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   平成 28年度 事業計画（基本方針より抜粋）   

 「経営支援機能を強化し、会員企業の繁栄に貢献します」を基

本理念に、巡回訪問により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います。  

 経済産業大臣の認定に先駆け、独自で進めてきた「経営発達

支援計画」も、認定を契機に、伴走型小規模事業者支援推進事

業費補助金等を活用し、経営状況の分析や市場調査を踏まえ

た事業計画の策定支援、新たな需要・販路開拓、更に経営革

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

充実してまいります。 

 また関係機関とも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、そして信頼される商工会に向け

て邁進いたします。 

 さらに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も行うなかで、多可町

が新設した「商工連携室」と緊密に連携を図りながら、地域経済

の振興に取組んでまいります。 

 

＝平成 28年度重点事業＝ 

 

 

 

①地域の経済動向調査に関すること 

②経営状況の分析に関すること 

③事業計画策定支援に関すること 

④事業計画策定後の実施支援に関すること 

⑤需要動向調査に関すること 

⑥新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

 

 

①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 

②異業種交流事業による地域活力向上の推進 

 

 

 

①会員交流委員会新設による会員相互の親睦と交流の促進 

②町新部署「商工連携室」との緊密連携のよる地域経済振興 

③商工会・青年部・女性部及び未来創造実践部の組織強化 

④各種共済制度の普及・加入推進 

 

経営発達支援計画に基づく事業の推進 

地域活力向上のための支援事業 

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 

 

小寺会長を再任 
伴走型支援を充実し、会員相互の親睦を 

第 8回多可町商工会通常総代会開催 

 去る 5月 27日（金）、ベルディーホー 

ル大会議室において、第 8回目となる 

通常総代会を開催しました。 

 有田吉徳議長（㈱西脇印刷：中区鍛 

冶屋）の議事進行により、提出議案は 

全て可決承認されました。 

 なお、任期満了に伴う役員改選の件 

において、会長に小寺博史氏、副会長 

に數原宏幸氏が再任、もう 1名の副会 

長には清水賢彦氏が新任されるなど、 

新たな体制のもと、平成 28年度が本格 

的にスタートしました。 

 役　職 氏　　名 事業所 備　考

会　長 小寺　博史 (再任） ㈱こてら商店 加美区

副会長 清水　賢彦 (新任） ㈱清水商店 中区

副会長 數原　宏幸 (再任） 播磨染工㈱ 八千代区

理　事 竹内　政彦 (新任) ㈱竹内ガス水道工事 中区

〃 増田　福一 (再任） 北播トヨタ整備㈱ 中区

〃 有田　吉徳 (新任) ㈱西脇印刷 中区

〃 石塚　喜行 (再任） 石塚電建㈱ 中区

〃 梅田　雅広 (再任） 中町電業㈱ 中区

〃 園崎　茂樹 (再任） ㈱ゑびすや百貨店 中区

〃 徳岡　克博 (新任) 安心堂 中区

〃 杉本　安章 (再任） 新生化学工業㈱ 中区

〃 長谷川　賢一 (再任） 長谷川建設㈱ 中区

〃 藤本　博一 (新任) 交陽工業㈱ 中区

〃 高橋　正己 (新任) 高橋園芸 中区

〃 山口　伊宏 (新任) ㈲山口工業所 加美区

〃 森安　則夫 (再任） ㈲森安製材所 加美区

〃 永井　秀雄 (新任) ㈲加美鉄工 加美区

〃 笹倉　政芳 (再任） 笹倉政芳織布工場 加美区

〃 足立　公夫 (再任） ㈲アプラス 加美区

〃 木原　秀樹 (再任） きはら呉服店 加美区

〃 宇高　昌利 (再任） 兵庫中央バス㈱ 八千代区

〃 堀口　寿一 (新任) 堀口織物㈲ 八千代区

〃 内橋　寛聡 (新任) 京立建材㈲ 八千代区

〃 坂本　規文 (新任) サカモトメタル㈱ 実践部

〃 臼井　利哉 (新任) 臼井商店 青年部

〃 井上　あや子 (再任） 井上木材 女性部

監事 桑村　浩司 (新任) 桑村会計事務所 中区

監事 渡辺　博明 (再任） ㈲善徳織物 八千代区
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日本政策金融公庫          

貸付決定 

件数 金額（万円） 

一般・特別貸付 17 9,680 

経営改善貸付 39 22,770 

合計 45 32,450 

個人 542人・法人 316人 合計 858 人 

（H28.3現在） 

平成 27 年度事業報告 
（議案書より抜粋） 

 会員数 

金融斡旋 

●経営計画作成セミナー 【4/15.22】 

●源泉税納付指導【～7/20】 

●経営革新塾 2015キックオフセミナー 【7/17】 

●「魔法のおもてなし」 

 ビジネスマナー研修会【7/28.8/4】 

 

●金融相談日（一日公庫）【7/24】 

●マイナンバー制度説明会【9/18】 

●事業承継セミナー 

 【9/18、個別相談 2回】 

 

