商工会員事業所の簡易ホームページ作成ツール

多数寄せられた要望をもとに、新機能を追加しバージョンアッ
プが図られました。

デザインプレートが

プレビュー画面を見ながら

40 パターンから

ホームページの編集作業

64 パターンに増加

ができる

商品ページ画像点数が
4 枚から 9 枚に増加

一度にアップできる画像

ふるさと多可町での起業チャンス
ＵＪＩターン起業者のための
補助金制度ご案内
（ＵＪＩターン者起業支援）
県外での職業経験やネットワークを生かし、ＵＪＩターン
により兵庫県へ移転し、県内で起業・第二創業を目指すＵ
ＪＩターン起業家の新規事業開発や新事業展開を支援
する制度です。
対象者

容量が 2MB から

平成 26 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月末日までに、県内で

10MB に大幅増加

新たに起業や第二創業をした方、またはする予定の方で、
平成 27 年 3 月 20 日から平成 28 年 3 月末日までに、県外

オンライン販売に顧客管

注文管理機能が追加さ

理機能が追加。購入履

れ、「残りわずか」「売り切

歴等の把握が可能に

れ」などの表示が可能に

から兵庫県へ移転し、かつ、平成 31 年 3 月末日まで県内に
居住し続ける意思を有する方
補助額
上限 200 万円（補助率：概ね 1/2）
対象経費

オンライン購入者の最終

facebook、Youtube

購入日・購入回数・購

等の SNS のソースコード

買金額の分析が可能に

を設置、連携が強化。

現ページのリニューアルや、新たにページ設定等、お気軽に
お問合せください。

事務所開設や備品購入、広告宣伝等以外にも引越代や移
転後の住居家賃等の移転に要する経費も対象
受付期間
常時受付（予算消化次第終了）
【問合せ】 ひょうご産業活性化センター
創業推進部新事業課 ℡078-230-8110

商工会員の皆様へ

みみより！ Information

＝Vol.21 2015.6.18＝

多可町商工会
TEL 32-2161

FAX 32-1699

E-Mail : shokokai@taka-cho.jp
URL : http://www.taka-cho.jp
facebook : http://www.facebook.com/takachoshokokai

小寺博史氏が会長就任 商工業発展に尽力
第 7 回多可町商工会通常総代会開催
去る 5 月 27 日（水）、ベルディーホール大会議室において、第

＝平成 27 年度重点事業＝

7 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：八千代区下三原）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、欠員に伴う役員補充選任の件において、会長に小寺博

経営発達支援計画に基づく事業の推進
①地域の経済動向調査等の実施

史氏、副会長に數原宏幸氏をはじめ新たな理事が以下のとおり

●経営状況分析に関する支援の強化

選任され、平成 27 年度が本格的にスタートしました。

●計画的な巡回訪問の実施及び、経営課題解決のための

≪新たに選任された役員≫
【会長】

小寺 博史 （㈱こてら商店：加美区寺内）

支援実施
●地場産業に関連した経済情報の提供

【副会長】 數原 宏幸 （播磨染工㈱：八千代区下野間）
【理事】

梅田 雅広 （中町電業㈱：中区中村町）

【理事】

渡邉 尚樹 （行政書士わたなべ法務事務所
：加美区鳥羽）※青年部長

【理事】
【提出議案】
第 1 号議案
第 2 号議案
第 3 号議案
第 4 号議案

井上あや子 （井上木材：加美区清水）※女性部長

②小規模事業者の経営基盤強化に資する取り組み
●伴走型支援強化のための事業者アンケートの実施
●補助金活用支援を含めた経営計画の策定支援強化
③創業・第二創業（経営革新）支援

平成 26 年度収支補正予算承認の件
平成 26 年度事業報告並びに収支決算承認の件
平成 27 年度事業計画並びに収支予算設定の件
欠員に伴う役員補充選任の件

平成 27 年度 事業計画（基本方針より抜粋）
昨年６月に「小規模企業振興基本法」が成立し、国が小規模
企業への支援をこれまで以上に重点的に行い、また９月には内
閣に「まち・ひと・しごと創生本部」が設置され、地域創生に向け
ての国の方針が示されました。
多可町商工会では、巡回訪問による会員事業所との信頼関
係を築きながら課題解決のための経営支援を行うとともに、国の
方針に沿い小規模事業者の持続的な発展と地域の活性化に向
けた「経営発達支援計画」を策定して、経営状況の分析や市場
動向を踏まえた事業計画の策定支援、新たな需要・販路開拓、
さらに経営革新や第二創業支援など会員企業に寄り添った伴
走型の支援を行ってまいります。
また、行政や関係機関と密接に連携しながら新規創業者の発
掘や創業支援など、提案する商工会に向けて取り組みます。
今年度も地域内消費を活発化するために、多可町の支援を受
けてプレミアム商品券を発行いたします。また、地域資源を活用
した地域活力増進事業の実施や多可町ふるさと産業展への積
極的な協力など、多可町と緊密に連携を取りながら地域商工業
の活性化に取り組んでまいります。

