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会長あいさつ
会員の皆様には、新型コロナウイルス禍の

飲食業への支援を目的

まっただ中、ご自身やご家族、従業員、お客様、

とした飲食券発行事業

取引先関係者の皆様の健康課題ばかりでなく、

の実施を計画しており

社会的要請のもと経済事業活動を大幅に制限

ま す。 さ ら に 市 内 全 業

される大変厳しい環境での経営に取り組まれ

種に及ぶプレミアム付

ておられること、その困難な状況は如何ばか
りかとご推察申し上げます。

髙橋商工会長

き商品券事業などを市
に 要 請 を し て、 行 政 支

このような激動の経済情勢は過去に経験が

援の獲得を得て市と協力した強力な共同販促

なく、本会としましても、日々激変する状況に、

事業の展開を図るといった、具体的な景気回

国県市の施策の周知と対応を適切に行えるよ

復振興策を推進してまいります。3 つ目として、

う対処することに精励するところであります。

長年の本会の課題であった商工会組織見直し

商工会の運営につきましては、このような状

の総代会承認のもと、事務局本部を設置し、支

況のため、本年度の通常総代会は書面決議によ

所商工会館の整備充実を図り、本会組織の連

る審議を行い、総代各位のご理解をいただき、

携と集約を強め、役職員組織をあげての事業

執行部原案のとおり決定決議をいただきまし

推進を実行する体制整備の実施を、コロナウ

た。会員の皆様のご協力とご配意に感謝を申

イルス経済対策の展開の迅速強化として合わ

し上げます。

せて進めてまいります。

総代会で決定した本会の主な活動内容をも

また、国や県、市の行政機関との連携を一

とに、コロナウイルス経済対策として、まず

層強化し、各事業所支援、業界支援を展開す

個別企業支援として制度資金融資の斡旋を中

ることで、経営環境の整備と地域経済の回復

心に職員組織を集中し対応の展開をはかって

と発展をサポートしてまいりたく、会員各位

おります。並行して国県市の給付金、助成金、

におかれましては、是非、経営の維持と確保

支援施策の普及と紹介斡旋をし、経営サイド

に鋭意務められまして、この難局を乗り越え

に立ったスムーズな施策の活用導入を推進し

ていただきますようお願いし、ご挨拶とさせ

ております。また、地域経済回復対策として、

ていただきます。

令和 2 年度通常総代会報告
本年５月２２日に開催予定でありました通常総代会は、今般新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、書面による審議をお願いし、書面議決による開催とさせていただきました。
総代総数２５０名のうち３分の２以上の１９５名の総代より議決書の提出をいただき、議長とし
て承認をいただいた髙橋会長により副会長立会いのもと、議決書を確認し、提案上程された６議案
について、賛成多数による可決決議を確認し、原案どおり確定いたしました。
国の、『緊急事態宣言』のなか、異例の形での総代会となりましたが、県市をはじめとする関係機
関、商工会員各位のご理解のもと、総代、理事、役員のご尽力をいただき開催できましたことご報
告いたします。
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商工会統合実施計画について
前回の会報 46 号（元年 12 月 20 日付）でご案内した、本会の統合基本計画でありますが、第４回
理事会にて、具体的な進め方について示した統合実施計画を審議決定し、最終の理事会にて統合実施計
画の内容を特別会計予算書（案）として決定、総代会へ提案提出いたしました。書面審議による総代会
において、特別会計予算として決定決議をいただきました。これにより本商工会の全体合意の方針とし
て下記による実現を目指し推進をしていきます。
なお、本実施計画の実現には、第 1 に市の合意と了解が不可欠でありますので、まず市の同意を得ら
れるよう、また、市議会の承認も必要とする案件もありますので、実現に向け本会あげての取り組みが
必要であります、コロナウイルス経済禍の中ではありますが、本会組織の強化対策のためでもあります
ので、会員の皆様の絶大なるご理解とご協力をお願い申し上げます。

事業運営体制について
本会の事業運営のための会員職員の組織体制については、本年度より統合実施計画に沿って、別掲の
職員職務担当と会員組織による本会運営を図っております。
職員数削減の中、支部運営、部会運営、事業運営等の効率化を目指して、ご不便をおかけしないよう
努めて実施しておりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。現在、新型コロナウイルス対策のため、
各イベント、会議等、商工会関係の活動は大幅に縮小制限されており、開催中止が多数となっております。
また、政策支援、融資等個別の経営相談が大幅に増加しております。新たな事業運営体制により、増加
する個別相談への対応を図っておりますので、会員の皆様には、是非お気軽に相談、お問合せをいただ
きご活用をいただけますようお願いいたします。

