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さらなる支援力強化に向けて 
第 6回多可町商工会通常総代会開催 

 去る 5月 27日（火）、ベルディーホール大会議室において、第

6回目となる通常総代会を開催しました。 

 渡辺博明議長（㈲善徳織物：下三原）の議事進行により、提出

議案は全て満場一致で可決承認されました。 

 なお、青年部長の交代により、新たに高見大介氏（ランドグラフ

ィックス：曽我井）が理事に選任され、平成 26年度が本格的にス

タートしました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【提出議案】 

第 1号議案 平成 25年度収支補正予算承認の件 

第 2号議案 平成 25年度事業報告並びに収支決算承認の件 

第 3号議案 平成 26年度事業計画並びに収支予算設定の件 

第 4号議案 定款一部改正の件 

第 5号議案 欠員に伴う役員補充選任の件 

 
 
   会長あいさつ  三村 秀策 

 

 

 全国商工会連合会が国に要望していま 

した「小規模企業振興基本法案」が今国会 

で成立する予定です。これまでは中小企業 

のなかでも大きな企業に焦点が当てられていた国の施策が「小

規模企業に焦点を当てる」ことになり、地方の大多数を占める小

規模企業の振興を図るための施策が期待されます。 

多可町商工会では、引き続き会員事業所への巡回訪問を積

極的に行い、小規模企業振興基本法の成立を踏まえて支援力

強化を図り、より良い信頼関係を築きながら会員事業所の経営

力向上に向けた各種の支援事業を展開いたします。なかでも経

営革新等の新事業展開への取組みや高度化する経営課題に

対して積極的に支援してまいります。  

また、多可町との連携によるマル経融資利子補給制度の周

知や政府系金融機関の活用を図りながら、小規模企業の経営

を資金面からサポートいたします。 

 消費税増税に伴い購買力の向上と町外流出防止を図るため

の商業振興事業や、県連合会の助成を受けての地域活力増進

事業など地場産業の振興に向けた取組みや、多可町ふるさと産

業展、夏まつりへの協力など多可町と緊密な連携を取りながら

地域商工業の活性化に向けて努力してまいります。   

  （平成 26 年度事業計画 基本的方針より抜粋） 

＝平成 26年度重点事業＝ 
 

 

 

①計画的な巡回訪問と各種相談 

②「小規模企業振興基本法」制定に基づく新施策の普及 

③マル経融資の利用促進と利子補給制度の周知 

 

 

 

①経営革新に関するセミナー及び個別相談事業の実施 

②専門家派遣による経営力強化に関する支援 

 

 

 

①多可町共通商品券を活用した地域商業活性化事業 

②企業展の開催と企業間の連携強化 

 

 

 

①経営者・管理職のためのリーダーシップ研修会 

②事業継承スタートアップ応援事業 

③くらし安全・安心まちづくり事業 

 

 

 

①多可町ふるさと産業展での「播州織雑貨マルシェ」の開催 

②町内外の施設等での「播州織雑貨マルシェ」開催による 

 播州織の情報発信と PR 

③事業参画グループ、事業所の連携強化による組織化 

 

 

 

①商工会・青年部・女性部の組織強化 

②各種共済制度の普及・加入推進 

 

巡回訪問の推進・強化と窓口相談の充実 

経営革新支援及び専門家 
派遣による経営支援 

 

商工業活力支援事業の実施 

講習会・セミナー等の実施 

地域資源(播州織)活用による 
地域活力増進事業の実施 

 

経営支援機能・サービス強化による 
会員数・組織率向上と財政力強化 

 



   

 

   

   

 

 

          貸付決定 

件数 金額（万円） 
日本政策金融公庫 

(うち、経営力強化資金) 

24 

(4) 

17,070 

(2,100) 

日本政策金融公庫経営改善資金 49 25,400 

商工貯蓄共済 1 70 
地域産業振興基金 

(ひょうご産業活性化センター) 
1 1,000 

合計 75 43,540 

製造

業

建設

業

卸売

業

小売

業

飲

食・

宿泊

サー

ビス

業

その

他

年度当初 326 166 22 158 53 91 75

年度末 311 158 21 153 52 93 84

（H26.3 末現在） 

個人 557人 

法人 315人 

合計 872 人 

平成 25年度事業報告 
（議案書より抜粋） 

 

