
 

 『北播磨おいしんぼ館』では、北播磨地域の農産物・農産加

工品・地場産品等の販売を通じ、地域の魅力を発信しており

ます。このたび、北播磨おいしんぼ館のさらなる賑わいづくりを創

出するため、店頭でのＰＲ販売を実施される方を募集します。 
 
【販売場所・時間】 

北播磨おいしんぼ館店頭（神戸元町六丁目商店街内） 

11:00～19:00  ※水曜日は休館日です 

【販売品目】 

北播磨地域の農産物、農産加工品、地場産品 等 

【使 用 料】 

無料  テーブル１台とのぼり立て２本を提供します 

【お問合せ】 

北播磨おいしんぼ館 TEL 078-599-7372 

（担当：山下） 

たった 2枚の計画書から 

経営力をグッと高める 

「経営力向上計画」作成セミナー 

 先月の「みみより Information」でもお伝えしましたが、今年

7月に、「中小企業等経営強化法」が施行されました。 

 この法律では、国が設定した業種ごとの特性に応じた指針に

基づいて「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けること

で、新規の設備投資に対する固定資産税の 3 年間半減や

低利融資等の金融支援を得られる場合があります。 

 これらの支援を得るためには、「経営力向上計画」を作成す

ることが必要になりますが、この計画書は原則たったの 2枚。 

 作成のポイントさえつかめば、きっとスムーズに申請まで進むこ

とができるはずです。 

 つきましては、分かりやすい話で定評のある藤尾政明氏をお

迎えして、作成支援のためのセミナーを開催します。 

 

 

 

  

 
  

 ぜひこの機会に経営力のさらなる向上に取り組みましょう。 

 日時 ： 9月 13日(火) 19:00～21:00 

 場所 ： 多可町商工会館 2階 会議室 
 

 申込希望の方は、FAX（またはメール・郵送）にて 8 月 26

日にご案内した文書の「受講申込書」に明記の上、お申込みく

ださい。紛失された方は、事務局までお問合せください。 

（担当：金高・横畑） 

国が運営する経営相談窓口 
「よろず支援サテライト相談所」 

9月から商工会に移転 

 中小企業・小規模事業者のための無料経営相談所として、

国が全国に設置しており、県内では5ヶ所に設置されている「よ

ろず支援サテライト相談所」。北播磨・丹波地域は、今までは

多可町役場が会場となっていましたが、役場庁舎建設工事に

伴い、9月から相談会場が商工会に移転となります。 

 この「よろず支援」は、無料で何回でも利用できる相談窓口

で、解決が困難な経営課題を、相談員のチームによる支援を

受けることができ、もちろん商工会職員も同席して課題解決に

向けてサポートします。 

 より利用しやすくなったサテライト相談所へ、ぜひお気軽にご相

談ください。 

 

相談日：毎月第 3木曜 11:00～17:00（1社 1時間） 

      （H28）9/15、10/20、11/17、12/15 

      （H29）1/19、2/16、3/16 

※相談ご希望の方は商工会までご連絡ください。 

（担当：経営支援課） 

 多可町創業セミナーでは、ビジネスプランの作成や創業事例

の紹介、販路拡大のヒントなど、実際の創業に役立つ内容の

講座を計 4回行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

多可町長から『修了証書』を授与されます！ 

『多可町創業・起業支援補助金』の受給資格が得られます！ 

 

 受講される方は、商工会職員が全面的にバックアップしま

す！身近な相談相手として、お気軽にお問合せください。 

 詳しくは、9 月 4 日(日)の新聞折込チラシや、多可町商工

会のホームページをご覧ください。 

 第二創業をお考えの方や、創業して間もない方もご参加いた

だけます。新規創業をされる方がお知り合いにいらっしゃいまし

たら、ぜひお知らせください！     （担当：金高・本庄） 

 
9 月 28 日(水) 第 1講 創業とは… 

10 月 5 日(水) 第 2講 売り方のコツを学ぶ！ 

10月 19日 (水) 第 3講 資金計画の立て方 

10月 26日 (水) 第 4講 創業に必要な知識 

※いずれも 17:00～19:00 商工会館にて 

全日程を受講されると… 

開講日 

●経営力を着実に向上させたい方 

●設備投資をご検討中の方 

●補助金等の経営支援策をもっと活用したい方 

●今の経営をみつめなおしたい方 

●会社のビジョンや中期計画を明確にしたい方 
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自慢の商品をおいしんぼ館で 

販売してみませんか？ 
？？? 

