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令和元年度の伴走型小規模事業者支援
推進事業における実施内容について
第１回目の経営発達支援計画も最終の5年目となり、
今年度に実施した伴走型小規模事業者支援について報告
を致します。
また、
来年度からは上天草市と協議して第2回目の経営発達支援計画の申請を行っております。
※実施内容は令和2年2月5日までの開催分、
以降は実施予定分となります。

１．各種セミナーの開催
令和元年度は、経営発達支援計画で重点項目として挙げている企業のレベルアップを考えて、個々の販路
開拓に向けた事業計画策定支援を目的に以下のセミナーを開催しました。

⑴ 消費税率引上げに向けた実務対策セミナー
（講師：椿税理士）
令和元年10月より消費税率10％への引き上げと軽
減税率制度がスタートする為、
事務負担の増大が懸念さ
れます。その対策としての「必要な準備」と「これからの
業務で気を付ける事」
を学んだ。

日時：令和元年9月24日
（火）
、
25日
（水）
参加者66名
（各昼・夜）
内容：軽減税率制度の内容、
記帳を行う際に気を付け
る事

⑵ 創業支援塾
（中小企業診断士：菅原孝二氏） 参加者：延べ26名
創業に対する心構えや必要な知識を習得して実現に向けたビジネスプランを作成することを目的として、
既に創業された方の体験談や経営・財務・人材育成等を専門家からの知識を学ぶ講習会を毎週土曜日に４日
間開催した。

①日時：令和元年11月 2日
（土） 内容：創業を取り巻く経営環境の把握
②日時：令和元年11月 9日
（土） 内容：財務諸表・資金繰り・決算書の読み方
③日時：令和元年11月23日
（土） 内容：求める人材・募集方法・採用の注意点
④日時：令和元年11月30日
（土） 内容：販路拡大の方法・営業力を強化する方法
※昨年の小規模事業者持続化補助金に於いては、
創業支援事業を受講された方は補助上限額の引上げが行われました。

⑶ ＳＮＳを活用した販路開拓
（人材育成セミナー） ※内容についてはP6掲載
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２．個別専門家派遣事業
令和元年度におきましても個別専門家派遣事業を実施し、
各事業所へ専門家を派遣して個別の相談につ
いて対応を行いました。
今年度の相談内容としては下記のような問題に対応してきましたが、
今後も様々な
問題に対応していますので、
一度相談を受けてみてはいかがでしょうか。

相談①：補助金活用に係る申請書類作成支援
（経営計画）
売上を伸ばす為に新たな事業に取り組むに際し、
まずは経営計画を立てて経営革新の承認を受けた後の補助
金活用についての作成支援を行った。

相談②：消費軽減税率対応について
（税務）
10月から実施される軽減税率制度と今後実施されるインボイス制度について、
どのような対応が必要となる
のかを相談した。

相談③：事業承継を行う為にやらなければならない事について
（承継）
事業承継を行うに際して気を付けなければならない手続きと承継に伴って販路拡大事業への取組みについて
相談した。

３．先進地視察研修および「まちワク」の開催
「まちワク」
とは…街の得するワークショップ
「まちワク」
を通じて、
お店の存在や特徴・こだわり・人となりを知っていただき、
商品や役務(サービス)ではなく
「人の魅力」
でお店のファンづくりが出来る機会となります。
また、
お客様には、
プロの知識や新たな知識を近隣で、
学べる機会となります。
ワークショップを通じて、
街に出掛ける人を増やし、
地域に賑わいを創出する
「三方よし」
の事業です。

①まちワクの開催
日時：令和元年11月12日
（火）
〜30日
（土）
内容：カテゴリ別に15講座を実施
参加店舗（順不同）
：大野菓舗、㈲丸山水産、げんこつリゾート㈱、春風庵、
トータルビュー
ティーＳＡＲＡ、
正木鮮魚、
モトプラザまつお、
㈱山口工務店、
㈲タケモト、
㈲めるへんなおえ、
キャモンブックス、
天草信用金庫大矢野支店

