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今年度、青年部では SNS 活用について取り組んでいます。6/30、7/14、9/2

には Facebook、Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントについてのセミ

ナーを開催し、青年部員だけでなく、商工会員の方からも多数ご参加いただき、

自社の情報発信力の強化を図る研修をいたしました。 
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With/After コロナ時代、IT を活用してみませんか 
 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種も進んではおりますが、まだ予断を許さない状

況です。 

 これまでも、資金繰りや給付金といった様々な支援策が出されており、遊佐町でも「新し

い生活様式」実践の促進と町内の消費喚起のため PayPay 利用で最大 20％戻ってくるキャ

ンペーンが実施されました。（好評につき予算に達したため８月で終了）遊佐町の PayPay 加

盟店も大幅に増加し、キャッシュレス化を進めるきっかけとなっております。 

 また、来店頻度が減少している現状に、SNS や HP を活用した情報発信の強化によってお

客様へ効果的に情報提供し、売上に繋がっている事例も出ています。 

 そこで、今回は情報化を進める上での支援施策についてご紹介いたします。 

 

小規模事業者持続化補助金 
 小規模事業者持続化補助金は、経営計画に

基づく販路開拓等へ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。ホームページだけでなく、店舗改装

や看板設置など様々な販路開拓策が対象と

なります。 

 次回の受付締切は令和 4 年 2 月 4 日とな

っております。 

申請には書類の準備等の各事務手続きが

発生しますので、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。 

 

遊佐町持続的発展支援事業補助金  
遊佐町では、ＨＰや看板・チラシの作成（定

期的に発行しているチラシは対象外）に対し

て 15 万円を上限に対象経費の 2/3 を補助

する補助金があります。（下限 5 万円） 

 受付締切は令和 3 年 12 月 28 日となっ

ております。 

 上限は上記の持続化補助金よりも少ない

補助金額ですが、交付決定まで迅速な補助金

となっております。 

 申請には書類の準備等がありますので、ま

ずは商工会にご相談願います。 

 

商工会員向け無料 HP 作成サービス  
自分でも簡単にホームページが作成でき

るサービス『グーペ』なら、無料テンプレー

トの中から好きなデザインを選んで、手順に

従って入力すると、専門的な知識がなくても

ビジネスに役立つホームページが最短1日で 

 

完成。PCやスマートフォンから好きなときに

ホームページの更新ができます。 

 自分でホームページを作ってみたい、簡単

に更新作業をしたい方にお勧めです。 

 詳細については、商工会にお問い合せ下さ

い。 

 

専門家派遣制度（ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾊﾞﾝｸ） 
経営・営業・生産・技術・IT など多くの課

題をかかえている小規模事業者の問題解決の

お手伝いをする専門家派遣制度（エキスパー

トバンク）が利用できます。インターネット

を活用した集客方法（HP、SNS 等）や EC

サイトの開設、IT による作業効率化等につい

ても直接事業所にお伺いし、無料でご相談い

ただける制度です。 

もちろん IT だけでなく、税金に対するご

相談や就業規則、法人化への移行等様々な経

営のご相談にも対応しております。 

まずは商工会にご相談願います。 

 

