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師走もはや半ば、一年を振り返りその早さに驚かさ
れます。11月 14日・15日に開催された安曇野市
制施行10周年記念第3回信州安曇野「新そばと食
の感謝祭」と第1回農林業まつりも天候には恵まれ
なかったなかで、来場者数において昨年に及ばなかっ
たものの、全体の売上げは目標に達する事ができまし
た。これもひとえに実行委員各位、出店者、市役所職
員、商工会職員のひたむきな取組み、御協力があった
ればこそと、ここに深く感謝と御礼を申し上げさせて
頂きます。ありがとうございました。
昨年、小規模企業を中心に据えた事業の持続的発

展を理念とした「小規模企業振興基本法」が制定され
た事によって小規模事業者持続化補助金をはじめとし
た使い易い施策が生まれ、プレミアム付商品券の発行
等につながってきております。また小規模支援法では
伴走型支援体制の確立が理念とされております。その
支援法に依る経営発達支援計画の策定が盛り込まれて
おり、この度安曇野市商工会の経営発達支援計画が経
済産業省から承認を受けました。この事は当商工会の
事業全般が認められたことにほかならない訳でありま
す。承認された事で最大1,000万円の国の補助が受
けられ事業の活発化にはずみがつき地域経済を点と面
で支援していく事が出来ると思います。
また、11月 12日長野県連会長会議が開催され、

その席上、全国連の乾敏一専務理事の講演があり、地

開催日時　平成27年11月 14日（土）＜雨＞10:00～ 16:00・11月 15日（日）＜雨のち晴れ＞10:00～ 16:00
開催場所　穂高神社特設会場及びその周辺　（15日のみ穂高駅通り交通規制実施）
主　　催　信州安曇野「新そばと食の感謝祭」実行委員会
主　　管：安曇野市商工会　共催：長野県松本地方事務所・安曇野市・安曇野市農業再生協議会
　　　　　後援、協力：市内外団体多数、松本大学、報道関係各社
来場者数　概算　30,000人　（14日 10,000人　15日 20,000人）
開催実績（概要）	 ●穂高神社北神苑会場
	 　①新そば販売ブース：8ブース×2日間（会員10店舗）　そば食数9,180食
	 　②旨いものブース　：あづみ野どん販売（本会飲食分科会運営）　丼食数1,072食
	 　③スイーツコーナー：野菜スイーツ・そばスイーツ販売、菓子製造組合の販売
	 　④特産品販売コーナー：会員7店、商工連（北安曇・安筑・木曽）8店
	 　⑤ドリンクコーナー、キッズコーナー：青年部運営
	 　⑥足湯コーナー：長野ＬＰ協会松本支部運営　⑦そば猪口アートコーナー、松本山雅ＦＣ特設コーナー
	 ●穂高神社南神苑・農林業まつり会場および本殿周辺
	 　①農林業まつり：会員、関係団体企業、友好都市など25店出店
	 　②豊穣宝船神前奉納、奉納野菜の配布（安曇野市農業再生協議会）　③米処安曇野　地酒を楽しむ会
	 　④ゆるキャラ会場回遊（アルクマ、りんご丸）　⑤ケロポンズとみずんの歌とダンス
	 　⑥七五三歓迎・バルーンフォトフレーム、風船の無料配布　⑦あづみ野エフエム・子どもＤＪ、チャレンジ号（14日のみ）
	 ●ステージイベント（北神苑会場）
	 　14日　①開会式・消防喇叭隊演奏　②大道芸　③穂高商業高校琴部演奏　④穂高商業高校吹奏楽部演奏
	 　　　　		⑤穂高西中学校吹奏楽部演奏　⑥安曇野吹奏楽団演奏　※③⑤⑥は雨天のため中止
	 　15日　①松本音楽団演奏　②大道芸　③松本山雅ＦＣイベント「トークショー」
	 ●穂高駅前通り会場（15日のみ）
	 　①キッチンカー：会員7店　②マルシェ（軽トラック市）：会員及び関係団体13店

方創生において商工会に期
待される事、商工会の地方
創生における取り組、今後
地方創生に向けて商工会が
何をすべきかを熱く語って
戴きました。11月 19日に
はNHKホールに於て全国大
会が開催され、石澤全国連会

