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平成２９・３０年度　安曇野市小規
模工事等契約希望者の登録について
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５月 23 日に安曇野市商工会第 11 回となりま
す平成 29 年度通常総代会が開催されました。28
年度事業では先ず国より経営発達支援事業計画が
認定され、700 万円の併走型支援事業の助成金を
最大限活用し、「新そばと食の感謝祭 農林業まつり」
が盛大に開催された事が挙げられます。この認定さ
れるに至っては、職員のやる気と熱意、的確、正
確な申請に依り採択されたものと能力の高さに敬
意を表し、今後もあるであろうあらゆる補助金申
請に力を発揮していただきたく願うものでありま
す。因みに、県内69 商工会中 13 商工会が認定され
たものであります。

また、会員支援ではものづくり補助金、小規模
事業者持続化補助金申請等の支援に力を注いでい
ただきました。その他、市と深く関わりを持ち両
輪となって、地域振興事業を推進して参りました。

安曇野市商工会在り方検討委員会では、商工会
館建設候補地の選定、行政理事者側との折衝、今
後の推進方法等について検討がなされ、また検討
委員会を発展的に解消し、29 年 6 月から建設準
備委員会を経て建設委員会へ場を移し論議を深め
より良い方向で前進させることで理事会の承認を
いただき、総代会に於いても 29 年度の重点方針

〇経営発達支援計画に基づき平成29年度伴走型小規模事業者支援推進事業に採択されました。小規模
　事業者支援の推進を目的とした本補助金ですが、昨年に引き続き採択をされました。
　昨年に引き続き本補助金を活用し、「信州安曇野新そばと食の感謝祭　農林業まつり」の中で、個社の
地域資源を活用した新商品開発や販路開拓の実践ができるよう実施致します。また出展と併せ事業計画
策定支援にも取り組むことで、地域振興事業を通じた経営改善につなげて参ります。

　４月１１日に行われた通常部員総会において、青年部長を拝命
致しました。
　安曇野市商工会青年部は県内最大規模を誇る青年部であり、大
役を務めさせて頂く事の責任の重大さを感じております。
　青年部の活動を通じて何を感じ何を学ぶのかはそれぞれであり
ますが、若者らしく色々なことに挑戦する
ことで自分自身の成長につなげていける貴
重な時期が青年部であると考えております。
　松岡前部長より引継ぎ、また諸先輩方の
意思をしっかり受け止め、青年部員 101
名と共に安曇野を元気にするするため様々
な活動に取り組んで参りますのでご理解、
ご協力のほど宜しく、お願い申し上げます。

に位置付け承認をいただき
ました。今後の建設委員会
では、会館の規模、建設財
源及び調達方法、現在の５
会館の利用、活用方法等を
深く検討して参ります。

そして何より大事な事
は、会員の理解を得ること

であります。なぜ今建設、統合が必要であるかで
あります。現在の５支所での職員の仕事量の格差の
問題、車両台数、書籍類購入数、費用、冷暖房費及
び水道光熱費、事務費、事務機器、職員移動経費
の不効率と燃費、人件費、等々の効率化、合理化
を図らなければならいことが多々あります。合理
化、効率化を図り節減された費用で地域振興事業、
会員サービスの向上に上乗せして役立てていかな
ければならないと考えます。

平成 27 年度に県補助金が減額され、それに伴
い市の補助金も減額されております。商工会事業
に影響が出てきております。少子高齢社会となり
人口減少が各市町村でも悩みの種となっておりま
す、それに伴い後継者が無くて廃業、高齢での廃業
等での退会が創業での入会者数を上回り会員減少
となっております。近い将来、５支所の会館維持
が難しくなることが予想されます。当商工会には、
まだ余力があります。余力があるうちにできる事
をしておかなければならないと思います。会員皆
様の理解を得るために役職員共に粉骨砕身努めて
参ります。

