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会員事業所の紹介
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酷暑の夏が終わり、空には鱗雲が出て安曇野に
も秋の訪れを感じさせる候となりました。　
今夏はさまざまな話題豊富な夏でありました。参
議院議員選挙があり、南米大陸初のブラジル・リ
オデジャネイロ五輪が開催され、今大会で日本は
41個の史上最多メダルを獲得しました。長野県選
手3人もメダリストに輝きました。とりわけ大町
市出身の奥原希望選手がバドミントン個人３位と
なり地元大町市は沸きに沸きました。そして8月
11日は国民の祝日「山の日」が制定され第一回の
記念式典が皇太子ご一家をお迎えして上高地で開
催されました。夏の全国高校野球も熱戦を繰り広
げ、栃木県代表作新学院が全国制覇して幕を閉じま
した。近くでは国際音楽祭セイジ・オザワ松本フェ
スティバルが９月９日最終日を迎え、地元はもとよ
り全国各地より多勢のファンがこの地を訪れ堪能
されました。また夏の風物詩としてすっかり定着し
た第10回「安曇野花火」が開催され多くの花火ファ
ンに楽しんでいただき、感動を与えていただきま

と　き　　平成 28 年 11 月５日（土）・６日（日）　両日 10：00 ～ 16：00
ところ　　穂高神社特設会場（北・南神苑及びその周辺）

　本年も安曇野市商工会を主幹とし、松本地方事務所、安曇野市、安曇野市農業再生協
議会の共催と各方面より多くの皆様方のご協力を賜り実行委員会を組織しました。
　実行委員会では委員の構成と事業計画等について協議し概要を決め、そしてより詳細
な企画運営のため、５部門編成にて今後進めて参ります。

　〇会場設営・環境整備部門
　〇販促・集客促進部門
　〇新そば販売・旨いもの・スイーツ部門
　〇イベント事業部門・イベント分科会　
　〇食の感謝祭・農林業まつり部門

　本年は新たに、イベント分科会を設け、新しい取組みとして「開運手形・スタンプラリー」を行い、多くの方に
来場いただき、会場内の回遊を促し、楽しんでいただける企画を計画しています。また、そば打ち体験コーナーを
設け希望者に「そば打ち」を体験していただきます。農林業まつりエリアでは、食文化交流プラザとして各国のそ
ば粉を使った料理の紹介などを行います。その他、各部門にてイベントを盛り上げるべく取り組んで参ります。会
員の皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。

した。今年から吉田賢司氏
が小林知之氏から実行委員
長を引き継がれての開催で
ありました。初代曾田恵司
氏から歴代、歴史と伝統作
りに邁進していただいてお

り、また実行委員会の皆様方も精一杯献身的に成功
に向けて努力していただいている姿を拝見するに
つけ頭の下がる思いでいっぱいです。楽しませて
いただきました。感謝と御礼を申し上げます。こ
れこそが地域の活性化、振興に結びつくものと思
いますし、見習うべきものと思います。
そして、いよいよ第４回信州安曇野新そばと食の
感謝祭農林業まつりが今年は例年より一週間早い
11月 5日（土）・6日（日）の二日間に亘り開催
されます。来場者45,000人、そば販売15,000
食を目標としており、すでに３回の実行委員会を
開催し、成功に向け準備を進めております。会員
皆様のご協力お願い申し上げます。
商工会は会員のため、地域のためをモットーに
より良い地域づくりに邁進して参ります。ご利用
をお待ちいたしております。

齊藤会長

会長あいさつ

第４回 新そばと食の感謝祭農林業まつり

平成27年８月に豊科駅前通りにオープン。創業にあたり商工会をはじめとする関係機関の
皆様に支援を頂き、おかげさまで１周年を迎えました。
今年は新商品開発に取り組み、また販路開拓のための「持続化補助金」にも商工会より計画

