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　8月11日（木・祝）の山の日に開催となりました「大相撲さくらんぼ寒
河江場所」でしたが、大変な暑さだったにも関わらず、2300名余りの大
歓声に会場は包まれました。
　会場周りはひいき力士の名前が刻まれた華やかなのぼり旗で囲まれ、
初めて見る力士に驚きと喜びでいっぱいの子供たちの笑顔が印象的でした。
　巡業開催にあたり、ご協力ご尽力いただいた会員の皆様、実行委員
会・関係者の皆様、本当にありがとうございました。
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大相撲さくらんぼ寒河江場所！
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 平成28年7月15日付で、本会が申請した計画が国の認定計画を受けました。
この認定制度は、小規模事業者の「持続的発展」を支援するため経済動向調査・分析、事業計画の策
定・実施の支援、需要の動向調査と開拓支援など小規模事業者の経営の発達に特に資すると認められる
計画を経済産業大臣が認定するものです。

　経営発達支援計画の詳細に関しましては本会ホームページをご覧ください。
（http://www.sagae-shokokai.or.jp）

経営発達支援計画の概要（抜粋）
実施期間 平成28年４月１日～平成33年３月31日

目　　標 「既存事業の維持発展や業態転換を図る小規模事業者の創出」
「意欲あふれる新規創業小規模事業者の創出」

事業内容 Ⅰ．経営発達支援事業の内容
　１．地域の経済動向調査に関すること
　（１）経営指導員による巡回指導時にタブレット端末を利用して情報収集を図り、地区内の小規模事業者の地域経済動向調査を行う。
　２．経営状況の分析に関すること
　（１）経営指導員による巡回・窓口指導で、①基本的分析、②経営状況把握習熟度高低、③業種別、の分析を行う。
　３．事業計画策定支援に関すること
　（１）経営指導員による巡回・窓口指導で、小規模事業者のレベル（創業期、成長期、安定期、衰退期）に応じた支援を行う。
　（２）事業計画策定を目指す小規模事業者の他、金融指導、小規模事業者持続化補助金等補助金の申請時に事業計画の策定支援を行う。
　（３） 創業計画及び第二創業（経営革新）計画については、「創業・開業アドバイスセンターを設置し、事業計画段階から創業に至るまでのトータルサ

ポートを行っていく。
　４．事業計画策定後の実施支援に関すること
　（１）経営指導員による巡回・窓口指導で、小規模事業者のレベル（創業期、成長期、安定期、衰退期）に応じたフォローアップを行う。
　（２） 経営計画策定後２年間を重点フォローアップ期間として、定期的な巡回指導（３ヶ月に１回以上）を徹底する。事業計画の進捗状況を確認し、実

行における課題を早期発見して着実な実行ができる支援体制を整える。
　（３）情報提供のツールとして、ＦＡＸとＥメールでの情報提供を促し、新しい情報を適宜提供できる体制を構築する。
　５．需要動向調査に関すること
　（１）日経テレコンのＰＯＳＥＹＥＳを活用して、小規模事業者の提供する商品・サービスの需要動向に関する情報を収集して分析する。
　（２） 地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ：まち・ひと・しごと創生本部事務局）から情報を収集し、各小規模事業者に必要と思われる情報をピックア

ップして情報を提供する。
　６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
　（１）全国商工会連合会や山形県商工会連合会が開催する展示会や物産展への出展を支援し、販路を開拓する。

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組
　（１） 寒河江市、さがえ西村山農業協同組合、寒河江市技術振興協会、寒河江中央工業団地振興協会等関係団体と連携して、「寒河江市産業振興シンポ

ジウム」を開催し「製造業」を中心とした地域の活性化について検討する。

寒河江市商工会の「経営発達支援計画」が国の認定を受けました！

　高校生の職業に関する知識と自覚の向上、企業が求
める高い就業意識や自分で考え行動する人材の育成、
就業の促進をめざし、寒河江市内企業の理解と協力の
もとに実施しました。
　今年度も７月から8月の夏休み期間中に、37企業の
ご協力を得て、64名の生徒が就業体験を行いました。
　本事業は今年度で14年目となり、これまで延べ541
企業のご協力のもと、1621名の高校２年生が就業体験
を行いました。
　今後とも、生徒をあたたかく見守りながらご指導を
よろしくお願い致します。ありがとうございました。

