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経営発達支援計画が認定されました 
 経営発達支援計画とは、平成 26 年に制定された「小規模事業者の支援に関する法律」

に基づき、商工会が小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ支援を実施する計画を商工会

と関係市町村が共同で作成し、経済産業大臣が認定するものです。 

 当商工会では、平成 28 年 7 月に認定された経営発達支援計画の実施期間終了にあわ

せて、令和 3 年 4 月 1 日からの 5 か年計画が引き続き認定されました。 

 つきましては、このたび認定された経営発達支援計画の概要をご紹介いたします。 

 

事業計画の策定推進と 

計画実施をフォローアップ 
 小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ

支援を実施することで地区内事業者の売

上増加を図ります。 

 具体的には、個々の事業者の経営分析に

取り組むことで事業者を取り巻く現状を

正しく認識し、事業者の強みを活かした事

業計画の策定について商工会職員が一緒

に取り組みます。そして、定期的なフォロ

ーアップと専門家の個別相談を実施する

ことで PDCA サイクルに結びつけます。 

 また、事業者の販路開拓を図るために共

同販促事業に取り組みます。従来から実施

している「いいミセえっぺだマップ」に加

え、住まいの困りごとの解決を目的とした

「遊佐町職人ブック（仮称）」を発行する

ことで工業事業者の販路開拓に取り組み

ます。 

 

創業支援と事業承継支援で 

小規模事業者数を確保 
 減少しつづける小規模事業者数に歯止

めをかけるべく、創業支援と事業承継支援

に取り組みます。 

 

 

 遊佐町商工会では創業支援に力を入れる

ことで令和2年度の創業者の新規加入が10

名に達し、会員数の増加に結びつけることが

できました。 

 しかし、事業者の高齢化が進んでいること

には変わりなく、将来的な廃業の増加が懸念

されています。このため、今後は創業支援に

加えて事業承継支援を強化することで小規

模事業者数の確保を図ります。 

 

経営課題の解決を目指して 

チーム支援で取り組みます 
 経営発達支援計画では小規模事業者の経

営戦略に踏み込んだ支援が求められており、

これらは従来の商工会の経営支援とは異な

る支援が求められています。それは、「正解」

が一つではない問題に対する支援であり、よ

り高度かつ専門的な経営相談に対する支援

です。 

 このような支援を実現するためには個々

の職員の支援能力の向上はもちろんのこと、

全職員の得意分野を活かして複眼的な視点

で経営相談に対応する、チーム支援体制の構

築に取り組みます。これにより、事業者の経

営課題をチーム体制で共有し、解決策を提案

することで経営課題の解決を図ります。 

経営分析で会社の健康診断をしてみませんか？ 
 確定申告に必要な決算書を税金の計算のためだけに作っていませんか？ 

 決算書は会社の健康診断書と言われています。決算書の数字を読み解くと、会社が健

康なのか、病気にかかっているかが把握でき、経営の次の一手に結びつけることができ

ます。 

 遊佐町商工会では会員事業所の経営分析に力を入れています。経営分析に係る費用は

無料で、相談内容は秘密厳守となっていますので、興味のある方はお気軽に遊佐町商工

会にご相談ください。 
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小規模事業者持続化補助金 

年3回の受付締切で公募開始 
 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等の取り

組みに対して 50 万円を上限に対象経費の

2/3 を補助する制度です。店舗改装や看板

設置、ホームページ開設など、様々な販路開

拓策が対象となり、遊佐町商工会では過去 7

年間でのべ 80 件が採択されています。 

 昨年度から受付締切が年 3 回となり、今

年度は 6 月 4 日・10 月 1 日・2 月 4 日の

受付締切ごとに審査して採択が発表される

ことになります。これに伴い、事業の実施期

限も受付締切ごとに翌年の 3 月・7 月・11

月の月末までとなり、事業実施期間にあわせ

て申請することが可能になります。 

 なお、申請にあたっては書類の準備等の各

種事務手続きのほか、経営計画の策定が義務

付けられています。経営計画は所定の様式に

従って申請者と商工会職員が一緒に考えて

作成しますので、申請を希望する場合は受付

締切の 1 か月前を目途に遊佐町商工会にご

相談願います。 

 

