
安曇野市商工会報
The Magazine For Azumino City Society of Commerce & Industry

Photo ／「常念岳を飛ぶ」（安曇野市明科　）
安曇野”安曇野”彩り”デジタルフォトコンテスト2017最優秀賞作品（撮影：関川　秀孝）

主催：安曇野市商工会堀金支部青年部
vol.43
2018.12.20



安曇野市商工会報　3

　早いもので、年末のご挨拶をさせていただく時期となりました。本年５月、
役員改選による新体制の下、今年度の重点方針の一つとして兼ねてよりの懸
案でありました、当商工会の運営経営合理化に向け、多方面から考え検証す
べく、「統合本所建設検討委員会」を設置いたしました。
　支部はいままでどおり継続するなか、事務局組織である本所支所の統合を
はかり、商工会の無理のないスムーズな継続運営を目指すもので、迅速な統
合へ、慎重かつ着実にすすめて参ります。会員各位のご理解とお力添えをお
願いいたします。
　また、経営を取り巻く環境は、今、従来にも増して経済・世界情勢、労務

問題等が大きく変動しておりますので、多様化する会員各位のニーズを的確にとらえ、より高度な経営
支援に取り組んで参ります。会員や地域の皆様から「あって良かった」と言われる商工会となるよう、
統合本所実現を中心に、会の運営をすすめて参りますので皆様の御理解とご協力を重ねてお願い申し上
げます。　　
　結びに、来年が会員各位にとりまして健康で素晴らしい一年になりますようご祈念申し上げます。
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第６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）

平成 30 年 7 月豪雨災害・平成 30 年北海道胆振東部地震復興支援　義援金

中小企業向け 軽減税率対応補助金（レジの導入・システム改修等支援）を活用しましょう

信州花フェスタ 2019

開催日時　平成30年	11月３日（土）・4日（日）　両日とも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）
来場者数　概算　39,000人　（３日21,000人　４日18,000人）
●穂高神社北神苑会場
　①新そば販売ブース：2日間延べ１４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・安曇野林檎ナポリタン食数1,400食
　③スイーツブース：安曇野やさいスイーツ会員8店・安曇野菓子製造組合銘菓販売
　④特産品販売ブース：会員８店、商工連（北安曇・安筑・木曽）7店
　⑤ドリンクコーナー：青年部運営　　⑥松本山雅ＦＣ特設コーナー
　⑦足湯コーナー：長野ＬＰ協会松本支部運営
　⑧平成30年7月豪雨災害復興支援ブース　⑨信州花フェスタ2019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20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パン屋さんストリート：会員4店
●ステージイベント（北神苑会場）
　３日　①開会式・市消防団音楽喇叭隊演奏　　② SBCラジオ「ともラジ」
　　　　③友好都市真鶴町岩囃子保存会　　④大道芸
　４日　①豊科東小学校「金管バンド」演奏　②松本音楽団演奏　　⑤大道芸
●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
　〇抽選付きスタンプラリー　　2日間で2,000枚配布。
　〇ゆるキャラ会場回遊（アルクマ、みずん、友好都市キャラクター）
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平成31年 10月からの消費税軽減税率制度の実施にあた
り、8％と10％という複数の税率への対応が必要となり「複
数税率対応レジ」を購入する小売店などもあることでしょう。
その場合、費用の一部を、中小企業庁が中小機構（独立行政
法人中小企業基盤整備機構）を通じて補助する制度がありま
す。導入済みのレジを改修する費用も助成されます。
また、電子的な受発注システムの改修などに対する支援も

行われます。予算上限に達するまで募集されております。レ
ジ等が対象となるかどうか必ず事前に、レジメーカー、シス
テム業者等にご相談ください。

対象者　複数税率への対応が必要となる中小の小売事業者等（複数税率対応レジを持たない者に限る）
補助率　原則　2／3	
　・導入費用が3万円未満の機器を1台のみ購入する場合3／4
　・タブレット等の汎用端末は1／2（周辺機器とのセット購入のみ補助対象）
補助上限　レジ1台あたり20万円。新たに行なう商品マスタの設定や機器設置に経費を要する場合は、さら

に1台あたり20万円が加算。複数台申請等については、1事業者あたり200万円を上限。	

対象者　軽減税率制度の実施に伴い電子的に受発注を行うシステムの改修等を行う必要がある中小の小売事業
者、卸売事業者等

補助率　2／3
補助上限　小売事業者等の発注システムの場合1,000万円。
　　　　　卸売事業者等の受注システムの場合150万円。
　　　　　発注システム・受注システム両方の場合1,000万円。

●レジ補助は2019年 9月30日までに導入・改修・支払いしたレジ等が対象。
●システム改修は2019年 6月 28日までに交付申請し、2019年 9月 30日までに改修・入　れ替えした
ものが対象