　技能五輪全国大会は、青年技能者（原則23歳以下）の技能レベル日
本一を競う大会です。
　今年は10/21（金）～24（月）の日程で山形県開催となり、寒河江
では市民体育館（建築大工）、チェリーナ寒河江（木型、左官）を会
場にして競技が行われます。
　この大会は来年実施される国際大会の選考会を兼ねています。

【建築大工】
・斎藤　　陸さん〈大富建設㈱〉
・三浦　　桜さん〈㈱大沼建築〉

【フラワー装飾】
・米川　志穂さん〈㈱花泉〉

【洋裁】
・梶川　芽生さん〈佐藤繊維㈱〉
・木内　美結さん〈佐藤繊維㈱〉
・久保小野花さん〈佐藤繊維㈱〉
・齋藤　恭子さん〈佐藤繊維㈱〉
・佐藤　瑚子さん〈佐藤繊維㈱〉
・玉川　愛実さん〈佐藤繊維㈱〉
・山形　純菜さん〈佐藤繊維㈱〉

会員企業からの全国大会出場者

　短期離職防止による就労の定着を図ることを目的と
して就労１年目の方を対象にセミナーを実施し、17
社・40名の方が受講しました。
　TPR工業株式会社　代表取締役社長　鈴木秀一氏よ
り「新社会人へのメッセージ」と題して、新社会人が
陥りがちな悩みに対して様々なアドバイスをいただき
ました。受講者からは「これからの仕事に対する見か
たが変わった」などの感想が寄せられ、大変有意義な
セミナーとなったようです。

インターンシップ事業

頑張れ！寒河江の青年技能者たち！

新規高卒等就労者定着事業

認
定

建設部会
　本年度予算の終了に伴い、本会では追加予算の要望書を提出をいたしました。
　市議会の９月定例会において補正予算が議決され、下記の内容で追加受付されることになりました。
追 加 予 算 額：1,500万円　　　　※予算に達した時点で終了
追加受付開始日：９月20日
〈問い合わせ先〉　寒河江市建設管理課　建築住宅係TEL８６－２１１１（内線３３３）

「寒河江市住宅建築推進事業補助金」

皆様と皆様の企業を守る

山形県火災共済協同組合

三つの共済制度

）内ルラトンセ城霞（  1-1-1町南城市形山
TEL 023-647-2380 ／ FAX 023-647-2382

火災やその他災害に備えて

契約した車両が人身事故
を起こした場合、契約者
に共済金が支払われる 自動車事故に備えて

　火　災　共　済 ま ご こ ろ 共 済 自動車総合共済MAP

商業部会
観光サービス部会

　商業部会、観光・サービス部会合同事業として展開している
「さがえ一店逸品会」事業では、庄内町の逸品研究会を視察し、
事業成功の秘訣を学んでまいりました。参加店同士がお互いの事
業をよく理解し合うことが重要であることから、定例研究会では
会議室ではなく、お互いの事業所での開催がスタートしました。
　事業の質向上と経営手法の学習・実践を今後も図り、お客様を
招いて事業所をまわる『逸品ツアー』を計画しております。
　また10月16日（日）の「さがえ秋のうまいもの市」に出店予
定です。ぜひお立ち寄りください！

追
加
予
算

決
定
！！

寒河江市商工会 検索☜
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　毎回好評の”得する街のゼミナール”略して「まち
ゼミ」は、寒河江市内のお店が講師となり、プロなら
ではの専門的な知識や情報・コツを受講者（お客様）
にお伝えする少人数制のゼミです。
　今回は、寒河江市内36店舗でバリエーション豊富な
40講座が開催されます。

