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遠野商工会第 5７回通常総会は、平成 2９年 5 月 2５日（木）午後 3 時より「あえりあ
遠野」を会場に会員４３５事業所（内委任状出席３４８）が出席し開催されました。
当日は、佐々木弘志商工会長のあいさつに続き、本田敏秋遠野市長をはじめ、新田勝見
遠野市議会議長、細川倫史岩手県南広域振興局長、工藤勝子岩手県議会議員、髙橋富一岩
手県商工会連合会会長の５名の来賓の方々より祝辞を頂きました。
引き続き、遠野すずらん振興協同組合理事長の須藤義幸さんを議長に選出して議事が進
められ、全議案とも原案のとおり可決されるとともに、欠員による役員補選で新たに４名
の方が役員として就任され、任期は平成３０年５月末までとなっております。
なお、新たに選任された役員は下記のとおりとなっております。
【 新たに役員に就任された方々 】
・理事 畑山 英己（(株)岩手銀行遠野支店）
・理事 朝倉 健（(有)アサクラ酒店）
・理事 本宿 将大（商工会青年部長）
・監事 伊藤 信一郎（大野ゴム工業(株)）
また、総会議案の詳細につきましては、
総会資料をご用意しておりますので、本所
もしくは宮守支所までお問い合わせください。佐々木弘志会長による
総会冒頭のあいさつ

来賓祝辞を頂いた
本田敏秋遠野市長

【平成 2９年度の重点事業】
◆巡回強化による経営支援ニーズへの的確な対応と経営力向上のための伴走型支
援の強化
会員事業所への「巡回訪問」を通じてニーズや経営課題等の把握に努め、より身近な経営支
援活動を実施する。

◆創業・経営革新等経営力向上支援の強化
起業を目指す創業予定者等への支援を強化しながら新たな商工業者の創出を図るとともに、
新分野進出や新商品開発など経営の革新に取り組む企業に対し、専門家派遣事業等を通じてそ
の支援を強化する。また、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金等各種補助制度の活
用を促進し、経営改善に対する取組を支援する。

◆地域資源活用、販路開拓及び交流人口拡大等による地域経済活性化
地域資源を活用した新たな商品開発や販路の開拓への取組支援を強化するとともに、SL 銀河
の運行等を通じて地域の魅力を発信し、交流人口の拡大に努める。
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事業の持続的発展のため
経営革新計画・経営力向上計画を策定しましょう！
遠野商工会では、小規模事業者・中小企業の持続的な発展を図るため、経営計画の策定支
援を強化しています。
特に、中小企業経営力強化法に基づき「経営革新計画」や「経営力向上計画」を策定し、
計画の認定を受けることで国等の支援策を受けることができます。
当会では、伴走的に支援しますので、興味のある方はぜひお問い合わせください。

経営革新計画

経営力向上計画

〇申請先 岩手県（県南広域振興局）
〇対象者 中小企業・小規模事業者
〇目 的
事業者が新たな事業活動に取り組み、経
営目標を設定し、経営の相当程度の向上を
図ること。
〇メリット
・日本政策金融公庫の低利融資
・信用保証協会の特例
・設備貸与の特例 等
〇計画期間 ３年～５年
〇目標
付加価値額又は一人当たり付加価値額
年３％以上（５年の場合１５％以上）
経常利益 年１％（５年の場合５％以上）

〇申請先 事業所管大臣（国）
〇対象者 中小企業・小規模事業者
〇目 的
人材育成、コスト管理等のマネジメント
の向上や設備投資など、自社の経営力を向
上するために実施する計画
〇メリット
・生産性を高めるために設備を取得した場
合の固定資産税の軽減措置
・法人税・所得税が即時償却又は最大で１
０％の税制控除が可能
・政策金融機関や信用保証等の特例措置
・認定事業者に対する補助金における優先
採択
〇計画期間 ３年～５年
〇目標 労働生産性の向上
計画期間５年の場合
平成２８年度は
+２％以上
４社承認

平成２８年度は
３社承認

各補助金

内ものづくり補助金

採択実績有

申請３社 100％採択

経営計画を作ることで、企業が進むべき道を見つけ出すことが最大のメリットです。
まずは、どのように進めるか、ご相談ください。
写真は、遠野商工会総会の際の記念章贈呈式の様子です。

