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令和 3 年度通常総代会が開催されました
令和 3 年 5 月 19 日（水）にパレス舞鶴において令和 3 年度通常総代会が開催され、
総代 80 名（委任状出席含む）が出席し、全 8 議案がいずれも原案どおり可決承認されま
した。
また、優良勤続従業員表彰は、会員事業所に永年勤続された 3 名の方が受賞されました。
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。

経営発達支援事業の推進

役員改選について

新たな経営発達支援計画は、令和 3 年 3
任期満了に伴う役員改選が行われ、次の
月に経済産業大臣より認定され、今年がスタ 20 名が役員に選任されました。
ートの年となります。国の「伴走型小規模事
会 長 本間知広（㈲ほんま）
業者支援推進事業」を活用し、事業計画策定
副会長 阿部勝志（スガノ製畳）
セミナー、個別相談会や環境の変化に適応し
今野 徹（㈲今野工業）
た事業を実施し、小規模事業者支援の強化を
監 事 石山裕之（㈲石山工業）
図ります。
高杉 晋（ヒューマンネットワークサービス ）
理 事 佐藤勝善（サトウ商会㈱）
服部正規（㈲服部商会）
各種支援施策の普及推進
安藤美智博（安藤建築）
新型コロナウイルス感染症関連をはじめ
斎藤勇喜（㈱斎藤工業）
とした各種支援施策の普及推進を通じて会
阿部雅彦（丸勝金物店）
員事業所の事業継続を支援します。
松宮竜也（協栄建設㈱）
あわせて、遊佐町の産業活性化対策事業を
柴田真吾（B-ハウス）
財源とした各種支援施策の周知に努め、関係
渋谷伸一（㈱シブヤ建板）
機関とともに会員事業所の経営環境の整備
赤塚孝義（㈲エーティー管工）
を図ります。
井上千生（井上エンジニアリング）
赤塚吉樹（赤塚建設工業㈱）
川俣俊彦（㈱利功）
部会活動の強化と
大場清悦（㈱オオバ）
若手経営者・後継者の育成
今野智浩（青年部長）
梅津由佳（女性部長）
商業部会と工業部会、青年部、女性部の自
主的な研修事業を強化し、あわせて創業者を
含む若手経営者・後継者の経営力の向上を目
的とした研修事業を実施します。これによ 優良勤続従業員表彰
り、会員事業所の資質向上と異業種交流の推
優良勤続従業員表彰として、3 名の方が受
進によりビジネスチャンスの創造を図りま
賞されました。誠におめでとうございます。
す。
《2５年以上勤続》
㈲ほんま
本間 静子
BCP の策定
《10 年以上勤続》
㈱幸輪
鈴木 恭介
今後予想される大規模な自然災害や新た
㈱幸輪
佐藤
悠
な感染症の拡大よる経済が停滞した状況で
も、遊佐町の商工業者等が事業を継続できる
体制を整備するため、町と協力して「事業継
続力強化支援計画」を策定します。
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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
日程にておこないます。必要書類をご持参のう
え、期日内にお越しください。
また、30 分毎の予約制となりますのであらか
じめお電話にて予約をお願いします。
【日時】7 月 7 日（水）８日（木）９日（金）
9：00～16：00
【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）
・扶養控除等申告書
・所得税徴収高計算書（納付書）

庄内マルシェ
ラーメンスタンプラリーが
始まります
スマートフォンアプリ「庄内マルシェ」
を使ったスタンプラリーが始まります。
庄内地区でラーメンを提供しているお店
約 70 店舗が参加。遊佐町でも 12 店舗
のお店が参加します。一店舗でラーメン
を食べるごとに（1 会計税込 500 円以
上）スマホ内にスタンプを貯め、たまっ
たスタンプの個数に応じて、素敵な商品
を進呈します。この機会にラーメン食べ
歩きをしてみませんか？
【開催期間】7 月 25 日（日）～
10 月 31 日（日）まで

お買物は遊佐町で！
PayPay 利用で最大 20％
戻ってくるキャンペーン 青年部“絆”感謝運動
遊佐町では、新型コロナウイルスを想定した
行いました！
「新しい生活様式」実践の促進および町内の消
費喚起のため、PayPay でお買物した方に最大
20%の PayPay ボーナスを付与するキャンペー
ンを実施します。対象期間は 8 月 1 日（日）～
9 月 30 日（木）の 2 か月間です。
キャンペーンにあたって、事業者の金銭的な負
担はありませんが、PayPay の加盟店になる必要
があります。導入を検討されている方、商工会
へご連絡ください。なお、既に店頭に設置され
利用可能な PayPayQR コードについては申請
不要でキャンペーン適用となります。