会員数 

経営

革新

経営

一般

情報

化
金融 税務 労働 取引

環境

対策

その

他

巡回 71 248 105 565 286 370 13 1 1404

窓口 116 235 19 264 485 458 34 1 341

創業巡回 13 2 3 1

創業窓口 17 13 8 1 7

金融斡旋 

●ビジネスマナー研修会【4/25】 

 

●商工会の金融相談日 

（一日公庫）【5/24】 

●フェイスブック講習会【6/5.12.26】 

●創業希望者のための無料相談会【6/17】 

           ●継ぐチカラ塾 

～後継者のための経営セミナー～【7/17～9/4】 

 

●商工会の金融相談日（一日公庫）【7/24】 

●ほめる達人になろう！【9/3】 

●消費税に関する個別相談会【9/5.12.19】 

●「人材力」「組織力」向上セミナー【9/18～10/2全 3回】 

●「現場力」「生産力」向上セミナー【11/6～11/27全 3回】 

●記帳と税金についての個別相談会【11/18】 

●POPのカリスマから学ぶ！ 

 売上がぐんぐん上がる POP 講習会 

 【11/26～12/3全 3回】 

 

 

 

●労働環境対策セミナー無料個別相談会【12/3】 

●商工会の金融相談日（一日公庫）【12/4】 

●所得税確定申告指導【2/15～3/17】 

●消費税確定申告指導【2/15～3/31】 

●所得税・消費税確定申告指導日【2/24.25.26】 

●中小企業診断士による個別相談会【3/6.7】 

 

講習会・講演会・専門相談 

【主な相談内容】 

経営革新 

 経営革新計画策定／ブラッシュアップおよび営業力強化 

経営一般 

 飲食店経営における価値創造 

 事業計画のブラッシュアップ 

 ものづくり革新補助金申請 

 事業承継／新事業展開 

 経営力向上／新規顧客獲得 

 経営活性化のための公的支援策の活用法 

 新商品開発／新事業のパッケージデザイン 

 保証債務解消に向けた進め方 

 来店者にやさしい店づくり／高付加価値の店づくり 

情報化 

 インターネット活用、ウェブマーケティング 

 営業ツールとしてのタブレットの活用ノウハウ 

 業務のＩＣＴ化について 

 アプリケーションの開発について 

 自社ＨＰの診断と改善 

 ＳＮＳを活用した情報発信戦略 

販売促進 

 プレゼンテーション、商品サービス説明 

 販路開拓、商品ＰＲの支援 

 チラシによる新規改装セールの集客対策 

 店舗レイアウト、ＰＯＰ、販売戦略 

 新メニューの試食とＰＲ方法 

 メニュー冊子作成／POP広告やチラシ作成指導 

 新製品の広報活動支援／プレスリリースによる広報ＰＲ 

 卸売機能の強化、新たな販路開拓 

経理 

 経理事務の見直しと中小企業会計基準 

 Ａ型事業所の管理および経理処理 

 売り上げデータの計数管理と今後の事業戦略 

労働 

 職場改善への取り組み方 

 労働条件の整備／労務管理および就業規則の作成 

 県起業支援型地域雇用創造事業への申請 

創業 

 創業支援、創業ビジョンと計画策定 

 創業補助金申請 

 開業に向けた広報、サービスの支援 

 新規開業店の店内ＰＯＰ、リピート対策、販促方法 

相談・指導実績 

専門家相談 64課題、94事業所 

延べ 142回指導 



 

  
●地場企業と近隣高等学校との懇談会（13社、9校）【7/2】 

●多可町ふるさとの夏まつり【8/15】 

●経営者・従業員定期健康診断（53社、325名）【9/24.25】 

●第 8回多可町ふるさと産業展【11/3】 

 

 

 

 

 

●たかちょうプレミアム商品券の発売【11/10】 

（7,000 セット 8,400 万円分 完売） 

●多可町技能功労者並びに優良従業員表彰式【11/22】 

●商工会報「はばたき」（第 9号）発行【12/2】 

●年頭に集う会【1/3】 

地域活力増進事業 
 
『播州織雑貨活性化プロジェクト』 

 播州織を素材にした手作り雑貨品 

 の可能性と新たな販路開拓の支援 

 

