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令和元年度通常総代会が開催されました
令和元年 5 月 20 日にゆざっとプラザにおいて令和元年度通常総代会が開催され、総代
72 名（委任状出席含む）が出席し、全 6 議案が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 12 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。

運営基盤強化の推進

優良勤続従業員表彰

事業所数の減少が続いている現状から将
優良勤続従業員表彰として次の 12 名が表
来を見据え、会員に継続的な支援ができるよ 彰されました。受賞された皆様、おめでとう
うに運営基盤強化委員会（仮）を設置します。 ございます。
委員会では組織のあり方や財政について 《25 年以上勤続》
検討し、中長期的な計画の策定に取り組みま
㈲ほんま
三浦和子
す。
㈲丸幸水道
那須 剛
《20 年以上勤続》
㈲ほんま
小松弘尚
経営発達支援計画等の推進
㈲ほんま
池田 進
平成 28 年 7 月に経済産業大臣より認定さ
《15 年以上勤続》
れた経営発達支援計画については事業実施
㈲ほんま
真嶋真理子
が 4 年目に入ります。環境の変化に伴う見直
㈲ほんま
髙橋明子
しを図りながら、国の「伴走型小規模事業者
㈲ほんま
渋谷仁史
支援推進事業」を活用し、小規模事業者支援
㈲ほんま
阿部兵二
の強化を図ります。
《10 年以上勤続》
また、遊佐町産業活性化事業補助金を財源
㈲ほんま
池田りつ子
に、制度融資に対する利子補給や創業・開業
㈲ほんま
佐藤あや子
支援補助金、事業計画に基づく販路開拓等を
NPO法人遊佐鳥海観光協会 佐藤美佳
支援する持続的発展支援事業補助金など、会
㈱幸輪
水上克朗
員事業所の新たな事業展開を支援します。
加えて、今年度は消費税率の引き上げや軽
減税率制度の導入、キャッシュレス決済の普
及、働き方改革の推進など、各種制度の変革
の時期であることから、国や県の支援施策の
普及推進と活用指導を図ります。

盆踊り大会は遊佐駅前で開催
今回で 50 回目の開催を迎える町民盆踊り
大会は会場を県道 208 号線 JR 遊佐駅前に
移して開催いたします。

役員の補欠選任について
青年部の改選に伴い役員の補欠選任が行
われ、次のとおり役員に選任されました。
理 事 荒生慎太郎（青年部長）
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【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
6 月 3 日（月）に最上町の瀬見温泉観松 ・他の借入の明細
館において女性部主張発表県大会が開催さ ・見積書（設備資金の場合）
れ、庄内地区代表として出場した本間優子さ
んが優秀賞を受賞しました。
青年部“絆”感謝運動を実施
主張発表大会は女性部活動における学び
青年部では 6 月 9 日（日）に“絆”感謝
や気づきについて発表するもので、本間優子
運動として十里塚海水浴場の海岸清掃を実
さんは「女性部活動に参加して～まちかど喫
施しました。
茶室が生んだ女性部の絆～」と題し、約 180
“絆”感謝運動とは、毎年 6 月に全国の商
名の女性部員の前で発表しました。
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、11 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。

女性部主張発表県大会
本間優子さんが優秀賞を受賞

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、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 22 日（月）13:30～16:00

遊佐町商工会 今後の予定
期
日
事業名
場
所
７月 ３日（水） 会員交流ビアパーティー
パレス舞鶴
７月 ４日（木） 源泉徴収個別指導
ゆざっとプラザ
７月 ５日（金） 源泉徴収個別指導
ゆざっとプラザ
７月１７日（水） 創業セミナー
ゆざっとプラザ
７月２２日（月） 一日公庫
ゆざっとプラザ
８月１４日（水） 第 50 回町民盆踊り大会
県道 208 号線 JR 遊佐駅前
８月２０日（火） 事業計画策定セミナー
ゆざっとプラザ
８月２７日（火） 事業計画策定セミナー
ゆざっとプラザ
８月２９日（木） 店づくりセミナー
ゆざっとプラザ
９月 ３日（火） 事業計画策定セミナー
ゆざっとプラザ
９月 ５日（木） 店づくりセミナー
ゆざっとプラザ
９月２９日（日） 第 7 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 09】
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稲川地区で旅行業を経営しているひまわり旅行代表の
今野正一さんからお話しをお聴きしました。

ひまわり旅行

きっかけは小規模事業者持続化補助金

遊佐町江地字田地下 29-3
Tel. 0234-76-2006
業務内容
・旅行業

伴走型支援を受けるきっかけは商工会に事務所の改装
について相談したことです。
当店は自宅の倉庫を事務所として活用しており、足元
には段差もあり、来店したお客様に旅行商品を説明する
には充分な環境とは言えませんでした。
そこで、商工会に相談したところ、小規模事業者持続
化補助金という制度を紹介してもらい、経営計画に基づ
く販路開拓事業として事務所の改装工事と情報発信の強
化に取り組みました。

商工会職員と一緒に経営計画を考える
左から
今野正一 さん
今野紀恵子 さん

小規模事業者持続化補助金の申請にあたっては経営計
画を策定する必要があり、商工会の職員と一緒に考えて
みました。
経営計画を策定することによって自社の強みと弱みを
明確にすることができ、自社の強みを活かすためにはど
の商品をどの顧客層に PR すべきなのか、今まで無意識
に取り組んできたことを明確にすることができました。

お客さまに旅行の楽しさを伝えたい
昨秋には小規模事業者持続化補助金を活用した事務所
の改装工事が完了。あわせて情報発信を強化したところ、
当店が企画した旅行商品の受注に結びつけることができ
ました。特に毎日のように更新している Facebook につ
いては好評で、お客様から旅行の問合せをいただくきっ
かけにもなっています。
これからもお客さまに旅行の楽しさを伝え、一人ひと
りに合った旅行プランを提案していきたいですね。

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
5 年間でのべ 50 件が採択されています。平成 30 年度補正予算においては 5 月から公
募を開始しており、現在は７月末の二次締切に向けて申請を受け付けているところです。
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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