持続化給付金の手続きはお済ですか？
安曇野市商工会 給付金相談・申請サポート窓口開設のお知らせ
持続化給付金の申請について皆様より「よくわからない」、「書類が難しい」、「電子申請の仕方がわか
らない」といった声をよくお聞きします。
安曇野市商工会では下記のとおり給付金相談・申請窓口を開設して、手続きをサポートします。手続
きがお済みでない方は是非この機会をご利用ください。
詳しくは会報同封のチラシをご確認ください。

パソコン・メールができなくても書類があれば申請ができ、支給もスムーズです。
【申請サポート窓口】
○申請相談日

６月２３日（火）～６月３０日（火） ※土、日・25 日は除く

○開 催 時 間

9 時 00 分～ 17 時 00 分（最終受付 16 時 00 分）
※最終日のみ 15 時 00 分（最終受付 14 時 00 分）まで

○会

場

安曇野市商工会

穂高商工会館（安曇野市穂高 5047）

【相談窓口】
書類がよくわからない等ご不明な点がありましたら、商工会までご相談下さい。
安曇野市商工会報
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新型コロナウイルス感染症による影響がある場合に活用できる施策について
令和 2 年 5 月時点

①新型コロナウイルス感染症に対応した融資制度（主なもの）
（１）日本政策金融公庫

新型コロナウイルス感染症特別貸付

返済期間１５年（運転）
・２０年（設備）

（２）

新型コロナウイルス対策マル経

返済期間

（３）県制度資金

新型コロナウイルス感染症対応資金

返済期間１０年（運転・設備）

（４）市制度資金

新型コロナウイルス対策特別資金

返済期間１０年（運転・設備）

〃

７年（運転）
・１０年（設備）

利率や借換条件など詳細については商工会までご確認ください。【お問合せ】TEL 82-5820

②税金・社会保険料等の納付猶予制度
国税や地方税、社会保険料等の納付が影響により難しい場合、猶予措置がありますので納付相手先に
ご相談下さい。

③雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症の影響を受け事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して休業手当支
払い費用を助成します。5 月 19 日より手続きを更に簡略化し、支給事務の一層の迅速化が図られました。
【お問合せ】ハローワーク松本

TEL0263-27-0111

④持続化給付金
感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧と
して頂くため事業全般に広く使える給付金が支給されます。
主な給付対象条件はひと月の売上が前年同月比で５０％以上減少している方です。
【給付額】個人事業者等は１００万円以内、中小法人等は２００万円以内
※電子申請のみの受付となっておりますが、電子申請を行なうことが困難な方向けに完全予約制の申請
サポート窓口が設置されております。【お問合せ】持続化給付金コールセンター

TEL 0120-115-570

●詳細は同封資料を参照下さい。

⑤補助金活用事業
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が経営計画を商工会と一緒に作成して取り組む販路開拓に対して支援
※一般型とコロナ特別対応型があります。
【一般型】補助上限５０万円（補助率３分の２）【コロナ特別】対応型補助上限１００万（補助率３
分の２または 4 分の 3）
申請期日がそれぞれ定められておりますので、早めに商工会にご相談下さい。

