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【伴走型小規模事業者支援推進事業】

令和元年度

経営計画作成個別相談会

受講者
募集

持続化補助金申請に役立つ
講師 遠藤 陽介 氏 （中小企業診断士）

会場 稲敷市商工会館（稲敷市江戸崎甲548-3）
◆対象…商工会員（※小規模事業者）
◆定員…20 名（申込順） ◆受講料…無料

個別支援
期

間

10 月中旬〜2 月中旬
9：30〜16：30 の間で、個別時間割
を組み実施

内

容

・経営計画書、事業計画書等作成支援
・持続化補助金申請書類作成支援

令和元年度

この相談会は、自社の経営分析
を通して、経営における強み・弱
みを把握し、経営計画書・事業計
画書を作成、販路開拓・売上向上
を目指す内容となっております。
さらに持続的発展に向け、「小

規模事業者持続化補助金（限度額
50 万円補助金）」申請書作成を
支援いたします。

小規模事業者とは・・・
常時使用する従業員数が以下の
通りの事業所です。
◎卸売業・小売業・サービス業
･･･5人以下
◎サービス業
うち宿泊・娯楽業･･･20人以下
◎製造業・建設業その他
･･･20人以下

（担当：古川・石田・黒羽）

経営革新セミナー 補助金獲得にも役立つ

受講者
募集

中小零細企業にとっては厳しい状況が続く今だからこそ、事業所の将
来を考えるまたとないチャンスです。
下記の項目にどれか１つでも当てはまりましたら、今年こそ経営革新
（新しい取組み）
にチャレンジしてみませんか？
このセミナーでは、専門家の個別支援を受けながら各事業所独自の「経
営革新計画」
を作成し、県に申請、承認を目指します。

１ ．新商品や新サービスの開発または生産・提供をしたい
２ ．新しい販売方式を検討している
３ ．以前と比べ利益が上がらなくなってきた
４ ．事業承継を考えている
５．
新しい取組みを考えたいが何をしたらよいかわからない
６ ．補助金の活用を検討している

担当：古川・石田・黒羽

稲敷市商工会

講師 遠藤 陽介 氏 （中小企業診断士）

会場 河内町商工会（稲敷郡河内町長竿3566-1）
◆定員…20 名（先着） ◆受講料…1,000 円

集合研修 ９月 27 日
（金）18 時〜 20 時
個別支援 10 月１日
（火）〜 11 月 26 日（火）
※個別支援の実施日時は、事業所ごとに後日調整いたします。

〒300-0504 稲敷市江戸崎甲548-3 Tel.029-892-2603 Fax.029-892-4964
ホームページ http://www.inashiki.or.jp/ メール mail@inashiki.or.jp
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事業報告

女 性 部

社会に貢献する

青 年 部

2019いなしき夏まつり
花火大会に出店しました

●４月 チューリップまつり踊り参加

●５月ゴキブリ団子作り講習会

令和元年８月２４日（土）に行われた
『2019いなしき夏まつり花火大会』に於
いて『稲敷市商工会青年部による幻の焼
きそば』を販売しました。毎回大変ご好
評をいただいており、用意した850食が
完売になりました。
お買い上げいただきました
皆様ありがとうございまし
た！
またのご来店をお待ちして
おります！！

第21回 INASHIKIカップリングパーティーを開催しました
●６月視察研修会
（千葉県 ダイヤと花の大観覧車・よしもと幕張劇場他）

●７月 江戸崎祇園祭踊り参加

●８月 いなしき夏まつり模擬店出店

【今後の事業】 11 月 2 日（土）文化祭模擬店 出店

女性部員募集！

仲間の輪を広げて稲敷市を盛り上げませんか？？
業種が違う方とも交流がもてますよ！！

●資格①商工会の会員もしくはその配偶者または会員の親族で事業に従事し
ている方②年齢制限なし●年会費／3,000円

令和元年 第４回

令和元年９月７日（土）に土浦市「ウェディングリゾートフ
ランベルアムール」にて稲敷市商工会青年部主催の「ＩＮＡ
ＳＨＩＫＩカップリングパーティー」を
今月開催しました。
このイベントは稲敷市の若者に新し
い出会いの場をを提供しようと計画し
たもので、毎回キャンセル待ちが出る人
気企画です。カップル成立した参加者の
皆様おめでとうございます♪
次回は 2 月に開催予定です！皆様の
エントリーをお待ちしています。

青年部員
募集！

稲敷市商工会青年部では経営者、後継者としての資質向上を目
的とした様々な事業や地域貢献事業などを実施しております。ま
た、地域事業者との仲間づくりの場として是非ご活用下さい。
＜主な事業＞○INASHIKIカップリングパーティー事業（地域貢献事
業）○稲敷BASSトーナメント（観光事業）○チューリップ祭りへの
協力 ○いなしき夏まつり花火大会への協力 ○野球大会（親 睦 事 業 ）
○ゴルフ大会（親睦事業）
●資格①商工会の会員で４5歳までの経営者・後継者・従業員②青年部活動
に賛同いただける方●年会費／8,000円（初年度は無料です）
●お問い合わせ／稲敷市商工会／担当：大熊まで