商工会も情報化を進めています 
商工会主催のセミナーや研修会等の申込み

はこれまでFAXや電話で行っていましたが、

商工会のHPやスマートフォンからでも申込

が行えるように進めています。 

今回同封のセミナー、研修会のご案内から

一部対応しております。 

申込みの際は、チラシ記載の QR コード又

は遊佐町商工会の HP から希望するセミナー

の案内ページを開き、回答フォームからお申

込み下さい。 
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住まいのお悩み解決！ 

遊佐町職人ブックを発行 
 例年発行している『いいミセえっぺだマ

ップ』をリニューアル。今年は住まいや生

活環境に関わる事業所30社を掲載しまし

た。 

一般消費者の方の「雨どいが壊れた時は

何処に相談すればいいの？」「リフォーム

したいけど近くに相談できるところがあ

るのかな？」といった声から、普段の生活

で困っている方への対応・快適な住まいの

お手伝いをしてくれる事業所を紹介して

います。 

今回は、お悩みごとから事業所を検索で

きる『お悩み解決！こんなときは？』のペ

ージを巻末に掲載。お客様の困ったことに

対応できる事業所をわかりやすく紹介し

ています。 

これまでとは一味違う『遊佐町職人ブッ

ク』ぜひご活用ください。 

 
＊遊佐町広報（10 月 1 日号）と一緒に全戸配

布、遊佐町役場・商工会窓口にも設置していま

す。 

「一日公庫」開催します！ 
 毎月第 1 火曜日に開催している日本政

策金融公庫の定例相談会ですが、11 月は

一日公庫として時間を延長し行います。 

 コロナ対策はもちろんのこと、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】11 月２日（火）13:30～16:00 

【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）、直近の

試算表 

・他の借入の明細 

・見積書（設備資金の場合） 

 

山形県最低賃金改定のお知らせ 
 令和３年 10 月２日（土）から山形県の

最低賃金が時間額 822 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、必ずご確認くださ

い。 

 

 
 

 
割安な掛金で確かな安心 

“商工貯蓄共済”  
掛金は大部分が貯蓄積立金となり、 

保険料・経費も少なくてすむので、 

知らず知らずのうちに貯蓄ができる 

商工会員だからこそ入れる共済です。 

   お問い合わせは商工会まで 

 

 

例）6 歳男性、1 口 2,500 円の場合 

年間掛金  30,000 円 

△年間保険料  1,608 円 

△年間経費   1,600 円 

年間積立額   26,792 円 

   （10 年後に利息を付けて返還） 

*年間保険料は年齢、性別によって異なります 
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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、ホームページだけでなく、Face book や Instagram を積極的に活用し、事

業所の認知度向上や求人に利用している㈱日本海運輸 代表取締役の渋谷浩社長と取締

役の渋谷春樹さんよりお話をお聴きしました。 

㈱日本海運輸 
遊佐町菅里字菅野南山 

93-2 

Tel. 0234-76-2455 

業務内容 

・一般貨物自動車運送業 

・ﾕﾆｯｸ、ｸﾚｰﾝ作業一式 

 

 
左：代表取締役 渋谷 浩さん 

右：取締役  渋谷春樹さん 

 

 
 

▶HP  
 

 

 

▶Facebook 

 

 

 

▶Instagram 

 

最初はホームページから 
最初にホームページをつくったころは、まだ遊佐町で

もホームページのある事業所は数社しかなく、めずらし

かったという渋谷社長。その頃から時代に合わせた情報

発信の必要性を強く感じており、現在の SNS の活用に繋

がっています。ホームページの役割として、当初は会社の

業務内容を知ってもらう情報ツールとして一番に使われ

ていましたが、最近は“会社の電話番号を調べるため”、

“会社が実在している”という信用補完的に使われてお

り、その役割は変わってきていると感じているそうです。 

 

とにかく多くの人に知ってもらう 
 ホームページの次に取り組んだのは Face book。実名

で登録することに魅力を感じたそうです。知っている同

業者のトラックが走っているところを Face book に投

稿すると、相手からもフォローやいいね！で繋がりがで

きました。繋がることで、より多くの人から自社の Face 

book を見てもらうことができ、名前が知られるようにな

ったと感じています。その結果、取引にも結びつけられ、

今でもその業者とは取引を継続しています。 

 

 昨年度からは Instagram も始め、ちょうど 1 年が経ち

ました。『Instagram は若い年代の方が多く見ていて、お

もしろい写真や動画を投稿すると、明らかに反応が変わ

ります。』と現在、主に SNS の投稿を行っている取締役

の渋谷春樹さん。求人も載せたところ、これまでは殆どな

かった直接の問い合わせが増え、採用に繋がりました。採

用した従業員に話をきいたところ、Instagram で会社の

業務内容を知れたことが、働くきっかけとなったとのこ

とです。 

 

これからも発信し続ける 
『SNS は、真剣に取り組んでいる。実際、取引や人材

確保に繋がっている。やるからには発信し続けなければ

意味がなく、止まらずやることが大事！これからも情報

発信には力を入れて取り組んでいく。今後は Twitter も

考えている。』と、渋谷社長は最後に話してくれました。 

 

 


