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　令和元年も残りわずかとなり年末のご挨拶をさせていただく時期となりま
した。会員の皆様並びに関係各位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。
　この度の台風19号をはじめとした豪雨災害により被災された皆様に心よ
りお見舞いを申し上げます。被災された地域の皆様の安全と一日も早く平穏
に復することを心よりお祈り申し上げます。　
　長年にわたる懸案事項でありました統合に向けた組織改革について、数々
の委員会を経て、昨年７月に統合本所建設検討委員会とその小委員会に改編
し発足いたしました。統合に向け小委員会で８回、検討委員会で４回と数多

くの課題について検討協議を重ねて参りましたが、１０月１０日に行われました理事会にて将来に向け
ての大きな決断として「安曇野市商工会統合基本計画」の決定と至りました。
　本支所の再編と職員の配置数の見直しにより事務の効率化を図り、会員サービスの低下とならぬよう
事業所へ出向く支援を強化していくものです。職員間の情報やノウハウの共有を進め、今以上にチーム
による支援体制を構築して参ります。
　新たな統合計画の始動まで限られた時間の中、具体的な運営体制を整えることが急務となります。安
曇野市商工会の今後を見据えた広い観点から、実施に向け何卒会員各位のご理解・ご支援を賜りますよ
うお願い申し上げます。
　中小企業にとっては厳しい経済情勢が続きますが、商工会の使命は極めて重大と認識し、真に頼られ
る組織として微力ながら役職員一同地域経済の発展に向け役割を果たして参る所存でございますので、
皆様のご理解とご協力を重ねてお願い申し上げます。　
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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　開催実績（概要）
開催日時　令和元年11月９日（土）・10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　（両日とも駅前通り交通規制実施）
来場者数　概算　42,000人　（９日18,000人　１０日24,000人）
●穂高神社北神苑会場
　①新そば販売ブース：２日間延12店舗（市内会員）　そば食数　約9,150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　約1,750食
　③スイーツブース：安曇野やさいスイーツ会員９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13店、商工連（北安曇・安筑・木曽）７店
　⑤ドリンクコーナー：飲み物の販売（市商工会青年部）
　⑥生わさびコーナー：生わさびの提供・販売（安曇野漬物組合／安曇野わさび青年会）
　⑥そば打ち体験コーナー：9人参加
　⑦足湯コーナー：長野 LP協会松本支部運営
　⑧令和元年台風第19号災害復興支援
●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、学校関係、友好都市など２１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パン屋さんストリート：会員５店
　⑤りんご詰め放題　⑥焼いも販売　⑦子ども縁日　
　〔①、④は地域の特産品を使った新商品のPR事業を実施（経営発達支援事業）〕
●ステージイベント（北神苑会場）
　 9日	 ①開会式・市消防団音楽喇叭隊演奏	 ②ＳＢＣラジオ「ともラジ」（生放送）
	 ③友好都市PRタイム	 ④豊里青龍太鼓
　10日	 ①穂高東中学校「合唱部」	 ②篠原信一さんトークショー
●穂高駅前通り会場
　①キッチンカー：会員６店　②軽トラ市：会員：５店
●会場全体・関連イベント
　①来場者アンケート　　
　②ゆるキャラ会場回遊（みずん、友好都市キャラクター）
　③安曇野そば好きさんスタンプラリー：スタンプ押印、説明（市商工会女性部）
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髙橋商工会長

賑わう会場内

やさいスイーツの販売ブース

篠原信一さんトークショー
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安曇野市商工会　統合基本計画（概要）

統合本所の設置課題については、本会の会員組織である５支部５部会組織の継続維持のなか、本支所
による事務局体制の最大課題として平成23年に、27年度問題課題解決特別委員会・平成26年から
商工会在り方検討委員会・平成29年には新商工会館建設委員会と特別委員会にて、重点的継続的に、
本商工会のあり方の中心的課題として検討をしてまいりました。会員数の減少、県市の補助金の大幅減
少が続くなか、事業改革と職員人員削減・運営効率化等による経費の削減に努めつつ、事業推進と財政
の確保を図ってまいりましたが、昨年、新たに統合本所建設検討委員会を発足、各支部の選任をえた委
員による特別小委員会を設置し、統合本所の建設設置と本会の事業運営のあり方につき具体的に検討を
しました。候補地について実地視察、本会財政計画の検討、会員の商工会利用度調査など、集中的に鋭
意検討研究し、これに基づく統合本所建設検討委員会の結論を得ました。今、本会は財政逼迫の現状と
厳しい財政見通しのなか、新たな事業改革と推進の必要性に迫られております。執行部、理事会におい
ては、検討委員会の結論を基に、課題を解決し、商工会の将来のあり方を具現化するために、本会組織
と事業の改善目指す基本計画を決定しました。この基本計画を、執行部を先頭に商工会をあげて、全力
で実現し、事業推進と活力に満ちた魅力ある商工会づくりを目指すものであります。
　