経営革新計画承認企業

経営革新計画承認企業

㈲安部商店の安部さん

岩手アパレル㈱の萩野さん
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いわてビジネスイノベーションアワード

優良企業表彰 経営発達部門 奨励賞

ケア・グラント㈱の唯是さん
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商工会の根拠法である商工会法が、昭和３５年６月１０日に施行されたことを記念し、
６月１０日は『商工会の日』とされ全国各地の商工会で記念事業が行われております。
本会では、６月７日（水）に青年部が遠野駅前の花壇の草刈りを、６月９日（金）に女
性部が遠野駅と宮守駅で「花いっぱい運動」を実施しました。

【青年部】
部員１０名で、
遠野駅前の花
壇の草刈りを
し、女性部の
「花いっぱい
運動」への協力
をしました。

【女性部】
部員２３名
(宮守含め)で
ベゴニアの苗
４００株を植
えて街なかを
彩りました。

平成 29 年 4 月 1 日から雇用保険料率が労働者負担・事業主負担ともに引き下
がります。
事業の種類

①
被保険者負担率

②
事業主負担率

一般事業

3/1000

（28 年度）

4/1000

農林水産・
清酒製造業

4/1000

（28 年度）

5/1000

8/1000

13/1000

建設業

4/1000

8/1000

12/1000

（28 年度）

5/1000

9/1000

14/1000

6/1000
7/1000

7/1000

① ＋ ②
雇用保険率

9/1000
11/1000

11/1000

※枠内の下段は平成 28 年度の雇用保険料率
※保険料率を変更するのは、賃金締日が４月中に到来し、その後に支払う賃金からです。
例：賃金締日２０日、支払が翌末日の場合
●締日：平成２９年２月２１日～３月２０日 支払日：４月３０日 → 旧保険料率
●締日：平成２９年３月２１日～４月２０日 支払日：５月３０日 → 新保険料率
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■割安な掛金で役員・従業員の福利厚生が充実
■ご融資額 学生１人 3５0 万円以内
■返済期間 15 年以内
（在学中元金据置可）

■返済利率 年１.８１％
（平成 29 年 4 月 3 日時点）

■資金使途 学校納付金、受験費用、
住居費用等
■お問合せ ㈱日本政策金融公庫
（電話 0570－008656）

（月 1 口 900 円～

保険年齢 15 歳～70 歳）

■一年更新で医師の審査が不要
■業務内外を問わず死亡・障害・入院に保障
（ガンや高度障害も保障対象に）

■掛金が経費算入・損金算入の対象に
（個人事業主は所得控除の対象に）

■遠野商工会独自の給付制度が充実
（結婚祝金・出産祝金・病気入院見舞金）

■お問合せ アクサ生命保険㈱（電話 62－8211）
もしくは遠野商工会まで

小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめら
れたり、退職されたりした場合、生活の安定や事業の再建を図る
■お問合せ：遠野商工会まで
ために資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。
いわば「経営者の退職金制度」といえます。
平成２３年１月からは個人事業主の「共同経営者」も２名まで加入できるようになりました。
共同経営者とは、事業主とともに経営に携わっている方で下記の条件を満たす方で、いわゆ
る事業専従者です。
●

●

●

●
●
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エキスパートバンク制度とは？
エキスパートバンクは、経営上の様々な悩みを解決するために、全国の専門家
(エキスパート)を原則無料で派遣し、具体的実践的なアドバイスを行い課題
解決を図る国の制度です。※２回目以降の指導は、謝金・旅費の 1/3 を負担頂きます。

主な指導分野
法務・税務・情報経営管理・生産管理・労務管理・商品開発・デザイン・店舗設計等
■詳しくは商工会まで（本所・支所）

原則毎週水・木・金曜日に開所します。緊
急の相談等がある場合は、ご連絡いただけれ
ば巡回いたします。なお、７・８・９月の開
所日は、下記のとおりです。
５日・６日・７日・１２日・１３日
１４日・１９日・２０日・２１日
２６日・２７日・２８日

