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遠野商工会第 5８回通常総会は、平成３０年 5 月 2２日（火）午後 3 時より「あえりあ
遠野」を会場に会員４２７事業所（内委任状出席３４２）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（代理・産業部次長
阿部 順郎氏）をはじめ、遠野市議会議長新田勝見氏、岩手県県南広域振興局長細川倫史
氏（代理・経営企画部産業振興室長兼産業振興課長 田中聡氏）
、岩手県商工会連合会会長
髙橋富一氏（代理・山田町商工会長 阿部幸榮氏）より祝辞を頂きました。
引き続き、須藤写真舘代表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、任期満了による役員改選で佐々木会長の他、役員の
半数以上が再任され、任期は平成３３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 】
・理事 佐々木 孝彦（(株)栄組）
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

【平成３０年度の重点事業】

議長に選出された
須藤義幸さん
本田敏

◆創業・企業及び第二創業支援の強化による新たな小規模事業者の創出
「創業セミナー」の開催により、若い世代や女性の創業希望者、農商工連携や六次産業化等
による第二創業希望者の掘り起こしを行い、新たな事業者の創出に取り組む。

◆個社の「特性」と「強み」を活かした経営に取り組む小規模事業者の育成
個別企業の特性や強み、弱みの明確化を図り、専門家等との連携により経営状況分析を基に
既存事業のブラッシュアップや新たな方向性を導き出し、事業計画策定支援を実施する。

◆農商工連携や六次産業化を踏まえた地域特産品の開発と販路拡大の推進
遠野市六次産業化推進本部や（一社）遠野ふるさと公社等との連携を踏まえ、新たな販路開
拓や地域資源の掘起しを行い、加工技術の習得、新商品の開発支援を通じ販路拡大に取り組む。

◆道路交通網等の環境変化と観光客ニーズに対応した入込客の増大
遠野市観光推進協議会と連携し、道路交通網等の整備状況を踏まえ需要動向調査等を活用し、
交流人口の拡大と観光客の入込増大に取り組み、個社企業の経営改善や事業展開支援を行う。
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平成３０年２月７日、経営計画に基づき、戦略的に経営
に取り組み顕著な成果を上げた企業を顕彰するとともに、
優れた経営計画に基づく経営への取り組みを喚起すること
を目的に、岩手県、岩手県商工会連合会、岩手県商工会議
所連合会が実施しているいわてビジネスイノベーションア
ワードにおいて、優良企業表彰経営革新部門で当会の株式
会社栄組が大賞を受賞されました。
総会表彰時の㈱栄組 佐々木 孝彦氏

中小企業・小規模事業所の設備投資を
固定資産税（３年間）の減免措置で支援します。

生産性向上特別措置法に基づく
『先端設備等導入計画』の認定受付について
平成 30 年 6 月 6 日に施工された生産性向上特別措置法に基づき、遠野市では導入促進計
画を策定し、平成 30 年６月 28 日付で国の同意を得られました。
そこで、平成３０年 6 月 29 日から遠野市内の中小企業・小規模事業者からの『先端設備
導入計画』の認定申請の受付を開始いたしました。
２０１８（平成 30）年度から２０２０（平成３２）年度までの 3 ヵ年の間に先端設備導
入計画の認定を受けた事業者が、先端設備導入計画に従い取得した償却資産に係る固定資産
税については、償却資産取得後 3 年間の減免措置が受けられます。
このほか、制度資金の利用や国の補助金の優先採択などの支援が受けられます。
詳しくは、遠野市内の認定支援機関または遠野市商工労働課、遠野商工会までお問い合わ
せください。

●中小企業者・小規模事業者が受けられる支援
①新規設備投資
（償却資産の取得）
に係る固定資産税が 3 年間の減免措置が受けられます。
②国の補助金の優先採択を受けることができます。
※国の補助金制度については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
③遠野市の制度資金（遠野市中小企業振興資金）が受けられます。
※制度資金については、遠野市内の金融機関にご相談ください。