策定支援を頂き、採択されました。常時15種類のケーキを取り扱っており、焼き菓子も扱っ
ております。様々な種類から自由に選んでいただけるよう、【Liberte】と名付けました。名前
の通り沢山のケーキを揃えて皆様のご来店、心よりお待ちしております。皆様にとって愛され
るケーキ屋さんを目指して頑張っていきます。
営業時間　10：00 ～ 19：00　（水曜定休）

弊社は住まい手のライフスタイルに合わせた「逸品生産」の家づくりをモットーとして、一
般住宅建築、リフォーム、古民家再生、店舗改装工事等に取組んでいます。今回の持続化補助
金の申請にあたって、今までの取組みを進化させた「蓄熱・遮熱・気化熱」を有効活用した「パッ
シブソーラーハウス（そらどまの家）」の販路開拓について計画致しました。これはその土地
の気候がもたらす自然エネルギーを住まいで効率的に活用し、居心地の良い家づくりを目指す
ものです。近年は白馬エリアにおいて欧米、アジア人等外国人富裕層のゲストハウスが急増し
ており、受注実績もあります。商工会からの外国人客の地域動向についての情報提供も参考に
しながら外国人を新たなターゲットとし、外国語に対応したホームページの作成、新事業宣伝
のための案内パンフレット作成等により弊社の認知度向上と受注拡大を図りたいと思います。

創業以前は外資系企業に勤めており、そのとき東日本大震災に現地で被災、この時の経験か
ら家族と一緒に生活したいとの思いを抱き、会社を退職し起業することを思い立ちました。起
業を検討し始めた頃に、海の丼を全国展開する ( 株 ) ササフネの社長と出会い意気投合、社長
の支援を受け、今年のゴールデンウィークに「丼丸　登美屋」を開店する運びとなりました。
当店は海鮮丼を中心に新鮮な魚介類を使った丼物をワンコインというお求めやすい価格でお

客さまへ提供しています。また、ご利用いただいたお客様からは新鮮な魚介類を手軽に食べら
れると大変好評をいただいています。
将来は安曇野市内の他の地域にも店舗を出し、多くの安曇野市の皆さんに美味しい海鮮丼を

味わっていただきたいと夢を描いています。
当店は広告を一切出さずに営業しており、まだまだご存じない方も沢山いるかとは思います

が、その分低価格にて営業させて頂いています。またスタンプサービスも実施していますので、
お近くにお越しの際は是非当店へお立ち寄りください。

昨年２月に開業し、ご主人と息子さんの２人で唐揚げ・山賊焼など鶏肉料理を中心
に販売しています。ランチタイムはお弁当、夕方の時間帯は唐揚げなどを夕飯のおか
ずに購入される方が多いです。また、唐揚げは１個からばら売りもしており学生など
がおやつ代わりに買いに来ることもあります。
一番人気の半身揚げは、特製塩ダレに漬け込み、蒸して揚げるという一手間を加え、

外はカリッ、中はジューシーで食べごたえも満足な一品です。各種イベントなどでの
お弁当の注文・配達も行なっていますので、機会があれば是非ご利用ください。
営業時間　10：30 ～ 21：00　定休日　木曜日　

25年間レストランのマネージャー業務に関わって参り、この５月ＪＲ明科駅前にパ
スタ料理のカフェをオープンしました。ドリンク1杯でも気軽に立ち寄ってもらえる、
そんな雰囲気のお店を作っていきたいと思っています。
メニューは、パスタ、ピザ、カレー、ハンバーグ、定食と幅広くご用意しております。

