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pick up会員さん

掲載希望の事業所を募
集しています！
お気軽にお問合せくだ
さい！！(☎24-0123)

表紙

今月の

掲載ご希望の方は美濃加茂商工会議所
(☎24-0123)までご連絡ください。

NO.97

●事業内容と設立
平成5年9月9日
法人向レンタルグリーン
観葉植物ショップ運営
●こだわりや特徴
創業当時から続く事業所向け
の観葉植物のレンタルをはじめ、
現在は市内では珍しい「観葉植
物」のセレクトショップも運営
しています。

有限会社ピュアグリーン
観葉植物のあるライフスタイ
ルを提案し、育て方やアフター
サービスまでお気軽に相談いた
だけます。専門店ならではの高
い品質とサービスでお客様をお
迎えします。
●これからの取り組み
今後は「壁面緑化」や、植物
と店舗の魅力を最大限に活かす
「空間コーディネート」にも力
を入れていきます。皆様のお店
や会社にも癒しの植物はいかが
でしょうか。
観葉植物のこ
となら何でも
「 ピュアグリ
ーン」にご相談
ください。

▲私たちが本当に良いと思った植物のみを取り扱っています ▲公式インスタグラムはこちら

NO.98
●事業内容と設立
昭和27年 2月18日
農業関係一式販売
農作物の発育等の指導・講習会
●こだわりや特徴
農業に関する「肥料・農薬・
苗・種・資材等」の販売を
行っております。
令和２年に森山から牧野
に移転し、農業従事者向け
の商品はもちろん、家庭菜
園向け商品のラインナップ
を増やし、「のら着」と呼
ばれるおしゃれな作業着の
販売も始めました。
家庭菜園に興味がある方
はお気軽にご来店いただき
なんでも質問してください。

代

表：佐藤

祐輔

住

所：加茂野町市橋808

電

話：66-9137

定 休 日：水曜日
営業時間：平

日 10時～16時

土日祝 10時～17時
H

P：https://www.puregreenjapan.com/

ベジライス（株式会社片桐商店）
●これからの取り組み
農業セミナーをこれからも積
極的に開催し、家庭菜園をもっ
と身近に感じていただけるよう
に取り組んでいきます。
お好きな野菜をご自宅で育て
てみませんか？

ベジライス(株式会社片桐商店)
代

表：片桐

智孝

住

所：牧野２５０７

営業時間：月曜～土曜・8時半～18時
日曜・祝日・8時半～17時
定休日：水曜日
電

話：２５－２７３０

ホームページ：https://vejiraisu.jimdofree.com/

▲牧野店舗横での野菜苗販売の様子

◀公式ＬＩＮＥは
こちらから

わくわくみのかも令和４年５月１日号 ２

８日
５月１ り！
締め切

令和４年度アフターコロナ・チャレンジ事業者応援補助金（岐阜県）

岐阜県内に主たる事務所を有する小規模事業者が、商工会、商工会議所の助言等を受けて経営計
画を作成し、その計画に沿ってアフターコロナに向けた新分野・新事業への展開や地道な販路開拓
業務効率化などに意欲的に取り組む事業に要する費用を補助するものです。
対象者

岐阜県内に主たる事務所を有する小規模事業者

補助率

２/３

申込
期限

（上限３００万円）

令和4年 ５月１８日(水)

※５月１１日までに商工会議所への提出が必要です

詳しい内容はホームページ(https://www.pref.gifu.lg.jp/page/146196.html)をご覧いただく
か美濃加茂商工会議所までお問合せください。（☎24-0123）
支援機関等の事業支援計画書の発行が必要となります。申請の際は余裕をもってご相談ください。

令和元年度補正予算・令和３年度補正予算

小規模事業者持続化補助金（一般型）（日本商工会議所）
小規模事業者が行う地道な販路開拓等の取り組みや業務効率化の取り組みに要する経費の一部を
支援します。 この制度は、商工会、商工会議所のサポートを受けながら経営計画書、補助事業計画
書を作成し、採択後、所定の補助を受けます。
対象者
補助率
申込
期限

小規模事業者
２/３又は３/４

（上限５０万円） ※要件を満たす場合最大200万円

第８回受付締切：令和4年

６月３日(金)

※５月２７日までに商工会議所への提出が必要です

詳しい内容は折込チラシにてご確認いただくか、ホームページ(https://r3.jizokukahojokin.info/)を
ご覧ください。
支援機関等の事業支援計画書の発行が必要となります。申請の際は余裕をもってご相談ください。