消費税に係る価格表示が変わります 
 令和 3年 4月 1日から事業者が消費者に

対して行う価格表示が消費税の税込価格の

表示（総額表示）が必要になります。 

 店頭の値札や棚札のほか、チラシ、カタロ

グ、広告など、不特定多数の消費者に対する

表示媒体では、支払い金額である「消費税を

含む金額」を明瞭に表示する必要がありま

す。 

令和 3 年 3 月分（4 月納付分）から 

協会けんぽの保険料率が変わります 
 令和３年度から協会けんぽの健康保険料

率及び介護保険料率が変わります。 

 被保険者全員が適用される健康保険料率

は 10.03％に、40 歳から 64 歳までの被保

険者（介護保険第２号被保険者）が適用され

る介護保険料率は 1.80％になります。 

 令和 3 年 3 月分（4 月納付分）から変更

となりますので、報酬月額に応じた保険料に

ついては全国健康保険協会のHPでご確認く

ださい。 

 
R3 年 2 月分 

（3月納付分）まで 

R3 年 3 月分 

（4月納付分）まで 

健康保険料率 10.05％ 10.03％ 

介護保険料率 1.79％ 1.80％ 

 

所得税等の口座振替日が変わります 
 令和 2 年分の確定申告に係る申告・納付期

限が令和 3 年 4 月 15 日（木）まで延長さ

れたことに伴い、所得税及び消費税等の振替

納付日が次のとおり変わります。 

・所得税等：令和 3 年 5 月 31 日（月） 

・消費税等：令和 3 年 5 月 24 日（月） 

 

日本政策金融公庫の 

定例相談会が始まります 
 令和３年度から毎月第２週目の火曜日の

午後に日本政策金融公庫の担当者がゆざっ

とプラザで金融相談を行います。第 1 回目は

4 月 6 日に行われますので、相談を希望の方

は事前に遊佐町商工会にご連絡願います。 
 

遊佐町商工会 今後の予定 
期  日 事業名 場  所 

４月１２日（月） 蕨岡支部総会 ゆざっとプラザ 

４月１４日（水） 藤崎支部総会 ゆざっとプラザ 

４月１５日（木） 高瀬支部総会 ゆざっとプラザ 

４月１６日（金） 吹浦支部総会 ゆざっとプラザ 

４月１９日（月） 遊佐支部総会 ゆざっとプラザ 

５月１９日（水） 通常総代会 未定 
 

※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 14】 
 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高瀬地区でラーメン店を経営している中華そば 七郎 

代表の佐藤美紀さんからお話しをお聴きしました。 

 

中華そば 七郎 
遊佐町北目字蟻塚 80 

Tel.0234-77-2247 

業務内容 

・ラーメン店 

 

 
左から 佐藤美紀 さん 

    佐藤秀一 さん 

 

 
人気メニューのしお中華 

きっかけは米～ちゃんスタンプカード 
 伴走型支援を受けるきっかけは米～ちゃんスタンプカ

ード会に加入したことです。 

 当店は平成 23 年の創業当初から商工会に加入してお

り、各種会合や売出しのイベント等に参加してきました。

そして、平成 29 年 9 月の米～ちゃんスタンプカード会

発足の際に商工会職員に誘われてスタンプカード会に加

入。定期的に商工会に足を運ぶことで情報提供を受ける

機会が増え、様々な支援施策を紹介していただきました。 

 

小規模事業者持続化補助金で顧客開拓 
 支援施策の中でも特に効果が大きかったのは小規模事

業者持続化補助金です。観光情報誌や地域情報誌への広

告掲載に活用できるということで、複数のメディアに取

り上げていただいたところ、町外からの集客増加を実現。

PR の重要性を実感し、その後も「いいミセえっぺだマッ

プ」をはじめとした PR に力を入れています。 

 申請にあたっては経営計画書を作る必要があり、商工

会の職員と一緒に考えることで、補助金の採択だけでな

く自身の強みや方向性を明確にすることができました。 

 

コロナ禍でも安心・安全を提供する 
 また、今回のコロナ禍では山形県の新・生活様式対応支

援補助金を活用することで店舗入口に風除室を設置し、3

密を回避するために店舗内の換気を徹底できるようにな

りました。 

 お客様に「おいしい」を提供するのは勿論ですが、安心・

安全を提供することで、コロナ禍でも楽しい時間を過ご

せるお店でありたいですね。 

 

米～ちゃんスタンプカードとは？ 
米～ちゃんスタンプカードとは、加盟店で 500 円（税別）お買物するごとにスタンプ

を 1 個押印し、スタンプ 40 個を貯めると、加盟店で 500 円以上の支払いに利用でき

るほか、遊佐町における町税や上下水道使用料の納入、デマンドタクシーの利用料など

にも活用できるスタンプカードです。 

加盟店は現在 44 店舗。令和 2 年度も新たに 1 店舗が加盟しているように、加盟店は

随時募集していますので、興味のある方は遊佐町商工会へお気軽にお問い合せください。 

 


