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　会員の皆様には日頃より当商工会の事業に対し、多大なるご支援、ご協力
を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、安曇野市商工会は平成19年４月に合併し発足以来、地域に根ざし
た商工業者の繁栄と地域の発展のために様々な活動を行ってきました。その
間、時代は大きく変化し、国内外のさまざまな影響から商工会地域の中小・
小規模事業者を取り巻く経営環境はかつてない厳しいものとなっています。
　このような中、安曇野市商工会は、補助金の削減から、長年にわたる懸案
事項でありました財政及び組織の維持強化のため、早急な組織改革が強く求

められてきました。　
　平成23年度より「27年度問題課題解決特別委員会」を発足し、以来数々の委員会を経て検討を行
ってまいりました。
　昨年度より新たに「統合本所建設検討委員会」を設置し、経営運営の合理化、事業推進の効率性の維
持と向上のため、統合に向けた基本的事項を確認しながら協議し、現在統合本所設置基本計画（案）の
策定を行っております。
　新体制につきましては、会員サービスに支障をもたらすことがないよう、これまで以上に効率的業務
運営に精励し皆様のニーズにお応えできるべく努力いたす所存でございますので、会員の皆様の各段の
ご理解とご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。

安曇野市商工会は補助金の削減等の影響を受け、商工会事業のあり方、財政の健全化に向け「２７年度問
題課題解決特別委会」を発足、以来継続的に検討を重ねてまいりましたが、平成30年新執行部による「安
曇野市商工会統合本所建設検討委員会」を平成30年 7月から新たに設置し、その下に小委員会を設け協議
検討を行ってきました。

○構成メンバー	 ［本部会］：三役・五支部長・五部会長・青年部長・女性部長
	 ［小委員会］：各支部長推薦者１名および本部推薦２名の７名

○基本方針　【２年以内　令和元年度中に自己資金の範囲で統合本所を設置する】
○検討委員会の進め方　・・・　　小委員会を設けて原案を作成する
○小委員会の位置づけ　
　統合本所建設検討委員会の本所設置のための諮問的小委員会であり、小委員会で
　の提案は統合本所建設検討委員会に十分尊重されるものとなる。

○具体的課題５項目	 １．統合本所の設置の必要性
	 ２．統合本所の場所
	 ３．統合本所の設置期限
	 ４．統合本所の設置費用
	 ５．統合本所設置後の商工会について

上記の課題５項目につきまして、現状の会館利用状況、財政状況、財政見通し、また職員の意識調査を行
った結果等も踏まえながら全7回の小委員会において協議検討をかさねてきました。それらの検討結果に基
づいた提言を取りまとめた答申を受け、基本計画（案）について理事会に於いて策定を行っている処です。
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安曇野市商工会　統合本所建設検討委員会
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髙橋商工会長

会員事業所の紹介

平成３０年６月に豊科南穂高　安曇野市役所東側に女性専用の鍼灸院としてオープンしまし
た。完全予約制・完全個室のため安心して施術頂けます。全身治療のためじっくりとカウンセリ
ングをしながらリラックスした時間をお過ごし頂けます。今後、不妊治療・美容鍼灸の設備を導
入しサービス拡充をしますので、詳しくはＨＰをご覧ください（新設備は11月稼働予定）。毎日
の家事に頑張る、仕事に頑張る女性を応援するお店を目指していますので、お気軽にご相談下さい。
営業時間：9：00～ 18：00（要予約　ＷＥＢ予約は24時間対応）　定休日：日曜

麺は、香川県産のうどん用小麦「さぬきの夢」を100％使用し、さぬきの夢協力店にも認定
されました。さぬきの夢はもっちりとした食感と風味の良さが特徴で、コシを出すため足で踏む
のではなく、通常の4倍青竹で踏んでいます。
さぬきうどん専門店の開業に至ったきっかけは、香川県に移住して初めて食べた讃岐うどんの

美味しさに衝撃を受けたことでした。店名の「心」には「讃岐の心を忘れず、心を込めてうどん
を打つ」という想いを込めました。試行錯誤を重ねようやく香川のうどん店の方に認めて頂いた
時の気持ちを忘れず、毎朝心を込めて手打ちしています。
これからも地域の皆様に讃岐うどんの美味しさをお届けできるよう頑張って参ります。お気軽

にご来店ください。
定休日：火曜日夜、水曜日　営業時間：11：00～ 14：30　18：00～ 20：00

田舎フレンチと和食の店としてオープンして6年目になります。松本のレストランで10年
ほど修業した後、自分のお店を出すための場所を探した末に今の場所にお店を構えることが出来
ました。
お手頃な値段で美味しい料理を召し上がっていただけるようにに心がけています。お昼はラン

チメニュー（和・洋・パスタランチ各1,000円）のみ、ディナーは田舎フレンチのアラカルトや和定
食などご用意しています。少数でのご宴会にもご利用いただけます。
営業時間　11：30～ 14：30　17：30～ 21：30
定休日　火曜日・月曜日ディナータイム

