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10 月 15 日安曇野市長、市議会議員の同日選
挙が行われ市長には現市長が三選され、22 人の
市議会議員が選出されました。また翌週 22 日
には衆議院議員選挙が行われ、長野県二区から
は二人の代議士が選出されました。

衆議院選挙後株式相場は 23,000 円を突破し、
県内大企業の上半期決算も増収増益となってお
り、景況感改善が鮮明になってきております。
市内製造業の受注も堅調に推移しているようで、
このまま維持し景気回復の動きが継続し、需要
増加が設備投資、さらには消費の押し上げにつ
ながっていければ良いなと思うところです。

三期目を迎える安曇野市制には、社会構造の
めまぐるしい変化や急速に進む少子高齢化によ
る人口減少、企業の減少、税収減、都市間競争
による地盤沈下等、地域の状況は厳しさを増し
てきております。今後更に進むであろう社会保
障費の増加、インフラ整備、農商工業を中心と
する産業の活性化による地域振興等、今、行政
が取り組まなければならない課題は数多くある

と思います。なにをするにも財政が豊かでなく
ては何もできない。財政力のアップが将来を考
えた安曇野市に必要な事であると考えます。そ
のために産業振興による地域振興、活性化策に
よる税収増を図っていただきたい。産業振興に
よって雇用の場も創出され若者定着、市事業の
ひとつ移住、定住の推進も軌道に乗れると思わ
れ、I ターン、U ターンによる人口増も期待でき
ると思います。そのためにも早期の産業振興条
例の制定、施行をしなければならないと思って
おります。

幸い、二人の代議士の誕生で国とのパイプも
更に太くなりました。県との連携、他市町村と
の連携を密にし、地域全体の底上げを図り元気
で活力ある地域の実現を望みたく思います。そ
のためには商工会も行政の片腕、両輪となって
提言、協力していく事は地域唯一の経済団体と
して必然であると思っております。

商工会も今、市と同じく将来を見据えたビジョ
ンをもって道筋をつけていかなければならない
と感じており、商工会館建設による大同団結し
ていかなければならない時期に入っております。
会館建設委員会も発足し、第１回目の建設委員
会も開催され緒についたところでございます。
今後は具体的な論議に入り問題点をクリアして
参ります。会員各位におかれましてもこの建設
に対して関心を持っていただきたくお願いいた
します。向寒の候ご自愛のほど申し上げさせて
いただきます。

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　開催実績（概要）
開催日時　平成29年11月4日（土）＜雨のち曇り＞10:00～16:00
　　　　　11 月 5 日（日）＜快晴＞ 10:00 ～ 16:00
開催場所　穂高神社特設会場及びその周辺
　　　　　（両日とも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　長野県松本地域振興局・安曇野市・安曇野市農業再生協議会
後　　援　安曇野市教育委員会、報道関係各社
協　　力　市内外団体多数
来場者数　概算　41,000 人
　　　　　　　　（14 日 18,000 人　15 日 23,000 人） 開会式
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旨いものブース スイーツブース

●穂高神社北神苑会場出展者
　①新そば販売ブース：2 日間延べ１３店舗（市内会員）　そば食数 10,000 食
　②旨いものブース　：信州ｻｰﾓﾝ丼販売・安曇野林檎ナポリタン　食数 1,293 食
　③スイーツブース：安曇野やさいスイーツ販売・安曇野菓子製造組合銘菓販売
　④特産品販売ブース：会員 10 店、商工連（北安曇・安筑・木曽）６店
　⑤ドリンクコーナー：青年部運営　　　　　⑥松本山雅ＦＣ特設ブース
　⑦足湯コーナー：長野県ＬＰ協会松本支部運営
　⑧九州北部豪雨災害復旧支援コーナー

●穂高神社南神苑・農林業まつり会場および本殿周辺出展・出演者
　①農林業まつり：会員、関係団体企業、友好都市など 23 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せり市　
　⑤穂高商業高校「茶道部」　
　⑥豊科東小学校「金管バンド」

●ステージイベント（北神苑会場）出演者
　４日　①開会式・安曇野市消防団音楽喇叭隊　② SBC ラジオ「ともラジ」生放送
　　　　③穂高商業高校吹奏楽部　④松本音楽団
　５日　①松本蟻ケ崎高校「書道ガールズ」　②松本山雅トークショー
　　　　③津軽三味線・民謡「マキ★ミキ」　④穂高商業高校「琴部」

