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Photo ／「田植え時の安曇野」
安曇野“彩り”デジタルフォトコンテスト２０１４入選作品（佳作）
（撮影：三村

登）
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る事を歪めません。しかし

会長あいさつ

事業規模も大きくなってお
り、縮小することは全く考

第 18 回統一地方選前半の 4 月 12 日、県議選の

えられず会員サービス、利

投開票が行われ安曇野市選挙区においては、現職の望

便性をさらに向上させ「地

月雄内議員が７選を果たされました。新人で安曇野市

域になくてはならない商工

商工会青年部副部長の寺沢功希氏が初当選されまし
た。「たいへんおめでとうございました。今後は地域

会」として活発に活動して
齊藤会長

いかなければならないと思

発展のため、また長野県の発展のため尽くしていただ

います。内部では無駄を省き、経費節減になおいっそ

きたく、ご活躍をご祈念申し上げます。」

う努めて参ります。全職員のアンケート調査からも、

平成 19 年に農商工連携促進法が施行されて以降、

経費削減に対して、５か所で同じ事を別々に、それぞ

安曇野市も田園産業都市安曇野を掲げ、商工業者と農

れ手続きをしている事がいくつかあり、一つあるいは

林水産業者がタッグを組む異業種交流による６次産業

二つくらいに統合したらどうか等の意見も出されてお

の創出、構築の会議を重ねてきました。農商工連携に

ります。将来に向かって前向きに具体的に検討してい

よって地域の活性化、田園産業都市安曇野が豊かにな

かなくてはなりません。「安曇野市商工会在り方検討

るよう、ご尽力をくださいますようお願いを申し上げ

委員会」に於いて深く検討していく事が理事会で承認

ます。

されておりますので、より良い地域の商工会として前

さて、平成 27 年度に入りました。いよいよ本年は
平成 22 年より昨年までの５年間の助走期間を経て、

進できるような会議を進行して参ります。
会員各位におかれましては、声、ご意見、ご希望等

県からの商工会への補助金が前年比 30％、金額で

がございましたら、支部役員、職員にお寄せいただき

1,700 万円余の減額がされます。この５年の間に経

ますようお願いいたします。

費削減に努め、人員削減も退職者の補充を行わず、合
併時より９人減となっており、費用削減の対応をして

会員各位のご健勝で益々のご発展とご活躍をご祈念
申し上げご挨拶とさせて頂きます。

参りましたが、今、現実となってみますと不安感があ

安曇野市市政施行10周年記念プレミアム商品券事業
国の交付金を活用し市の委託を受け商工会が実施

本年、安曇野市市政施行 10 周年を記念してプレミアム商品券の発行事業を行います。
この事業は、国の地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用した事業で、安曇野市の委託を受け、消費拡大
と地域活性化を目的に安曇野市商工会が事業主体となって取り組むものであります。

プレミアム商品券発行の概要

発行総額：6 億 3 千 6 百万円 （内、1 億 6 百万円のプレミアム [20％ ]）
発行内容：額面 1,000 円の商品券 12 枚（1 万 2 千円分）1 セットを 1 万円にて
53,000 セット販売
12 枚の内訳は、大型店共通券 8 枚、大型店以外普通券 4 枚
有効期間：平成 27 年 7 月 17 日（金）～平成 28 年 1 月 16 日（土）