お店の魅力を発信し
「お店のファンづくり」を目的とした販路拡大事業として「ま
ちワク」
を開催する為、
経営指導員と経営支援員の3名が先進地視察を行い、
そこ
で学んだ運営手法により、
第1回目の
「まちワク」
を開催しました。

②先進地視察研修
日時：令和元年9月17日
（火）
〜18日
（水）
内容：岡山北商工会において
「まちゼミ」
の取組みや支援体制について視察
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令和 2 年

会長挨拶

新年賀詞交歓会

市長挨拶

青年部表彰

令和最初となる新年賀詞交歓会を、1月10日（金）
の午後5時30分より、小松屋渚館にて開催しました。
会員相互の情報交換を目的に、賀詞交歓会が行われ、
来賓を含めた約140名が親睦を深められました。ま
たこの度、青年部が宇城市商工会青年部と合同で
行った宇城・上天草大綱引大会に対し全国商工会連
合会より顕彰を受けました。水野青年部長より出席
者の皆様に報告が行われました。
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人材育成セミナー
1月29日（水）本所にて「SNSを活用した販路開拓」をテーマに、人材育成セミナーを行いました。
講師は、さいばーとれいん代表 斉場俊之 氏と上天草市在住の佐藤かつあき 氏を迎え、SNSの基本的
なおさらいから「共感」
してもらえたことでクラウドファンディングが成功に導けた事例の紹介などあっ
という間に2時間の講義が終了しました。
受講者数も20名と大変多く、注目度の高い内容であるため、今後も個別相談等を開催しながら継続指
導を行っていきたいと思います。

青年部コーナー

儲けようネットワークPart17
天草ブロック代表は坂口 太一 君に決定!!
1月23日、ホテル竜宮にて儲けようネットワークPart17が開催され上天草市商工会青年部からも多数
の青年部員が出席しました。
「若い経営者の主張発表大会天草ブロック予選会」は、大矢野支部の坂口太一君が優勝し、6月に開催さ
れる県大会に出場することになりました。上天草市商工会からの県大会出場は５大会連続です。
基調講演は、医療法人天草祐歯会オーラルケアサポートさくら代表 荒木圭一 氏に『誰も進んだことの
ない道の開き方』をテーマに講演をしていただきました。
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インボイス制度が始まります
令和5年10月よりインボイス制度（適格請求書等保存方式）が導入されます。適格請求書等とは、税率ご
とに区分けして表示する請求書や領収書のことです。
さらにこの適格請求書等は、
「適格請求書発行事業者」
しか交付することができません。
「適格請求書発行事
業者」
とは、
課税事業者であって、
所轄税務署へ申請書を提出し、
国税庁の登録を受けた事業者のことです。
したがって課税事業者しか登録することができないため、免税事業者の方は課税事業者を選択しない
と発行することができません。

インボイス制度で困ること
本則課税の消費税申告の際、適格請求書等の領収書しか仕入控除が認められない（優遇措置により一部
減額の期間有り）
例えば・・・ 免税事業者の飲食店を接待で利用した際、接待交際費の仕入控除ができない。
免税事業者の個人タクシーを利用した際、旅費交通費の仕入控除ができない。
などのトラブルになる可能性もあります。
税の公正負担という観点から、導入される可能性は極めて高いと考えられます。早めに準備し、
トラブル
に巻き込まれないように注意しましょう。
適格請求書の実例を挙げてみます。
この図では軽減税率の対象であるもの
には、
「※」がついていますが、
「※」と定められているわけではありません。
「◎」
でも
「K」
でも、
どのような記号でも良いとされています。