令和２年度第三次補正・令和３年度補正事業再構築補助金（中小企業庁）
ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、
事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲
を有する中小企業等の挑戦を支援するものです。
対象者

中堅・中小企業者等

補助率

補助率

申込
期限

１/２～３/４

令和4年6月30日（木）

補助上限

100万円～1.5億円

18：00

申請にはGビズIDのアカウントが必要となります。取得には時間を要しますので事前にご準備をお
願いします。詳しい内容はホームページ(https://jigyou-saikouchiku.go.jp/)をご覧いただくか美
濃加茂商工会議所までお問合せください。（☎24-0123）

わくわくみのかも令和４年５月１日号

４

６日
５月１ り！
締め切

ＩＴ導入補助金(中小企業庁)

中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一
部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
中小企業・小規模事業者

対象者
補助対象
経費 他

ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費、デジタル化基盤導入枠（デジタ
ル化基盤導入類型）は左記に加えハードウェア購入費等が対象
A類型

B類型

デジタル化基盤導入類型

デジタル化基盤導入類型(ハードウェア購入費)

補助対象 ソフトウェア購入費・クラウド利用料（最大 ソフトウェア購入費・クラウド利用料
1年分補助）・導入関連費等

経費区分
補助率
上限額・
下限額
締め切り

1/2以内

（最大2年分補助）・導入関連費等
3/4以内

2/3以内

30万円～150万円未満 150万円～450万円以下 5万円～50万円以下 50万円超～350万円

PC・タブレット・プリン
ター・スキャナー及びそ

レジ・券売機等

れらの複合機器

1/2以内

1/2以内

10万円

20万円

第一次締切：5月16日（月）17：00（予定）

4月20日（水）17：00（予定）

第一次締切：6月13日（月）17：00（予定）

5月16日（月）17：00（予定） 以降第四次まで予定しています

詳しい内容はホームページ(https://www.it-hojo.jp/)をご覧いただくか美濃加茂商工会議所まで
お問合せください。（☎24-0123）

令和３年度補正予算

事業承継・引継ぎ補助金(中小企業庁)

事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として経営革新等を行う中小企業・
小規模事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助するとともに、事業
再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助します。
本補助金は、①事業承継・引継ぎ補助金（経営革新）、②事業承継・引継ぎ補助金（専門家活用）
③事業承継・引継ぎ補助金（廃業・再チャレンジ）の3種類の補助金から構成されています。
さらに①には、創業支援型、経営者交代型、M&A型の3種類、②には、買い手支援型と売り手支援
型の２種類があります。
類型ごとに補助上限額等が異なるため、どの類型に該当するかご確認の上、交付申請を行ってくだ
さい。
対象者

事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として
経営革新等を行う中小企業・小規模事業者

詳細はこちらのＱＲコ
ード（事業承継・引継
ぎ補助金ホームページ)
にてご確認ください。

５月３０日（月)は会費（前期分）の口座振替日です

会費（前期分）納入のお願い
５月３０日（月）は、商工会議所の前期分の口座振替日ですので指定口座の
残高確認をお願い致します。
指定口座の変更または新たに口座振替をご希望の方は、５月１３日（金）ま
でに商工会議所窓口にてお手続きをお願い致します。なお口座振替を利用して
いない方の納入期限につきましても５月３０日（月）です。
振込または窓口までご持参くださいますようお願い致します。

５

わくわくみのかも令和４年５月１日号

▶

「
経営発達支援計画」
の
認定を受けました

小規模支援法に基づく

「
事業継続力強化支援計画」

小規模支援法に基づく

新入社員研修二〇二二
を開催しました

四月十四日・十五日の２日間、
商工会館にて、講師にプロフェッ
ショナル・キャリアカウンセラー
の安藤摩里氏を迎え「新入社員研
修二〇二二」を行いました。
今年は十四事業所より三十名の
参加があり、参加者は二日間でビ
ジネスマナーや敬語の使い方や、
ビジネス文書の作り方などを学び
ました。
今回学んだことをそれぞれの事
業所にて活かしていただければと
思います。

６

わくわくみのかも令和４年５月１日号

美濃加茂ＳＤＧｓ

ビジネスプラン
コンテスト開催

岐阜県のホームページ（
https://
）
www.pref.gifu.lg.jp/page/24150.html
ジにてご
もしくは当所ホームぺ —
確認いただけます。