●多可町と連携した地域内創業者支援体制の強化
●経営革新挑戦企業の発掘及び承認取得支援
●事業承継に関する支援体制の強化
④事業者の需要開拓に向けた支援
●事業者の情報発信・PR 体制強化に向けた支援展開
●事業者の販路拡大に向けた情報発信及び伴走型支援
の実施

地域活力向上のための支援事業
①プレミアム付商品券を活用した地域商業の活力増進事業
②地域資源活用による地域活力増進事業（「ふるさと名物
の開発」）の実施
③異業種交流事業による地域活力向上の推進

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
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

平成 26 年度事業報告

相談・指導実績

（議案書より抜粋）

会員数
350
300
250
200
150
100
50
0

個人 551 人・法人 319 人
会員動向

合計 870 人
（H27.3 現在）

経営 経営 情報
環境 その
金融 税務 労働 取引
革新 一般 化
対策 他
飲 サー
製造 建設 卸売 小売
その
食・ ビス
業
業
業
業
他
宿泊 業

年度当初 310

158

21

152

52

98

81

303

155

21

155

51

102

83

年度末

巡回

56 782 97 192 291 471

窓口

50 548 39 127 379 208 14

創業巡回

2

創業窓口

6

3

1 1366
1

212

専門家相談
【主な相談内容】

金融斡旋
日本政策金融公庫
(うち、経営力強化資金)

貸付決定
件数 金額（万円）
11
13,680
(2)
(1,350)

日本政策金融公庫経営改善資金
商工貯蓄共済
地域産業振興基金
(ひょうご産業活性化センター)
合計

33
0
1

20,180
0
1,000

経営革新
経営革新計画策定
経営革新計画のブラッシュアップ

27 課題、73 事業所
延べ 102 回指導

経営一般
事業計画のブラッシュアップ
不動産取得における近隣トラブルへの対処について
企業間の経営締結等に関する企業法務指導

45

34,860

自社の資金管理及び投資計画等について
６次産業化事業立ち上げに向けた指導

講習会・講演会・専門相談

自社の収益性改善に向けた指導
社内体制の強化について

●ビジネスマナー研修会【4/22】

経営計画作成指導（小規模事業者持続化補助金）

●よくわかる！経営計画作成の

経営計画作成指導（ものづくり革新補助金）

ポイント 【4/21.28】
●源泉税納付指導【～7/20】

情報化

●商工会の金融相談日

HP および SNS の活用について

（一日公庫）【7/25】

HP を活用した効果的な情報発信について

●経営革新塾 2014 キックオフセミナー 【7/28】

自社 HP 作成に関する心得
HP 改善・作成および活用指導

●リーダーシップ力実践セミナー

会社の設備増強・新事業展開に伴う情報発信に関する指導

【9/4～10/8 全 4 回・個別相談】
販売促進
●二度見必至！目も心も惹きつける

シルバー世代のための来店者にやさしい店づくり

気になるお店づくりセミナー

新商品の販路開拓・広報ＰＲについて

【9/22～10/15 全 3 回】

機能性食材を使った商品開発、メニュー開発について
商品パンフ、ＤＭチラシのデザイン指導

●商工会の金融相談日（一日公庫）【11/25】
●年末調整指導【～1/20】
●経営プラン作成セミナー【1/29】
●コンテンツマーケティングセミナー【2/2】

看板設置及びＰＯＰ作成指導
店舗レイアウトに関する実践指導
経理
財務改善と販路開拓

●所得税確定申告指導【2/16～3/16】
●消費税確定申告指導【2/16～3/31】
●所得税・消費税確定申告
指導日【2/26.27、3/2】

労働
労務環境の整備に関する指導
労働環境改善のための就業規則指導（改善及び作成指導）

地域総合振興事業

ひょうご「まちおこし」支援事業

●地場企業と近隣高等学校との懇談会（13 社、9 校）
【6/30】
●多可町ふるさとの夏まつり【8/15】
●商工会報「はばたき」（第 10 号）発行【9/1】
●経営者・従業員定期健康診断（52 社、305 名）
【10/23.24】
●多可町共通商品券(得とくパッケージ)の発売【10/19】
（3,000 セット 3,300 万円分 完売）
●第 9 回多可町ふるさと産業展【11/9】
（「企業展示」 出展 42 事業者）
●多可町技能功労者並びに優良従業員表彰式【11/21】
●商工会報「はばたき」（第 11 号）発行【1/1】
●年頭に集う会【1/4】