●穂高駅前通り会場
　①キッチンカー：会員５店　　②軽トラック市：会員及び関係団体７店

●会場全体
〇スタンプラリー付きお食事・お買い物チケット（500 円券が 3 枚付いたチケット）

2 日間で 1516 枚販売　〇大道芸（手品、バルーンアート）
　〇ゆるキャラ会場回遊（アルクマ、みずん、おおまぴょん、友好都市キャラクター）

今回のブーステーマを「安
曇野グルメのＰＲ」とし、信州
サーモン丼と安曇野林檎ナポ
リタンの販売を致しました。

信州サーモンは平成 21年
から、安曇野林檎ナポリタンは
平成 23 年から地域グルメとして取り組んでおります。

信州サーモンの魅力を改めて伝えるためシンプルに
丼として提供し、売れ行きも大変好評でした。

ナポリタンは感謝祭初披
露であったため、どの位販
売できるか不安もありまし
たが目の前で手際よく仕上
げる演出もあり予定数を大
きく上回る売れ行きでした。

今後も地域特産品を活用した食の魅力を伝えていき
たいと思います。

スイーツブースでは、
安曇野やさいスイーツの
販売と安曇野市菓子製造
組合加入店の銘菓販売を
行いました。初日はあいに
くの空模様でしたが、早く
から様々な商品をお買い求める皆様で賑わいました。

地元のにんじん（今年の
テーマ）を使用した「安曇
野やさいスイーツ」は市内
８店舗が参加。また、銘菓
販売では、和菓子を中心に
焼き菓子等市内６店舗のお

菓子がずらりと並び、２日間でほぼ完売し盛況のうち
に終了しました。今後もこのようなイベントを通じて
安曇野の美味しさを多くの方にお伝えしていきたいと
思います。

賑わう会場内

駅前通り

南神苑会場

松本蟻ヶ崎高校「書道ガールズ」

信州サーモン丼
安曇野やさいスイーツの数々

アルクマと銘菓販売

林檎ナポリタン
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新商工会館建設委員会　進捗状況

三役三委員長会議

　近年、うつ病による自殺や過労死などの新たな労働
災害が増加しており、企業の労災リスクに備えるため
の保険です。
１．本制度の特徴

（１）労災事故に関わる幅広い補償
従業員の就業中のケガに対する補償（死亡・後遺障
害）に加えて、労働災害における事業者側の賠償責
任（使用者賠償責任）についても補償します。

（２）労災保険支給と関係なく支払い
ケガに対する定額補償については、政府所管の労働
災害保険の認定に関わらず、迅速に保険金を受け取
ることができます。（※一部例外もございます）

（３）契約は補償対象者無記名式
役員・従業員の人数に変動があった場合でも報告は
不要です。また、パート・アルバイトの方も自動的
に補償の対象となります。

２．取扱保険会社
　取扱保険会社は下記の 4 社です。補償内容・保険料
等の詳細につきましては、各社にお問い合わせ下さい。
　• 東京海上日動火災保険株式会社
　• 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
　• 三井住友海上火災保険株式会社
　• あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

会館建設委員会は三つの小委員会（会館建物建設設計小委員会・会館建設将来ビジョン小委員会・会館建設財政
調達小委員会）にて検討をし、本部会にて今後は下記のとおり進めていく事といたしました。

〇商工会館建物建設設計小委員会
事務局の会館建物面積素案をたたき台に、設計概要と建物建設費の積

算見積を行うこととなった。
〇会館建設将来ビジョン小委員会

市商工会館建設後の支所及び支所建物のあり方について、支所の縮小
を基本指針とすることとした。縮小のデメリットへの具体的な対応策、
縮小の実施時期、暫定期間、期限などの方策等、建設の必要性と進め方
をわかりやすく示した資料の作成に取り掛かることとした。

〇会館建設財政調達小委員会
検討された建物建設費用と本会引当積立金の差額の不足資金について最適な補充対応策を具体的に示すことと

なった。また、商工会の中期財政計画の作成を行うこととした。
以上三小委員会の検討原案を本部会にて取りまとめのうえ、建設委員会として、市行政、関連機関へ説明し理解を

