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令和 2 年度通常総代会が開催されました
令和 2 年 5 月 22 日（金）にゆざっとプラザにおいて令和 2 年度通常総代会が開催され
ました。今年の通常総代会は、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から書面決議
により実施することとしたところ、総代 84 名が書面により議決権を行使し、全 5 議案が
原案どおり可決承認されました。
また、総代会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。

運営基盤強化の推進

部会活動の強化と
若手経営者・後継者の育成

会員事業所が減少する中で、継続的に支援
できる体制づくりを目的として設立した運
商業部会と工業部会、青年部、女性部の自
営基盤強化委員会の検討結果に基づき、組織
主的な研修事業を強化し、あわせて創業者を
体制と財務内容を見直すことにより、本会の
含む若手経営者・後継者の経営力の向上を目
基盤強化と財政の健全化を図ります。
的とした研修事業を実施します。これによ
り、会員事業所の資質向上と異業種交流の推
経営発達支援事業の推進
進によりビジネスチャンスの創造を図りま
平成 28 年 7 月に経済産業大臣より認定さ す。
れた経営発達支援計画については今年が最
終年度の 5 年目になります。国の「伴走型小 優良勤続従業員表彰
規模事業者支援推進事業」を活用し、小規模
優良勤続従業員表彰として次の 4 名が表
事業者支援の強化を図るほか、次期の経営発
彰されました。受賞された皆様、おめでとう
達支援計画について遊佐町と連携して策定
ございます。
します。
《20 年以上勤続》
㈲ほんま
鈴木えり子
各種支援施策の普及推進
《15 年以上勤続》
新型コロナウイルス感染症関連をはじめ
㈲ほんま
斉藤 遂子
とした各種支援施策の普及推進を通じて会
㈲ほんま
佐藤 裕子
員事業所の事業継続を支援します。
《10 年以上勤続》
あわせて、遊佐町の産業活性化対策事業を
㈱幸輪
五十嵐 悟
財源とした各種支援施策の周知に努め、関係
機関とともに会員事業所の経営環境の整備
を図ります。
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新型コロナウイルス感染症に係る主な支援施策等
新型コロナウイルスに感染症に係る支援策等について特に問合せの多いものをまとめま
したので参考にしてください。

持続化給付金の申請支援を
強化しています

小規模事業者持続化補助金
コロナ対策を支援します

前年同月比で売上が 50％以下になった事
業所等に給付される持続化給付金について
遊佐町商工会では申請支援を強化していま
す。
下記の事業者が対象となりますので、電子
申請が不安な方はお気軽に遊佐町商工会に
お問い合せください。
【対象者】
次の①～③全てを満たす事業者
①ひと月の売上が前年同月比で 50％以上減
少している（2020 年 1～12 月の期間中
のうちひと月を事業者が選択する）
②今後も事業を継続する意思がある
③資本金 10 億円未満又は従業員数 2,000
人以下である
【給付額】
法人:上限 200 万円／個人:上限 100 万円

小規模事業者の販路開拓を支援する小規
模事業者持続化補助金において下記のとお
りコロナ対策を支援する項目が追加されま
した。興味のある方は遊佐町商工会にお問い
合せください。

※前年度の総売上－前年同月比▲50％の月の売上×12 か月

【申請期間】
令和 2 年 5 月 1 日～令和 3 年 1 月 15 日
【申請方法】
持続化給付金ホームページから電子申請
URL https://www.jizokuka-kyufu.jp/
※申請者のメールアドレスが必要

＜一般型＞における＜事業再開枠＞の新設
本制度を活用して販路開拓に取り組む小
規模事業者が感染防止対策を講じて事業再
開するにあたり、業種別ガイドラインに準じ
た下記の費目を＜事業再開枠＞として補助
します。
・消毒費用
・マスク費用
・清掃費用
・飛沫対策費用
・換気費用
・その他衛生管理費用
・PR 費用

＜コロナ特別対応型＞の新設
新型コロナウイルスに対応するために下
記の A～C のいずれかの類型に取り組む小規
模事業者については補助上限を 100 万円に
引き上げた上で、＜一般型＞と同様に＜事業
再開枠＞の費目を補助します。
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 ・A サプライチェーンの毀損への対応
・B 非対面型ビジネスモデルへの転換
会において金融相談を行います。
コロナ対策はもちろんのこと、小規模事業 ・C テレワーク環境の整備
※補助率については A が 2/3、B・C が 3/4 になります
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
イベント中止が決定しました
込みください。
【日時】7 月 20 日（月）13:30～16:00
毎年実施している遊佐町商工会の主催イ
【場所】ゆざっとプラザ 2 階 会議室
ベントについて関係機関等と調整したとこ
【必要書類】
ろ、下記の事業の中止が決定しましたのでお
・決算書及び申告書（直近２期分）、試算表 知らせいたします。
・他の借入の明細
・町民盆踊り大会
・見積書（設備資金の場合）
・商工フェア
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遊佐町商工会が取り組む伴走型支援【事例 12】
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。
今回の伴走型支援の事例は遊佐地区で住宅販売を経営している A-frame Japan㈱代
表取締役の新川晋悟さんからお話しをお聴きしました。

A-frame Japan㈱

きっかけは創業相談

遊佐町吉出字袋地 37-2
Tel.090-5623-5154
業務内容
・住宅販売業

伴走型支援を受けるきっかけは商工会に創業について
相談したことです。
当社は A-frame 工法という日本で唯一の工法に特化し
た住宅の販売に取り組んでおり、遊佐町商工会に相談した
ところ、様々な支援施策を紹介していただきました。

創業計画を一緒に考える
最初に「やまがたチャレンジ創業応援事業創業助成金」
を紹介していただき、一緒に創業計画を作成しました。自
分で作成した時は高めの売上目標で創業計画を作成した
のですが、「創業初期は努力目標だけでなく、経営を維持
できる必達目標で計画を立てた方がいい」とアドバイスを
いただき、創業計画を作り直してみました。
創業から一年が経過し、必達目標はクリアしましたが、
当初設定した努力目標にはあと一歩というところです。創
業して実際に経営に取り組んでみて、あらためて必達目標
と努力目標の必要性を実感しています。
代表

新川晋悟さん

完成目前のモデルハウス

経営課題の解決に取り組む
創業二年目に入り、現在の経営課題は施工会社との契約
内容と A-frame 工法の商標・特許についてです。
この件について商工会に相談したところ、エキスパー
ト・バンクという専門家派遣制度を紹介していただき、専
門家の先生から具体的なアドバイスをいただきました。夏
までに取り組むべき宿題もいただき、やるべきことが明確
になったので、目の前の不安を晴らすことができました。
この調子で経営課題を一つ一つクリアし、一刻も早く経
営を軌道に乗せたいですね。

エキスパート・バンクとは？
エキスパート・バンクとは、山形県商工会連合会で実施している専門家派遣制度です。
経営計画、事業承継、商品開発、商品陳列、人材育成、情報化といった、様々な経営課
題の専門家が登録されており、小規模事業者等の専門的かつ高度な経営課題に対して専
門家を派遣して個別相談を実施しています。
相談時間は 1 回につき概ね 2～3 時間。相談料は無料（継続指導の場合は 2 回目以降
に謝金旅費の一部をご負担いただきます）となっていますので、興味のある方はお気軽
にお申込みください。
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