事業継続力強化
支援計画とは、商
工会又は商工会議
所が小規模事業者
の防災・減災対策
について支援を実
施することを目的
として、小規模事業者の事業継続
力強化を支援するための計画を作
成し、都道府県知事が認定するも
のです。
令和元年七月の小規模事業者支
援法一部改正に伴い、事業継続力
強化の取り組みを美濃加茂商工会
議所と美濃加茂市とで共同支援し
ていくこととなりました。
美濃加茂商工会議所では小規模
事業者支援法に基づく「事業継続
力強化支援計画」について、令和
四年三月二十九日に岐阜県知事よ
り認定を受けました。
当所の支援計画はについては、

の認定を受けました

三月二十七日、美濃加茂市内で
起業することに意欲がある人がビ
ジネスプランを発表するビジネス
コンテスト「МＩＮОＫＡМО・
チャレンジャー・アワード」が生
涯学習センターにて開催されまし
た。
持続可能な開発目標 （ＳＤＧｓ）
を念頭に、五名の起業家が地域創
生へのアイデアを発表しました。
地元金融機関や商工関係者七名
が審査した結果、美濃加茂市内で
クラフトビール醸造所の開設を提
案した仙田大騎さんがグランプリ
を獲得されました。
経営発達支援計画とは平成二十
六年六月に制定された「小規模事
業者の支援に関する法律の一部を
改正する法律」に基づき、商工会
議所が小規模事業者の持続的発展
に向けた事業計画の策定や経営戦
略等に踏み込んだ支援計画につい
て経済産業大臣が認定するもので
す。
平成二十九年三月に認定を受け
た五か年計画である第一期経営発
達支援計画が令和三年度末に完了
し、令和元年七月の小規模事業者
支援法一部改正に伴い、市町村と
の計画の共同作成が必要となった
ことから、美濃加茂市と共に第二
期経営発達支援計画を作成しまし
た。
美濃加茂商工会議所の第二期計
画は、第九回経営発達支援計画
（令和四年三月十八日付）にて認
定されました。
当所の経営発達支援計画書につ
いては、当所ホー
ムページにてご確
認いただけます。
▲ビジネスプランコンテストの様子

▲新入社員研修の様子

３月
17日
23日
27日
29日
4月
11日

７

事務局日誌

３月１６日〜４月１５日

日本商工会議所第134回通常会員総会
正副会頭会議・第59回通常議員総会
美濃加茂SDGｓビジネスプランコンテスト
(社福)美濃加茂市社会福祉協議会第2回評議員会

