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北朝鮮は、8月 29日早朝ミサイルを発射し、
北海道上空を通過し、太平洋上に落下、その後
核実験も行われ日本が脅かされている事を憂慮
するところでありますが、安曇野では、7月22
日土曜市・こども祭りを皮切りにあづみ野祭り、
わさび祭り、YOSAKOI 安曇野、ふるさと夏祭
りと続き、締めくくりの盆14日の安曇野花火
で夏の一連のイベントが最終となりました。幸
い好天に恵まれ人出も多く賑わい、市民の皆様
には楽しんでいただき心癒された事と思います。
また経済波及効果もあった事と思っております。
そしてもう秋。10月 15日には市長、市議会議
員選挙の投票日となっており、あわただしさを
増してきております。11月 4日 5日の両日は
第5回信州安曇野「新そばと食の感謝祭・農林
業祭り」が開催されます。このイベントにつき

■開催日程　と　き　平成29年11月４日（土 )・

　　　　　　　　　　５日（日）　両日１０時～１６時
　　　　　　ところ　穂高神社特設会場
　　　　　　　　　　（北・南神苑及びその周辺）

『極上の安曇野を味わう』をキャッチコピーに信州安曇野の「食
と実り」を来場者に満喫していただけるよう、実行委員会では
部門ごとに鋭意準備を進めているところです。第５回新そばと
食の感謝祭・農林業まつりがより一層盛大に開催できますよう
に、会員皆様からの特段のご理解ご協力をお願い申し上げます。
今年度の実施内容について概要をご案内させていただきます。

■イベントのご案内
☆新そば販売・全店共通メニュー
　もりそば500円
☆旨いものブース
　・地元産食材を使った感謝祭特製
　　「信州サーモン丼」、「安曇野
　　林檎ナポリタン」限定販売
☆スイーツブース
　・やさいスイーツの限定販売
　　「今年のテーマは“にんじん”」

☆特産品販売ブース
　・近隣商工会、地産食材等を使用した食品、加工品の販売
☆農林業まつりブース
　・地元農家、農業関係団体、友好都市、地元高校、大学
　　などによる物産販売
☆駅前通り
　・軽トラ市・キッチンカーによるグルメストリートとマ
　　ルシェ
　　『今年は２日間開催』
☆お得情報
　・４日（土）SBCラジオ「ともラジ」公開スタジオ
　　12：00～ 14：00
　・安曇野の極上食材を競り落とす
　　「せり市」体験
　・安曇野産米、リンゴなどが当た
　　る抽選付スタンプラリーの開催
　・地酒飲み比べ有料試飲会
　・各種ステージイベント、大道芸、
　　バルーンアート

ましては、すでに2回の実行委員会、幾多の事
務局会議も開催され、万全を期して成功裡に終
わり、所期の目的、地域振興、活性化が果たせ
ればと思います。
さて、新商工会館建設につきましては過去に
於いて承認決定された　①商工会館を建設する
場所は安曇野市の中心であるVAIO（旧ソニー）
前の旧豊科水源池跡地とする。　②建設資金は
商工会積立金１億5千万円余のうち１億2～ 3
千万円を取り崩し基礎資金とする。　③各支所
会館は当面の間残し支部は存続し、支部事業は
継続する。以上の事項を前進具体化させるべく
建設準備委員会を開催し、建設委員も選出され、
いよいよ建設委員会が本格的に動き出しました。
建設委員会は、会館建設設計委員会、将来ビジョ
ン委員会そして財政調達委員会の三委員会を組
織し、各々の委員会に於いて設計構想、業者選
定方法、会館建設後の商工会組織の在り方、会
員各位に対する建設、統合の必要性と理解を得
る事、建設資金の調達方法等々を30年度着工
を目指して検討して結論を出して参ります。会
員皆様におかれましては、今後の商工会の在り
方に対する建設的なご意見等お寄せいただけれ
ば幸甚に存じます。地域になくてはならない経
済団体として役職員一同尚一層誠心誠意努めて
参ります。今後とも商工会の活用をお願い申し
上げます。

齊藤会長

会長あいさつ

第 5 回 信州安曇野 新そばと食の感謝祭・農林業まつり

安曇野市商工会 新商工会館建設委員会

事業承継に関する全会員アンケート調査について
　安曇野市商工会では事業承継に関するアンケートを実施しましたのでその結果をご報告致します。
　国の事業承継の課題に対する危機感は強く、中小企業経営者の高齢化（66歳の経営者が最も多い）が進み、今
後5年間で30万以上の経営者が70歳以上になるにもかかわらず、6割が後継者未定とされています。
　地域の事業を次世代にしっかりと引き継げるよう、今回の調査結果を参考に地域の支援機関等と連携しながら事
業承継に向けた取り組みを支援して参ります。
　ご協力ありがとうございました。