1963年創業、先代が全国に先駆けて古民家再生の方法論を確立し、1990年には古民家再
生の多年の業績により日本建築学会賞を受賞するなど「日本に古き良き建築技術を生かす方法」
を全国に広めて来ました。
古民家再生に50年以上の実績を生かし、古民家再生をはじめ、土蔵の改修、店舗、美術館、

神社仏閣、公共施設等の設計管理を行っております。
事業コンセプト（以下の3つのコンセプトを持ち、日頃の業務に臨んでいます。）◆先人たち

の家族が安心して過ごせることを願い、そこから生まれた想いや創意工夫を学び、大切にする。
◆建物と気候風土の調和を図り、美しい風景を残す、創る、維持することを心掛ける。◆古民家
の知恵を現代の住まいへも活かし、景観に馴染んだ外観と快適な内部空間を創造、設計する
営業時間：9：00～ 18：00　定休日：第2・第4土曜日、日曜日

福島県いわき市の御斉所街道（ございしょかいどう）〔塩の道〕の宿場にて、江戸中期享保年
間より代々旅館とうなぎ屋を営んでおりました。
この度ご縁がありまして、平成28年６月より明科荻原（おぎわら）で、うなぎ屋を移転オー

プンいたしました。うなぎ料理以外にもヒレ海老御膳・焼き魚御膳もご用意しております。
お祝い・法事・各種宴会・接待などお集まりの人数に合わせてご利用いただけますよう大小

のお部屋をご用意しております。飲み放題プランもございますので、お気軽にお問合せ下さい。
ゆっくりとくつろいでいただける店、幸せだと思っていただける店を目指し、日々精進して

参りたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
営業時間　11：00～ 15：00（L.O）　定休日　木曜日
夜の営業　17：00～ 20：00（L.O）　火・金・土　予約のみ

ナッラーレ鍼灸あづみ野

手打ちさぬきうどん　心（こころ）

SHOKUDO－CAFEちゃぶだい

株式会社降幡建築設計事務所

㈲坂本屋

安曇野市豊科南穂高3068－ 4　℡0263-75-9155

安曇野市穂高4749　℡75-3277

安曇野市堀金烏川4124-6　℡88-6212

安曇野市三郷明盛3310　℡88-4560

安曇野市明科七貴10775-1　℡75-9477

詳細はホームペー
ジよりご確認いた
だけます

日本家屋の趣のあるアトリエ

古民家を
再生した
施工事例

テラス席は
ペット同伴
OK

ノルウェーサーモン・バルサミコ酢

ゆったりとした時間をお過ごし下さい

サイドメニューも天ぷらやミニ丼
などご用意しています

女性専用の施術室でリラックス

詳細はHPを
ご覧ください
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第７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

安曇野市プレミアム付商品券事業

消費税率引き上げ後の消費喚起とキャッシュレス推進の観点から10月1日～2020年の6月末までの
９か月間、中小・小規模事業者向けの支援制度が始まります。
この制度を活用するためにはキャッシュレス決済事業者経由で登録申請が必要です。
既にキャッシュレス決済に取り組んでいる方も、還元事業所として改めて申請が必要となる場合がありま

すので、決済事業者に確認をして手続きして下さい。
複数の決済事業者と契約している場合は、それぞれの決済事業者経由で申請が必要になります。
最初に申請した決済事業者経由で発行した加盟店 IDを、他の決済事業者にも共有してください。

安曇野市商工会は、商工会法により組織された地域
を代表する唯一の経済団体であり、会員の皆様と地域
に支えられて幅広い事業に取り組んでいます。
現在約1850会員の皆様にご加入いただいており

ますが、合併以来、廃業や高齢等により会員数が年々
減少をしているという現状です。経営者の声を国等へ
の施策に反映させるためにも、会員数の増加による組
織力の向上は不可欠です。
組織強化委員会では、会員増強として、新規会員加

入キャンペーンを１０月より実施し参ります。
最近ご商売を始めた方、まだ入会されていないお取

引先やお知り合いの事業所をぜひともご紹介ください
ますよう、会員の皆様のご理解とご協力を心よりお願
い申し上げます。

開催日程　と　き　　令和元年11月９日（土）・10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）
　商工会員・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｣、そして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足していただくことを目的に開催い
たします。今年で７回を迎えるこの事業がより一層盛大に開催できますよう、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｣

　｢安曇野りんごナポリタン｣ 販売予定
　☆スイーツブース… …………・野菜スイーツの限定販売 ｢今年のテーマはパプリカ、夏秋いちご｣
　☆特産品販売ブース… ………・近隣商工会、地元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」（予定）

　などによる物産販売
　☆駅前通り… …………………・グルメストリートとマルシェ（軽トラ市・キッチンカー）
　☆お得情報… …………………・９日（土）ＳＢＣラジオ ｢ともラジ｣ 正午～１３：５５の生放送

