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平成 30 年度通常総代会が開催されました 
 平成 30 年 5 月 18 日にゆざっとプラザにおいて平成 30 年度通常総代会が開催され、

総代 66 名（委任状出席含む）が出席し、全 7 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と役員功労表彰が行われ、会員事業

所に永年勤続された 16 名と長年にわたり役員を務めた 3 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 3 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

支援補助金、空き店舗等リフォーム支援補助

金、設備導入等支援補助金など、会員事業所

の新たな事業展開を支援します。 

 

役員改選について 
 任期満了に伴う役員改選が行われ、次の

20 名が役員に選任されました。 

 会 長 本間知広（㈲ほんま） 

 副会長 阿部勝志（スガノ製畳） 

     今野 徹（㈲今野工業） 

 監 事 帯谷 隆（㈱オビヤ） 

     石山裕之（㈲石山工業） 

 理 事 佐藤勝善（サトウ商会） 

     服部正規（㈲服部商会） 

     渋谷 浩（㈱日本海運輸） 

     安藤美智博（安藤建築） 

     斎藤勇喜（㈱斎藤工業） 

     阿部雅彦（丸勝金物店） 

     松宮竜也（協栄建設㈱） 

     柴田真吾（B-ハウス） 

     高杉 晋（ヒューマンネットワーク） 

     渋谷伸一（㈱シブヤ建板） 

     赤塚孝義（㈲エーティー管工） 

     井上千生（井上エンジニアリング） 

     赤塚吉樹（赤塚建設工業㈱） 

     斉藤瑛一（青年部長） 

     大江信子（女性部長） 

 

優良勤続従業員表彰 

 優良勤続従業員表彰として次の16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。 

《40 年以上勤続》 

 土門建設㈱      斎藤 誠 

《35 年以上勤続》 

 伊藤建設㈱      佐藤清一 

 伊藤建設㈱      池田俊明 

《30 年以上勤続》 

 伊藤建設㈱      河野武男 

《20 年以上勤続》 

 伊藤建設㈱      松本弘文 

 協栄建設㈱      鈴木和志 

 協栄建設㈱      那須祐介 

 協栄建設㈱      菅原恒樹 

 協栄建設㈱      富樫 健 

《15 年以上勤続》 

 ㈱地酒庄内館     今野政俊 

 ㈱ヒラタクリーニング 久村美智子 

 ㈱ヒラタクリーニング 早藤綾子 

 ㈱ヒラタクリーニング 池田広美 

《10 年以上勤続》 

 ㈱地酒庄内館     今野佐紀 

 ㈱日本海運輸     小松与志和 

 酒田第一タクシー㈱  高橋信博 

 

役員功労表彰 
 役員功労表彰として次の 3 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。 

 前監事 鈴木憲一（西浜宅建） 

 前監事 加藤国幸（㈱岐阜陶園） 

 前理事 庄司茂正（庄司建設工業㈱） 

 

※敬称は省略させていただきます 
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源泉徴収個別指導のお知らせ 
 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 4 日（水）・5 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 12 日（木） 

    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） 

 

青申会が酒田税務署長より 

感謝状をいただきました 
 遊佐町青色申告会は e-Tax の利用促進に

力を入れており、利用促進の成果が著しいこ

とから酒田税務署長より感謝状をいただき

ました。今後も e-Tax の利用促進にご協力

お願いします。 

 
 

雇用保険の手続きの際に 

マイナンバーが必要になります 
 平成30年5月から雇用保険の手続きの際

には各種届出用紙にマイナンバーの記入が

必要になりました。 

 マイナンバーの記載がない場合は手続き

の際に再提出を求められる場合があります

ので、ご留意願います。 

遊佐町商工会 今後の予定 
期  日 事業名 場  所 

7 月 4 日（水） 源泉徴収個別相談 ゆざっとプラザ 

7 月 5 日（木） 源泉徴収個別相談 ゆざっとプラザ 

7 月 5 日（木） 工業部会勉強会 ゆざっとプラザ 

7 月 7 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 12 日（木） 一日公庫 ゆざっとプラザ 

7 月 17 日（火） 情報発信セミナー ゆざっとプラザ 

7 月 18 日（水） 情報発信セミナー ゆざっとプラザ 

7 月 31 日（火） 創業セミナー ゆざっとプラザ 

8 月 6 日（月） 情報発信セミナー ゆざっとプラザ 

8 月 7 日（火） 情報発信セミナー ゆざっとプラザ 

8 月 14 日（火） 第 49 回町民盆踊り大会 国道 345 号線 指定区間 

8 月 21 日（火） 経営革新塾 ※全 5 日間 庄内町商工ふれあい会館 

9 月 23 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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遊佐町商工会が取り組む伴走型支援【事例 05】 
 遊佐町商工会では会員事業所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あい電こんの店の今野智浩さ

んからお話しをお聴きしました。 

 

あい電こんの店 
遊佐町江地字出戸 188 

Tel. 0234-75-3308 

Fax.0234-43-0118 

業務内容 

・家電小売業 

 

 
左から 

代表者 今野敬一さん 

後継者 今野智浩さん 

きっかけは商工会青年部 
 伴走型支援を受けるきっかけは商工会青年部への加入

です。商工会青年部では、若手経営者の育成を目的とした

「経営の基本を学ぶ勉強会」を毎年開催しており、決算書

の読み方や経営計画の考え方について学びました。それま

では現場の仕事中心で考えていたのですが、勉強会を機会

に当店の将来像について経営という視点で考えるように

なり、青年部の仲間とも経営について話すようになりまし

た。 

 

小規模事業者持続化補助金で看板改修 
 ちょうどその頃、小規模事業者持続化補助金の募集があ

り、看板改修工事を申請しました。申請の際に経営計画を

つくる必要があったため、売上目標や目標達成のための方

策といった経営計画について商工会の職員と一緒に考え

ました。経営計画をつくる上で特に意識したのは自社の強

みを活かすこと。青年部の勉強会で学んだ知識を活かして

申請したところ無事採択され、看板改修を通じて自社の営

業内容を効果的に訴求することができました。 

 

商工フェアに出展して新規顧客開拓 
 また、昨年度は青年部の仲間に勧められて商工フェアに

出展しました。当店のおすすめ商品の体験コーナーを設け

たところ、思いのほか好評で、それまでお付き合いの無か

ったお客様とも接点をつくることができ、新規顧客開拓を

通じて売上に結びつけることができました。 

 当店のような「まちの電気屋さん」はお客様とのコミュ

ニケーションが何より大切です。定期的な訪問に加えて、

おすすめ商品を体験できるようなイベントも企画するこ

とによって、お客様との接点を増やし、新規顧客開拓に取

り組みたいですね。 

 

「第 7 回商工フェア」出展者募集中！ 
遊佐町商工会では会員事業所の PR や販路開拓等を目的とした「第 7 回商工フェア」

を平成 30 年 9 月 23 日（日）に農業者トレーニングセンターにおいて開催します。 

商工フェアには毎年約 30 前後の事業所が出展しており、展示や体験ブース、物販等

をとおして販路開拓に結び付けている事業です。 

会員事業所の出展は無料となっておりますので、関心のある方はお気軽に遊佐町商工

会までお問い合わせください。 
 