 

 

●創業セミナー「多可町創業塾」【9/19～10/10】 

 （※多可町との連携事業） 

●IT（動画）活用セミナー【10/1、個別相談 7回】 

●消費税増税×マイナンバーセミナー【10/21】 

●プレスリリースセミナー【11/27】 

 

 

●金融相談日（一日公庫）【11/25】 

●年末調整指導【～1/20】 

●創業セミナー「多可町女性創業塾」 

 【1/23～2/13】 （※多可町との連携事業） 

●ホームページ活用ミニ勉強会【2/4】 

●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【2/25.26.29】 

●経営計画作成のポイント【3/22.29】 

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 

 経営革新計画のブラッシュアップ 

 

経営一般 

 事業計画のブラッシュアップ 

 経営計画作成指導（小規模事業者持続化補助金） 

 経営計画作成指導（ものづくり革新補助金） 

 女性起業家向け補助金の計画書ブラッシュアップ 

 新規事業立ち上げに関する相談 

 機能性食材を使った商品開発の技術指導 

 事業承継に関する相談 

 製造加工の工程管理 

 従業員の人材育成による生産性向上について 

 個人事業から法人への移行に関する指導 

   

情報化 

 HPの新規作成に関する相談 

 HP と SNSの連動による情報発信相談 

 動画および SNSの活用法 

 プレスリリース等情報発信の手法 

 

販売促進 

 効果的なチラシ作成に関する作成指導 

 販路開拓に関する相談 

 商品の販路拡大とイベント実施に向けた広報に関する指導 

 パンフレット制作および広報活動に関する相談 

 店舗改装にかかるレイアウト相談 

 展示商談会開催に向けた相談指導 

 

労働 

 就業規則の再整備に関する相談 

 社会保険適用事業所のメリット等に関する相談 

 事業拡大に伴う雇用環境の整備に関する相談 

相談・指導実績 

専門家相談 

107事業所 
延べ 132回指導 



 

  ●多可町地域振興プレミアム商品券の発売【7/18】 

（10,000セット 1億 2千万円分 完売） 

 

 

 

●多可町ふるさとの夏まつり【8/15】 

●商工会報「はばたき」（第 12号）発行【9/1】 

●経営者・従業員定期健康診断（51社、307名）【10/14.15】 

●第 10回多可町ふるさと産業展【11/1】 

（播州百日どりグルメコンテスト表彰式・入賞作品展示） 

（異業種交流：「松か井の水」の試飲会） 

●多可町技能功労者並びに優良従業員表彰式【11/20】 

●商工会報「はばたき」（第 13号）発行【1/1】 

●年頭に集う会【1/4】 

地域活力増進事業 
『多可町グルメ開発による地域活性化』 

●多可町グルメコンテスト一次審査会【10/5】 

●多可町グルメコンテスト二次審査会【10/25】 

●多可町グルメコンテスト表彰式【11/1】 

（最優秀賞 1名、優秀賞 2名、審査員特別賞 2名） 

※多可グルメ研究委員会（5回開催） 

 

 

 

 

 

 

労働環境対策事業 
『「多可のしごと」の魅力発信による人材発掘・定着化事業』 

●事業所調査 10社【8/27～10/30】 

●ホームページ「仕事百科事典」開設【1/4】 

●「仕事百科事典」パンフレット新聞折込【2/22】 

※スタッフミーティング（2回開催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異業種交流活性化支援事業 

『多可町の名水を使用した地域活性化調査研究事業』 

●PR事業（夏まつり 8/15、産業展 11/1） 

●水源活用調査【10/5～27】 

●奥荒田地区役員との懇話会【11/4】 

●視察研修（福井県若狭町）【11/18】 

●公園取水者調査【1/28～30】 

●奥荒田取水地現場調査【2/2】 

●ボトルシュリンク包装調査【2/24】 

※異業種交流全体会議（3回開催） 

 

青年部 
●青年部全国統一絆事業（清掃活動） 

●ふるさとの夏まつり協賛事業 

●ふるさと産業展協賛事業 

●視察研修事業（ヤマト運輸羽田クロノゲート、靖国神社） 

●先輩に学ぶ経営セミナー 

●部員例会（8月：西脇青年会議所との合同例会、10月：マ

イスター工房八千代のターニングポイント、12 月：産業展

「夢が集う木」の意見交換会、3月：効果的な会議の作り方） 

●集合広告発行 他 

地域総合振興事業 

商業部会 
・多可町統一年末大売出し【12/13～22】 

・年末福引大会 【12/23】 

加美エコーシール会 

・プレミアム商品券発売記念キャンペーン【7/18～31】 

・ダブルプレゼントキャンペーン 【10/1～15、3/1～15】 

なかよしシール会 

・プレミアム商品券プラスとくとくセール【7/18～31】 

・第 8回びっくり抽選会【2/8～12】 

 