【「第5回まちゼミ寒河江」開催概要】

●期　間：11月６日（日）～11月27日（日）
　　　　　（※講座の開催時間・内容等詳細は、別途チラシ　　
　　　　　　（10月号の市報に折込）に記載）
●会　場：各実施店舗にて
●受講料：無料（※内容によって材料費がかかる場合あり）
●受講受付：受講希望者は直接各店舗へ申込み（10/21より受付開始）

日　程： 全４日間　10月５日（水）、
12日（水）、19日（水）、
26日（水）

時　間：いずれも13：15～18：15（５時間）
負担金：１名につき5000円（４日分）
場　所：ホテルシンフォニー本館
講　師：中小企業診断士　渡辺　進也　氏
内　容： 事例発表・成長戦略、財務計画、商品・サー

ビス開発、資金計画、行動計画、ほか

　事業主の佐藤友香さんは、昨年の春に商工会へ「創
業したいんですけど、どうすればいいか教えてくださ
い！」と飛び込んできました。
　自分の理想とするお店を作りたいと、熱く何時間も
語っていたのが印象的でした。
　しかし創業計画の作成方法はもちろん開業のやり方
からわからない状態。
　創業補助金の利用を勧め、申請に必要となる事業計
画書を商工会の伴走型支援のもと、作成・提出に至り
ました。
　創業して1年が経ちますが、お客様もだいぶ増えて業
績も順調に上向いています！
　これからも経営の分析・行動計画の修正を適宜実施
していきます。

『お客様』『お店』『地域』〝三方よし〟の活性化事業

Cut river（栄町）

新会員募集中！ ぜひご紹介をお願いします！

思い当るところがありましたら商工会にご相談ください。相談は無料です。もちろん秘密厳守！

20１5年やまがたチャレンジ創業
応援事業補助金採択事業所

「第5回まちゼミ寒河江」開催！
（寒河江市委託事業「活力ある商店街づくり支援事業」）

青年部

定員
30名

女性部

大盛況！コドモモシゴト
～ボクノマチクエスト～

経営計画書・ビジネス
プラン作成研修会
「経営計画書を作ってみたい！」「後継者だ
けども本格的に勉強したことがない」とい
う方は必見です！

｢大相撲さくらんぼ
寒河江場所」へ売店出店！

　8月に開催されたこのイベ
ントでは約400名の児童（保
護者含め1,200名）が参加し、
建設・製造・小売・サービス
など様々な事業所のPRを兼
ねた就業体験を通して、仕事
の楽しさをゲームの要素を取
り入れながら伝えました。
　企業側も自分たちの事業を
楽しく・わかりやすく伝える
ためにはどのような工夫が必
要なのかを考え、見つめなお
す機会となりました。
　今後も青年部は地域の活
性・貢献を通じて、経営資質
の向上や事業所の業績拡大を
目指して頑張ります！

　女性部（滝川輝子部長）では、8月11日に開催され
た「大相撲さくらんぼ寒河江場所」に売店を出店しま
した。
　盆踊り大会などへの売店出店経験を活かし、かき氷、
玉こん、ところてん、ソフトクリームを販売しました。
　大変暑かったこともあり、かき氷が一番好評でした。