１、統合の必要性とあるべき姿　　
　（１）商工会を取り巻く環境の激変を受けて、会員サービスを維持向上しながら人員削減・運営経

費の削減をするという超難題に取り組むには、関係者すべての覚悟を前提とする。
　（２）活気と魅力に溢れる安曇野の商工業サービス拠点としての体裁を整え、会員を引きつける商

工会づくりに注力し、同時に現状維持を容認する会員への利便性の確保と、会員離れを押さえ
る工夫を丁寧に実施する本会組織と事業、事務局体制を確立する。（事務局本部設置と統合後の
事業運営）

　（３）職員が働きやすく能力発揮が最大限期待できる職場環境を構築する。
　（４）ＩＣＴ ( 情報通信技術 ) を駆使して、日常の業務は勿論、会員とのネットワーク環境を整え

時間空間距離を最小化する仕組みにより会員サービスを拡充する。

２、事務局本部の新設と設置場所
　（１）豊科商工会館に商工会本所を置く。穂高商工会館に事務局本部を新規に設置する。

　　　　　　　　　　　　< 穂高商工会館を事務局本部に選んだ理由 >
　　　①周囲に広大な駐車場、イベント可能な施設等があり、キャパシティが大きい。
　　　②財政的に新築は不可能であり、スペースの確保及び増改築の余地があり対応力に富む。
　　　③商工会所有の施設であり使い勝手が良い (借用物件で無い )。

３、事務局本部の設置期限と統合事業運営の実施時期
　（１）2021 年３月までに設置をする。

　　　①統合事業運営 (資料１) については、2020年４月から開始をする。

４、統合に関係する費用
　（１）本会の現在有する積立金の範囲で賄う。

　　　①穂高商工会館増改築耐震工事費。②事務局本部機能レイアウト工事費。③ＩＣT他ネットワー
　　　　ク構築費など。
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いまなぜ統合が必要なのか
　（１）基本的な考え方

　平成27年度に県補助金が2千万削減となり、人員の自然減などにより対応してきたが会員数の
減少及び県補助金減少による市補助金の逓減など財政を急激に圧迫している。
　また人件費比率の増加により事業費確保が難しくなってきており、今後同じ決算規模とした場合、何
ら手立てをしなければ大幅な赤字となる見通しとなっております。こうしたことから財政の立て直しが急
務であり、商工会の在り方に大きな影響を及ぼしております。現在職員が22名（平成30年 10月
１日時点）在籍しており、本所をはじめとする各支所にそれぞれ配置されております。

　県及び市補助金は平成20年度157,790（千円）から、令和元年度113,830（千円）へ削減、それ
に伴う労務費をはじめとする固定費（維持管理費等）の増加が課題となっており、現在の事務所体制
を維持することが大変困難です。このままの体制を維持させることが難しいため、早急に改善・対応す
る必要があります。

　（２）財政の安定化と会員サービスの維持・向上
　こうした課題に対して財政の安定化を図るために・職員の集約化による労務費率の減少・配置数
の見直しによるサービス低下を回避するための職員の集中配置による巡回強化が必要であると考え
ております。

統合後の事業運営のイメージ

本所 豊科支所 穂高支所 三郷支所 堀金支所 明科支所 合計

５名 ４名 ４名 ３名 ３名 ３名 ２２名

･･･主任経営支援員 ･･･経営支援員、記帳支援職員、一般職員
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会員事業所の紹介

HP はこちら
アトリエと作品

明科天王原の
ぶどう畑

醸造家の塩瀬さんと齋藤さん

住宅メーカーに長年勤めた経験と人脈を基に8年前に独立しましたが、今回縁あっ
て商工会に加入させてもらいました。
主に職人を手配し、現場を管理するプロデューサーとしての仕事をしていますが、

設計・デザインは自分で行っているのでお客様のご希望に十分お応えいたします。
手配できる職人も大工・内外装から造園まですべての分野の職人が揃って幅広く

対応できますので、ご自宅の新築・リフォームをお考えの際は気軽にご相談ください。

リ・ホームプロ平林 安曇野市堀金烏川 4605-1 TEL72-2070

巨大なステンレスで創りあげた作品は昆虫を始め、一度は見かけた方も多い
と思いますがこの作品が安曇野市で創られていることは地元の方には意外と知
られておりません。
穂高牧にある巨大なクレーンがあるアトリエにはいくつもの作品が展示されて
います。全国ひいては海外からも視察にきており、昆虫を題材にしたゲームや
映画など国内外のクリエーターにも影響を与えています。
世界で唯一といわれるステンレス巨大彫刻を間近で体験しにアトリエにお越
しください。（要連絡）

中嶋大道（ステンレス彫刻家） 　安曇野市穂高牧 179-18　℡ 83-8881

世界に類を見ない　ステンレス彫刻のオンリーワン作家

2018年１１月に北アルプス・安曇野ワイン特区の第1号ワイナリーとしてオープンしま
した。明科天王原のぶどうをメインに、安曇野市内のぶどうやリンゴを使いワインやシード
ルを醸造しています。国内でもかなり小さいワイナリーでぶどうの収穫はもちろん、ぶどう
を搾る作業や瓶詰めなど全て手作業を２人でやっています。地元のワイナリーで経験を積
んだ僕たちが地元の原料で地元の方たちのためにワインを造りたいと始めました。
地元の方に楽しんでもらえるワイン、誰かに飲んでもらいたくなるワインを造りたいと

