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平成 29 年度通常総代会が開催されました 
 平成 29 年 5 月 18 日にゆざっとプラザにおいて平成 29 年度通常総代会が開催され、

総代 54 名（委任状出席含む）が出席し、全 6 議案がいずれも原案どおり可決承認されま

した。 

 また、総代会の議事に先立って優良勤続従業員表彰が行われ、会員事業所に永年勤続され

た 4 名が表彰されました。 

 総代会の議決内容の一部について下記のとおりご紹介します。 
 

経営発達支援計画の推進 
 平成 28 年 7 月に経済産業大臣より認定
された経営発達支援計画については事業実
施が 2 年目に入ります。「伴走型小規模事業
者支援推進事業」を活用し、小規模事業者支

援の強化を図ります。 
 また、遊佐町産業活性化事業補助金を財源
に、制度融資に対する利子補給や創業・開業
支援助成金、空き店舗活用・店舗リフォーム
支援助成金など、会員事業所の新たな事業展
開を支援します。 
 

新スタンプカード会の支援 
 遊佐町の小売業者の統一組織として新ス
タンプカード会を設立し、新たに 9 月から
「米～ちゃんスタンプカード（仮称）」をス
タートします。 

 

役員の補欠選任について 
 4 月の青年部総会において役員改選が行

われ、高橋亘さんが青年部長を退任し、斉

藤瑛一さんが青年部長に就任しました。 

 

 
 これに伴い、商工会の理事においても高橋
亘さんが辞任し、青年部長の斉藤瑛一さんが
理事に選任されました。 
 

優良勤続従業員表彰 
 優良勤続従業員表彰として次の 4 名が表
彰されました。受賞された皆様、おめでとう
ございます。 
《25 年以上勤続》 
（有）ほんま    高橋博美さん 

《20 年以上勤続》 
（資）高橋酒造店  佐藤美紀子さん 
（有）福増建具店  阿曽美喜さん 

《10 年以上勤続》 
（有）ほんま    今井美和子さん 

 

遊佐町商工会 今後の予定 
期  日 事業名 場  所 

7 月 5 日（水） 源泉徴収個別相談 ゆざっとプラザ 

7 月 6 日（木） 源泉徴収個別相談 ゆざっとプラザ 

7 月 9 日（土） 会員交流会 もんじゅ橋グラウンドゴルフ場／パレス舞鶴 

7 月 14 日（金） 一日公庫 ゆざっとプラザ 

7 月 19 日（水） 情報発信セミナー ゆざっとプラザ 

8 月 14 日（月） 第 48 回町民盆踊り大会 国道 345 号線 指定区間 

8 月 14 日（月） ゆざ夏の市 抽選会 ゆざっとプラザ／エルパ 

8 月 15 日（火） ゆざ夏の市 抽選会 ゆざっとプラザ／エルパ 

8 月 23 日（水） 経営革新塾 ※全 5 日間 庄内町商工ふれあい会館 

9 月 24 日（日） 第 6 回ゆざ商工フェア トレーニングセンター周辺 

※正確な情報については通知文書等でご確認ください 
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青年部“絆”感謝運動を実施 
 青年部では 6 月 11 日（日）に“絆”感

謝運動として西浜海水浴場の海岸清掃を

実施しました。 

 “絆”感謝運動とは、毎年 6 月に全国の

商工会青年部が一斉に地域貢献活動を実

施することにより、地域の絆への感謝の気

持ちを表している事業です。遊佐町商工会

青年部では、酒田飽海建設総合組合遊佐連

合支部青年部と合同で実施し、17 名が参

加。海岸清掃をとおして地域と仲間、そし

て家族との絆と感謝の気持ちを再確認し

ました。 

 
 

女性部リーダー研修会に参加しました 
 6 月１日（木）に南陽市の熊野大社證誠

殿においてリーダー研修会が開催され、遊

佐町商工会女性部から 4 名が参加しまし

た。 

 リーダー研修会では㈱セゾンファクト

リー顧問の齋藤峰彰氏が講演したほか、主

張発表県大会として県内の商工会女性部

がそれぞれの活動や地域への思いについ

て発表され、もがみ南部商工会の方が最優

秀賞を受賞されました。 

 