宴会、パーティーのご予約も承っております。
営業時間　11：00 ～ 14：00　17：00 ～ 20：30
定休日　水曜日　席数２８（内小上がり８）

ケーキ屋さん　リバティー

有限会社 バレナ

丼丸『登美屋』安曇野店

トリＫＩＮＧ　あづみ野店

カフェ・レストランあづみ野

定番のイチゴショートケーキ

小林　衛社長

明るくゆったりとした店内

安曇野市豊科４７６８－７　TEL.72-0235

安曇野市穂高有明 271-1　TEL88-7426

安曇野市三郷温２７１６－１エルサあづみ野（敷地内）　TEL.77-1105

安曇野市豊科５９４９－２　TEL/FAX75-4020

安曇野市明科駅前　徒歩１分　TEL.62-5711

新鮮な海鮮メニューが７０種類

揚げたて熱々をテイクアウト

開催
日程
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中小企業等経営強化法が7月よりスタート！！

安曇野市産業振興ポータルサイトに登録しましょう！

市商工会青年部
安曇野市結婚相談事務委託事業

「コイカツ」

第10回 安曇野花火の御礼

強化法がスタートし、人材育成、コスト管理などのマネジメントの向上や設備投資等により、
事業者の生産性を向上させるための「経営力向上計画」を策定することで、税制や金融の支援
等を受けることができます。

信州特産品推薦選定事業（匠選）

ポイント１	 申請書類は実質２枚
	 ①企業の概要、②現状認識、③経営力向上の目標及び経営力向上による	 経営の向上の程
	 度を示す指標、④経営力向上の内容など簡単な計画等を策定することにより、認定を受け
	 ることができます。

ポイント２	 計画策定をサポート
	 認定経営革新等支援機関（商工会・商工会議所・中央会や地域金融機関等）に計画策定
	 の支援を受けることができます。また、ローカルベンチマークなどの経営診断ツールに
	 より、計画策定ができるようにしています。

ポイント３	 認定計画に基づき取得した一定の機械及び装置の固定資産税が半分に
	 計画認定を受けた場合、資本金１億円以下の会社、個人事業主などは、① 160 万円以上
	 の機械及び装置であって、②生産性が年平均１％以上向上等の要件を満たせば、固定資
	 産税の課税標準が３年間半額になります。

ポイント４	 その他の金融支援もご用意
	 計画認定を受けた場合、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、
	 債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。

安曇野市の委託により平成26年度より実施して
いる青年部の婚活事業は、これまで6回のイベン
トを実施してきました。（28年8月末現在）
市内はもとより県外からのお問合せもあり、毎回

40名前後の規模でイベントを開催しています。出
会いの場を設けることで街に活気を生み、若者同士
の交流を深め、経済効果や地域活性化へ繋がること
も期待がされます。
イベントを通して約30組

のカップルが成立となり、そ
のうち3組が御成婚されまし
た。
9月19日に今年度2回目

のイベントを開催し、年末に
も開催の検討をしています。

今年も安曇野市民の皆様、安曇野
市商工会及び商工会青年部をはじめ
各方面の方々より多大なるご協力、
ご協賛をいただき誠にありがとうご
ざいました。
お陰様で第10回安曇野花火を盛
大に開催することができ、多くの方々に10回を

記念する大会を楽しんで頂くことができました。
協賛金につきましては13,387,000円、飲

食分科会の協力による恒例の花火玉協賛金は計

120,376 円集まりまし
た。ご協力いただきました関
係各位の皆様に心より感謝申
し上げます。
また、来年以降もこの事業

が開催できる様に、引続きご
協力のほどよろしくお願い致
します。

申請に係るご相談は「経営力向上計画相談窓口」にお問い合わせください。
「経営力向上計画相談窓口」（中小企業庁事業環境部企画課）
TEL03-3501-1957（平日 9：00～ 12：00,13：00 ～ 17：00）

　市では本年度、市内企業等の必要情報を
適時に共有できる「安曇野市産業振興ポー
タルサイト」の運用を8月から開始しまし
た。
　サイトでは、地域内の効率的な経済活動
に役立つ最新の情報提供の場となり、市からのお知らせ・企業情報の他に企業間の受発注・求人情報なども
掲載することができ、販路開拓や人材確保などにつながることが期待されています。
　より多くの企業がポータルサイトに加わり、市内企業を一堂に閲覧することができれば、児童生徒が将来、
地元企業に就職を考える良い機会となります。