労働環境対策事業
『リーダーシップ力実践セミナー』 【9/4～10/8】
講師：㈱フェアウィンド 中井嘉樹氏

若手後継者育成事業

『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
・播州織生地を利用した加工紙の制作打合せ【7/7】
・「テキスタイルマルシェ in Kyoto.vol6」出店（4 事業所）
【7/25】
・「小さな街のカントリーパーティーin 岡山ドーム」視察研修会（18
名参加） 【9/15】
・「売上倍増・POP 講習会」受講（7 名） 【9/22.10/9】
・「店舗レイアウト講習会」受講（6 名） 【10/15】
・「北はりまビジネスフェア」出展（1 事業所） 【10/17.18】
・「多可町のええもんうまいもんフェア」出店
（2 事業所） 【10/25】
・第 9 回多可町ふるさと産業展「播州織雑貨マルシェ」開催
（販売 11 件） 【11/9】
・「北はりま元気市」出店 （4 事業所）
・イオンモール加西北条店にて「播州織雑貨マルシェ＆多可町物
産店」開催 （マルシェ 10 件、物産展 11 件） 【12/2～7】

青 年 部
『事業承継スタートアップ応援事業』 【2/26】
「商才覚醒セミナー」
講師：㈲インタープレフマネジメント 宇治川一清氏
女 性 部
『くらし安全・安心まちづくり～小さな思いやり大切な力に～』
●住みよいまちづくりアンケート調査 【9/1】
●県外視察研修（滋賀県高島市商工会女性部） 【11/26】
●まちづくりセミナー 【1/16】
「魅力的な地域には魅力的な人物が存在する
～地域づくりは人づくりにつながる～」
講師：県商工会連合会チーフアドバイザー 天崎啓一氏
●まちづくり講演会 【2/1】
「人にやさしいまちづくり ～高齢社会をともに考える～」
講師：グンゼ㈱社外取締役・元尼崎市長 白井文氏

異業種交流活性化支援事業
多可町の名水を活用した地域活性化調査研究事業
【8/28～3/19】
講師：㈱フェアウィンド 中井嘉樹氏

地域内資金循環等新事業開発検討事業

播州織産地の持続的発展に向けた若手後継者による視察
研修事業

商業部会

部 会
繊維部会

・多可町統一年末大売出し
【12/11～21】
・年末福引大会 【12/22】
加美エコーシール会
・ダブルプレゼントキャンペーン
【7/28～8/10】
・視察研修旅行
（「Lady Kaga」と「まちゼミ」をめぐ
る旅）
【9/17.18】
なかよしシール会
・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】

建設業部会
・視察研修事業
（エフアールピーサポートサービ
ス㈱、国際フロンティア産業メッ
セ 2014） 【9/4】

・播州織パッチワーク展
・播州織製品販売
（於：ふるさと産業展）【11/9】
・視察研修
（福井県立工業技術センタ
ー見学ほか）
【2/3】

工業部会
・第 4 回北はりまビジネスフェ
ア 6 社出展 【10/17～18】
・視察研修
「3D プリンターとものづくりの
動向を学ぶ」（神戸市ものづ
くり復興工場、MAKER‛S 本
店）
【3/18】

【9/26.27 今治】 【11/24.25 東京都】

青年部

女性部

未来創造実践部

●ふるさとの夏まつり協賛事業
●ふるさと産業展協賛事業
●多可町長との意見交換会
●視察研修事業（㈱マチトビラ、知覧特攻平
和会館、坂元醸造㈱黒酢情報館）
●INAC 神戸サッカースクール事業
●部員例会（8 月：青年部員に学ぶ事業拡大

●町内企業見学
（グリーンヴィラ妙見、㈱清水環境産
業、多可町学校給食センター）
●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（高島市商工会）
●料理講習会（おせち料理色々）
●プリザーブドフラワーのミニアレン
ジ講習
●商工会館花壇管理 他

●多可町空き店舗・空き倉庫情報バ
ンク HP による物件調査・情報発信
●多可高×実践部スイーツ開発プロ
ジェクト
●空き施設等の利用促進に関する研
修会
●スマートフォン活用セミナー
●Facebook セミナー
●多可町議会との意見交換会
●県外視察研修（NPO 法人グリーン
バレー）
●玉木新雌氏を招いて経営勉強会他

のススメ、10 月：知っておきたい雇用の基礎
講座、12 月：商工会の使い方、2 月：会社の
社長は保険がお好き）
●集合広告発行 他