稲敷創業塾 スタート！

商工会では、稲敷市、日本政策金融公庫土浦支店、茨城県信用保証協会及び市内金融機関と連携し『稲
敷創業塾』を平成２８年度から実施しており、これまでにも受講された多くの方が、市内において様々な
業種で創業し事業を営んでおります。
本年度も８月２２日（木）に第１回がスタート、約 1 ヶ月間（計９回）に亘って１２名の受講者の方が自
身の夢の実現に向け中小企業診断士・税理
士・社会保険労務士の専門家より創業して
成功するために必要な「経営」
・
「財務」
・
「人
材育成」・「販路開拓」の知識を学ぶため頑
張っております。
なお、創業塾を受講された方は、稲敷市よ
り証明書が発行され利子補給や市創業補助
金などの優遇措置を活用できるメリットが
あり市内で創業をお考えの方は、
『稲敷創業
稲敷創業塾で『がっちり！』夢を叶えます。
塾』の受講を商工会ではお勧めしておりま
す。
（次回は令和２年８月頃 開催予定）
稲敷創業塾で『がっちり！』夢を叶えます。
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事業資金は、低利な自治金融を
ご利用ください。

新会員紹介
●建設業部会
合同会社川翔

稲敷市鳩崎 431.432-1

正植門

稲敷市月出里 299-7

資金使途
運転資金／設備資金
保証限度額
保証期間

golden cabbage 稲敷市江戸崎甲 934-3
江戸崎センタービル 1Ｆ106
小貫農園

担保

返済方法

必要に応じて

元金均等分割払い

●サービス業部会
小池物流

（個人事業主の方は原則不要）

7年以内

稲敷市浮島 1411-5

貸付利率

（順不同敬称略）
（令和元年8月31日現在）

※貸付利率は令和元年９月現在。
経済情勢により変わります。

最低賃金

県で働く労働者に適用される最低
賃金となります。もし茨城県で働
いていて、この金額に満たない時
給で働いていたら、それは違法状
最低賃金 2019 〜 2020 の近隣県の比較表
態にあるということです。定めら
都道府県名 2019年9月30日まで 2019年10月1日から
増加額
れた金額を支払わない雇用主は、
茨城県
822 円
849 円
27円
50万円以下の罰金刑に処される可
栃木県
826 円
853 円
27円
能性があります。
群馬県
809 円
835 円
26円
埼玉県

898 円

926 円

28円

千葉県

895 円

923 円

28円

東京都

985 円

1,013 円

28円

茨城県の地域別最低賃金
令和元年度の茨城県の最低賃金は、
時給「849円」です。これは令和元年
10月1日に定められ、次回の改定日
（原則として1年後）が来るまで、茨城

※詳しくは、商工会金融担当にお問
い合わせください。
※融資に関しましては、金融機関及
び当協会の審査の結果、ご希望に
沿えない場合があります。

年 1.11 ％

稲敷市上根本 8352-1

※信用保証料の全額補助が受けられます。

連帯保証人
原則法人代表者のみ

1,000万円

●商業部会

信用保証料率
年0.45％〜年1.90％

最低賃金とは？

わなければなりません。
最低賃金には全産業共通の「地
域別最低賃金」と、これと別途に
設定される特定産業向けの「特定
最低賃金」の2種類があります。こ
のうち「地域別最低賃金」は、最
低賃金審議会の調査審議に基づき
都道府県単位で設定され、その地
域内の事業場の全てに対して適用
されるものです。

最低賃金は、最低賃金法に基づ
き国が定めた賃金の最低限度額の
ことを言います。正社員、パー
ト、アルバイトなどの勤務形態に
関係なく、使用者は労働者に対し
て、最低賃金額以上の賃金を支払

必ずチェック
最低賃金！
使用者も、
労働者も。
最低賃金は10月１日が発効予定です。

市内事業者の皆様へ

商工会では、
会員を募集しています。
経営に関する身近なサポーター ！稲敷市商工会に入会しませんか！
新規に創業予定の方や創業まもない方
経営でお困りのことはありませんか？
稲敷市商工会は、稲敷市内の商工業者を支援するため
に法律に基づいて設置された経済団体です。お気軽に
お問い合わせください。【随時受付】

稲敷市商工会

あなたの企業のちからになります。

〒300-0504 稲敷市江戸崎甲548-3 Tel.029-892-2603 Fax.029-892-4964
ホームページ http://www.inashiki.or.jp/ メール mail@inashiki.or.jp
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焼肉酒場