日本政策金融公庫
定例相談会のお知らせ
今年度より、毎月第一火曜日午後～ゆざっと
プラザにて、日本政策金融公庫の担当者による
金融相談会を開催しております。コロナ対策、
マル経資金、小規模事業者向けの融資制度など
の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。また、7 月は『一
日公庫』として７月 20 日（火）も開催します。
【一日公庫】
・7 月 20 日（火）13：30～16：00
【年内相談会開催日】
・7 月 6 日、8 月 3 日、9 月 7 日
10 月 5 日、11 月 2 日、12 月 7 日
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6 月 13 日（日）青年部では“絆”感
謝運動として西浜海水浴場の海岸清掃を
実施しました。
“絆”感謝運動とは全国の
商工会青年部が統一事業として地域貢献
活動を実施し、地域への感謝を表してい
る事業です。今回、青年部ではこれから
の海水浴シーズンに向けて、海水浴に訪
れる方々をきれいな海でお迎えしようと
清掃活動を行いました。当日は、酒田飽
海建設総合組合遊佐支部の青年部と合同
で 9 名が参加し、海岸清掃を通じて地域
と仲間との絆と感謝の気持ちを再確認し
ました。

イベント中止のお知らせ
コロナ感染拡大防止のため予定してお
りましたイベントについて関係機関等と
調整したところ、下記の事業の中止が決
定しましたのでお知らせいたします。
・町民盆踊り大会
・商工フェア
・会員交流会（ビアパーティー）

キラッと輝く事業所紹介
遊佐町商工会では会員事業所の中から、キラっと輝く取り組みを行っている事業所を
紹介していきます。
今回は、キャッシュレス決済をいち早く導入し、現在も PayPay など様々な決済方法
を導入している㈱オビヤ代表取締役の帯谷隆さんからお話をお聴きしました。

㈱オビヤ

キャッシュレス決済を導入した経緯

遊佐町遊佐字京田 14-6
Tel.0234-72-3122
業務内容
・衣料品、雑貨、ギフト
・福祉用具レンタル、販売

もともと、カード決済は行っていたという帯谷社長。制
服の購入を中心に 30～40 歳代のクレジットカード決済
が増えてきたと感じていたちょうどその頃、2019 年 10
月の消費増税をきっかけにクレジットカード以外のキャ
ッシュレス決済の導入に踏み切りました。当初、国ではキ
ャッシュレス決済の推進のため、決済を行った人に対して
5％の還元キャンペーンを行っており、これを機会に普及
が進み、今後キャッシュレス決済は新たな支払い手段の主
流となると思ったとのことです。

お客様のために
実際に PayPay を始めとしたキャッシュレス決済を取
り入れた際には、慣れるまでは面倒な部分も正直あったと
のことです。ただ、お客様の支払の選択肢を狭めるより、
お客様にメリットがあった方が良いとの考えから、現在は
クレジットカード、電子マネー、QR コードの決済を行っ
ています。
当初のキャッシュレス決済利用は 30～40 歳代の方が
多かったとのことですが、最近は近隣市町で実施された
PayPay キャンペーンの効果もあり 30～70 歳代と幅広
い方に利用いただいています。PayPay を始めた頃より、
決済に慣れているお客様が多いと感じているそうです。

時代の流れとともに変化
常務の帯谷康朗さん
カウンターにはたくさんの
決済方法からお客様が選べ
るようになっています

『想定よりもキャッシュレス化が加速度的に進んでい
ると身をもって感じていて、さらに進むことは否めず、時
代にあわせていくことが商売を続けいていくうえで必要
だと思っています。キャッシュレスだけでなく、次の時代
の手段を相乗的に取り入れて、まずは取り残されないこ
と。PayPay やったから終わりではなく、様々なお店の工
夫も合わせて、事業を継続させていきたいですね。』
と、帯谷社長は最後に話してくださいました。

キャッシュレス決済とは？
文字通り、「現金を使わずに決済する方法」です。クレジットカードやデビッドカード、
電子マネーやプリペイドカードもキャッシュレス決済の一つです。PayPay や楽天 Pay
等 QR/バーコード決済など近年急速に普及が進んでおり、全国的にみるとお店での現金
支払いは徐々に減少しつつあります。
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