（一部抜粋）
問 .今後貴社では事業承継の予定がありますか

【アンケート実施概要】
期間：8月16日～8月31日
会員数：1,846件
回答数：588件
　　　　（回答率31.8％）
（アンケートの全体結果については

商工会HPをご覧ください）

1、事業継承
を予定
33.8％

2、まだ決めて
いない
39.1％

3、廃業を検討
14.1％

4、済んでいる
11.4％

無回答
1.5％

件数 構成比率
1、事業承継を予定 199 33.8%
2、まだ決めていない 230 39.1%
3、廃業を検討 83 14.1%
4、済んでいる 67 11.4%
無回答 9 1.5%
合計 588 100.0%

　新商工会館建設につきまして、建設準備委員会を経て、建設委員が下記のとおり選出されました。
今後三つの小委員会〈設計小委員会・将来ビジョン小委員会・財政調達委員会〉で検討を行い着工を目指して参ります。

敬称略
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食品表示基準の改正

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11回 安曇野花火の御礼

安曇野市の委託により取
り組んでいる青年部の婚活
事業では、年 3 ～ 4 回の
コイカツイベントを実施し
ています。市内はもとより
県外からも問い合わせがあ
り、男女合わせて40名前
後の規模でイベントを開催しています。
これまでに当イベントを通して4組が御成婚
されました。（うち1組は29年度）

【29 年度　第 2 回コイカツイベント】
と　　き　10月9日（月）午後1時より
と こ ろ　安曇野市役所　本庁舎
お問合せ　TEL82－ 5820（商工会穂高支所）

　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11回安曇野花火を盛大に開催する
ことができ、県内外の多くの方々に「安曇野の夏」
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 13,160,000円、
飲食分科会の協力による恒例の花火玉協賛金は計

92,153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。

会員事業所の紹介

平成28年６月にタッチパネル製品の企画・開発等を行う会社として設立されまし
た。独立前に勤務していたご縁で、現在事業所をVAIO本社内に設けさせて頂いてお
ります。当社はタッチパネルに特化したファブレス企業（生産設備を持たない製造業）
です。経営理念である「タッチで世の中をもっと便利に」を掲げ、自動販売機や大型
ディスプレイ等タッチパネルのさらなる普及と新しいサービスを提供しております。
まだ設立から間もない会社ですが勤務時代の人脈に助けれらながら、今秋には既存

のホワイトボードをタッチ操作できる新商品のインタラクティブホワイトボードを発
表できました。タッチパネルに関することなら何でもご相談下さい。

営業時間　9：00 ～ 17：00

松本市での飲食店勤務後、地元である穂高にて創業支援を受けオープン致しま
した。前職オーナーより教わったデミグラスソースで作るビーフシチューが当店
の看板メニューです。ブイヤベースも今後ご提供していく予定です。これから寒
い季節ですので是非一度お越しください。ランチは常時６種類ほど、ディナーは
20種類ほどのメニューです。予約も受け付けております。
営業時間　ランチタイム　　11：30 ～ 14：30
　　　　　ディナータイム　17：00 ～ 21：30
　　　　　水曜日定休　席数 20　駐車場あり
現在フェイスブックページ「Bistro NORI ビストロ　ノリ」にて情報発信中です。

平成４年に創業、昨年まで朝日村に工場を構え営業していましたが、今年の６
月に本社を安曇野市に移転し新規一転臨んでいます。
弊社の主な業務内容は、座卓やお座敷用の椅子、テーブルなど木工品に塗装を

行い光沢のある表面加工を施し業者さんへ納入しています。
より良い製品づくりを心掛け、一品一品手作業で丁寧に作業を行っています。

また、製造だけでなく修繕にも対応いたしますので、ご用命の方はまずは気軽に
ご相談ください。
営業時間　８：00 ～ 17：00

平成26年 2月に開業。総合住宅リフォーム業で主に住宅塗装を行っております。社名は平成
29年8月までハウスコンシェルでしたが、地元密着営業を展開したいため頭に安曇野と付けました。
会社名の由来ですが、お家の執事という意味になりますので、お家の事でお困りのことがあれ

ば何なりとお申し付けくださいませ。
弊社は当たり前のことですが、施工は一に丁寧、二に丁寧、三に丁寧です。急がば回れと言う

言葉もありますが、急いで雑になる工事は結局の所、クレームという形で私たちに跳ね返ってき
ます。クレームで時間も経費も使い、大事なお客様の信頼まで失うこととなります。丁寧施工は
ハウスコンシェルの第一モットーです。
また、安曇野市の補助金・保険関係も代行で行わせていただきます。お客様が少しでもお金が

かからない様にリフォームを提案することも得意ですのでお気軽にご相談ください。
http://azumino-hc.jp

今年 5月にオープンした美容室。ぱっと見「美容器具を作ってるお店？」
と思われそうな店名と外観ですが、「人目を引いて気になるお店にしたかった」
とお話しいただいたオーナーの山田さん。
市内の美容室で店長や教育担当を経験され、この度、安曇野市の「空き