申請方法等の詳細は補助金事務局（URL:kzt-hojp.jp）、または商工会までご相談ください。

全国都市緑化フェアは、国民ひとり一人が緑の大切さを認識すると
ともに、緑を守り、愉しめる知識を深め、緑がもたらす快適で豊かな
暮らしがある街づくりを進めるための普及啓発事業として、昭和58	
年 (1983	年 )から毎年、全国各地で開催されている花と緑の祭典です。

複数税率対応レジの導入等支援

受発注システムの改修等支援

補助金事業の対象期間

2019.4.25［Thu］～6.16［Sun］
http://shinshu-hanafesta2019.jp

安曇野市サテライト会場
◦市役所本庁舎周辺エリア
◦三郷文化公園
◦安曇野スポット

（拾ヶ堰など）

髙橋商工会長

過日、10月 23日あづみ野カントリークラブにて、商工会親睦チャリティーゴルフ大会を開催し参加者から
６４，０００円のご寄付をいただきました。これは、長野県商工会連合会を通じて全国連へ「平成30年北海道胆
振東部地震」で被災された方々へ義援金としてお贈りいたします。
また、「第６回信州安曇野新そばと食の感謝祭・農林業まつり『平成30年7月豪雨災害復興支援ブース』」では、
商工会理事が中心となる実行委員が2日間ミカンを販売した利益１２０，９５０円と広島県内の被災地パネル・募
金箱並びに農林業まつり豊穣宝船の野菜配布時の寄付金１８，６９１円を義援金としてお贈りさせていただきます。
皆様のご協力に感謝申し上げます。

豊穣宝船の曳きまわし

復興支援ブースでのミカン販売

賑わっている飲食ブース
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会員事業所の紹介

平成28年、豊科成相地区に空き店舗を活用しオープンしました。学卒後、婦人服チェー
ン店で店長として店舗運営を経験し、その後都内の工房等で靴修理や靴製作を学びまし
た。現在も新たな技術を習得するため自己研鑽に努めています。毎日の生活に欠かせな
い靴とバッグには、使う人のこだわりがあります。現代の“使い捨て文化”を脱し、お
気に入りの物を大切に使い続けたいという想いに応える事は社会貢献にも繋がるのでは
と自負して、日々靴の修理を行っています。また、手縫いの靴をはじめキーホルダー等
の革製品のクラフト体験も受付中です。
この9月下旬に初めてチラシのポスティングを行ったところ「安曇野に靴修理できる

ところがあるんですね」と、多くの方にご来店いただきました。これからも地域の皆様
に喜んでいただき必要とされる店舗であり続けるよう努力していきたいと思います。
営業時間　11：00～ 18：00　定休日　水曜日、木曜日

昭和38年開業、今年で創業55年を迎え、三郷地域の精肉
店では老舗の一番店です。「信州産の切りたての新鮮な肉を提供
する」を合言葉に今日まで精進してきました。当店自慢の牛肉
を中心に常に25～28種類の商品を店頭に並べています。また、
近年始めた「肉屋のハンバーグ」はお客様に好評で、常に品薄
状態です。肉の厚みや切り方など、細かいご注文にも対応いた
しますので、近くにお越しの際は是非にお立ち寄りください。
営業時間：8：00～19：00　定休日：水曜日

整形外科、接骨院にて１０年間臨床に携わり、多くの骨折、脱臼、捻挫等の急性外傷から
慢性症状等、多様な症例を診察してきました。「痛みの原因特定と、効果を実感できる施術」
をコンセプトに平成３０年８月オープン致しました。骨盤プログラム、猫背プログラム、イン
ナーマッスルトレーニングなどのメニューがあります。お子様連れ・女性も通いやすい整骨
院としてキッズスペースや更衣室・ロッカーも設けております。地域の皆様に信頼していた
だき、「健康の拠り所」となれるよう、日々努力してまいります。
施術時間　8：00～ 12：00　15：00～ 19：00
　　　　　土曜日は10：00～ 17：00　定休日　水、日・祝日

地元の工務店に長年勤めていましたが、今年の3月に独立開業しました。在来の建物に手を
加えて長く使っていただくことが好きなので、住宅のリフォーム工事を主に請負っています。
ご要望に沿った工事ができるよう、お施主様と充分なコミュニケーションを取るように心が

けています。
商工会入会後は建設業部会に加入し、「住まいの安心相談窓口事業」にも登録していますので、

リフォームはもちろん、手直しや建具の調整などの細かい工事まで、住宅に関するご相談があ
りましたらお気軽にお声掛け下さい。

昭和62年社長就任以来、31余年の長きにわたり皆様方には多大なるご支援をいただき
ましたが、喜寿を迎えた今、遅きに失した感もありますが社長を辞すことになりました。
社長就任当初は、災害復旧工事などで使用する間知ブロック（積ブロック）の製造のみ