オンライン
シティホテル美濃加茂
生涯学習センター
総合福祉会館

専務

おん祭ＭＩＮＯＫＡＭＯ2022実行委員会

商工会館

会頭、専務

わくわくみのかも令和４年５月１日号

正副会頭、専務
会頭、専務
専務

「『ちびだら消費』と
『ヘルシースナッキング市場』」
コンビニ発のヒット商品や新しいカテゴリーの商品はたく

このためヘルシースナッキングは、ダイエット法の一種と

さんありますが、最近、私が面白いと思うのが、ちぎりパン

して数年前から米国で流行していました。国内でも外食の自

や小分けパンです。パンが最初から小分けにできるように、

粛や在宅テレワークの普及などで、自宅で食事を取ることが

小さく区切ってあったり、小さいサイズのパンやパイが一つ

増え、ここにきて再び注目を集めています。

の袋に複数個入っていたりするものです。
この「小分けができる」「ちぎれる」など一度に食べきら

小腹が空いたらカロリー控えめで血糖値が急上昇しにくい
おやつを取り、可能ならば、同時にビタミンやミネラル、食

ないことが前提の食品にはいくつかの特徴があります。

物繊維、タンパク質などを補給できれば一石二鳥です。米国

（１）おなかの空き具合に合わせて適量ずつ消費できる

ではナッツやドライフルーツがヘルシースナッキングの代表

（２）いざとなれば複数人でシェアできる

的な食品とされています。国内でもさまざまな食品メーカー

（３）ちぎるという行為がちょっとした快感もあり気分転換

がこのジャンルを狙って機能性を加えたクッキーやチョコレ

になる

ートなどの商品を発売しています。しかし、まだ開拓の余地

といったことです。

一度に消費しないで、少しずつちびち

はあり、これから大きくなる分野だと私は見ています。

びと取るというスタイルは、ペットボトルのお茶の登場で飲

全国各地の道の駅や産直売り場をのぞくと、ドライフルー

料の分野では大きなトレンドになり、一気に定着しました。

ツや米粉を使ったスナック、干し芋、あるいは海産物の干物

コーヒー系飲料もペットボトル入りやふた付きの缶に入った

など、うまく原材料や加工法、パッケージなどを工夫すれば

ものが登場してヒットしました。飲料業界でいう「ちびだら

、ヘルシースナッキングにぴったり、と思える商品がたくさ

飲み」ですが、単に容器の形状が変わっただけでなく、飲用

んあります。良質の乳製品や豆類、雑穀類などの素材もうま

シーンそのものに変化をもたらしました。食卓や居間、カフ

く生かせる分野だと思います。商品を出している大手食品メ

ェなどの店舗で急須やカップを使うのが当たり前だったお茶

ーカーだけでなく、地方の中小企業も特徴ある商品づくりが

を、オフィスの机の上や、アウトドアなどでも楽しめるよう

できそうに感じます。

に大きく広げました。
食べ物やスナックも食事の際に一度にたくさん食べるので
はなく、間食を効果的に取り入れて食事の回数を増やすスタ
イルは「ヘルシースナッキング」と呼ばれ、ダイエットに有
効として注目されています。一般に、間食すると太ると考え
られていますが、一日に摂取する総カロリーを増やさずに食
事の回数を増やして、強い空腹感をつくらないようにすると
、かえって太りにくくなるという研究結果が出ています。

渡辺和博／わたなべ・かずひろ
日経BP総研マーケティング戦略研究所 上席研究員
日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所上席研究員
１９８６年筑波大学大学院理工学修士課程修了。同年、
日本経済新聞社入社。日経パソコン、日経ビジネス、
日経トレンディなどＩＴ分野、経営分野、コンシューマ
分野の専門誌編集部を経て現職。全国各地の商工会
議所などで地域振興や特産品開発のための講演・コ
ンサルを実施。消費者起点のものづくりをテーマに地
域発のヒット商品育成を支援している。

現在の金融状況

４月１日現在の金利は次の通りです。
無料相談のネット予約は

★日本政策金融公庫☆

https://www.maedapatent.jp/

★市内金融機関☆

大矢正代

（本部オフィス）
岐阜県各務原市テクノプラザ １-１

TEL： 058-379-2718

金利

経営改善貸付 ２０００万円 １．２３％
(返済期間：運転７年、設備１０年以内)

国内出願／海外出願
特許・実用新案・意匠・商標
調査・知財戦略相談・鑑定

所長弁理士

限度額

県道１７号（江南・関線）沿い

県小口融資 ２０００万円 ０.８０％

(返済期間：運転７年、設備１０年以内)

市小口融資 ２０００万円 ０.７５％

(返済期間：運転10年、設備10年以内)

わくわくみのかも令和４年５月１日号
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営業日 お休み

５月の商工会議所カレンダー
月

日
5/1

２

火

水

３

木

４

５

土

金
６

７

〇よろず支援

８

９

10

11

○労働保険年度
更新窓口最終日
〇雇用・労務
個別相談

15

16

17

12

〇税務個別相談

18

19

〇金融個別相談

22

23

24

25

13

14

〇よろず支援

20

21

○よろず支援
〇創業・経営革新
個別相談

26

27

28

○よろず支援

29

30

31

6/1

２

３

４

〇よろず支援

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、変更となる場合がございます。最新の情報は美濃加茂商工会議所までお問合せください。

商工専門相談窓口相談のご案内 ます。３日営業日前までにお電話にてご予約ください。
専門スタッフが無料相談（秘密厳守）にて応じており

相談内容
税務相談
創業・経営計画相談
金融相談
雇用・労務相談
法律相談
よろずビジネス相談

開催日時
相談員

開催日時

１１日(水)
勝野

５月

１０時〜１２時

森

１８日(水)

１０時〜１２時

開催日時

１０日(火)

１０時〜１２時

相談員

開催日時
相談員

開催日時
相談員

１０時〜１２時

高司 税理士
勝野 高司 税理士
２６日(月) ３時〜１５時
１７日(金) １０時〜１２時
２０日(金) １０時〜１２時

相談員
開催日時
相談員

８日(水)

６月

竜也 中小企業診断士
日本政策金融公庫

中嶋妙子

社会保険労務士

６日、１３日、２０日、２７日
１３時〜１７時

よろず支援コーディネーター

【ホームページ】

https://www.cci.minokamo.gifu.jp/

森

竜也 中小企業診断士

１５日(水)

１０時〜１２時

１６日(木)

１０時〜１２時

日本政策金融公庫

川島 和男 弁護士

３日、１０日、１７日、２４日
１３時〜１７時
よろず支援コーディネーター

【E-mail】

info@cci.minokamo.gifu.jp
わくわくみのかも令和４年５月1日号

１２