繊維部会 
・100 体の先染めシャツ展、播州織製品販売【11/1】（多可

町ふるさと産業展において） 

 

工業部会 
・第 5回北はりまビジネスフェア 3社出展  【10/16～17】 

 

三部会（繊維業・工業・建設業） 

・合同視察研修「国際フロンティア産業メッセ 2015」【9/3】 

女性部 
●さつまいもの栽培 

●シフォンケーキ教室 

●ふるさとの夏まつり協賛事業 

●ふるさと産業展協賛事業（栽培・収穫したさつまいもの「さ

つまいもスティック」等の販売） 

●部員間交流事業（丹波焼・陶芸体験～篠山城跡見学） 

●寄せ植え講習会 

●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 による物件調

査・情報発信 

●多可町議会との意見交換会 

●多可高等学校「職業人講和」協力 

●まちづくり・みせづくりセミナー 

●部員勉強会（債権回収に関する勉強会、会社設立に関

する勉強会） 

●多可町スイーツコンテスト 

●三重県いなべ市商工会視察受入 

●空き施設・空き店舗の友好活用と町内起業者の増加発

展に関するアンケート調査 

部 会 



 

各種お問合せ 

 〒679-1113 多可郡多可町中区中村町 125-1 

 TEL：0795-32-2161  FAX：0795-32-1699 

 E-mail：shokokai@taka-cho.jp 

 【事務局長】   原田 

 【経営支援課】 後藤・金高・本庄・横畑・藤原 

 【業務推進課】 足立・遠藤・岸本・宮内・石塚 

 

経営発達支援事業の内容 

地域の経済動向調査に関すること 

・経済動向資料の作成・公表【年 3回】 

・播州織業界への資料提供（経済動向資料分）【年 3回】 

 

経営状況の分析に関すること 

・個社ごとの経営分析【135件】 

・巡回件数【4,014件】 

 

事業計画策定支援に関すること 

・小規模事業者アンケート調査【1回】 

（神戸山手大学と連携） 

・事業計画策定支援【95件】 

・兵庫県よろず支援拠点活用【28件】 

（サテライト相談所利用） 

・創業支援企業数【45件】 

（多可町と連携し、創業セミナーを 2回開催） 

・経営革新支援企業数【17件】 

（経営革新セミナーおよび個別相談にて支援。27 年度承認

件数：7件） 

・事業承継支援企業数【18件】 

（事業承継セミナーおよび個別相談にて支援） 

・播州織事業者への相談支援【20件】 

（播州織若手グループ等を中心に支援展開） 

 

事業計画策定後の実施支援に関すること 

・会員向け情報発信の強化【16回】 

（メール・FAX等による情報発信） 

・「ミラサポ」メールマガジン購読の推進【広く周知】 

・創業希望者データバンク作成【リスト化】 

・空き物件情報の提供【2,000以上】 

 

需要動向調査に関すること 

・需要動向資料の作成・公表【年 3回】 

・播州織業界への資料提供（需要済動向資料分）【年 3回】 

 

新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・IT化支援企業数【23社】 

（ITセミナーおよび個別相談会にて支援） 

・プレスリリース等支援【20件】 

（プレスリリースセミナーおよび個別相談会にて支援） 

・展示会等への出展支援【43件】（延約 840社に情報提供） 

・播州織業界への人的支援【6回】（他産地とのコラボほか） 

 

 

 

 

地域経済の活性化に資する取り組み 
・多可町地域活性化検討委員会開催【4回】 

（多可グルメ研究委員会内での検討委員会） 

・ふるさと名物の検討【1事業】 

（県連地域活力増進事業の採決） 

・商業にぎわい創出事業【1事業】 

（朝から喫茶でスタンプラリー開催） 

 

経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力 

向上のための取り組み 

他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に

関すること 

・東・北播磨地区商工会連絡協議会での意見交換会【実施の

都度参加】 

・経営支援事例発表大会参加【1回】 

・近隣商工会との情報交換会【1回】 

（丹波市、加東市との情報交換会開催） 

・金融懇談会【2回】 

（日本政策金融公庫、県保証協会、 

町内信用組合・信用金庫の 

各支店） 

 

 

経営指導員等の資質向上等に関すること 

・全国連・県連等の研修参加【積極的参加】 

・中小企業大学校の研修参加【積極的参加】 

・経営指導員勉強会【12回】 

（経営指導員会議を毎月第 1金曜日開催） 

 

 

 

 

 

・指導・支援マニュアル作成【随時更新】 

（税務・金融・労務等のマニュアル更新） 

 

事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

・多可町経営発達支援計画検証委員会【2回】 

（専門家、小規模事業者代表、行政参加による経営発達支援

事業の検証および評価） 

経営発達支援事業 

【みみより Information メール会員募集】 

この「みみより Information」をメールで受信しませんか？ 

PDF ファイル形式なので、タブレットやスマホでも簡単にご覧いた

だけます。以下「各種お問合せ」にある E メールアドレスに、『み

みよりメール希望』の件名でメールをお送りください。 