を行っておりましたが、平成10年の長野オリンピックを過ぎたころから、需要は年々減
少し斜陽化の道を歩むことになりました。こうした状況を打破するため、即脱型コンクリー
トから流動化のコンクリートに切り替えて、集水桝・コンクリート蓋などの特注品の製造に
取り組み、年々実績も評価されるようになりました。また、30年来の懸案事項であった工
場の立替による作業効率の向上も計ることができました。
このような状況から新社長に事業を引継ぎ、無事事業承継を果たすことができました。新社

長に対しこれからも今まで同様、暖かいご支援を賜りますよう伏してお願い申し上げます。

安曇野くつ工房

髙橋精肉店

安曇野にしやま整骨院

小林建築

大三ブロック工業株式会社

靴についてお気軽にご相談ください

工場の全景

安曇野市豊科4207-3　℡31-3246

安曇野市三郷明盛1644　℡77-2245

安曇野市穂高5769-12　℡87-1533

安曇野市穂高柏原1488-12　℡82-5758

安曇野市明科七貴5453　℡62-2662

統合本所建設検討委員会

事業承継マッチングサービスが好評です！

安曇野市結婚相談事務委託事業「コイカツ」〔青年部主催〕

無料ホームページ作成システムのご案内

安曇野市・マッチングサイト「トランビ」と連携した取り組み「事業承継ネットワーク」ですが全国より問合せを頂いております。
メインとなる事業承継マッチングサービスですが、事業譲渡相談２件に対し１１月末時点で買主ユーザーから12,304件閲覧があ
り、その中から具体的な相談を頂いております。商工会が代理登録することで匿名性を高め、情報が特定されにくいので安心です。
トランビサイト買い手ユーザー数も増加しており、12,000人を超える国内最大級のＭ＆Ａマーケットサイトとして全国的に大変
注目されております。商工会では事業承継を重点的に支援していきますので、ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。

商工会の財政及び組織の維持強化の
ため、懸案事項でありました本所・支
所の統合について検討を行ってきた、
商工会館建設委員会の組織を改変し、
「安曇野市商工会統合本所建設検討委
員会」にて集約、集中協議をして進め
ていくこととなり理事会にて承認いた
だきました。これからの商工会のあり
方、業務の効率化、合理化の具体的な
策定と実施に向け進めて参りますので
会員各位のご理解とご協力をお願い申
し上げます。

12月1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。商工会穂高支所の会議室を主会場として自己紹介やゲームを行
い、緊張がほぐれたところで神竹灯が行われている穂高神社へ会場を移しフリータイムとなります。
参加者の皆さんにも竹灯籠の点灯を体験していただき、境内が幻想的な灯りに照らされるなか
交流を深めていただきました。
神竹灯に合わせて開催するコイカツは毎年好評で県内外から多くの申込みを頂いており、今回

は男女合わせて57名の参加者の中から14組のカップルが成立しました。今後も、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よろしくお願いいたします。

全国の商工会会員が利用しています。無料ホームページ作成システムのご案内簡単・無料！！

商工会が提供するホームページ作成システム「ＳＨＩＦＴ」ですが、ワープロ入力ができればすぐに情報発信ができるようになります。

ホームページには興味あるが、なんだか難しそう…と思っている方におススメです。

※ＴＲＡＮＢＩ（トランビ）とは ･･･ 事業承継に課題のある中小企業の経営者、個人事業主と事業承継を希望する企業
をマッチングするWEBサービス。売り手様の手数料は完全無料！