得るとともに、具体的に支所本所統合による新商工会館建設の必要性を全ての会員への説明する事を決めました。

12 月 2 日 ( 土 )、穂
高神社で開催された神
竹灯 ( かみあかり ) に合
わせ、今年度 3 回目の
コイカツイベントを実
施致しました。

安曇野市穂高支所の
会議室を主会場として自己紹介やフリータイムを行
なった後、神竹灯が行われている穂高神社へ移動し参
加者の皆さんに竹灯籠の点灯を体験していただきまし
た。幻想的な灯りに境内が照らされる神竹灯を楽しみ
ながら交流を深めていただきました。今回、男女合わ
せて 51 名の参加者の中から 5 組のカップルが成立し
ました。

今後とも、地域を盛り上げるための事業を企画して
参りたいと考えておりますので、何卒、ご協力をお願
い申し上げます。

内　容　個人・業務で使える最新ＩＴ 
日　時　平成 30 年１月 17 日（水）
　　　　午後６時 30 分～８時 30 分
会　場　安曇野市商工会堀金支所
受講料　無料
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。

企業を労働災害リスクから守る
「商工会の業務災害保険」のご案内

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」

役員改選について

事業者のためのインターネット・
パソコン活用セミナー

　今年度は任期満了の年です。役員改選スケジュー
ル及び選任決定について、次号の商工会報で詳しく
お知らせいたします。
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会員事業所の紹介

穂高有明に「犬連れ客専用の温泉付きペンション」として平成 28 年 7 月オープ
ンしました。以前は都内で運送会社に勤務しておりましたが、当時犬連れで宿を取
ることの不便さを感じたことから、憧れの地である安曇野に犬連れ客専用の宿泊施
設を開くことを思い立ちました。一念発起しリゾート会社へ転職。4 年半の修業を
経てようやくオープンに至りました。

部屋は 6 室、貸切りでご利用頂ける源泉掛け流しの温泉家族風呂が 2 つあります。
大小 2 つのドッグランを併設しており、大ドッグランは 200㎡の広さで大型犬で
も存分に走れる広さです。お食事は安曇野の恵みを存分に活かしたメニューをご用
意。信州サーモンを使用した犬用のメニューも予約によりご用意できます。

天然温泉と大小2つのドッグラン、旬のお料理で皆様のお越しをお待ちしております。

化粧品販売・エステを手掛けていますが、最近は男性の美容意識も高くなり平成 28 年
には松本市ブエナビスタ内に男性専用のエステをオープン致しました。

そして、さらなるサービス向上のため持続化補助金の計画策定を商工会に支援して頂き、
採択されましたので新サービスとしてセルフホワイトニング機械を豊科店・松本店にそれぞ
れ導入しました。

自分自身で機械を使って施術しますので、気軽に体験して頂けます。12 月からは化粧
品部門の拡大のため豊科本店のビル１Ｆに販売店をオープンします。より地域の皆様の健
康と美容のお手伝いができるようスタッフ一同お待ちしております。

大王わさび農場内にテナント「あづみ野遊印」として営業をしております。
「長野県に来たお客様に長野県のお土産を」をコンセプトに地元産の材料とハンド
メイドにこだわった製品展開を行っており、りんごの木の箸や欅の木のストラップ
など当社オリジナルの商品を取り揃えておりますので、お近くに来た際は一度お立
ち寄りください。（商品にはその場で名前を入れるサービスしております。）

また、完全オーダーメイドのオリジナル手彫り印鑑も随時注文を承っております
ので、ご興味ある方は気軽にご相談ください。

この他に「マイ箸体験教室」も実施しておりますので、よろしくお願いします。

弊社は昭和 58 年の創業以来培ってきた技術とサービスによりお客様に信頼と感
動を与えられる企業づくりを重ねてまいりました。

鉄筋加工とは、コンクリートの芯に鉄筋を配し強度を高める作業で、現代の建物
には必須となる重要な工程です。しかし、一般の方が目にする機会は余りなく、見
えない部分だからこそ確かな品質が問われる仕事でもあります。

この度は、商工会の支援を受け小規模事業者持続化補助金の採択を受け自社ＨＰ
を開設することができました。

これまではゼネコンの下請けとして、学校、病院や商業施設等大規模な工事が主
でしたが、ＨＰを情報発信や営業のツールとして新規顧客を開拓し、住宅など小規
模な工事の受注獲得に活用していきたいと思います。

昭和 55 年創業以来、( 有 ) 児玉自動車鈑金として営業してまいりました。
この度、平成 29 年 5 月より ( 有 ) 安曇野自動車 と社名を変更致しました。事業