長も挨拶のなかで、各地の商工会地域は多くの課題を
抱えており、課題を打破する為の努力を更に続けてほ
しい旨の内容でした。県連も全国連も進歩、進化して
いる事を実感致しました。安曇野市商工会も課題があ
ります。変革を求め、どうすればうまく地域の為、会
員の為に変革できるかを議論し、行動に移していきた
いと思っておりますし、理解を得ていきたいと思いま
す。更に地域振興では市と商工会がタイアップして平
成23年から地域の起業マインドを高める事、空き工
場、空き店舗対策と、経営革新、創業支援を目的とし
た「創業実現セミナー」を実施しております。しかし
乍ら目を見張るような実績を挙げられていないのが現
実であり、今のセミナーの内容、在り方、方法が良い
のかどうかを見直し、多くの人からこの地域で創業出
来るようなセミナーとして、地域の活性化を図ってい
かなければならないと思います。
結びに年末を控え、健康に留意され、幸多く健やか

な輝かしい新年を迎えられますように御祈念申し上げ
ます。
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第 3 回 信州安曇野「新そばと食の感謝祭」フォトグラフ

　信州安曇野 新そばと食の感謝祭　開催実績（概要） 卓越した技能を持ち、その分野で県下第一人者
と目されている「信州の名工」にえびよしとよ田
の豊田修身さん（日本料理調理人）がこの度県知
事より表彰されました。
季節感のある旬の地元食材を使い、日本料理の
研究に取り組んできました。信州食育発信を目的
とした県の「３つの星レストラン」の認定店でも
あります。また、社会貢献活動としても30年ほ
ど前から市内の福祉施設への募金を募っており累
計300万円を超えました。東日本大震災義援金
も今年13万円ほど集
まった募金を市内若手
有志を通じて被災者に
届けました。現在は観
光特産飲食部会長、安
曇野調理師会長とし
て、郷土料理の普及向
上、後継者育成に努め
ています。

この度、商工会の運営及び経営改善普及事業の推進に貢
献され地域振興発展に寄与されたとして、平成27年度〈全
国連会長表彰〉〈県連会長表彰〉が下記のとおり表彰され
ましたのでお知らせいたします。（敬称略・順不同）
〈全国連会長表彰〉

齊藤　正昭（豊科総合開発㈱）
高橋　秀生（㈱まるたか）
徳竹　榮一（マルト洋品店）
豊田　修身（えびよしとよ田）　
川井　敏克（安曇野「かわい」）
菅澤　一隆（㈱マルイチマシン）
等々力俊男（㈱穂高ホンダ）

〈長野県商工会連合会長表彰〉
丸山　恭弘（(社福 ) 細萱保育園）
平林　一夫（タイラ不動産㈱）
増澤　　巌（㈲増沢モータース）
曾田　惠司 (㈱アイダエナジー )
阿部　正人（レストランアベ）
加渡　正一（穂高ビューホテル㈱）
松岡　　瑛（(名 ) よろずや松岡商店）
宮川　秀夫（㈲中信）
丸山　　胖（丸本製菓）
高橋　清美（アルプスフーズ）
中田　　茂（㈲中田スクリーン印刷）

信州の名工「えびよしとよ田」
豊田修身氏

経営改善普及事業役員
功労者の表彰について

豊田　修身氏
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安曇野市成人式（平成28年１月１０日）を開催するにあたり、本年も将来を担う若者に向けたまちなか活性化策と
して、飲食・サービスそれぞれ 1,000
円分ずつ受けられる成人式振興券を発行
します（当日参加者のみ）。当日の懇親
会やヘアセット・クリーニングなどの利
用により、若者が市内に賑わいをもたら
していただくことを願います。

商業部会　お楽しみ企画について
安曇野市プレミアム商品券事業に合わせ商業部会で実施したお楽しみ企画につ

いて、景品や商品券（500円）を当選者へ発送済です。
商品券を選択した地域（豊科、穂高一部、堀金、明科）につきましては、お客

様から受け取った商品券を平成28年 1月 29日（金）までに各支所まで換金
手続きをお願いします。期日を過ぎての換金は出来ませんのでご注意ください。

安曇野飲食まつりスタンプラリー抽選会
安曇野市プレミアム商品券販促事業としてすすめてきた飲食分科会主催のスタ

ンプラリー事業が11月で終了し、抽選会を開催しました。応募数が374枚あり、
フジドリームエアラインズ福岡便往復ペアチケットが１組に、3,000円分の食
事券が50名に当選しました。これを機会に継続的に市内飲食店のご利用をして
いただきたいと思います。

サービス業部会　大抽選会
サービス業部会では市内の理容業、美容業、クリーニング業約60店舗の協賛により大抽選会を実施しました。

期間は７月17日～８月31日まで、景品は特賞のプレミアム商品券３万円分を始め１等折りたたみ式自転車２本、
２等２千円分の割引券25本でした。
協賛店でプレミアム商品券を利用した消費者に応募していただく方式ですが、約1,100名と予想以上の応募が

