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日頃は、当商工会に対しまして格別なるご理解と
ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、過去に経験したことがないコロナウイルス
感染症も、一時期に比べて感染の勢いは落ち着きが
見られますが、まだまだ予断を許さない状況にあり
ます。

そうした中、国は「新しい生活様式」の実践によ
る感染症の防止に努めながら経済活動を再開する方
向に舵を切り、ＧＯＴＯキャンペーン事業を柱とす
る各種事業を展開することで、外出自粛と休業要請
で疲弊した景気・経済を再興させることとしました。

当商工会におきましても、市と連携しながら、こ
の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い多大な影
響を受けた中小企業・小規模事業者の皆さまへの支
援に努めてまいりました。更に、先般閉会しました
市議会９月定例会では、ささえあいプレミアム商品
券の発行に引き続き、年末年始に向けた消費喚起の
ため、第２弾ささえあいプレミアム商品券の発行や
制度資金の追加融資など、支援策等の継続も決定し
ました。

そして、会員の皆さまの
ニーズや要望等を的確に把
握するため、初めての試み
としまして、５部会の正副
部会長の皆さまとの意見交
換会を実施し、頂いたご意
見やご要望の実現に向け、
鋭意務めるとともに、イベ

ント等による「三密」を避けるため、従来型の「新
そばと食の感謝祭・農林業まつり」に代えて、スタン
プラリーの実施と参加事業者等を冊子に掲載し市内
外に広く紹介することで、本市の食と観光を再発見
いただく新たな取り組みにもチャレンジいたします。

今後とも、国や県、市との連携強化に努めながら、
会員の皆さまに寄り添い、信頼される商工会として、
また、会員の皆さまのニーズに的確に対応し、地域
経済の発展に寄与する商工会として、積極的に取り
組んでまいる所存でございますので、引き続きご理
解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、簡単で
はございますがご挨拶とさせていただきます。

　会長あいさつ

髙橋商工会長

第２弾　ささえあいプレミアム商品券事業

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている市内店舗を応援し、年末年始の消費を喚起することで落ち込
んだ市内経済を回復する為、「第２弾ささえあいプレミアム商品券」を発行します。

プレミアム商品券発行の概要
　発 行 総 額：５億５，９００万円（内プレミアム分、１億２，９００万円）
　発 行 内 容：額面１，０００円の商品券 13 枚（１万３，０００円分）
　　　　　　　1 セットを１０，０００円にて販売
　購入限度額：専用ハガキ 1 枚 3 セットまで
　販 売 期 間：令和２年 11 月 24 日（火）～令和２年 12 月 25 日（金）
　利 用 期 間：令和２年 12 月 1 日（火）～令和３年 1 月 31 日（日）

取扱店舗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。なお第 1 弾で登録した取扱店は再登録するか否
かの連絡が必要です。
　〇対　　象　市内に事業所を構え、参加を希望する事業所
　〇登録費用　手数料は無料です。
　〇登録方法　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又はファックスにてご提出ください。
　　　　　　　登録は随時受付を行います。
　○換　　金　換金手続きは毎週木曜日
※ご不明な点がありましたら、商工会本部までお問合せください。
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GoToトラベル・GoToイート
安曇野市の新型コロナ追加支援策　活用ガイド（令和２年10月1日時点）
10 月より本格的に GoTo キャンペーンが始まりました。これに併せ安曇野市でも新型コロナ追加対策に

取り組みます。主に宿泊・飲食・小売・観光関連サービスに対する支援策となっていますが、事前登録が必
要な場合がございますので忘れずに準備をしましょう。

申込書等必要な方は商工会までご連絡下さい。

名称 主な対象業種 事前
申込 申込 申込方法 手数料 実施期間 内　　　容

GoTo トラベル

宿泊 必要

GoTo トラベル
事務局
TEL
0570-017-345 

・電子申請
・郵送 なし

令和 3 年
1月31日
まで
※予算が無

くなり次
第終了

新型コロナ感染拡大防止に取
り組む（業界ガイドラインあり）
35％分の割引

GoTo トラベル
（地域共通クーポン）
①紙クーポン方式
②電子クーポン

貸 切 バ ス・ タ
クシー・飲食・
小売 他
※飲食は GoTo

イ ー ト の 登
録が必要

必要 ・電子申請
・郵送 なし

同上
①紙クーポン（1,000 円券

発行は旅行・宿泊業者）
換金方法は郵送（月１回の
締め日　有効期限の末日の
第２締め日までに換金する
必要があり）

②電子クーポン（1,000 円・
2,000 円・5,000 円の３
種類　
発行は旅行事業者）

　