店舗補助」を活用されて念願の独立開業を果たしました。
現在はオーナー一人で切り盛りしているため「予約時間等でお客様にご不便をおか

けして申し訳ない」とのお話しですが、「今後は従業員を雇い、教育担当をしていた経
験も活かし後進の育成もしていきたい」と今後の展望を話していただきました。
営業時間　平　日 10:00 ～ 19:30　土日祝 9:00 ～ 18:30　毎週月曜日定休

ナイスモバイル（株）

Bistro NORI（ビストロ　ノリ）

（株）まるやま彩漆

安曇野ハウスコンシェル

山田髪型製作所

テーブル席をご用意しています

電子黒板 社長　高
コウ

　学
ガクグン

軍さん

社長　丸山哲三郎さん

安曇野市豊科５４３２（VAIO 本社内）　TEL.87-2298/FAX.87-2208

安曇野市穂高有明 10319 － 1　TEL.83-7720

安曇野市三郷明盛 4912-22　TEL.77-7799

安曇野市明科七貴 3944-2　TEL50-6506

安曇野市堀金烏川 2146-8　TEL75-2137

代表　内川　政明さん

店舗は商工会堀金支所近くです

吉田実行委員長

加工食品・添加物に対する新基準対応は平成 32年 3月 31日まで !
新しい基準への食品表示には対応されていますか？

「食品表示セミナーのお知らせ」

食品表示法に定める食品表示基準は平成27年 4月 1日に新しい基準に変わっており、加工食品
及び添加物に対する新基準への対応はラベル在庫や切替などの期間が必要として、経過措置期間を設
け平成32年3月31日までとなっております。
現在、経過措置期間ではありますが、早めに食品表示基準の改正に対応することで消費者にとって
わかりやすい食品表示を身につけましょう。

　　○日　　時　平成 29 年 10 月 23 日（月）
　　　　　　　　午後 2 時～ 4 時
　　○場　　所　安曇野市商工会館　穂高支所
　　○定　　員　４０名
　　○受 講 料　無料
　　○申込方法　会報同封のチラシにある申込票に記入の上、
　　　　　　　　ＦＡＸにてお申込み下さい。
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商工会の共済制度は生命・貯蓄・けが・病気・ガ
ン・くるま・火災等すべての保障が可能となりまし
た。共済推進委員会では平成30年３月までを推進
強化期間と定め、委員を中心として会員の皆様へ積
極的に推進を行ってまいります。

　推進強化期間　　　１０月１日～３月３１日
　主な推進共済制度　
　　「商工貯蓄共済・会員福祉共済」
　　「あづみ野商工共済」
　　「傷害共済・シニア共済・ミドル共済」
　　「くるま共済・火災共済」

企業経営の将来・代表者をはじめ従業員やご家族
の安心安全のためにご加入をお願い致します。

日時　平成29年10月 28日（土）
　　　午前9時～午後3時
場所　ほりがね物産センター駐車場周辺
内容　信州サーモンバーガーや農産物、加工品等の

販売、ステージイベント、そば打ち体験（800
円）、豚汁等の無料配布など

　　　同時開催「常念フェスティバル」

場所　常念ドーム
内容　フリーマーケット、

クラフト製品の製作・
販売、子ども食堂、
仮装行列など

お問合せ　商工会堀金支所
　　　　　TEL72-5123

地方税法において、従業員の個人住民税は、所得
税の源泉徴収義務のある事業者が、個人住民税の特
別徴収義務者として毎月従業員に支払う給与から差
し引き、従業員に代わって納税いただくことが原則
となっています。（個人住民税の特別徴収）
長野県と県内全77市町村は、平成30年度から全
県一斉に、原則として所得税の源泉徴収義務のある全
ての事業者を個人住民税の特別徴収義務者に指定す
ることにより、個人住民税の特別徴収を徹底します。
現在、特別徴収を行っていない事業者の皆さまへ
は10月中旬に特別徴収義務者の指定予告通知をお
送りします。平成30年度からの実施に向けて準備
をお願いします。
●問い合わせ
安曇野市役所税務課市民税担当（℡71-2485）

お知らせ
長野県内の最低賃金 商工会共済事業普及推進強化期間

第３回 ほりがね秋の振興祭り平成 30 年度から、原則全ての事業
者が個人住民税の特別徴収義務者に
指定されます

長野県最低賃金時間額 795円
平成29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

837円 平成28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 848円 平成28年

11月 27日

各種商品小売業 800円 平成28年
12月 31日

印刷・製版業 795円 平成29年
10月 1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/

会員企業広告欄
子ども達も参加してのきび
餅つき（昨年の様子）