安曇野市産業振興ポータルサイトの URL は下記のとおりです。
https://azumino-sangyou-portal.secure.force.com/

信州匠選マーク　とは
　長野県商工会連合会が行う信州匠選事業は「地産地消を推薦し地
域産業を振興する」という明確な理念に基づいているもので、「信州
匠選マーク」は、一定の基準をクリアし、県下の商工会が承認した
特産品等に貼付できる「登録商標」です。（第47273080号）

現在 16件登録されています

信州匠選マークは下の３つのバリエーションと赤・緑・黒の配色を使っ
て９つのバリエーションを、商品のイメージ、パッケージデザインに合
わせて選ぶことができます。カラーバリーションの赤は山から昇る朝日
を、また緑は自然豊かな信州をイメージしています。

　今年度から制度が改正され、マークの使用許諾基準が
以前に比べ緩和され、商品の選定承認も商工会で行える
ようになりました。「信州匠選マーク」が貼付された商品等のPRを行うことで、贈答品やお土産品、
飲食品の需要の拡大を図り、販路開拓にお役立ていただけます。詳細は同封のチラシを参照いただき、
商工会各支所へご相談ください。

吉田実行委員長
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お知らせ

開催日　11月25日（金）午後7時
会　場　豊科公民館　大ホール
出　演　林家木久扇、林家木久蔵
入場料　指定席3,500円　自由席3,000円
主　催　豊科支部青年部
※チケットは10月23日（日）販売開始予定

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29
年３月末日まで推進強化期間と定め、委員を中心に加入者へ
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。
　〇推進強化期間　　　１０月１日～３月３１日
　〇主な推進共済制度

　「商工貯蓄共済」・「あづみ野商工共済」
　「障害共済・シニア共済・ミドル共済」・
　「くるま共済・　火災共済」
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。

日時　平成28年10月８日（土）
　　　午前９時～午後３時（予備日９日）
場所　ほりがね物産センター駐車場周辺
内容　堀金支部女性部による信州サーモンバーガーの販売、
　　　地元各団体の農産物や加工品の直売、
　　　糸魚川市能生の海産物販売、
　　　ステージイベント、そば打ち体験（800円）
　　　きび餅つき等体験イベント、豚汁、
　　　かぼちゃ団子等の無料配布など
主催：ほりがね秋の振興祭り実行委員会
お問合せ：商工会堀金支所　TEL72-5123

あづみ野寄席 2016

第２回 ほりがね秋の振興祭り

安曇野市勤労者互助会・会員募集中！

長野県内の最低賃金 商工会共済事業普及推進強化期間

長野県最低賃金時間額 770円
平成28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/

会社の福利厚生を充実させるチャンス！
お得なキャンペーン期間中にぜひご加入をご検討ください。

入会できる方　安曇野市内の中小企業の従業員および事業主

入会金・会費　入会金　入会時のみ300円（1人）　⇒
　　　　　　　キャンペーン中は新規会員入会金無料！！
　　　　　　　会費　月額350円（1人）
　　　　　　　さらに、加入者全員に記念品進呈！！

主な事業内容　●保険給付事業…結婚祝金、出生祝金、
　　　　　　　　傷病休業保険金、勤続祝金、還暦祝金、
　　　　　　　　死亡保険金など
　　　　　　　●厚生事業…各種提携施設等の割引利用、
　　　　　　　　健診・ドック受診補助、余暇活動援助
　　　　　　　　事業など

まずはお気軽にパンフレットをご請求ください

安曇野市役所　商工観光部　商工労政課内
安曇野市勤労者互助会事務局　TEL.71-2202（直通）

事業主の皆さん、安曇野市に中小企業者のための互助会が
あることをご存知ですか？

加入促進キャンペーン平成 28 年 10 月 3 日～ 12 月 15 日