GoTo イート
長野県は

「信州 GoTo イート」
キャンペーン
①食事券方式
　（プレミアム付き）

②電子ポイント方式
※グルメサイト活用

に慣れているお店
向け

飲食

必要
1 次
締切
10 月
23 日

信州 Go To Eat
キャンペーン
事務局
加盟飲食店様向け
TEL
026-262-1378

・電子申請
・FAX なし

令和 3 年
3 月 31 日
まで
※予算が無
くなり
次第終了

新型コロナ感染拡大防止に取
り組む（業界ガイドラインあり）
①プレミアム付食事券（紙

の金券 12,500 円券を
10,000 円で販売）
1,000 円券× 10 枚、
500 円券× 5 枚
換金方法は郵送（月１回の
締め日）

②電子ポイント（グルメサイ
トで予約して飲食）

※グルメサイトへ掲載登録す
ると対象店舗になる

　掲載・送客手数料が必要な
ケースあり
ポイント利用分の換金は翌
月以降に入金

安曇野市プレミアム付
観光応援券

市内事業所
（観光関連施設、
飲食店、お土産
店などの商業施
設等）

必要
10 月
20 日
まで

（一社）安曇野市
観光協会 
TEL 
 0263-82-3133

・窓口
・FAX なし

令和 3 年
2 月 15 日
まで

市内登録宿泊施設を利用する
観光客に販売する観光券。登
録した市内観光関連事業所で
使用可。
500円券×10枚＝5,000円
分を3,500円で販売（5,000
セット）
月末締めの翌月精算。
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家賃支援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

年末対応はお早めに
新型コロナ対策　経営相談会の開催

家賃支援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。

　必ず事前にご予約ください。
詳しくは会報同封のチラシをご確認ください。

　【申請サポート窓口】完全予約制
　　○申請相談日　１０月２６日（月）～１０月３０日（金）　
　　○開 催 時 間　9 時 00 分～ 17 時 00 分（最終受付 15 時 30 分）
　　　　　　　　　※最終日のみ 15 時 30 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）
　　　　　　　　　　　　　　　　　2 階　大会議室　
　【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。

と　き　①雇 用 相 談 日　令和２年１０月２８日（水）・１１月２４日（火）
　　　　②金融・経営相談日　 １０月２７日（火）・１１月２５日（水）
　　　　　午前１０時から午後４時まで（相談時間 1 時間・事前予約制）
ところ　安曇野市商工会　穂高商工会館　１階相談室

内　容　金融相談　借換の検討や資金調達相談
　　　　雇用相談　雇用調整助成金の手続き相談
　　　　経営相談　With コロナに対応するための支援策の活用相談（GoTo、持続化）

相談対応者　社会保険労務士・経営支援員
　　　　　　相談内容に応じた専門家
〇相談ご希望の方はTEL87-9750　安曇野市商工会事務局本部までご連絡ください。

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。
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会員事業所の紹介

2020 年 9 月に穂高有明の山麓線から１km ほど上った場所にオープンしました。
３ヶ月かけて造ったフランス式の薪窯で、自家製酵母種（小麦とライ麦起源のルヴァン種）と安

曇野の水で、ハード系の大きなパンを焼いています。
材料はなるべくシンプルに。麦は全て長野県産で、一部玄麦は店内の石臼で自家製粉したものを

配合することで、より風向味がダイレクトに伝わるパンです。
麦以外の材料もできるだけ地元のものを選び、生産された方とお客様を結ぶお手伝い

ができたらと考えています。
“日々の糧にもとくべつな日にも”食卓に添えていただけるパンを焼いていきます。

営業時間　10 ～ 16 時（なくなり次第終了）　定休日　火曜日・水曜日

2017 年 10 月開院いたしました。生活疲労、スポーツ疲労、ストレス疲労等に施術を
提供しております。全身もみほぐし、足つぼリンパ等のメニューがあります。10 数年
のスポーツトレーナーの経験を元にスポーツからの疲労の観点から一般の生活疲労と結
び付けた施術を心掛けています。農業に従事する患者、ゴルフ、ソフトボール関連、登
山観光客の顧客が最近増えており、幸いにも地元のスポーツ関連の知り合いが多いこと、
豊科街道の側面（県道 316）、大型店舗に隣接していることなど好条件もあり３年目を
迎えました。コロナウイルスの影響を大きく受けましたが、予防対策をしながらお客様
をお待ちしております。
営業時間　９：00 ～ 19：00　定休日　月曜日