作成にあたり専門家による立ち
上げ支援もできますので、興味ある
方・作成してみたいと思う方は商工
会事務局までご連絡下さい。

HPは 安曇野にしやま整骨院
で検索下さい。

心よりご来店をお待ち
しております。

お店はデリシアはちが店の斜め
向かいです。

建物のことならお気軽に
ご相談ください

役　　職 所　　属 氏　　　名 役　　職 所　　属 氏　　　名

本部長 商工会長 髙　橋　秀　生 本部委員 商業部会長 丸　山　康　富

副本部長 副会長 徳　竹　榮　一 〃 工業部会長 森　重　昭　孝

〃 副会長 小　林　知　之 〃 建設業部会長 猿　田　勘　一

本部委員 豊科支部長 丸　山　恭　弘 〃 観光特産飲食部
会長 豊　田　修　身

〃 穂高支部長 菅　澤　一　隆 〃 サービス業部会長 山　下　邦　二

〃 三郷支部長 久根下　直　敏 〃 青年部長 横　内　秀　章

〃 堀金支部長 宮　島　千　里 〃 女性部長 下　里　久　代

〃 明科支部長 岩　垂　直　次 　 　 　

〈統合本所建設検討委員会名簿〉

（敬称略）

事業者様
（個人事業含む）

全国の事業者
（譲受希望者）

事業継承推進
グループ

（安曇野市・商工会）

TRANBI
サイト

後継者不在
廃業検討

登録
代行

掲載

情報提供
相談

報告
紹介

打診
交渉

ホームページの開設！ オンラインショップも開業できます！

テンプレートの入力するだけだから、誰にでも簡単に自社やお店のホームページが作れます。

テンプレートの入力すれば、pdf や画像の決算書を電子公告として掲載できます。

●好きなときにいつでも情報更新ができます！
●複数ページで PR が可能！
●お問い合わせフォーム、宿泊予約フォーム等もワンクリックで生成！
●地図、掲示板、関連リンク、添付資料も簡単に設置 OK!
● TOP ページの掲載で、自社ページの集客を誘導します！

電子公告の作成！
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クレジットカード等のキャッシュレス決済の普及が進み、
外国人観光客も増加する中、飲食店や小売店等でも多様な決
済手段に対応する重要性が高まっています。事業者の収益力
強化を図ることを目的とし、キャッシュレス決済導入を促進
するセミナーを開催しますので、是非ご参加ください。
●日時　平成31年２月20日（水）午後２時～午後４時
●場所　本庁舎４階大会議室
●対象　小売業、飲食業、宿泊業、サービス業等の事業者
●内容　▷キャッシュレス決済の概要と導入の利点 ( 説明：
長野県 )▷電子マネー等にも対応可能な多機能端末の紹介
( 説明：カード決済サービス提供事業者 ) ▷低コストを実
現するタブレットやスマートフォンを利用したモバイル決
済の紹介	( 説明：カード決済サービス提供事業者 )	▷デモ
機操作▷軽減税率対策のための補助制度 ( レジ補助金 ) に
ついて (説明：安曇野市商工会 )

●申込み・問合せ　下記まで電話か Fax で。
　商工労政課商業労政係（℡71・2041、Fax72・1340）

新卒内定者及び再就職者が入社後、早期に環境に適応し、
基本的なビジネススキルやコミュニケーション能力を高め、
自信を持って仕事に取り組んで頂く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31年２月25日（月）午前９時30分～午後５時
●場所　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▷目標設定

●申込み・問合せ　下記まで電話か Fax で。
商工労政課商業労政係
（℡71・2041㈹	Fax72・1340）

お知らせ

長野県内の最低賃金

カード決済セミナー

社会人としての基礎講座
長野県最低賃金　時間額 821円
平成30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

計量・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

872円 平成30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 883円 平成30年

11月 27日

各種商品小売業
835円
H30.10.1 から
H30.12.30 まで
の間、821円

平成30年
12月 31日

印刷・製版業
827円
H30.10.1 から
H30.12.30 まで
の間、821円

平成30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 30 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18日 月
10:00～
16:00

3
※3月 7日 木 2
3月11日 月 1

穂高支所 青色
消費税

2月20日 水
10:00～
16:00

2
3月 4日 月 2
3月12日 火 2

三郷支所 青色
消費税

2月20日 水
10:00～
16:00

2
2月25日 月 1
3月 8日 金 1

堀金支所 青色
消費税

2月25日 月
10:00～
16:00

2
3月 7日 木 1
3月12日 火 1

明科支所 青色
消費税

2月22日 金
10:00～
16:00

2
3月 5日 火 1
3月11日 月 1

塗るだけで、夏涼しく、冬暖かい
熱交換塗料は、やさしさでお役に立ちます !! 熱交換塗料熱交換塗料
「健康にやさしい」

「建物にやさしい」

「地球環境にやさしい」

「電気光熱費にやさしい」

「経済的にやさしい」

夏は涼しく、冬は暖かく。不快な冷暖房に頼らず健康・快適生活！

塗装面の温度を抑制、下地の伸縮を抑え劣化防止。汚れも付きにくく長持ちを実現。

熱を塗装の内膜で吸収・消去してしまうので輻射熱を抑え CO2削減に貢献。

快適温度に近づけるため冷暖房の稼働時間が短縮され、冷暖房費を減らせる。

錆止めの効果絶大の専用プライマーを使用。長持ちのため長期でのコスト削減を実現。

塗り替え時などに是非ご検討ください塗り替え時などに是非ご検討ください

ホームページ　詳しくはこちらから

tosou21.com

有限会社　宮下塗装店
〒399-8303 安曇野市穂高7676-8
☎0263-82-6947　FAX．0263-82-1213
E-MAIL:mail@tosou21.com

熱交換塗料の５大やさしさ

会員企業広告欄

※３月7日 e-tax	対応可（要事前相談）

キャッシュレス決済を導入しておもてなしと売り上げをアップ！
「カード決済導入セミナー」参加者の募集

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