平成 29 年度も商工会二大柱の経営改善普及事
業、地域振興事業に真正面から取り組んで参りま
す。詳細については第 11 期総代会資料をご覧い
ただきますようお願いいたします。

本年度も会員各位におかれましてはご健勝にて
社業発展、隆盛に向けての取組、ご活躍をご祈念
申し上げます。

齊藤会長

　会長あいさつ

経営発達支援事業について

安曇野市商工業助成制度が
使いやすくなりました

第5回信州安曇野「新そばと食の感謝祭・農林業まつり」の開催について

総代会の様子（2017.5.23　於市本庁舎）

第 1 回実行委員会を 5 月 29 日に開催し、開催計画、実行委員会組織、主な開催スケジュール、事業費予算
についてご協議いただきました。

本年度は、県内各地のそばイベントとの差別化、県内外・外国人旅行者を含めた集客強化、電波媒体とのコラ
ボレーション、会場設営・周辺環境の効率化、イベント内容の活性化の 5 つを開催ポイントとして更なる進化を
目指します。十分楽しんでいただける 2 日間になるように取り組んで参りますので、会員皆様のご理解、ご協力
をお願い申し上げます。

開催日程
　と　き　　平成 29 年 11 月 4 日（土）・5（日）両日とも 10:00 ～ 16:00
　ところ　　穂高神社北神苑・南神苑及びその周辺

　　目　的　　「新そばと食の感謝祭・農林業まつり」は、商工業者・農林業者・関係機関が連携を図り、新そ
ばと地元産の「食」を中心とした安曇野の「食と実り」、安曇野の晩秋を市民や近隣市町村の皆
様をはじめ県内外、海外からの来場者に十分に満喫していただき、また、そば・わさび・米・り
んご・野菜・漬物・地酒・おやきなどの加工品を販売・ＰＲするとともに、友好都市との交流や
地域、学校の協力を得て、安曇野の地域資源を県内外、世界へ広く発信します。

　　　　　　　　さらに、安曇野産の素材等を新たな商品にする６次産業化を進め、本イベントで成果を発表し、
来場者等からの評価を受けて更に磨きをかけていく場と位置付けて参ります。

新青年部長あいさつ青年部役員名簿

平成 29 年度から平成 32 年 3 月 31 日までの間、
工業関係の助成金「生産設備取得事業」の要件緩和に
より使いやすくなりました。

中小企業者の雇用維持につなげるため取得する一定
額以上の生産設備について、生産の向上など一定の要
件を満たされていると認められた場合は、新規常勤雇
用者を伴わなくても補助対象となりました。

詳しくは会報同封の市補助制度のパンフレットをご
覧ください。

安曇野市では、市が発注する小規模工事及び修繕等（１
件の契約金額が 50 万円以下のもの）の契約を希望する方
を登録し、市内小規模事業者の受注機会の拡大を図ること
を目的として実施しています。

登録された事業者は、小規模工事等を発注する際の見積を
依頼する業者指名の対象となることはありますが、この登
録をもって指名や契約を約束するものではありません。な
お、入札参加資格を有している事業者は本制度の登録はで
きませんのでご注意ください。

提出書類等の詳細は安曇野市のホームページ又は安曇野
市総務部契約検査課契約係へお問い合せください。

受付場所及び問合せ先：　安曇野市役所　総務部契約検査
課契約係（℡：0263-71-2002・直通）

横内部長

役職名 氏　　名 事　業　所　名
部長 横内　秀章 ㈱横内組

副部長 丸山　貴大 ㈲イヴエルマルヤマ
〃 赤羽　正光 ㈲赤羽電気商会

監査委員 松岡　治信 ㈴よろずや松岡商店
〃 小林　則生 ㈲アルプスクリーンサービス

常任委員 丸山　勇樹 ㈱勇屋会館
〃 浅川　博行 ㈲アルプス印刷
〃 太田　孝行 池田屋餅店
〃 犬飼　　繁 ㈲明金堂書店
〃 横澤　茂雄 ㈱横澤興業
〃 高橋　政彦 高橋精肉店
〃 平倉　英明 平倉電気商会
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お知らせ