女性部コーナー

上天草市商工会女性部

球磨地区視察研修事業

令和2年2月6、7日に上天草市商工会女性部 人吉・球磨地区視察研修事業を開催しました。当日は各地
区より30名の部員が参加し球磨郡水上村にて球磨地区商工会女性部の皆さんと、各地区の取組などを
テーマに意見交換をさせていただきました。その後は部員さ
んの事業所を視察したり、人吉・球磨地区のひな祭りを見て
回りました。
2日目はあいにくの雨でしたが、いちご狩りや各地区の道
の駅を見学しました。今回の視察研修事業では今後の女性部
活動への大きな参考となりました。
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天草八代架橋⑤

シリーズ

九州が変わる天草八代シーライン
明けましておめでとう御座います。2020年令和も2年目
を迎え、今年こそは災害の無い平和な一年になりますよう
に、又、天草の発展の起爆剤となりえる「天草八代シーライ
ン」の早期実現を願い元日の朝、九州名山の次郎丸岳に登
り、近年にない最高の日の出を拝むことが出来ました。
本年も架橋の早期実現や天草の地域活性化に向け勢力的に活動して行きます。皆様のご理解とご協力をお
願いします。
昨年末の天草全体の人口が113,600人、
高齢化率
（65歳以上）
が40％を超え、
出生率も下がり転出が転入を
上回る現状では10万人を切るのも時間の問題と言われております。又、日奈久断層帯の危機感や天草五橋の
老朽化等を考えれば天草にとって何が一番に必要か県南や天草地域の10年後100年後の未来永劫存続の為
の活性化の起爆剤となるのは八代へのシーライン以外に考えられるプロジェクトが天草にあるでしょうか？
今年度は、大型看板の設置や上天草市各町で2月21日(金)松島町のアロマを皮切りに2月28日姫戸町、3月
6日龍ヶ岳町、3月13日大矢野町での地域説明会を開催します。
昨年、二年にかけ広域的な観光や物流等の調査内容「費用対効果」
等や現在の進捗状況の報告会です。
本年、4月には、八代港に新しく
「くまモンポート八代」が完成します、今後大型クルーズ船や貨物港として発
展して行くと思われるなか、天草の新時代に欠かせないチャンスでは無いでしょうか。
多くの方にご参加頂きご意見や情報の共有など連携を取り早期実現に向けての機運を盛り上げたいと思
います。

① 天草五橋の老朽化
（54年目）
対策

⑧ 交通渋滞の緩和

② 日奈久断層帯での地震の脅威

⑨ 学校教育等の充実

③ 安心安全低価格の市水道水の確保

⑩ 医療対策の充実

④ 観光産業等の振興

⑪ 東アジアのゲートウェイとしての可能性

⑤ 物流産業等の発展

⑫ 天草の歴史や自然環境の魅力は世界に売れる

⑥ 企業誘致等の可能性

⑬ 松島から八代港迄10分、
八代インターや新幹線駅まで20分！
など沢山あります。

⑦ 防災などの安全対策

令和元年分確定申告個別相談会のお知らせ
各事業所様におかれては、次のいずれかで何回でも決算・申告・消費税のご相談ができます。

派遣税理士相談日（相談時間は全て9：00〜16：00となります）

支

所

期

日

令和2年2月18日（火）
令和2年2月21日（金）
令和2年2月25日（火）

大矢野支所

松下

平田 徳雄

令和2年3月 3日（火）

竹本 有親

令和2年3月 6日（金）

松下

令和2年3月12日（木）

支

所

松島支所

亮

令和2年2月28日（金）

令和2年3月 9日（月）
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平田 徳雄

亮

竹本 有親

姫戸支所

期

日

令和2年3月 5日（木）
令和2年3月13日（金）
令和2年2月26日（水）
令和2年3月11日（水）

（敬称略）

税理士

小川 保人

竹本 有親

令和2年2月28日（金）

龍ヶ岳所

令和2年3月 5日（木）
令和2年3月13日（金）

福岡 耕二