新型コロナウイルス対策の支援施策は日々更新されていきます。
安曇野市商工会窓口では特別経営相談窓口を設置し、事業者の皆様からの相談に対応しております。

（税別）
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令和 2 年度

事務局組織担当表
担当課
経営支援課

事業
経営改善
普及事業

内容
経営・金融・労務・税務・創業等企業
相談・支援
記帳支援事業

関連事業

商工会への
ご活用の

問い合せ
ご案内

コロナ対策関係ホットライン

８２－５８２０
電話

会員巡回実施

業種別
部会運営

商業部会		
工業部会		
建設業部会		
観光特産分科会
飲食分科会		
サービス業部会

全体事業

新そばと食の感謝祭
ハーフマラソン大会
安曇野花火

総務課
（事務局本部）

穂高商工会館 ８２－５８２０ ８２－５４９４

８７－９７５０ ７２－８４９１

商工会本部 URL azuminoci@azumino-biz.net

新型コロナウイルス経済 経済対策
対策事業
回復対策
対外渉外関係
関連団体連携

関

礼

（長野県商工会連合会北信支所

欣一

小林

関

主任経営支援員

欣一
田島 祐介

祐介

事務局次長

田島

４月１日付

主任経営支援員

へ異動）

法人会・青申告会
その他委託団体受託事業

融資、給付金支援策普及
業種別回復支援

外交庶務
連携事業

事務局次長

主任経営支援員

総務・庶務・役職員総務
経理・会計・共済管理運営

商工会館建設・ICT 活用 本部建設改修工事
市行政連携
統合職員運営

本部統合事業

職員の移動
3 月 31 日付

本部運営

関連事業

三郷商工会館 ７７－３１７０ ７７－６６６０

事務局本部

部会事務局
部会事務局
部会事務局
分科会事務局
分科会事務局
部会事務局

組織強化委員会・福利厚生委員会
委員会運営 企画財政委員・金融審査委員会
共済推進委員会・統合運営

豊科商工会館 ７２－２９８６ ７２－８４６１

明科商工会館 ６２－２３１７ ６２－５４５６

事務組合事務局
事務局
事務局

支部運営 豊科支部・穂高支部
（各会館管理） 三郷支部・堀金支部
（支部活動） 明科支部

FAX

堀金商工会館 ７２－５１２３ ７２－８４５７

市青申会事務局

会員巡回
地域振興課

事務局長 事務局次長

		
労働保険事務		
		
青年部支援		
女性部支援		

本年４月１日、安曇野市商工会次席事務局長として採用していた
だき、大変光栄に存じますとともに、その職責の重さに身の引き締
まる思いです。
私もこの３月末日、安曇野市総務部参事兼総務課長を最後に定年
退職し、40 年間勤めた公務員生活に区切りをつけました。
これまで公務員として培った経験と知識が、商工会の発展のため
にどこまでお役に立てるか不安はありますが、精一杯頑張る所存で
ありますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

縁あって安曇野市商工会へ再着任致しました。皆様のお
力になれるよう、より一層の精進を重ねて参りますので、
宜しくお願いいたします。

（高森町商工会より）
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夏イベント中止のお知らせ
内
第 36 回信州安曇野

容

地

あやめまつり

第４１回とよしな土曜市・あづみ野こども祭り

域

開催予定日
場 所
６月20日（土）～
明科
龍門渕公園・あやめ公園
６月21日（日）
豊科 ７月18日（土） 国道１４７号・豊科駅前通り
豊科 ７月25日（土）

中止

国道１４７号

三郷 ８月 8日（土）

三郷文化公園

明科 ８月14日（金）

御宝田遊水池西側

第 30 回信州安曇野 薪能

明科 ８月22日（土）

竜門渕公園

第 38 回穂高納涼祭

穂高

第４1 回あづみ野祭り
第３５回ふるさと夏祭り
第１４回安曇野花火

歩行者天国

歩行者天国

抽選付き『コロナウイルスに負けないぞ！！応援飲食券』発行事業について／飲食分科会
新型コロナウイルス感染症の流行拡大により、飲食業においては深刻な影響がで

10000 円分の食事券を贈呈します。

応援飲食券

¥500

№000000

行を行います。特典として使用済みの飲食券を抽選券として抽選を行い、当選者には

有効期限を過ぎた商品券は使用できません。
※

コロナウイルスに負けない ぞ ! !

の利用促進を図るため抽選付き「コロナウイルスに負けないぞ！！応援飲食券」の発

№000000

有効期限：令和 2 年６月１日～令和２年 8 月 31 日
・裏面に住所・氏名・連絡先の記入をお願いします。
令和2年9月に抽選会を開催し、当選者には10,000円分の食事券を差し上げます。

発行総額 300 万円、商品券の使用期間を６月１日から８月 31 日、額面 500 円の

発行者：安曇野市商工会「飲食分科会」

この券は取扱店でご使用できます。

ております。そこで市内飲食店及び飲食関係事業者支援の一助として、市内飲食店へ

４枚綴りを１セットとして 1500 セット販売いたします。

サービス業部会

総会決議事項書面決議結果のご報告

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため書面決議としました今年度の通常総会決議事項の結果は次のとおりです。
第 1 号議案

令和元年度事業報告並びに収支決算書の承認について

原案に対し

承認 182

不承認 0

無効 4

第 2 号議案

令和2年度事業計画書（案）並びに収支予算書（案）の承認について

原案に対し

承認 184

不承認 1

無効 1

第 1 号議案、第 2 号議案ともに過半数の承認をもって可決されました。

会員事業所健康診断日程のお知らせ
例年実施しております事業主と従業員を対象とした健康診断事業を下記の日程で行います。
◎詳しい健診内容及び費用と申込書は 7 月中旬、事業所宛に送付いたしますので希望される事業所は届きましたらお申し込みをお願い致します。

日程・実施時間

会場

備

10月 5日（月）

午前・午後

10月 7日（水）

午後

豊科ふれあいホール

10月 9日（金）

午前・午後

三郷保健センター

胃検診あり

10月13日（火）

午前・午後

穂高会館

胃検診あり

10月15日（木）

午後

考

胃検診あり

上堀構造改善センター

明科総合福祉センター

あいりす

※コロナウイルス感染状況により変更・中止になる場合がございます。

■編集・発行／安曇野市商工会 〒399-8303 安曇野市穂高5047 TEL.0263-87-9750 FAX.0263-72-8491 http://www.azumino-biz.net/