いなしきのなかまたち 会員紹介

正之佑
↑１２５号

「炙り」という食へのこだわり

おすすめ品

しゃぶ焼きロース

稲敷市文化祭

青木啓泰会長逝去

とん善
←美浦
和食
あおやま

個室あり／全面喫煙可

江戸崎眼科
県道206号

125号→

ネッツトヨタ

事業所名：焼肉酒場 正之佑（やきにくさかば しょうのすけ）
住
所：〒300-0508 稲敷市佐倉3295-1
営業時間：ラ ン チ／12：00〜15：00（Lo14：30）
ディナー／17：00〜22：00（Lo21：30）
定 休 日：火曜日
Ｔ Ｅ Ｌ：029-846-4109
Ｕ Ｒ Ｌ：https://localplace.jp/t200444687/index.html

稲敷市商工会

チャリティーゴルフ大会
稲敷市商工会では、会員事業所の福利厚生事業の一環として、
チャリティーゴルフ大会を下記要領により開催いたします。会員の
皆様の親睦と交流を図るべく、是非ご参加くださいますようご案内
申し上げます。
●開 催 日 時
●開 催 会 場
●募 集 定 員
● エントリー費
●プ レ ー 費

令和元年10月24日（木） ７時44分スタート
江戸崎カントリー倶楽部（稲敷市）
先着100名様（25組）
１名税込3,000円（パーティー費・チャリティー金500円含む。）
１名10,000円（税込、昼食、乗用カート付）
＊キャディは付きませんのでご了承ください。
● 参 加 資 格 商工会会員、従業員及びその家族
● 競 技 方 法 18ホールストロークプレイ、ぺリア方式（Ｗパーカット）
● 申 込 締 切 日 令和元年９月30日（月）
＊10月3日以降のキャンセルは、エントリー費の返金は
致しません。
●申
込
先 商工会窓口（必ずエントリー費を添えてお申し込み下さい。）
● チャリティー 申し込み金に含まれております。
＊お問い合わせ／稲敷市商工会

訃報

ヤマト運輸
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第15回

稲敷市新利根総合運動公園多目的広場をイベント
会場に、令和元年11月２日（土）９時〜15時に第
15回稲敷市文化祭を開催します。商工会では市内事
業者及び青年部、女性部の協力を得て、模擬店の出
店を行います。
商工会コーナーでは模擬店で買い物をされた方に
抽選券をお渡しガラポン抽選会を実施、豪華？景品
をそろえてお待ちしています。
ご来場お待ちしております。

正之佑

号

モダンで落ち着いた雰囲気の店内

焼肉酒場

県道

食材は常陸牛をはじめ地元の素材を多く取り入れ、地
産地消を心がけています。
七輪で香ばしく炙った旬な食材の味を、落ち着いた雰
囲気の店内でお楽しみください。
ランチ営業・夜の宴会のご予約も承っております。
お気軽にお問い合わせください。

ＴＥＬ 029ｰ892ｰ2603

〜功績と人柄を偲んで〜

令和元年８月９日午後８時３３分に逝去さ
れた青木啓泰氏（満７９歳）の通夜並びに葬儀
告別式が８月１６日と１７日に聖苑香澄にて
しめやかに執り行われました。
青木会長は昭和５４年５月に江戸崎町商工
会青年部長に就任。昭和５８年５月から平成
１４年５月まで同商工会理事を務め、町の商工業振興の発展に
心血を注がれました。平成１７年４月に市商工会合併に尽力
し、平成１８年から副会長・平成２３年５月より会長、市の商
工業振興発展と会員事業所の向上に最大限の努力を傾けられ
ました。
特筆すべきことは、平成２６年の市内４事務所の統一及び各
団体の活性化・東日本大震災対応融資・稲敷市自治金融・商
工会プレミアム商品券事業・持続化補助金の積極的推進。
通夜告別式には故人の遺徳をしのび、稲敷市長、葉梨康弘衆
議院議員・細谷典幸・葉梨衛県会議員・伊藤均市議会議長、外
山崇行県商工会連合会会長、河内・美浦・龍ヶ崎・牛久・取手
はじめ近隣商工会長、金融機関・関係機関・団体の関係者、友人、
知人など市内外から多くの方が参列し、今生の別れを惜しむと

ともに、故人の冥福を祈りました。
また告別式では、筧信太郎市長・小川一成県南地区商工会長
連絡協議会会長・青宿忠一江戸崎支部長・鶴岡しげを県現代
俳句協会会長らが追悼の言葉を述べ、大井川和彦知事・宮本周
司参議院議員などたくさんの弔電が拝読された後、遺族をはじ
め参列者一人ひとりの焼香により、最後のお別れをしました。
生前のご厚情に感謝し謹んでご報告申し上げます。（足立 記）
《主な役職》
茨城県商工会連合会 理事
江戸崎町商業協同組合 元理事長
えどさき街創り協同組合 監事
稲敷市観光協会 副会長
いきいき茨城ゆめ国体稲敷市実行委員会 委員
いなしき夏まつり実行委員会 顧問
稲敷市地域交通会議 監事
えどさきチンドンクラブ 委員長
2013〜19年茨城新聞「茨城川柳」選者
県俳句作家協会 副会長
俳詩「亜」代表
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