 

・町内外ものづくり事業所、グループ等意見交換会【5/9】 

・播州織雑貨活性化プロジェクト事業に伴う 

商品開発等について打合せ【6/13】 

・ＮＥＸＴ（播州織若手後継者グループ）と神戸芸工大との 

コラボレーション（生地デザイン）の提案打合せ 【6/20】 

・神戸芸工大とＮＥＸＴとの織物試織デザイン勉強会【7/1】 

・第 8回多可町ふるさと産業展「播州織雑貨市」を開催 

 （販売 9件 商品展示 3件）【11/3】 

・「多可町のええもんうまいもんフェア」 

      出店 2事業所【11/19】 

・姫路山陽百貨店本館 5階特設会場 

「播州織雑貨マルシェ」【2/5～2/11】 

 

青年部 
・ふるさとの夏まつり協賛事業 

・ふるさと産業展協賛事業 

・行政との意見交換会 

・GO!GO!婚 in多可(婚活サポート事業)  

・視察研修事業（亘理郡・仙台市） 

・消費税転嫁対策「ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ基礎講座」 

・「次代へ伝えたい言葉」作品集発行 

・INAC神戸サッカースクール事業 他 

 

 

労働環境対策事業 

『リーダー(管理職)向け！業績

ＵＰにつなげる職場改善のツボ』 

【9/3～12/3】 

・ほめる達人になろう!!キックオフ

セミナー 

・人財力・組織力向上セミナー 

・現場力・生産力向上セミナー 

・フォローアップ個別相談会 

地域総合振興事業 
若手後継者育成事業 

『継ぐチカラ塾 

 ～後継者のための 

経営セミナー～』 

【7/17～9/4】 

 

 

商業部会 
・多可町統一年末大売出し 

【12/12～21】 

・年末福引大会 【12/22】 

 

 

 

 

 

なかよしシール会 

・たかちょうプレミアム商品券

プラスとくとくセール 

【10/10～30】 

・第７回びっくり抽選会 

【1/22～24】 

・招待事業「カニと温泉日帰

り旅行」        【2/22】 

八商連シール会 

シール交換会   【12/22】 

工業部会 
・第3回北はりまビジネスフェ

アに 2社出展 

【10/18～19】 

・訪問型企業間交流 

【1/21】 

  訪問企業…㈱Ｉ.Ｓ.Ｔ加美 

          加美電機㈱ 

          太平金属㈱ 

 

 

建設業部会 
・視察研修事業 

（フジプレアム㈱、追尾型太

陽光システム見学他） 

【2/22】 

繊維部会 
・播州織パッチワーク展、播

州織ショールーム 

・播州織製品販売 

（於：ふるさと産業展）【11/3】 

・視察研修 

（和紙の布工房協議会、大

阪市内見学）     【2/7】 

女性部 
・町内企業見学 

・老人施設慰問（福祉活動） 

・ふるさとの夏まつり協賛事業 

・ふるさと産業展協賛 

・県外視察研修（児島ｼﾞｰﾝｽﾞｽﾄﾘｰﾄ） 

・消費税転嫁対策『知って得する！ 

 消費税転嫁対策セミナー』  

・商工会館花壇管理 他 

 

未来創造実践部 
・多可町空き店舗・空き倉庫 

 情報バンク HP開設 

・多可高×実践部 

 スイーツ開発プロジェクト 

・経営革新勉強会、経営革新実践塾 

 「ｷｯｸｵﾌｾﾐﾅｰ」、 「個別相談会」 

 「計画発表会」  

・大河ﾄﾞﾗﾏ「軍師官兵衛」における 

 杉原紙利用 PR 

  他 

 

 

部 会 



. 

