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安曇野“彩り”デジタルフォトコンテスト（撮影：齋藤 勝幸）
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初夏の候、会員各位におかれましては、ますます
ご清栄のこととお慶び申し上げますとともに、先月の
20日に開催した第16回通常総代会において、提出
した全ての議案が承認されましたことを、先ずもって
ご報告いたします。
さて、昨年もコロナの影響が大きかった１年でした。

皆さまの記憶に新しいところでは、世界的なスポーツ
の祭典として国を挙げて取り組んだ2020東京オリ
ンピック・パラリンピックも、多くの競技が無観客と
なる残念な結果でした。また、本市におきましても信
州安曇野ハーフマラソン、安曇野花火が中止となり、
８月にはアルコールを提供する飲食店を中心に、はじ
めて営業時間の短縮を余儀なくされました。
こうした厳しい状況下でありましたが、本会ではコ

ロナ関連融資の返済がはじまった会員への巡回強化に
取り組むとともに、市当局と連携し、給付金やプレミ
アム付き商品券の発行業務などコロナ禍により多大な
影響を受けた方への支援に努めてまいりました。
県内ではこの春、7年ごとに開催される善光寺の

御開帳、諏訪大社の御柱祭りが
行われ、多くの人で賑わいまし
た。また、穂高神社でも式年遷
宮祭や歴史絵巻穂高人形展が開
催され、北神苑に設営された安
曇野てらすを含め約15万人の
方が来訪されるなど、明るい兆
しが見え始めた一方で、予測も
しなかったウクライナ危機によ
り原油価格や原材料費が高騰す

るなど、小規模事業者を取り巻く環境は依然として厳
しい状況にあります。
令和４年度は昨年度に引き続き巡回強化に軸足を置

きながら、事業承継や事業継続計画の策定、効果的な
販路開拓など会員の皆さまが直面している課題解決に
向け、今以上に寄り添った支援に努めてまいります。
今後も市内唯一の経済総合団体として、皆さまのお

役に立てるよう役職員一同頑張ってまいりますのでよ
ろしくお願いいたします。

会長あいさつ

髙橋商工会長

令和４年度通常総代会報告
去る５月20日安曇野市穂高会館講堂において、新型コロナウイルス感染拡大防止措置を講じた上で、
令和４年度第16回通常総代会が開催されました。出席総代数は217名（本人出席67名、委任状出席
150名）、議長には高山政登総代（豊科支部）が選出され、令和３年度事業報告書及び収支決算書の承認・
令和４年度事業計画書（案）に係る議案等が提出され、それぞれが原案通り承認決定されました。主な内
容は下記の通りです。

○令和３年度　事業報告書及び収支決算書について
主な事業報告として、コロナ禍が長期化していることから、従来の経営、融資等の相談・支援に加え、
融資の返済が始まった会員への巡回強化、飲食店や宿泊施設へ食材等を納入する会員事業所への支援や
「信州の安心なお店」の認証取得の拡大・第3弾プレミアム付き商品券の発行事業等に取り組んでまい
りました。
　

○令和４年　事業計画書及び収支予算書について
重点方針の一つ目として、今年度も昨年度の重点方針でありました会員事業所への巡回強化を再度掲
げ、生産性の向上や新たな事業展開の実現に向けて支援に努めてまいります。
二つ目として、事業承継や事業継続計画の策定など、今まで以上に会員に寄り添った支援に努めてま
いります。
三つ目として、安曇野のもつブランド力や各事業者の潜在
的な力を掘り起こしながら、販路拡大による販売促進に力を
入れてまいります。

○定款の一部改正について
　本会の統合本所実施計画に基づき豊科商工会館（旧まちづく

り会館）の整備が完了したことから、所在地番の変更を行います。
また、これに伴い、主たる事務所の所在地番も変更します。 議案の慎重審議がされる
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新規学卒就職者歓迎会及び研修会報告

信州安曇野ハーフマラソン出店報告

令和４年度の新事業について

去る４月12日、安曇野市穂高公民館講堂において、令和4年度に市内事
業所に就職された新社会人の歓迎会とビジネスマナー研修会を開催いたしま
した。
コロナ禍により3年ぶりの開催となりましたが、15社から33名の皆さ
んが参加され、歓迎会では太田市長をはじめ来賓各位より、新社会人として
の一歩を踏み出した若者たちを激励するお言葉を頂くとともに、エールが送
られました。
研修会はコミュニケーション・シーズの杉本文江代表を講師にお招きし、
名刺交換や、電話の取り次ぎなど実践さながらの研修会でしたが、緊張して
いた参加者も最後には和やかな雰囲気で終了しました。
参加者からは、「実際に礼や声の出し方、名刺交換・電話対応を行い、間違
いを指摘いただけて、何が出来ていないか、どうすれば良いかわかって良かっ
た。」等の声がよせられました。