●先端設備導入計画の主な要件
遠野市内の事業者が、①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端
設備等を導入する計画を策定し、遠野市の導入促進基本計画に合致すると認められた場合に、
認定を受けることができます。
●問い合わせ先 遠野商工会

TEL：0198-62-2456

遠野市産業振興部商工労働課 TEL：0198-62-2111（内線 317）
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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、５月３１日（木）に青年部が遠野駅前の花壇の草刈りを、６月１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１２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２５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。

県下商工会女性部長、女性部役員及び女性部担当職員が一堂に会し、今後の地域振興と
商工女性部活動を効果的に展開する方策を研究し、女性部リーダーとしての資質の向上及
び情報交流の機会を提供することを目的に開催されている女性部リーダー研修会が今年度
は遠野市で開催され、県下商工会女性部約 1４0 名の参加者が遠野市を訪れました。
研修会では本田敏秋遠野市長の歓迎のあいさつに始まり、遠野市出身で Office MU 代表
フリーアナウンサーの村井由紀子氏のコミュニケーション術の講演や、上閉伊酒造（株）
代表取締役社長新里佳子氏による講演が行われました。
研修会では、商工会女性部主張発表岩手県大会では県内 4 地区の代表がそれぞれの活動
内容の主張を行い最優秀賞には東部地区代表、田野畑村商工会女性部常任委員八重樫由美
子氏が選ばれ、東北大会への出場権を獲得いたしました。
１日目研修会で講師を務め
たフリーアナウンサーの
村井由紀子氏（写真左）
２日目研修会で講師を務め
た上閉伊酒造(株)の
新里佳子氏（写真右）
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「いわて働き方改革サポートデスク」のご案内
～働き方改革アドバイザーが働きやすい職場環境づくりをサポートします～
いわて働き方改革サポートデスクにご相談ください！
「働き方改革」の必要性は感じているが、どのように進めたら良いか分からない、どこ
から着手すればよいかわからないといった経営者や人事労務担当者の声にお応えするた
め、働き方改革に関する相談窓口として「いわて働き方改革サポートデスク」をジョブカ
フェ内に設置しています。
働き方改革に関する相談のほか、働き方改革に関するセミナーや講座などの各種情報提
供や関係窓口のご案内も行っていますのでお気軽にお問い合わせください。

いわて働き方改革推進運動への参加企業を募集しています！
県内企業の「働き方改革」の取り組みを促進するため、県では、
「いわて働き方改革推進
運動」への参加企業を募集しています。
さらに、運動参加企業の中から、取り組み事例を「いわて働き方改革アワード」におい
て表彰を行い、ホームページ等で紹介するなど広く普及啓発を行います。
運動の詳細や参加方法につきましては、いわて働き方サポートデスクまでお問い合わせ
ください。
※問い合わせ・申込先
いわて働き方改革サポートデスク（ジョブカフェいわて内）
住所：盛岡市菜園１－１２－１８ 盛岡菜園センタービル 5 階
TEL：019-621-1171 mail：jinzai@jpcafe-i.jp