詳しくは商工会まで

がん
ばる会員企業

さがえ山新のメール便サービス

0120－43－5614さがえ山新サービス有限会社

＜新聞販売店のメール便サービスだから確実＞
･ 全戸 ・地域別・アパートだけのポスティングもはじめました。

安い！早い！確か！安い！早い！確か！
寒河江市・西川町全域をカバーします。寒河江市・西川町全域をカバーします。

融資を受けたい 老後の保障が心配

経営が厳しい

後継者をどうしよう

経営で悩んだとき・・・

税金がわからない
（所得税・消費税）

事業をはじめたい

帳簿がよくわからない
人を雇いたい

やり方が不明なとき・・・

HPの活用方法が
わからない

経営計画の作成を
サポートしてほしい

専門家を紹介
してほしい

販路を広げたい

事業を拡大したいとき・・・

◇山形県知事賞
　 永年にわたり組合の発展に寄与

　 安藤　博章 氏
  （県ビルメンテナンス協同組合）

◇金色有功章
　 日本赤十字社事業の進展に多大な貢献

　 伊藤建設株式会社

会員の方々が晴れの受賞となりました！

詳しくは商工会まで

～あなたの悩み、私たち商工会と一緒に解決しませんか？？～

商工会はメリットの宝庫！



平成28年4月22日～
平成２８年7月5日入会

 1 Luv-Japan 中古品小売業 鶴田
 2 (株)結設計工房 設計業 鶴田
 3 真木運送 運送業 白岩
 4 和ダイニング遊季 飲食業 南町
 5 根岸コーポレーション(株) コンサルタント業 石持町
 6 遠藤鍼灸接骨院 療術業 八幡町
 7 豚骨ラーメン一本道 飲食業 小沼町

事　業　所　名No. 業　　種 地区

平成28年７月５日現在の会員数1,042件
会員増強運動にご協力をよろしくお願いします！

　商工貯蓄共済は、貯蓄積立と、死亡保障（高度障害給付）、
　融資斡旋が一体となった10年満期の共済です！
　月々の掛金は1口2,500円
　貯蓄重視型と保障重視型があります。

　全国の商工会員を対象とした団
体扱いにより、特別に割安な保険
料率が適用されています。
（例）
30歳男性
1口2,500円で4口加入（貯蓄重視型）
　年間保険料　　　　16,608円
　保障額　　　　　　　800万円
　満期時積立予想　　約101万円

お奨め共済　商工会員限定！お奨め共済　商工会員限定！

『商工貯蓄共済』『商工貯蓄共済』

超割安な保険料率
　加入1年経過後から、解約せずに
貯蓄積立金の一部を払出しするこ
とができます。
（例）
希望時の積立金額40万円
　→積立金額の範囲内で引出可能！
※解約ではないので、保障は継続！

一部払出制度
　保険期間（10年）が満了したと
きに、健康状態に関係なく、原則
としてそれまでの保険契約と同額
の保険金額まで保障を継続できる
制度です。

※掛金額は更新後も変わりません！
　更新時の契約年齢が65歳を超え
　ない方が対象。

更新加入制度

『商工会員だけのメリット』がいっぱい！『商工会員だけのメリット』がいっぱい！『商工会員だけのメリット』がいっぱい！『商工会員だけのメリット』がいっぱい！

年齢・性別によって、保障額・積立額は異なります年齢・性別によって、保障額・積立額は異なります年齢・性別によって、保障額・積立額は異なります年齢・性別によって、保障額・積立額は異なります

あなたの生活の全てをカバーする
商工会の『お得』な共済

メリット❶メリット❶ メリット❷メリット❷ メリット❸メリット❸

・けがや病気の時に備えたい……………………………全国商工会員福祉共済　☆会員限定！
・自分がリタイアしたときの退職金を積み立てたい…小規模企業共済　　　　☆掛金は全額所得控除！
・取引先の「万が一」に備えたい………………………倒産防止共済　　　　　☆掛金は損失・必要経費に！
・災害時に休業した際の補償がほしい………　　　　休業対応応援共済　　　☆豪雨・雪災にも対応！

詳しくは商工会まで

員員員員新新新新会会会会 でででですすすす

共済特集
！

その他も様々なシーンに合わせた共済があります！

NEW

月々の保険料に
換算すると…
これはお得だね！

更新したときに
掛金額が変わら
ないのも魅力的！

運転資金不足の時
にも利用できそう！
解約しなくても
いいのが助かるな～

6

年末資金のご相談はお早めに！
　日本政策金融公庫の職員が、終日、皆様の金
融相談に対応いたします。

日　時：11月９日（水）
　　　　10：00～15：00
場　所：寒河江市商工会館
相談員：日本政策金融公庫職員

※事前のお申込が必要です。

一日公庫のご案内

詳しくは商工会まで