■融 資 額

万円以内

※東日本大震災の直接被害、間接被害を受けられ、被害証
明書等を提出できる方は、通常枠と別枠１，０００万円
以内（当初３年間／年０.21％、４年目以降／年 1.11％）
の利用が可能です。

２日・３日・４日・９日・１０日
１７日・１８日・２３日・２４日
２５日・３０日・３１日

■返済期間

※お盆期間は開所しません

★運転資金 ７年以内
（据置期間１年以内）

★設備資金１０年以内

１日・６日・７日・８日・１３日
１４日・１５日・２０日・２１日
２２日・２７日・２８日・２９日
２６日・３１日

（据置期間２年以内）

■貸付利率 1.11％（平成 2９年５月 1７日現在）

今年で３５回目を迎えます「日本のふるさと
相談は、事前予約制になっております。 遠野じんぎすかんマラソン」は、各方面のご協
相談日の前日までに、必ず花巻年金事務所 力により、来たる８月２７日(日)に開催する運び
まで電話で申込み下さい。
となりました。今年度は「ハーフの部の復活」
「エ
★予約電話番号：0198-23-3351
イドステーションでの遠野の『名物』の提供」
■相談日 （毎月１回 木曜日）
等、魅力ある大会を実現すべく取り組みを進め
７月６日
８月３日
９月７日
ているところです。
１０月５日 １１月２日 １２月７日
現在、当大会への協賛を募集しています。ご
１月１１日
２月１日
３月１日
協力のほど、よろしくお願いいたします。
■時 間 １０時３０分～１５時３０分
・協賛金額 ３千円～５万円
■会 場 遠野市まちおこしセンター３階
・プログラムに広告を掲出させていただきます。
■持参するもの
年金の番号がわかる「基礎年金番号通知 ・募集期限 7 月１４日(金)
※詳しくは、遠野じんぎすかんマラソン実行委
書」
、
「年金手帳」
、
「年金証書」等
員会事務局(62-4413)までお問合せください。
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遠野商工会では、創業を希望される
方の支援や後継者の育成支援を強化
しております。夢を持ち創業された
経営者や事業を承継された後継者の
方々を紹介させていただきます。
今回は、平成２８年１月に開業した WORLD WIDE KENNEL
（ワールド ワイド ケネル）をご紹介します。
ブリーダーの中川潤一さんは、関東のペットショップ勤務の経
験を活かし、ミニチュアシュナウザー専門のブリーディング販売
業として開業しました。正規ブリーダーとして、きちんと管理さ
れた環境で、日々こだわりを持ってブリーディングしています。
ミニチュアシュナウザーは、テレビドラマ「マルモのおきて」
で有名になりました。遊び好きで明るい性格の人懐っこい犬種
です。毛が抜けにくく育てやすいため、子どもがいる家庭にも
オススメです。
また、無添加の国産ドッグフードやオーガニックブランドのシャンプーや
グルーミングスプレーなどケア用品も取り扱っています。
今後は、ドッグホテルや犬のトリミングなど事業を展開していく予定です。
家族の一員としてお世話をし
てくれる優しい方からの連絡を
お待ちしています。
◆住所：遠野市松崎町白岩 13-20-3（白岩保育園近く）
◆TEL：0198-62-4535（携帯：090-7248-9414）
※事前に連絡して頂ければ見学できます。
〔花保セ販第 00013 号〕

番 号

事業所名

1

on-cafe’

2

カットハウス

３

京屋亭

ロード

４

代表者

業務内容

住

所

菊池

礼子

飲食業

中央通り

留場

良一

理容業

新穀町

上村

誠

飲食業

中央通り

松田

功

不動産業

早瀬町

５

鳥てつ

伊勢崎

恵子

飲食業

新穀町

６

にわとこ

佐々木

一雅

接骨・鍼灸・医薬品販売

宮守町下宮守

７

自然職人館

佐々木

憲康

農家民泊

宮守町上鱒沢

８

purity yoga

高橋

侑氣子

ヨガ教室

中央通り

９

菊池司法書士事務所

菊池

義孝

司法書士

穀町

サンオート遠野

田村

和彦

自動車整備・販売

松崎町白岩

１０

（平成 29 年 6 月 1 日時点）
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