去る6月5日、第8回信州安曇野ハーフマラソンが3年ぶりに開催さ
れました。
心配された天気も、スタート1時間前には曇りから晴れ間が広がる、マ
ラソン日和となりました。大会には5,700名余りが参加され、沿道から
も多くの地域住民が声援を送っていました。
商工会では、職員が運営にあたるとともにコロナ感染対策として、振る
舞いをトートバックの提供に変更して協力いたしました。
会員事業所からは21の店舗が出店され、飲食から走者のクールダウン
のケアまで幅広い業種の皆さんに参加いただき、中でも冷たいものを提供
する飲食店には長い行列も出来ていました。

BCP（事業継続計画）・事業承継・事業再構築の集中支援を行います。コロナウイルスまん
延の影響により、これまでの環境が変わってしまいました。社会の変化に対応するための基盤
づくり及び強化のために３つのテーマを掲げ、長期的な視点により専門家派遣等を交えた支援
を行います。
（事業の詳細は改めてご案内をいたします）

【安曇野市燃料費高騰等対策について】
　安曇野市ではコロナ禍における燃料費等物価高騰に直面している事業者を支援します。
①対象は全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者とする
　（セーフティネット保証５号の指定業種事業者）。
②令和３年 11 月から令和４年３月までに購入した燃料費等の合計の 20％を支給
　（限度額は 20 万円）
　申請受付期間等詳細については決まり次第、商工会HP等でお知らせいたします。

歓迎会で激励される参加者

出店されたキッチンカーやテントの様子

名刺交換の実践をする参加者



4　安曇野市商工会報

平成17年 12月に現在地で美容室をオープンするにあって、この地で芽が出るようにと願
いを込め店名を「La　Seed」としました。
今年で開業１７年目になりますが、お客様をはじめ地元の様々な方に支えられここまで続ける

ことが出来ました。その感謝も込めて「お客様が楽しいのはもちろん、自分自身も楽しく」をモッ
トーにお客様とのつながりを大切にしています。
シャンプー付きのヘアカットが3,350円（税込み）とリーズナブルな価格でご利用いただけ、
その他に着物の着付けなども承っておりますのでぜひお気軽にお問い合わせください。
営業時間：9:30 ～ 19:00（要予約）　定休日　火曜日

昨年度の安曇野市創業セミナーに参加し、令和４年５月に開業しました。
異業種からの独立であったため、経営に係る内容や参加者との人脈づくり等に役立ち不安が解消し
ていったことを思い出します。
金沢屋は和を通して世界中の人々に癒しを届ける襖（ふすま）・障子・網戸・畳の張替えの専門店です。
お客様とのつながりを大切に。何かあったら気軽にご相談いただける様なお店を目指します。
営業時間　　平日 9:00 - 17:00（定休日：土曜日・日曜日・祭日）

2014年創業、主に中古商品をメインにメディア製品の販売をAmazon やオークションサイトにて
手掛けております。
家で使わなくなった物をどうやったら捨てずにリサイクルできるかをモットーに事業を展開してお
りますので、サイト等で見かけた際は、お目に留めていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。

24 時間 365 日営業

お数家きばたん

HairアシストLa　Seed（ラ　シード）

金沢屋松本島内店　吉田幸蔵

Shopping mall LIVRO

安曇野市三郷明盛4595-1　℡77-1170

明科本店　安曇野市明科105-6　℡0120-856-979
松本島内店　松本市島内3546-2-4

安曇野市堀金三田816　℡090-9669-6719

お気軽にお越しください

代表者の吉田さん

代表者の小笠原さん

介護施設での就労や自らが体調を崩した経験から、障がい者など支援を目的とした福祉事業を今後始める予定として令和3
年６月合同会社ぐるりを設立しました。事業の一つとして空き家の利活用で安曇野市の民泊（簡易宿
所）の許可を取得し、修学旅行生などの受け入れを行う予定でしたが、コロナ禍により現在まで実施で
きない状況が続いています。そこで将来的に障がい者支援に役立てようと計画していた商品の製造販
売を「創作おやきの店・儘に」店舗内で始めました。取扱商品は、何れもオーガニックの原材料を使用し
製造したもので、自家焙煎珈琲豆と卵や乳製品不使用のオリジナルドーナッツで
す。アレルギーや健康志向の方などに受け入れていただきInstagramなどSNS
の拡散から多くの方に購入をいただいています。
今後、福祉事業所の立ち上げも視野に入れ、特別な技術のいらないシンプル
な材料で作るドーナッツで作業がしやすい環境作りを整えていきたいと考えて
います。
営業時間 10：00 ～ 15：00　定休日：木曜日・金曜日