商工フェア出展者を募集します 
 9 月 24 日（日）に農業者トレーニング

センター周辺にて第 6 回商工フェアを開

催します。今年は通常のブース出展に加え

て、30 分程度のステージイベントも募集

します。申込みについては同封のチラシで

7 月 21 日（金）まで受け付けますので、

遊佐町商工会までお問い合わせください。 

源泉徴収個別相談のお知らせ 
 納期の特例事業所の源泉納付手続きを

下記のとおり行います。必要書類をご持参

のうえ、期日までのお越しください。 

【日時】７月５日（水）・6 日（木） 

    9:00～17:00 

※ご都合の良い時間にお越しください。 

【場所】ゆざっとプラザ２階 会議室 

【必要書類】 

・源泉徴収票（給与台帳） 

・扶養控除申告書 

・所得税徴収計算書（納付書） 

 

一日公庫を開催します 
 日本政策金融公庫の担当者が遊佐町商

工会において金融相談を行います。 

 マル経など小規模事業者向けの融資制

度について相談に応じますので、相談を希

望される方は事前にお電話にてお申込み

ください。 

【日時】7 月 14 日（金） 

    13:30～16:00（要予約） 

【場所】ゆざっとプラザ 2 階 会議室 

【必要書類】 

・決算書及び申告書（直近２期分）、試算表 

・他の借入の明細 

・見積書（設備資金の場合） 

 

第48回町民盆踊り大会を開催します 
 第 48 回町民盆踊り大会を 8 月 14 日

（月）に国道 345 号線指定区間（グリー

ンストアさん～旧きらやか銀行さん）にお

いて開催します。 

 今年は遊佐町出身のレースクイーン早

瀬あやさんもゲストとして参加する予定

です。踊り手や出店者についても募集して

いますので、遊佐町商工会までお問い合わ

せください。 

 



4 

 

遊佐町商工会が取り組む伴走型支援 
 遊佐町商工会では経済産業大臣の認定を受けた経営発達支援計画の実現に向けて取り
組んでおり、特に小規模事業者に対する伴走型支援に力を入れています。 
 伴走型支援とは、マラソンで競技者のそばについて走る伴走者のように、事業者の経
営課題の解決に向けて継続的な支援を行うことです。 
 今回は伴走型支援の事例として㈲福増建具店 専務取締役の高橋亘さんからお話しを
お聴きしました。 

 

㈲福増建具店 
遊佐町増穂字前田 59-2 

業務内容 

・木製建具・木製品製造販売 

 
左から 

専務取締役 高橋亘さん 

代表取締役 高橋岸夫さん 

取締役   高橋秋子さん 

従業員   阿曽美喜さん 

 

きっかけは小規模事業者持続化補助金 
 伴走型支援を受けるきっかけは小規模事業者持続化補

助金の申請です。申請の際に経営計画をつくる必要があ

り、商工会の職員に一緒に考えてもらいました。それから

は定期的に商工会に相談するようになり、おかげで小規模

事業者持続化補助金は 2 度採択され、この経験がものづ

くり補助金や経営力向上計画にも繋がりました。 

 

決算書の分析から業務の見直しへ 
 相談の際に商工会に決算書の分析をお願いしたところ、

売上に対して在庫が多い点について指摘を受けました。そ

れまでは当社では在庫について意識していなかったので

すが、できるだけ仕入を抑えて在庫を使うように心がけた

ところ、資金繰りが改善しただけでなく、作業場も整理整

頓されて働きやすくなったと感じています。 

 

将来を見据えた経営計画 
 当社の将来を考えると、これからは事業承継と並行して

従業員の育成に取り組む必要があります。そのためには手

加工に頼らない新しい設備が必要とされることから、設備

導入の際に商工会の支援を受けて経営力向上計画を申請

したところ、無事認定され固定資産税の軽減などのメリッ

トを受けることができました。 

 これからは経営の基盤を整えつつ、新しい分野の需要を

開拓できるような経営革新にも取り組みたいですね。 

 

中小企業等経営強化法（経営力向上計画）とは？ 
中小企業等経営強化法とは、政府が生産性向上に役立つ情報を中小企業・小規模事業

者等に提供し、生産性を向上させる取組を計画した企業を積極的に支援する法律です。 

支援を受けるためには経営力向上計画の認定を受ける必要があります。政府が業種ご

とに課題や対処すべき方向性、目標とする指標を提示しているので、その中から自社で

取り組む項目を選択し、3～5 年の経営計画に落とし込みます。認定を受けることによ

り、計画経営に繋がることはもちろんのこと、節税効果や資金調達などの支援策も活用

でき、特に設備投資を計画している事業所にはメリットの大きい制度です。 

計画の策定や認定申請にあたっては遊佐町商工会で支援しています。お気軽にお問い

合わせください。 

 