内容は以前と変わらず、自動車鈑金塗装を主に整備・車検・販売を扱っております。
若いスタッフも増員し、お客様の多様なニーズにもお応えできる様、努めてまい

ります。
小さなキズ凹みから大きな事故車まで、お客様のお車のお困り事は、当社までお

気軽にご相談下さい。

お宿たんたん

( 株 ) 愛 corporation（艶 Nagomi）

（有）えぞ彫工芸社

㈲戸澤鉄筋工業

㈲安曇野自動車

ワンちゃん用のアメニティも充実しています

気軽に歯のセルフホワイトニング！

大王わさび農場テナント風景

高品質な製品を出荷する加工場

国道 19号から見えるこの看板が目印です

安曇野市穂高有明 7392-13　℡ 87-1419
facebook：お宿たんたん　安曇野温泉ドッグラン

安曇野市豊科 4312 番地 6
奥村ビル 302　℡ 87-0907

安曇野市三郷温 5094-11　℡ 77-8510
URL https://www.yuuin.com/　又は“あづみ野遊印”で検索

安曇野市堀金三田 3570-3　℡ 72-7304
URL　tozawatekkin.com

安曇野市明科中川手 106-2　℡ 62-2536
営業時間　　9：00 ～ 17：30　定休日　日曜日
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新卒内定者及び再就職者が入社後、早期に環境に適
応し、社会人基礎力やコミュニケーション能力を高め、
早期離職防止・職場定着を促進するための講習会を実
施します。グループワークを取り入れ、問題解決する
力も身に付けます。
●日時　平成 30 年２月 26 日（月）
　　　　午前９時 30 分～午後５時
●場所　安曇野市役所本庁舎４階大会議室
●対象　就職内定者※ 44 歳までの人が対象です。
●内容　テーマ「学生脳から社会人脳にシフトチェン

ジ！」▽社会人としての心構え▽ビジネスマナーの
基本▽コミュニケーションの基本▽メンタルヘルス
▽目標設定
　

若年層の離職率は全労働者の離職率を常に上回って
推移しています。就職した若年者が早期離職すること
なく職場に定着し、その能力を発揮できるようにする
ための支援が重要です。この研修では、若手社員の不
安や課題を受け止め、解消することで早期離職の抑制
に繋げます。
●日時　平成 30 年３月７日（水）
　　　　午前９時 30 分～午後５時
●場所　安曇野市役所本庁舎４階大会議室
● 対 象　新入・中途入社社員、新規採用予定者、入 社 ２

～３年の若手社員※ 44 歳までの人が対象です。
●内容　テーマ「組織の一員として、円滑に仕事をす

すめよう！」▽現場で使えるビジネスマナー力を
アップ▽職場でのコミュニケーションのコツ▽確
認・報連相のポイント、クレーム対応の基本▽課題
解決能力を高めよう

お知らせ

長野県内の最低賃金

市商工労政課よりご案内

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

854円 平成 29 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 865円 平成 29 年

11 月 27 日

各種商品小売業 817円 平成 29 年
12 月 31 日

印 刷 ・ 製 版 業 809円 平成 29 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/

平成29年分決算申告個別相談会日程表
◎ご希望の日時・ご都合に合わせてご利用ください。

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19日 月
10:00 ～
16:00

3 
※３月 8日 木 2 

３月12日 月 1 

穂高支所 青色
消費税

２月21日 水
10:00 ～
16:00

2 
３月 5日 月 2 
３月13日 火 2 

三郷支所 青色
消費税

２月21日 水
10:00 ～
16:00

2 
２月26日 月 1 
３月 9日 金 1 

堀金支所 青色
消費税

２月26日 月
10:00 ～
16:00

2 
３月 6日 火 2 
３月 9日 金 1 

明科支所 青色
消費税

２月20日 火
10:00 ～
16:00

2 
３月 1日 木 1 
３月 8日 木 1 

会員企業広告欄

事業主の皆さんへ「社会人としての基礎講座」参加者の募集

事業主の皆さんへ「若手社員向けフォローアップ研修」参加者の募集

申込み・問合せ
商工労政課商業労政係（℡ 71・2041
Fax72・1340）、若年者地域連携事業推進センター

（℡ 27・5010  Fax29・2608）

※ 3月 8日 e-tax 対応可（要事前相談）

参加費
無　料

参加費
無　料