雇用保険料の料率の変更について

商工会報紙面広告掲載・
チラシ同封サービス

事業者のためのインターネット・
パソコン活用セミナー

夏イベントの紹介

内　容　ＳＮＳやネットサービスを利用したビジネスを
日　時　平成 29 年７月１５日（土）
　　　　午後７時～９時
会　場　安曇野市商工会堀金支所
受講料　会員５００円（一般 3,000 円）
主　催　安曇野市商工会堀金支部ＩＴ委員会
※詳しくは同封の案内チラシをご覧ください。

　安曇野市商工会で発行する会報へ会員企業
の広告掲載と広告等のチラシを同封するサー
ビスを開始します！
　貴社の事業案内、商品やイベント・セミナー
開催などのPRにご活用ください。
　詳細は、同封の案内文書をご覧ください。

雇用保険料率 労働者負担 事業主負担

一般の事業 11/1000 4/1000 7/1000

農林水産・
清酒製造業 13/1000 5/1000 8/1000

建　設　業 14/1000 5/1000 9/1000

雇用保険料率 労働者負担 事業主負担

一般の事業 9/1000 3/1000 6/1000

農林水産・
清酒製造業 11/1000 4/1000 7/1000

建設業 12/1000 4/1000 8/1000

平成28年度

平成29年度
➡

開催日 内　　　　容 地域 場　所　・　時　間
6月 9日（金）～
6月19日（月）　 第 33 回信州安曇野　あやめまつり 明科 龍門渕公園・あやめ公園

６月 18 日（日）　メインイベント
7月 1日（土）～

12月20日（水）　
安曇野彩りデジタルフォトコンテスト
2017

入選作品展覧会・授賞式　平成 30 年１月下旬から２月中旬頃
会場未定

7月22日（土） 第 38 回　とよしな土曜市・あづみ野
こども祭り 豊科 国道 147 号・豊科駅前通り　歩行者天国　ＰＭ６：00 ～

7月29日（土） 第 38 回　あづみ野祭り 豊科 国道 147 号　歩行者天国　ＰＭ５：00 ～
8月 5日（土） 第 32 回　ふるさと夏祭り 三郷 三郷文化公園　ＰＭ４：00 ～
8月 5日（土） 第 34 回　安曇野わさび祭り納涼祭 穂高 詳細未定
8月 6日（日） 第 18 回　ＹＯＳＡＫＯＩ安曇野 穂高 詳細未定
8月14日（月） 第 11 回　安曇野花火 明科 御宝田遊水池西側　ＰＭ７：00 ～

8月19日（土） 第 27 回　信州安曇野能楽鑑賞会
　　　　　安曇野 能 明科 豊科公民館ホール　ＰＭ 12：30 開場

３月 31 日付　経営支援員・豊科支所
藤澤　貴志　　生坂村商工会へ異動

４月 1 日付　経営支援員・豊科支所
田島　祐介　　新規採用　　　　　

職員の異動

会員事業所健康診断日程のお知らせ
　例年実施しております事業主と従業員を対象にした
健康診断事業を下記の日程にて行います。

日程・実施時間 会場 備考
10 月 12 日（木）

午前・午後 三郷文化公園体育館 胃検診あり

10 月 18 日（水）
午前・午後 穂高会館 胃検診あり

10 月 20 日（金）
午後 明科公民館

10 月 24 日（火）
午後 商工会堀金支所

10 月 26 日（木）
午前 とよしなふれあいホール 胃検診あり

◎詳しい健診内容及び費用と、申込み書は８月中旬に事業所宛て送
付いたしますので、希望される事業所は届きましたらお申込みを
お願いいたします。