 

 

 
 
 兵庫県の多自然地域（多可町含む）の空き家、空き店舗

（校舎、工場などの空室を含む）などの利用されていない施

設等を活用し、新たに IT関連の事業所、IT機器（サーバル

ーム等）を設置し、利用する事業者に対する補助制度。 

 【事業者の条件】 

 ・継続的に 3年以上の事業を行うこと 

 ・個人事業主の場合は多自然地域に居住すること 

  【補助内容】 

   賃借料   最大 180万円 

   通信回線使用料  最大 180万円 

   人件費（高度 IT人材）  180万円から 

   建物改修費   最大 150万円 

【問合先】兵庫県産業労働部産業振興局新産業課 

        ℡078-362-3054 

 商工会員向けの融資制度マル経融資（小規模事業者経営改善

資金融資制度）は、融資額の拡充や、多可町が返済当初 2 年間

の支払利息の半額を補助する独自の利子補給制度継続で、ます

ます充実しています。事業資金にぜひお役立てください。 

返済期間 運転資金 7年以内（内据置期間 1年以内） 

設備資金 10年以内（内据置期間 3年以内） 

利  率 年 1.45％（平成 26年 6月 25日現在） 

【申込要件】 

①常時使用従業員が商業・サービス業 5人以下、製造業・その他 

20人以下である事業者。 

②商工会の指導を 6 ヶ月以上受けている。 

③最近１年以上、多可町で事業を営んでいる。 

④所得税、法人税、事業税、及び県民税、住民税を全て完納。 

⑤日本政策金融公庫の非対象業種でない。(金融・保険業、娯楽業等) 
 
【多可町の利子補給制度の対象事業者】 
①多可町商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫より平成２５年 4 月 

 以降にマル経融資を受けた事業者 

②多可町の各種公共料金（町税、国民健康保険、上下水道料金など）を 

 完納している事業者 

 

パソコンの増設や、機器の導入など 

業務改善につながる経費の一部を補助 

 

支給対象 

労働保険に加入している事業所で、 

使用する従業員がいる事業所 

支給要件 

【賃金引上計画】 
事業場内で最も低い時間給（800円未満） 

を 40円以上引き上げる計画の実施 

【業務改善計画】 
賃金制度の整備や、労働能率の増進に 

資する設備導入に係る資金の一部補助 

（※いずれも計画書の作成が必要です。） 

支給額 

業務改善経費の 1/2で、上限 100万円 

（小規模事業者は 3/4） 

職員異動のお知らせ 
 

業務推進課 篠原恵美 （H26.6.30 退職） 

 多可町商工会合併協議会からお世話になり、約 6 年間商

工会で勤務させていただきました。今後は商工会での経験を

生かし皆様のお役にたてるよう努めたいと思います。 

 皆様のご健康とご多幸をお祈りしながら書中をもってお礼か

たがた退職のご挨拶にかえさせていただきます。 色々とお

世話になり、本当にありがとうございました。 

業務推進課 元井美幸 （H26.6.1 採用） 

 6月よりお世話になることになりました。多可町共通 

商品券業務、納税協会中支部、防衛協会事務を担当 

いたします。１日も早く仕事に慣れお役に立てればと思って

います。皆様の暖かいご指導よろしくお願い致します。  

賃
金
と
業
務
の
改
善
を
国
が
支
援 

業
務
改
善
助
成
金 

商工会の 

金融相談日 
（一日公庫）      

          商工業者の資金調達 

（創業資金・設備資金・運転資金） 

を応援します！ 

※低利で固定金利。手数料・保証料なし 

日時：7 月2５日（金） 11時～ 

場所：多可町商工会 
※事前の申込みが必要です。商工会までお問合せ下さい。 

【申込〆切：7月 18日（金）】 
（案件の内容によっては即日決済が可能です。） 

事業資金はマル経融資 
 

  融資額が 2000万円以内に拡充 

（従来の 1500万円以内から 500万円 UP） 

※1500万円以上は事業計画書の提出が必要になります 

町が利子の半額を 2年間補助 

  （平成 25年 4月 1日スタートの制度を継続） 
 
 

無担保・無保証・低金利 

新 

続 

【小規模事業者持続化補助金の第二次公募が取り止め】 
 予想を大幅に上回る申請があり、誠に残念ながら追加公募（二
次公募）は実施しない旨の発表がありました。準備を進めておら
れた皆様には申し訳ございませんが、何卒ご理解ください。 

 