ありました。プレミアム商品券の効果として販売促進になりました。

新規会員加入にご協力ください
本年度より組織強化委員長を拝命しました菅澤（㈱マルイチマシン）と申します。本会報紙面をお借りして、会

員の皆様に安曇野市商工会の現状をお伝えするとともに、新規会員加入ご協力のお願いを申し上げます。
平成27年4月1日時点のデータを記載します。（平成27年度長野県下商工会の現況＜データ編＞より）

安曇野市商工会の現状
　　市内商工業者等数　　3,474　うち商工業者数　3,424
　　総 　 会 　 員 　 数　　1,898　うち商工業者数　1,872　定款会員数　26
　　組 　 　 織 　 　 率　　54.6％　（定款会員を含む）　※全県平均60.2％

総会員数では県下で2番目に大きい商工会になりますが、平成19年の合併当時は2,000を超えていました。
毎年入会頂く会員事業所もありますが、廃業や高齢による脱会等の数が上回っています。全県平均と比較して組織
率が低く、加入頂けていない事業所も多い現状です。
平成29年 4月に安曇野市商工会は創立10周年を迎えます。組織強化委員会としましては、この平成28年

を会員増強推進年と位置づけ、会員加入促進、組織率向上に努めて参る所存です。
新規会員加入につきましては、組織強化委員または商工会役員、事務局までご連絡ください。会員の皆様のご理

解とご協力を心よりお願い申し上げます。

安曇野市成人式に依るまちなか活性化策について

安曇野市制施行10周年記念プレミアム商品券事業

組織強化委員会よりお願い

成人式振興券

使用期間は厳守！　換金手続きは指定日にお忘れなく！
「安曇野市プレミアム商品券2015」の使用開始から5か月が経過し残すところ1か月となりました。12月
7日までの換金状況は85.7％となりましたが、まだ9,000万円程の未消費券が見込まれ、年末年始商戦での利
用が期待されます。

平成28年 1月 16日にて使用期間終了となります。17日以
降はいかなる理由においても店舗での取扱いはしないで下さい。
下記の指定日に商工会各支所にて引き続き換金受付を行います。
2月 19日（金）をもって最終換金となりますので、換金忘れの
無きようお願い致します。

工業部会 行政懇談会
さる１１月１６日、商工会本所２階会議室において工業部会行政懇談会が開催されました。安曇野市から宮澤市

長ほか、商工労政課職員にご出席頂き、工業振興施策について現在の状況等について説明を頂きました。またその
後の意見交換会では、企業誘致やＴＰＰ発行に伴う海外進出対策支援等、今後の施策などについて闊達な意見交換
が行われ大変有意義な会を行うことが出来ました。

建設業部会   「住まいの安心相談窓口」事業について
部会で推進している標記事業ですが、11月現在で相談件数が100件を超え、成約率が約60％、成約金額が

約1,400万円となっております。中でも内・外装リフォーム、水回りの相談が多いですが、現在は本格的な冬を
迎える前ということもあり庭木等の剪定の相談が増えてきております。剪定を専門に行う造園関連業の方の登録が
少ない状況です。合わせて除排雪に対応できる会員の皆様に是非ご登録をしていただければと存じます。登録店募
集は引き続き行っております。

ただいま商工会共済推進強化期間
商工会の共済制度は、会員企業の代表者をはじめ家族、従業員各位の福利厚生の充実となり、併せて、商工会自

己財源確保の一助となる制度です。共済推進委員会では平成28年３月末日まで推進強化期間と定め、委員を中心
に未加入者への積極的加入推進並びに満期者の継続加入推進を行っております。
本年度は、「商工貯蓄共済」「あづみ野商工共済」「傷害共済・シニア共済」「くるま共済・火災共済」を

主として推進を行っております。事業・業務に安心、有利な各種共済へ会員皆様の積極的なご加入をお願いいたし
ます。

プレミアム商品券換金状況
（12月 7日受付分まで）

換金済み
544,976,000円

85.7％

未精算
91,024,000円

14.3％

月 換  金  日 【振   込   日】 換  金  日 【振   込   日】
12 18 日（金）【28 日（月）】
１ 5 日（火）【15 日（金）】 20 日（水）【29 日（金）】
２ 5 日（金）【15 日（月）】 19 日（金）【29 日（月）】

＜プレミアム商品券　換金日程＞

商工会経営発達支援計画が認定されました
小規模事業者の事業の持続的発展を支援します！
経営発達支援計画とは・・・
小規模事業者による事業計画の作成及び実施を支援することや、展示会の開催等面的な取組を促進するなど、
小規模事業者の技術の向上・新たな事業分野の開拓を始め小規模事業者の経営の発達に特に資するための商工
会が作成した支援計画について経済産業大臣が認定する仕組みです。
安曇野市商工会は11月に経営発達支援計画について認定されました。計画期間は５年間となり、随時取り組んで
参ります。詳しくは中小企業庁ＨＰをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/nintei.html