・１０日（日）柔道家の篠原信一さん来場！
・安曇野産りんごのつめ放題を両日予定数終了まで開催
・安曇野地酒を楽しむ会

○キャッシュレス決済等、具体的な進め方について知りたいという方は、最寄の商工会支所までお問合せ下さい。

お店や消費者の方に電話で口座番号などをお聞きすることはありません！

消費者還元期間：２０１９年１０月～２０２０年６月

キャッシュレス決済に取り組んで
ポイント還元の対象店舗に申請しましょう！

商工会会員増強
新規会員加入推進キャンペーンを実施

〈10月１日～3月31日〉

【キャッシュレス決済・ポイント還元に初めて取り組む場合】
①キャッシュレス決済の方法を決める（クレジットカード・QRコード決済など）
②希望するキャッシュレス決済を扱う事業者に申込をする
③申込をした決済事業者経由で、ポイント還元事業に参加申し込みをする

今年も多くの企業の皆様、
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
り多大なるご支援、ご協力を
いただき誠にありがとうござ
いました。おかげさまで第
13 回安曇野花火を盛大に開
催する事ができ、「令和に刻む、新しい安曇野の
夏」をテーマに県内外の多くの方に大会を楽し
んでいただく事ができました。
　協賛金につきましては 13,000,000 円、飲
食分科会の協力による恒例の花火玉協賛金は

91,200 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
事業が開催できますよ
う、引き続きご協力の
ほどよろしくお願い致
します。

宮下実行委員長

本事業は、令和元年10月1日に予定されている消費税率10％への引き上げによる消費に与える影
響を緩和するとともに、消費を喚起し、安曇野市経済の活性化を図るために、住民税が非課税の人と子
育て世帯（３歳未満の乳幼児のいる世帯）向けに安曇野市プレミアム付商品券の発行及び販売を目的と
して実行委員会を設立して行うものです。

プレミアム商品券発行の概要
　発 行 総 額：5億円　（内プレミアム分、1億円）
　発 行 内 容：額面５００円の商品券１０枚（5,000円分）
　　　　　　　1セットを4,000円にて販売
　購入対象者：住民税非課税者及び子育て世帯主
　販 売 期 間：令和元年１０月１日　～　令和２年３月３１日
　有 効 期 間：令和元年１０月１日　～　令和２年３月３１日
取扱店として登録するには
　本商品券を取り扱うには、取扱店登録をする必要があります。
　●対　　象　市内に事業所を構え、参加を希望する事業所
　●内　　容　換金手続きは月２回
　●登録費用　手数料は無料です。
　●申請方法　商工会より送付しました「登録申請書」及び安曇野市商工会ホームページよりダウンロー

ドの上、必要事項をご記入し商工会窓口または、ファックスにてご提出ください。登録
は随時受け付けを行います。
なお、ご不明な点がありましたら、商工会本所及び各支所までお問い合わせください。

（令和2年3月31日まで）
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●日時　令和元年１０月19日（土）
　　　　午前９時～午後2時
●場所　ほりがね物産センター南駐車場
●内容　地元各団体の農産物や加工品の直売、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

働き方改革に取り組む事業主皆様を対象とした相
談会を開催いたします。働き方改革全般について、
社会保険労務士が無料で相談に応じます！！
●日時：10月23日（水）PM2：00～ 4：30
●場所：安曇野市商工会　本所二階
●対象：事業主、人事・労務管理を担当する方
※参加費無料　　詳しくは、同封の案内チラシをご覧ください。

事業環境の変化により必要なリスクへの備えも変化
します。経営・休業・財産・賠償責任・労災・自動車
等のリスクを商工会の共済制度でご検討下さい。共済
推進委員会では令和２年３月までを推進強化期間と定
め、委員を中心に推進を行ってまいります。
推進強化期間　10月1日～令和２年３月31日

「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」

加入される共済の中には福利厚生事業が利用でき
るものもございます。ご活用下さい。

若年者地域連携事業推進センター、ジョブカフェ信
州、安曇野市は新人、若手社員向けのビジネスマナー、
ビジネスコミュニケーション研修会を開催します。
仕事で実践できるコミュニケーションを学んで、社

会人としてスキルアップしましょう。
●日　時　令和元年10月29日（火）

午前９時30分～午後５時
●会　場　安曇野市役所本庁舎４階大会議室
●対　象　新人・中途入社社員、入社２～３年の若手社

員の方（※44歳までの方）　※業種、職種不問
●参加費　無料
●定　員　40人（要申込・先着順）
●持ち物　筆記用具、スーツまたはそれに準じた服装。

昼食は各自持参ください。
●申し込み・問い合わせ
　若年者地域連携事業推進センター（27-5010）ま

たは商工労政課（71-2041）まで

お知らせ

第5回ほりがね秋の振興祭り

働き方改革個別相談会のご案内

商工会共済事業普及推進強化期間

「新人・若手社員向けフォローアップ研修」
参加者募集

長野県最低賃金　時間額 848円
令和元年10月4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 平成30年
12月 31日

印刷・製版業 827円 平成30年
12月 31日

会員企業広告欄

主
な
推
進
共
済
制
度