取扱店として登録するには

本商品券を取り扱うには、事前に取扱店登録をする必要があります。
会員事業所の方は登録手数料が無料となります。商工会より送付しました「登録申請書」に必要事項を記入の上、
商工会窓口まで 5 月 11 日（月）必着にてご提出ください。（登録申請書は商工会窓口または商工会 HP から取得
できます）
5 月 11 日以降も登録は随時受付しますが、商品券購入者へお渡しする取扱店名簿には記載されませんので、ご
留意ください。
詳しくは、先日送付しました「安曇野市プレミアム商品券 2015 取扱店募集」の案内文をご確認ください。なお、
ご不明な点がありましたら、商工会各支所までお問い合わせください。
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平成 26 年度事業総括（概要）
観光特産分科会事業について
「安曇野はそばの郷」振興委員会事業
NHK 連続テレビ小説「おひさま」の放映が始まった 2011 年に発足した当委員会も 5 年目を迎えます。
11 月 11 日を「安曇野そばの日」として、安曇野新そば祭りを開始。奉納祈念神事を穂高神社にて執り行い、20 日
間の期間で市内そば店にて一斉展開しています。また、東日本大震災の被災地である石巻の仮設団地へのそば打ち慰問
も震災翌年の 2012 年より始め昨年まで 3 年続けて実施しています。松本大学の矢内先生との共同研究による「極低
温貯蔵そば」も昨年初めて市内そば店 8 店にて販売するまでになりました。学生対象の「そばを使った創作菓子・スイー
ツコンテスト」も定着してきています。今後も要望の強い「そばマップ」の更新作製なども合わせて取り組んで参ります。

「食の講習会」実践編の開催

宿泊業活性化事業委員会による企画で飲食分科会、安曇野調理師会との共催で年々充実した内容にて開催しています。
和食、洋食に加え、昨年はスイーツ講習も行い、調理法を実際に目で見て、味わう実践的な内容で、受講者より大変好
評を頂いております。本年度も安曇野らしい食材を活用した講習会を企画実施してまいります。

「くらとま」プロジェクト事業

宿泊業活性化事業委員会の勉強会がきっかけで市内宿泊施設が
2011 年に組織を発足。「安曇野で暮すように泊まる実行委員会」と
称し、おもてなしの向上や着地型旅行企画を実践しています。「長峰
山絶景ツアー事業」は、泊まらなければ味わえない早朝の安曇野の魅
力として宿泊者限定のツアーとして開催しています。本年度から安曇
野市観光協会にて実施することになっています。「安曇野神竹灯」は、
冬の安曇野で竹灯籠に火を灯し幻想的な世界を演出するイベントとし
て、大分県竹田市との繋がりを大事に開催しています。長野県地域発
元気づくり支援金活用事業として本年度も申請しています。

スイーツ講習会の様子

建設業部会事業について
安曇野市商工会建設業コミュニティ事業（住まいの安心相談窓口）につきまして、26 年度実績は４月現在で相談件数
144 件、成約件数が 101 件、成約金額が約 2,400 万円となりました。部会のスケールメリットを生かした共同販促
事業として効果が得られました。27 年度より登録店の対応工種に「耐震診断・改修」を追加させていただきました。
安曇野市の住ま居る応援制度（住宅リフォーム等補助金制度）につきましては本年度が最後となります。技能講習に
つきましては６月に車両系解体特例講習（経過措置）、７月に玉掛け技能講習、９月に小型移動式クレーン運転技能講習
を計画しています。

飲食分科会事業について
昨年度は重点事業でありました地区別飲食祭りをそれぞれの５地区で開催することができました。地域住民をターゲッ
トにスタンプラリーやお祭りとタイアップするなど地域に合わせた企画となり、飲食店を知っていただく良い機会とな
りました。
また秋に開催された「第２回信州安曇野新そばと食の感謝祭」では地元食材を生かした「おひさま丼」の販売、安曇野ハー
フマラソンプレ大会でのおもてなしや安曇野市成人式振興券事業への協力なども行いました。