思っています。
営業時間　9 ～ 15 時　定休日　不定休　 Mail:info@le-milieu.co.jp

合同会社　Le Milieu（ル　ミリュウ） 安曇野市明科七貴 4671-1
℡ 62-5507

東日本大震災後の復興支援で訪れた被災地で、そば打ち慰問を通じて目の当たりにした「美味しいそばが人を元気付ける」
ことに感動したことがきっかけで、そばについてさらに研究を重ねたいと考えるようになりました。その後、国家資格で
ある「麺料理専門調理師」試験に挑戦し平成25年に一発合格できたことが大きな自信になりました。
今年1月そば店を退職し、新たな就職先として選んだのは松本市内の

老舗かつお節店でした。出汁について学びたいと考えたからです。そこ
から多くの方の支援をいただき今年8月念願であった独立を果たすこと
ができました。
初心を忘れることなく『志』を持ってそばを出していきたいとの想い

で店名を志水庵としました。美味しいそばを提供し、お客様にくつろい
で頂ける店づくりを心掛けていきたいです。
営業時間：11：00 ～ 16：00（12 月～３月の冬期は 15：00 まで）
定休日：水曜日

そば処　志水庵（しすいあん） 安曇野市穂高有明 7348-24　℡ 88-8197

2019年 8月に三郷一日市場交差点から県道315号線を南へ250ｍ
ほど進んだところにオープンしました。
地元で一生涯働ける仕事をしようと起業を検討する中、ローソンのオー
ナー募集説明会の席で生まれ育った安曇野三郷店のオーナー募集の話を聞
き、運命的なものを感じ一念発起してオーナーとなりました。「私たちは“み
んなと暮らすマチ”を幸せにします。」を経営理念に、お年寄りや子供さん
が気軽に立ち寄れる、ほっこりとした雰囲気のお店作りを心掛けています。
トイレの利用だけでも構いませんので、気軽にお立ち寄りください。

ローソン安曇野三郷店 安曇野市三郷明盛 1661-1　℡ 77-9855

広い駐車場完備の店舗

LDK デザイン
イラスト

オーナーの小林 淳さん

店舗入口 森林の囲まれた店内で…

安曇野インター交差点の白鳥
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安曇野市商工会では、起業を目指す人を対象に創業実現
セミナーの開催を2月以降に予定しております。
現在起業をお考え、又は希望している方や起業に興味の

ある方を対象に、起業に必要な知識の学習を通して起業につ
いて学びます。この機会に是非受講ご検討ください。また、
お知り合いに起業を考えている方がいましたらご紹介お願い
します。
詳細につきましては、今後ホームページ等で順次お知らせ

いたしますのでよろしくお願いいたします。

出　演　春風亭昇太・柳家三三・玉川太福
と　き　令和２年２月１２日（水）
ところ　安曇野市　豊科公民館大ホール
入場料（前売券）　指定席4,500円・自由席3,500円

●チケットの販売は平日9時～17時、安曇野市商工会本
所のみで販売

●チケットが無くなり次第、販売を終了とさせて頂きます。
●お問合せ先　安曇野市商工会豊科支所
　電話７２－２９８６

お知らせ

長野県内の最低賃金

創業実現セミナーのお知らせ

パソコンで同じ作業を効率化したい方必見！
毎回行う同じ作業を自動化　ＲＰＡセミナーのお知らせ

あづみ野寄席２０２０のお知らせ

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

892円 令和元年
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 903円 令和元年

11月27日

各種商品小売業 855円 令和元年
12月31日

印刷・製版業 850円 令和元年
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/

令和元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17日 月
10:00～
16:00

3
※3月 4日 水 2
3月12日 木 1

穂高支所 青色
消費税

2月20日 木
10:00～
16:00

2
3月 2日 月 2
3月11日 水 1

三郷支所 青色
消費税

2月19日 水
10:00～
16:00

2
2月25日 火 1
3月 6日 金 1

堀金支所 青色
消費税

2月25日 火
10:00～
16:00

2
3月 2日 月 1
3月12日 火 1

明科支所 青色
消費税

2月25日 火
10:00～
16:00

2
3月 6日 金 2
3月11日 月 1

会員企業広告欄

※３月４日 e-tax	対応可（要事前相談）

パソコンでこんなことができたら便利！とお悩みの方は、
一度是非体験会にご参加ください。
※ＲＰＡとはロボティック・プロセス・オートメーション
の略で、パソコンを操作して処理される定型事務を自動
化・効率化する仕組みです。

●と　き　令和２年１月28日（火）　午後２時～午後５時
●ところ　安曇野市商工会本所　２階会議室
●定　員　30名　●参加費　無料
●講　師　（公財）長野県中小企業振興センター
　　　　　西拭コーディネーター
●内　容　ＲＰＡとは何か
　　　　　～定型事務を自動化して生産性を向上する～
　　　　　活用事例と体験会
　　　○詳しくは同封のチラシをご覧ください。


