町

【敬称略】