創業セミナー　参加者募集

平成 27 年分決算申告個別相談会日程表

■編集・発行／安曇野市商工会  〒３９９-８２０５ 安曇野市豊科4289-1  TEL.0263-87-9750  FAX.0263-72-8491  http://www.azumino-biz.net/

お知らせ

商工会では今年度第2回目の創業セミナーを開催します。創業を考えている方や経営革新に興味をお持ちの方
を対象に、創業するために知っておきたい知識や各種資金・助成制度など、必要な情報をサポートします。対象に
なる方がいましたら是非ご参加ください。
日　　時：平成28年２月10日（水）・17日（水）・24日（水）午後２時から午後５時
会　　場：安曇野市商工会館　２階会議室　（豊科4289-1）
受講内容：●経営者の体験談「創業に向けた経営理念の必要性」
　　　　　●ビジネスプラン作成（経営）, 人材育成・販路開拓（人材・販路）　●資金計画書作成（財務）
　　　　　●支援施策と創業に向けた今後（財務）
受 講 料：3,000円
定　　員：30名（申込順）
申込方法：メール、FAX等にて①氏名、②住所、③連絡先、④創業したい業種を記入の上、事務局（商工会明
　　　　　科支所　電話62-2317　FAX62-5456）までお申込みください。

※日時、内容について変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

いよいよマイナンバーの通知が皆様のお手元に届き
始めております。前回9月にセミナーを開催しました
が、その後多くのお問い合わせをいただき、第２弾と
して下記の通り行います。マイナンバーの取扱いにつ
いて実務的なセミナーとなりますので、大勢のご参加
をお願い致します。申込方法など詳しくは同封のチラ
シをご覧ください。
と　き　平成28年１月26日（火）
　　　　午前の部　午前10時～12時
　　　　午後の部　午後 2時～午後4時
ところ　安曇野市役所　４階大会議室 堀金支部 IT 委員会では今後の事業計画について、

会員の皆様から事業に役立てる IT の活用について調
査させていただくことになりました。どんなことでも
結構ですので感じていることや、ご意見・ご要望等が
ございましたら事務局までご連絡下さい。またWi-Fi
の活用（外国人誘客も含め）に興味がある方もご連絡
いただきたいと存じます。
事務局：堀金支所　☎７２－５１２３

『お客様の心をつかむ料理～オードブルとスープ～』
開催のお知らせ
日時：平成28年　１月20日（水）　午後2時～4時
場所：安曇野市穂高会館　調理実習室
講師：小林	深志氏（東レ株式会社　南軽井沢山荘　料理長）
定員：30名
※宿泊業、飲食業の方を対象にした調理技術講習会を行います。改
めてご案内しますので、お申込みの上、調理服着用にてご出席く
ださい。

会場 種別 月日 曜日 相談時間 派遣人数

豊科支所 青色
消費税

2月15日 月

10:00～
16:00

2
2月23日 火 2
2月25日 木 2
※3月 9日 水 2

穂高支所 青色
消費税

2月18日 木

10:00～
16:00

2
2月24日 水 2
2月29日 月 2
3月 8日 火 2
3月14日 月 2

三郷支所 青色
消費税

2月18日 木
10:00～
16:00

2
2月22日 月 1
3月11日 金 1

堀金支所 青色
消費税

2月22日 月
10:00～
16:00

2
3月 4日 金 2
3月10日 木 1

明科支所 青色
消費税

2月22日 月
10:00～
16:00

2
3月 1日 火 2
3月10日 木 2

◎ご希望の日時、ご都合に合わせてご利用ください。

※電子申告	有

西洋料理講習会〔観光特産飲食部会〕マイナンバーセミナー

ＩＴ活用調査

長野県内の最低賃金

長野県最低賃金時間額 746円
平成27年10月 1日から適用
特定（産業別）最低賃金 時間額 効力発生日

測量・測定器、医療用・光学機
械器具、電子部品、電気・情
報通信機械器具、時計・同部
品、眼鏡製造業

823円 平成27年
11月 27日

はん用、生産用、業務用機械
器具、自動車・同附属品製造・
修理業 834円 平成27年

11月 27日

各種商品小売業 786円 平成27年
12月 31日

印刷・製版業 747円 平成23年
12月 31日

詳しくは長野労働局のホームページをご覧ください。
http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/


