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第 48 回ゆざ町民盆踊り大会・第 6 回ゆざ商工フェア
無事成功裡に開催されました
遊佐町商工会が地域振興事業として取り組んでいる第 48 回ゆざ町民盆踊り大会と第 6
回ゆざ商工フェア。今年度も天候に恵まれ、無事成功裡に開催することができました。

第 48 回ゆざ町民盆踊り大会 第 6 回ゆざ商工フェア
平成 29 年 8 月 14 日（月）に国道 345
号線グリーンストア～旧きらやか銀行間に
おいて第 48 回ゆざ町民盆踊り大会が開催さ
れ、15 団体 450 名の踊り手のほか、ゲス
トとして鳥海 2236 ゆざ親善大使の早瀬あ
やさんも参加して遊佐町の夏を彩りました。
なお、大会各賞は下記のとおりです。
・町長賞
…吹浦地区婦人会
・商工会長賞
…NPO 法人いなか暮らし遊佐応援団
・青年部賞
…キラキラ☆輝く杉のっこ
・特別賞（早瀬あや賞）
…元気いっぱい高瀬の子ども達

平成 29 年 9 月 24 日（日）に農業者トレ
ーニングセンター周辺において第 6 回商工
フェアが開催され、会員事業所等 28 事業所
が出展しました。
今年度は会員事業所等の出展に加えて子
どもと一緒につくる料理教室やミニ四駆大
会も開催。出展ブースも見て、触って、味わ
ってと趣向をこらしたものが多く、会員事業
所の PR や販路開拓に繋がったようです。

遊佐町商工会 今後の予定
期
日
10 月 10 日（水）
10 月 24 日（火）
10 月 25 日（水）
10 月 26 日（木）
11 月 7 日（火）
11 月 13 日（月）
12 月 5 日（火）

事業名
場
所
経営の基本を学ぶ勉強会
ゆざっとプラザ
情報発信セミナー
ゆざっとプラザ
情報発信セミナー
ゆざっとプラザ
庄内地区広域商談会
なの花ホール
経営の基本を学ぶ勉強会
ゆざっとプラザ
若者経営者視察研修
山形県山形市周辺
経営の基本を学ぶ勉強会
ゆざっとプラザ
※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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青年部主張発表県大会
佐藤圭さんが優秀賞を受賞

米～ちゃんスタンプカード
9 月 1 日スタートしました

7 月 5 日（水）に東根市の東根市さくら
んぼタントクルセンターにおいて青年部
主張発表県大会が開催され、遊佐町商工会
の佐藤圭さんが優良賞を受賞しました。
主張発表大会は青年部活動における学
びや気づきについて発表するもので、佐藤
圭さんは庄内地区代表として出場。「青年
部活動に参加して～一歩前の自分へ～」と
題し、約 150 名の青年部員の前で発表し
ました。

町内の 46 店舗が加入する新しいスタン
プカード『米～ちゃんスタンプカード』が
9 月 1 日からスタートしました。
このカードは 500 円（税別）のお買い
ものにつきスタンプ１個を押印。40 個の
スタンプを貯めると「満点カード」となり、
加盟店で 500 円分のお買いものにご利用
いただくことができるほか、町税や水道使
用料の納入にも利用できます。
加盟店については随時募集しておりま
すので、お気軽に商工会までお問い合わせ
ください。

『女性部まちかど喫茶室』開催中
労務福祉協議会視察研修を開催

女性部では部員のみなさんが気軽に話
せる場所として、
『まちかど喫茶室』を開設
しました。
『まちかど喫茶室』は日常生活の息抜き
と、みなさんの交流の場として利用してい
ただくことが目的で、毎月第 2 水曜日にに
ぎわい創造館にて開催しており、今年度は
既に 3 回開催しています。
今後も月 1 回の開催を目標に活動して
いきますので、興味のある方はお気軽にご
参加ください。

労務福祉協議会では、９月 5 日（火）～
６日（水）に視察研修として新潟県三条市
周辺を訪問しました。
視察研修には会員事業所１４名が参加。
諏訪田製作所やピア Bandai 食市場などを
見学して知見を広めることができました。
今後は 10 月 20 日（金）に会員交流ゴ
ルフコンペ、12 月 8 日（金）にはクリス
マスパーティーの開催を企画しておりま
すので、奮ってご参加ください。

【山形県最低賃金改正決定のお知らせ】

739

円

平成 29 年 10 月 6 日（金）から山形県の最低
賃金が時間額 739 円となります。
年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなど
を含め、すべての労働者が対象になります。使用者
も労働者も賃金が最低賃金以上になっているか、
必ず確認しましょう。

※特定の産業で働く労働者には山形県の特定（産業別）最低賃金が適用されます
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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、特に小規模事業者の経営課題の解決に向けて継続的に支援する「伴走型支
援」に力を入れています。
今回は伴走型支援の事例としてスガノ製畳 代表の阿部勝志さんからお話しをお聴き
しました。

スガノ製畳

きっかけは小規模事業者持続化補助金

遊佐町北目字菅野谷地 37-15
Tel. 0234-77-2394
Fax.0234-77-2394
0120-073-587
業務内容
・畳製造業
・畳・襖・障子等内装工事

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、商工会の職員と一緒に経営計画について考えました。
おかげで小規模事業者持続化補助金が 2 度にわたり採択
され、機械の購入とホームページの開設、顧客管理ソフト
の導入とチラシの発行を通じて販路開拓に結び付けるこ
とができました。

顧客管理と広告宣伝で個人客を販路開拓
小規模事業者持続化補助金では個人客の販路開拓に取
り組み、特に畳と一緒に襖と障子の貼り替えをセットで
PR し、和室の内装のリフレッシュを提案しました。
PR にあたってはチラシやホームページに加えて、顧客
管理ソフトを導入して畳の貼り替えの時期に該当するお
客様に狙いを定めて DM を発送しました。当社ではこれ
までチラシや DM を発行したことがなかったのですが、
予想以上の反応をいただくことができました。特に DM に
ついては５％近いお客様から受注をいただくことができ、
顧客管理と広告宣伝の重要性を認識させられました。
左から
代表
従業員

販路開拓で個人客の売上比率が増加
阿部勝志さん
津田雄貴さん

これまで、当社の売上は工務店等からの外注が殆どだっ
たのですが、今回の販路開拓で個人客の比率が急上昇しま
した。このため、今年からは従業員 1 名を新規雇用して
受注体制を整えたところです。
これからもお客様との結びつきを強化することで受注
獲得に繋げていきたいですね。

小規模事業者持続化補助金とは？
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が経営計画に基づいて実施する販路開
拓等の取り組みに対して 50 万円を上限に補助金を交付する制度です。
この補助金制度は平成 25 年度補正予算から毎年予算化されており、遊佐町商工会で
は過去 4 年間でのべ 41 件が採択されています。平成 29 年度においても秋の補正予算
での実施が期待されており、公募開始の際は商工会報等でお知らせする予定です。
補助金申請に係る経営計画の策定や事務手続きについ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。
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