サービス業部会事業について
サービス業部会は会員数 336 企業で組織しており業種が多岐にわたる為、共通の研修などは開催が難しい面があり、
部会員を利用する消費者を対象に事業を実施しました。本年は穂高交流学習センター『みらい』で『ウォーキング with
ダイナソー』の上映会を開催しました。親子連れなど約 150 名の参加があり好評のうちに実施できました。サービス
業部会の定例事業化を考えております。
また個別の講習会では、理容業対象に理容技術講習会、美容業対象に美容技術講習会を毎年実施しております。市主
催の成人式では「着物着くずれお直しコーナー」の協力、成人者に「安曇野市成人式理容美容クリーニング振興券」を
発行しサービス業部会をアピールしました。
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お知らせ
平成２７年度
安曇野市商工会総代会のお知らせ
開催日 平成 27 年５月 19 日（火）
時 間 午後２時より
場 所 安曇野スイス村サンモリッツ中ホール
※総代の皆様には後日、案内文書をお送りいたします
のでご出席くださいますようお願いいたします。

安曇野ハーフマラソン大会について
６月７日に開催される第１回信州安曇野ハーフマラ
ソン大会でのおもてなし事業として、飲食分科会が中
心に会員の皆様の協力のもと、完走者（5,000 食予定）
にスープの提供を行います。会場での出店募集も行い、
ＪＡあづみによるおにぎりの提供などもあります。

車両系建設機械（解体用）運転技能
特例講習
日 時
場 所
受講料

６月27日（土）午後１時30分～４時30 分
安曇野市商工会堀金支所
第１種特例講習 5,000 円
第３種特例講習 7,000 円
法改正により解体用対象機種が拡大した標記資格は
経過措置として、条件に該当し、今年６月３０日までに受
講した場合、学科講習のみで取得することができます。

労働保険事務を委託されている
事業主の皆様へ
平成 27 年度労働保険年度更新の時期です！
「賃金等報告書」「一括有期事業報告書（建設の事業
のみ）」の提出期限が支所ごと異なりますのでご確認
ください。
スムーズな申告ができますようご協力をお願いいた
します。

商工会館 ( 本所 ) への車両進入と
駐車場の使用について
豊科公民館大規模改修工事に伴い、現在商工会館（本
所・豊科支所）正面入り口への車両進入や駐車場に制
限があり、会員の皆様には大変ご不便をおかけしてお
ります。臨時の駐車場としまして、市職員駐車場（会
館北側）西一列を設けていますのでご利用ください。
工期は平成 28 年 3 月 31 日（予定）までとなって
おりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

信州安曇野あやめ祭り開催迎える
安曇野市の初夏の風物詩である信州安曇野あやめ祭
りが 31 回目の開催を迎えます。
メインイベントは 6 月 20 日（土）、21 日（日）に開
催し、場所は安曇野市明科「あやめ公園・龍門渕公園」
でステージイベントやフリー
マーケット、露店も多く出店
します。
大勢のご来場をお待ちして
います。

小規模事業持続化補助金の勉強会を
開催します
小規模事業者が取り組む販路拡大の支援策として持
続化補助金の申請を行うための勉強会を開催いたしま
す。参加希望の方は商工会本所または各支所までお問
い合わせください。
と き 平成27年４月27日（月）
午前の部 午前10時より
午後の部 午後 2時より
〇午前・午後どちらかご都合の良い日程でご参加ください。

ところ 安曇野市商工会館 穂高支所
定 員 各50名（定員になり次第締め切り）
留意事項
・ご参加にあたり事前準備シートの作成をお願いし
ております。準備シートが必要な方はご連絡くだ
さい。
・第２次締切は５月 27 日です。締切まで余裕を
もって申請ください。

ＩＴセミナーの開催
日 時
場 所
内 容
受講料

６月10日（水）19：00～21：00
安曇野市商工会堀金支所
最速！Windows10最新情報とIoT
500円

職員の異動
３月 31 日付
事 務 局 長 川上 則文
経営支援員 須坂 節子

４月 1 日付

事 務 局 長
統括経営支援員
副統括経営支援員
記 帳 支 援 職 員

※定年により退職
※期間満了により退職

輿
智幸 ※定年退職後新規採用
金森 俊文（副統括経営支援員）
岡嶋
豊（主任経営支援員）
大月いずみ（記帳支援員（臨））
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