■割安な掛金で役員・従業員の福利厚生が充実
（月 1 口 900 円～

■ご融資額 学生１人 3５0 万円以内

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

■返済期間 15 年以内

（ガンや高度障害も保障対象に）

（在学中元金据置可）

■掛金が経費算入・損金算入の対象に

■返済利率 年１.76％

（個人事業主は所得控除の対象に）

（平成 30 年 8 月 1 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）

■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、８・９・１０月の
開所日は、下記のとおりです。

８
９
10
月

月

月

１日・２日・３日・８日・９日・
１０日・２２日・２３日・２４日
２９日・３０日・３１日
お盆期間は開所しません

■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。

５日・６日・７日・１２日・１３日
１４日・１９日・２０日・２１日
２６日・２７日・２８日

■返済期間

★運転資金 ７年以内
（据置期間１年以内）

３日・４日・５日・１０日・１１日・
１２日・１７日・１８日・１９日・
２４日・２５日・２６日・３１日

★設備資金１０年以内
（据置期間２年以内）

■貸付利率 1.11％（平成３０年７月 1０日現在）

平成３０年３月３１日付で、補助員松谷敏行
相談は、事前予約制になっております。
相談日の前日までに、必ず花巻年金事務所 が人事交流により山田町商工会へ異動となりま
した。
まで電話で申込み下さい。
関係者の皆様に大変お世話になりました。
★予約電話番号：0198-23-3351
また、４月１日付で、
■相談日 （毎月１回 木曜日）
人事交流により補助員
９月６日 １０月４日 １１月１日
中崎保晴（なかざきやすはる）
１２月６日 １月１０日
が紫波町商工会から赴任
２月７日
３月７日
いたしました。
■時 間 １０時３０分～１５時３０分
今後、様々な機会に皆様
■会 場 遠野市役所本庁舎３階中会議室 B
の事業所へ訪問させてい
（会場があすもあ遠野から変更になっております。
）
ただきます。
■持参するもの
より一層、会員の皆様へのサービス向上に努
年金の番号がわかる「基礎年金番号通知
めてまいりますのでよろしくお願い致します。
書」
、
「年金手帳」
、
「年金証書」等
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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２９年７月に開業した「居酒屋

こと

の葉」の浅沼美佐子さんをご紹介します。お店は浅沼
さんご夫妻が切り盛りしています。もともと、義母が
長年居酒屋「せせらぎ」を営業していて、尊敬する義
母の姿を長年見てきました。
ご主人良庸さんの転勤に合わせて、約１０年前に仙
台市内の調理師学校に通い始め、そこで初めて開業の夢を「言葉」として周囲に話したこと
台市内の調理師学校に通い始め、そこで初めて開業の
をきっかけに開業まで突き進んできました。それ以来「言葉の力は大きい」と思い「ことの
夢を
葉」という店名にしました。
おすすめは「竹輪明太チーズ焼き」
「焼き鳥」
「焼きビ

◆住所：遠野市穀町 1-7

ーフン」などです。特に「焼

（とぴあ脇 旧せせらぎ）

き鳥」は串うちも自ら行い、

◆TEL：070-2430-5108

せせらぎの味を引き継いでい

営業時間：17：30～22：00

ます。家庭的なお店ですので、

定休日：月曜日・火曜日月２回

おひとり様でもくつろげます。

←竹輪明太チーズ焼き

番 号

事業所名

1

サワダ商事

2

株式会社

３

株式会社

代表者

業務内容

住

所

菊池

友和

農業資材販売業

青笹町

袴田

大輔

酒類製造販売業

中央通り

雅産業

菊池

光幸

樹木販売業

附馬牛町

４

勘六縁

菊池

陽佑

農産物卸・小売業

小友町

５

読売センター遠野

紺野

正二

新聞販売業

中央通り

６

ｍichele’s

新田

千鶴子

飲食店

新穀町

７

エムエステック

金濱

稔

建築業

上郷町

８

遠野牛・門崎丑肉料理蕗

千葉

政奈

飲食業

松崎町

９

遠野美装

菊池

章好

外装工事業

青笹町

１０

幸栄商会

佐々木

自動車整備・販売業

宮守町達曽部

１１

ウィンク

一倉

幸江

小売業

新穀町

１２

株式会社

及川

徳政

建設業

小友町

田村

詩穂

カラーセラピー

中央通り

宏喜

パン販売・製造

松崎町

コンサルティング飲食業

中央通り

遠野醸造

cafe

竜徳工業

１３
１４

ウエイブパン

金濱

１５

(株)Next Commons

林

幸男

篤志

（平成 30 年 8 月 1 日時点）
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