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第 50 回町民盆踊り大会・第 8 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 50 回町民盆踊り大会と第 8 回ゆ
ざ商工フェア。今年度も無事成功裡に開催することができました。

第 50 回町民盆踊り大会

第 8 回ゆざ商工フェア

令和元年 8 月 14 日（水）に町民盆踊り大
会が開催されました。今回は節目の 50 回目
ということで、JR 遊佐駅前において開催さ
れ、15 団体 410 名の踊り手が遊佐町の夏
を彩りました。
なお、大会各賞は下記のとおりです。
・町長賞
…チームさわらび
・商工会長賞
…順仁堂遊佐病院親和会
・青年部賞
…特別養護老人ホームゆうすい
・特別賞
…月光園・ゆうとぴい職員親睦会

令和元年 9 月 29 日（日）に農業者トレー
ニングセンター周辺において第 8 回商工フ
ェアが開催され、約 30 件の会員事業所等が
出展しました。
今年度は会員事業所等の出展や子どもと
一緒につくるライブキッチン、働く車コーナ
ーの他、体験コーナーが充実。木製建具や畳
と組子の小物づくり体験、踏み台づくり体験
に加え、天然石ストラップや光るモンスター
ズ、ミツロウクリームといった女性向けの体
験コーナーが増えました。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
11 月 5 日（火）
11 月 7 日（木）
11 月 13 日（水）
11 月 22 日（金）
12 月 4 日（水）
12 月 6 日（金）

事業名
場
所
経営革新塾 第 5 講座
庄内町商工ふれあい会館
工業部会視察研修
山形県東根市・村山市方面
若手経営者視察研修
秋田県羽後町・湯沢市方面
一日公庫
ゆざっとプラザ
経営革新塾 第 6 講座
庄内町商工ふれあい会館
労務福祉協議会 Xmas パーティー 鳥海温泉 遊楽里
※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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消費税の引き上げと
軽減税率制度が始まりました

やまがたチャレンジ創業応援事業助成金
3 事業所が採択決定

令和元年 10 月１日から消費税のしくみ
が大きく変わりました。政府広報やマスコ
ミの報道等で皆さんご存知かとは思いま
すが、大きく変わった内容についてあらた
めてお知らせいたします。

令和元年 6 月 26 日に受付が締め切られ
た「やまがたチャレンジ創業応援事業助成
金」の採択結果が８月１日に発表され、遊
佐町商工会からは申請した 3 事業所の案
件全てが採択されました。
「やまがたチャレンジ創業応援事業助成
金」とは、優れたビジネスプランの創業経
費を助成金でサポートする制度です。今回
で 7 年目の予算措置で、遊佐町商工会から
はこれまで８件の案件が採択されていま
す。
遊佐町商工会では創業支援にも力を入
れていますので、創業に興味のある方はお
気軽にご相談ください。

消費税が 10％に引き上げ
これまで 8％だった消費税が 10％に引
き上げられました。
但し、下記の取引については契約日等に
よっては改正前の税率を適用するという
経過措置が講じられていますので、ご確認
ください。
①旅客運賃等、②電気料金等、③請負工
事等、④資産の貸付け、⑤指定役務の提供、
⑥予約販売における書籍等、⑦特定新聞、
⑧通信販売、⑨有料老人ホーム、⑩家電リ
サイクル法に規定する再商品化等

軽減税率制度の導入
日々の生活における負担を減らすため、
飲食料品（酒類・外食を除く）と新聞（定
期購読契約された週 2 回以上発行される
もの）については軽減税率 8％が適用され
ます。
軽減税率については対象品目を販売す
る事業者はもとより、軽減税率の対象とな
る飲食料品や新聞を仕入れた場合も区分
経理が必要となりますので、全ての事業者
に影響します。
日々の記帳業務と消費税の申告納付に
ついて適正に対応できるよう、あらためて
ご確認ください。

小規模事業者持続化補助金
16 事業所が採択決定
令和元年 7 月 31 日に受付が締め切られ
た「小規模事業者持続化補助金」
（平成 30
年度補正予算事業）の採択結果が 8 月 30
日に発表され、遊佐町商工会からは申請し
た 16 事業所の案件全てが採択されまし
た。
「小規模事業者持続化補助金」とは、小
規模事業者の経営計画に基づく販路開拓
の取り組みを支援する制度です。今回で 6
年目の予算措置で、遊佐町商工会からはこ
れまでのべ 66 件の案件が採択されていま
す。
遊佐町商工会ではこのような支援施策
の活用を積極的に支援していますので、新
たな販路開拓に興味のある方はお気軽に
ご相談ください。

【山形県最低賃金改正決定のお知らせ】

790

円

令和元年 10 月 1 日（火）から山形県の最低
賃金が時間額 790 円になりました。
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【事例 10】
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吹浦地区でタイヤ販売・自動車整備業を経営している
㈲西浜タイヤ取締役の齊藤龍太郎さんからお話しをお聴きしました。

㈲西浜タイヤ

きっかけは商工会青年部

遊佐町菅里字十里塚 193-292
Tel. 0234-77-2497
業務内容
・タイヤ販売業
・自動車整備業

伴走型支援を受けるきっかけは商工会青年部です。
青年部事業で小規模事業者持続化補助金の活用方法に
ついて勉強する機会があり、せっかくの制度なので活用
してみようと思ったのがきっかけです。

商工会職員と一緒に経営計画を考える
小規模事業者持続化補助金に申請するためには経営計
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ためには、自社の強みと弱み、市
場の機会と脅威から経営の方向性について考える必要が
ありました。当社の場合は売上の大部分を法人が占めて
おり、売上増加を図るためには伸びしろのある個人を販
路開拓の対象と捉え、店舗改装について申請したところ、
無事採択が決定。初めてのお客様でも入りやすいように
明るい雰囲気に店舗改装したところ、それまで少なかっ
た女性客の販路開拓に結びつけることができました。
右から
取締役
齊藤龍太郎さん
代表取締役 齊藤敦子さん
工場長
本間 諭さん

時代の変化に対応して会社も変化する
小規模事業者持続化補助金については今年も 2 回目の
採択に結びつけることができ、今回は低床車への対応を
強化することで大型車の販路開拓に取り組んでいます。
当社は昔から大型車の対応を得意分野としていました
が、近年は荷台の床面が低い低床車が増加しており、低
床車に対応した設備を充実させないと顧客のニーズに対
応できないと感じたからです。
時代の変化とともに顧客のニーズも少しずつ変化して
います。小さな変化にも対応し、お客様に満足いただけ
る会社でありたいですね。

商工会青年部とは？
商工会青年部は 40 歳以下の若手経営者等で構成している組織です。
地域づくり事業と人づくり事業を二つの柱としており、同じ遊佐町で事業を営む若手
経営者として地域貢献と経営資質の向上に取り組んでいます。庄内地区や山形県内の商
工会青年部と交流する機会も多く、人脈を広げることで取引拡大も期待できます。
商工会青年部は新入部員も随時募集していますので、興味のある方はお気軽に遊佐町
商工会にお問い合せください。
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