当事務所代表は金融業界３２年の実績を持つ、独立・中立的な立場から資産運用・保険・
金融のアドバイスを行う独立系金融アドバイザーです。お客様の代理人としてお客様の立
場でご相談を承り、その結果お客様が必要とする金融商品のみご提供し、その後も継続的
なフォローとメンテナンスを行います。各分野の専門家とアライアンスを組んでおり、当
事務所はお客様の課題解決のために労力を惜しみません。
営業時間：9:00 ～ 17:00　定休日　土・日・祝日

　安曇野市、白馬村で養殖場を営む安曇野水産と申します。
　当社の養殖場では、信州サーモン・シナノユキマス・イワナなどの養殖を行っており、鮮魚や切り
身への加工を行い、ホテル・旅館への卸売り、ふるさと納税での返礼品や学校給食などでも使用して
もらっています。
　勉強会などへも積極的に参加し最新の加工技術を取り入れたり、加工場の衛生管理にも細心の注意
を払ってお客様に安全安心で美味しい食材をお届けできるように心掛けています。

　ロゴデザイン、WEB サイト、名刺やチラシ、メニューのデザイン、顧客に魅力が伝わるキャッチコピーでお困りではご
ざいませんか？そんな時はウィライにご相談を！
はじめまして、（株）ウィライ（willi）代表 浅田 崇裕 と申します。大手精密機器メーカーにて設計・マーケティング・デ
ザインを経験した後、WEB デザイン会社への転職を経て、今年 4 月に創業いたしました。“デザインの力で希望に溢れる
社会を創りたい”、ただその一心で創業を決意しました。
　その想いは社名とロゴに込められています。社名にある“will”は未来や希望を、”I（私）

“を付すことで自分に問い続けることを意味しています。ロゴは“w-i-l-l-i”の各文字をつな
げることで、人や企業の想いが伝わり、つながり、支え合う未来を表しています。

「なるほどね～」と思われたでしょうか。私が考える“デザイン”とは“想いを形にして伝
える技術”です。ウィライではお客様との対話を最も重視し、お客様の想いと顧客をつな
ぐ接点を理性と感性でデザインする、“伝えたい”が“伝わる”デザインをご提案します。

月日堂製パン

森の整体院

マツザワプロジェクトオフィス

安曇野水産

株式会社ウィライ

安曇野市穂高有明 877-69　　info@gappido.com

安曇野市豊科４６９－１　℡ 73-6888

安曇野市三郷温 1001-5　℡ 77-6538

安曇野市穂高 4859-6　℡ 87-5448

連絡先：info@willi.co.jp  ( ホームページ：https://willi.co.jp)

イワナ

信州サーモン

お気軽にご相談ください。

森山院長

窯でパンを焼い
ているところ

店内のショーケース
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お知らせ

サービス業部会

「新そばと食の感謝祭・農林業まつり」代替えイベント
安曇野の食と魅力大発見！スタンプラリー事業について

長野県最低賃金　時間額 849円
令和２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

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

プレミアム商品券消費喚起事業「応援ありがとう抽選」
概要
サービス業部会員の対象店舗でプレミアム商品券を利用して会
計された方に応募券をプレゼントし、後日抽選で５０名様に事業
参加店舗で使える 2,000 円分の商品券をプレゼントします。

応募券配布期間
令和２年８月１日（土）～令和２年１１月１５日（日）

当選品
2,000 円分の商品券（使用期限　令和２年１２月１日（火）
～令和３年２月２８日（日））

応募状況
９５４枚（令和２年９月２４日時点）

第８回信州安曇野「新そばと食の感謝祭・農林業まつり」は11月７日～８日に開催を予定していましたが、
新型コロナウイルスの終息が未だ見通せない中、実行委員会にて協議を行った結果、例年通り多くの方に
来場していただく形での開催は、来場者や関係者の安全を最優先に考え行わないことになりました。

そこで、各店舗や施設へめぐっていただく形へ変更し「安曇野の食と魅力大発見！スタンプラリー」を代
替えイベントとして実施いたします。新型コロナウイルス感染防止対策を行いながら、域内の経済活動維
持を目指し、これまでとおり安曇野の魅力を多くの方に楽しんでいただき、地域振興と消費喚起を促すも
のとして行います。

【概要】
スタンプラリー期間：2020 年 11 月 11 日～ 2021 年 1 月 31 日
スランプラリーの内容：市内のそば店、安曇野林檎ナポリタン、信州サーモン、やさいスイーツ、

安曇野銘菓販売、あづみの野菜カリーの各店舗、農産物直売所、土産店、
観光施設などをめぐり専用台紙にスタンプを集める。1 店舗 500 円以上
の利用につき 1 スタンプを押印。３店舗巡ると応募が可能となり、応募
者の中ら賞品が当選する。