合同会社ぐるり 「創作おやきの店・儘に」　店舗所在地　安曇野市穂高有明 7640-2

中村代表とオーガニック
ドーナッツ

簡易宿泊施設内

和食を中心とした家庭的なおばんざいやおでん、各種アルコール類を提供する小料理店
です。築102年の古民家をお借りし、令和３年８月にオープン致しました。代表は薬剤
師免許を所持、その他にも茶名の保有、長唄や日本舞踊の資格を所持しており「健康」や
「和」に深く精通しております。土蔵造りの味わいのある店舗で、着物を着て和のおもてな
し、お客様とのほっとする空間づくりに努めています。
営業時間　17：30 ～ 22：00（L.O.21：30）　定休日　不定休　
カウンター８席、テーブル 12 席、個室６席／駐車場 13 台

安曇野市豊科4892-1　℡0263-73-0310

店内とおかみさん
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令和4年度雇用保険料率のご案内

商工会ホームページをリニューアル

中小企業景況調査永年協力事業所に感謝状を贈呈

変更後
( 令和 4 年 4 月 1 日～

令和 4 年 9 月 30 日）

変更後
（令和 4 年 10 月 1 日～

令和 5 年 3 月 31 日）

事業の種類 保険率 事業主
負担率

被保険者
負担率 保険率 事業主

負担率
被保険者
負担率

一般の事業 9.5/1000 6.5/1000 3/1000 13.5/1000 8.5/1000 5/1000

農林水産
清酒製造
の事業

11.5/1000 7.5/1000 4/1000 15.5/1000 9.5/1000 6/1000

建設の事業 12.5/1000 8.5/1000 4/1000 16.5/1000 10.5/1000 6/1000

令和4年4月～事業主負担の保険料率が変更
令和4年10月～労働者負担・事業主負担率が変更

この度商工会ではホームページをリニューアルしま
した。
新しいホームページではスマートフォンでの閲覧に
も対応し、新型コロナウイルス関連の情報や商工会か
らのお知らせなど、皆さまに求められている情報を分
かりやすくお届けできるように考えています。
今後はＳＮＳとの連携も進めていく予定です。また、
会員事業所のリンクも順次整備していきますので、新
たにリンクの希望がありましたら商工会までご連絡く
ださい。

商工会では地域の産業の状況や経済動向について、一定時期ごとに変化の実態等諸情報を収集・提供
し、経営改善普及事業の効果的な実施に資するため中小企業景況調査を実施しています。
このたび全国連より、調査に５年以上ご協力をいただいた事業所として、穂高支部のおきクリーニン
グ店・隠岐富士弘さんに感謝状が贈られました。おめでとうございます。
お忙しい中で毎回調査にご協力いただきありがとうございます。今後とも引き続きよろしくお願いい
たします。

商工会HPのQRコード

スマホ版のトップページ
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お知らせ
夏イベントの紹介

令和4年度 親睦チャリティーゴルフ大会日程

令和４年度　事業所健康診断

内　　　　容 地 域 開　催　日 場　所　・　時　間

第 38 回信州安曇野　あやめまつり　 明科 ６月18日（土）～
6月19日（日） 龍門渕公園・あやめ公園

第 43 回とよしな土曜市・あづみ野こども祭り中止 豊科 ７月23日（土） 国道 147 号・豊科駅前通り　歩行者天国

第 43 回あづみ野祭り　中止 豊科 ７月30日（土） 国道 147 号　豊科駅前通り　歩行者天国

第 37 回ふるさと夏祭り 花火のみ実施 三郷 ８月11日（木） 三郷文化公園

第 15 回安曇野花火 明科 ８月14日（日） 御宝田遊水池西側

第 31 回信州安曇野能楽鑑賞会　安曇野 薪能 豊科 ８月20日（土） 豊科公民館大ホール

※薪能鑑賞会の前売り券・一般席 3,000 円を販売致します。お問い合わせは明科商工会館　電話　62-2317 まで

日 曜　日 場　所 時　間 備　考

10 月 3 日 月 三郷保健センター 午前・午後 胃検診あり

10 月 6 日 木 上堀構造改善センター 午後

10 月 12 日 水 穂高会館 午前・午後 胃検診あり

11 月 1 日 火 明科総合福祉センター　あいりす 午後

11 月 10 日 木 豊科ふれあいホール 午前・午後 胃検診あり

※詳しい健診内容及び費用と申込書は7月中旬に事業所宛てに送付いたしますので、ご希望される事業所は届きましたらお申込ください。

開催日：10月 26日（水）
会　場：あづみ野カントリークラブ

詳細は改めてご通知致します。皆様のご参加をお待ちしております