あなたの夢・あなたの想いをカタチに・・・ 

創業塾開講！ 
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オムニチャネルに対応する 
次世代の百貨店  

『㈱そごう・西武』との個別商談会 
 

オムニチャネルとは、実際に存在する店舗での商品販売と、

インターネット上のバーチャル店舗での販売を連携させた、新し

い購買スタイルやそれらの取り組みを指します。独自のオムニチ

ャネル施策を展開している企業(㈱そごう・西武)との個別の商

談会です。貴社の販路拡大に、ぜひご活用ください！ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【商談対象品目】 

  食品・雑貨(ファッション雑貨・インテリア雑貨他) 

  婦人服・紳士服・子供服 

  ※「新しい視点」や「独自性」、または「ストーリー性」のある 

    商品をご提案ください。 

【日 時】  9月 28日(水) 10:00～17:00頃 

【場 所】  神戸市産業振興センター会議室 

【締 切】  9月 9日(金) 定員 15社 

【費 用】  5,000円(兵庫県内商工会員価格) 

【お問合せ】  神戸商工会議所 月例商談会担当 

TEL 078-367-2010 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

㈱そごう・西武ＨＰ：http://www.sogo-seibu.co.jp/ 
 

（担当：本庄） 

商談会情報 

多可町商工会通信 

みみより Information 

旬の話題を毎月お届けします 

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・山下 

 【業務推進課】 足立・遠藤・岸本・宮内・石塚 

 

  

店主が先生、お客さんが生徒、お店が教室

になる『多可まちスクールスタンプラリー』を、9月25日まで開催

しています。町内20店舗が参加し、9月には 37スクールが予

定されています。楽しいスクール盛りだくさんなので、会員の皆さ

んもぜひ受講されてはいかがでしょうか。詳しくは 8 月 14 日折

込のパンフレット(商工会にも設置)をご覧ください。たかめぐり

HP にも掲載中。(http://takameguri.com/) （本庄） 

職員コラム 

「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 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。 

 今回お譲りするショーケースは、平成 15 年 5 月から多可町

本庁舎で会員様が生み出す「特産品」を来庁者に紹介してま

いりましたが、この度の新庁舎建築で、その役割を終えることに

なりました。 

 つきましては、そのショーケースをご活用いただける会員様がい

らっしゃいましたら無償でお譲りいたします。 

  

【物 品】 ショーケース（FH53） 

      フレームカラー：シルバー 

      サイズ：Ｗ1500mm×D450mm×H1214mm 

       棚 ：D300mm×3段 
 

【期 限】 平成 28年 9月 7日(水) 
 

【その他】 商工会館、玄関の現物をご確認ください。 

      先着で 2人の会員様を受け付けいたします。 

      移動は各自でお願いします。 

                          （担当：原田）  

 

 

自社製品のディスプレイなどに！ 

ショーケース(2台)を無償でお譲りします 

 

 社会的課題の一つと言われる「事業承継」。 

 多可町でも、高齢化に伴う廃業の増加が地域課題となって

おり、目には見えなくても地域の資源と言える事業の経営ノウ

ハウは、少しでも絶やさない努力が必要だと思われます。 

 最近では親族以外への承継に可能性を見出す事業者も増

えており、事業継続のカタチは時代によって変化しています。 

 いつ、誰に、継がせるのか。今、本気で考えてみませんか。 

 現在、10 月 11 日(火)15:00～17:00 開催で、セミナー

の準備を進めています。まもなくFAX等にてご案内いたしますの

で、受講のご準備をお願いします。  （担当：金高・横畑） 

いつ、誰に、継がせるのか 

あなたは、いつ、本気で考えますか？ 

「事業承継セミナー」まもなく開催 予告 

             
（主な予定のみをピックアップしています） 

      

3-4日 青年部県外視察研修 

6-7日 近畿ブロック商工会青年部交流会・主張発表大会 

7-8日 近畿ブロック商工会女性部交流会・主張発表大会 

7-9日 東京インターナショナルギフトショー 

8-9日 国際フロンティア産業メッセ 2016 

13日 経営力向上計画作成セミナー 

15日 敬老の日制定 50周年記念式典 

28日 創業塾(第 1講) 

9月の予定 


