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事業者アンケート調査実施に伴うご協力のお礼と集計結果報告 

 小国町商工会では、平成29年度から5ヶ年にわたる経営発達支援計画を策定し、国の認定をいただき、9月より会員

の実態と景況動向についてアンケート調査を実施させていただきました。会員の方にご回答いただき回収率92.8%であ

りました。ご協力、誠にありがとうございました。 

 今回、この調査集計が終了いたしましたので、本会報にダイジェスト版を掲載し報告させていただきます。この集計結

果を基に次年度より商工会の事業計画に活かして参りたいと思っております。 

 

 下記以降に事業所実態調査のダイジェストを掲載しますので、小国町全体の景況について情報共有できればと思い

ます。今後もこのような情報も掲載して参ります。 

◇調査：平成２９年１０月  調査対象：１９２事業所（製造業２３事業所、建設業４５事業所、卸売業４事業所、 

                                                                      小売業４７事業所、サービス業６０事業所、その他１３事業所） 

                             (担当：佐藤課長） 

●事業者アンケート集計結果報告            P1 

●経営計画作成セミナー開催のお知らせ       P3 

●保険無料相談会がおこなわれました        P3 

●小国町商工会年末年始休館のお知らせ       P3 

●商工会青年部・女性部活動            P4 

●「手作り水引アクセサリー講座」開催のお知らせ  P5 

●山形県最低賃金が決まりました          P6 

●税務個別相談会開催予定             P6 

●セルフメディケーション制度をご存じですか    P6 

●年末調整をお忘れ無く              P7 

●消費税軽減税率対策補助金の事業期間       P7 

●無担保無保証の融資制度(マル経融資)        P7 

●商工会がサポートする「ネットde記帳」       P7 

●青年部員・女性部員募集             P7 

●マル経融資のご案内               P7 

●商工会の共済                  P8 
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売上の減少と人手

不足が大きな課題

となっている現状

が見えます。 

 経費の見直しと販

路拡の必要性が大

きな課題で、さら

に人材確保や設備

の入替えも課題に

挙げられていま

す。 
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 平成29年11月17日（金）に商工会研修室で「保険無料相談会」を初めて開催しました。当日は2名の方が相談に訪れ、

保険の専門知識を持った講師（ジブラルタ生命㈱の職員）と加入している生命保険や傷害保険など、家族構成や生活に

合わせ総合的に内容の見直しや追加、今後の方向性などの提案を受けていました。この相談会は、保険の勧誘では無

く、ご契約している保険の内容が過不足無く適正になされているかの相談を受けられる場として開催いたしました。 

 ご自分や家族が加入している保険を見直して、加入し過ぎていたり保険料が高額になって必要な内容に絞り込みたい

等とお考えの方は、来年度も相談会の開催を検討しておりますので、是非ご活用ください。      （担当：石塚主事） 

 平成29年年末年始の休館日は、12月29日(金)～1月3日(水)までとなります。緊急のご相談の場合は、 

下記連絡先までご連絡ください。 

    緊急連絡先 ： 事 務 局 長   渡部好一 携帯番号 090-7938-3048 

               商工振興課長 佐藤勝則 携帯番号 090-2609-1104 

 
事業承継する人材が

いない事業所が半数

程度あり、決まって

いないまで入れると

約８割の事業者が後

継者がいない状況に

あります。 

 小規模事業者持続化補助金が国の補正予算で実施が予測されます。過去４年間実施さ

れてきていますが、恒久的な補助金ではないので、今がチャンスと販売促進にトライしてみ

ませんか。近年は、販売促進のみならず事業には、経営計画が必要とされてきています。

また、補助金申請にも必要な経営計画作成について受講してみませんか。詳細について

は、小国町商工会にお問い合わせください。                 （担当：佐藤課長） 

小規模事業者持続化補助金を活用して 

      販売促進に取り組んでみませんか  

中小企業診断士 

 鈴木たすく先生 
 12月5日(金)置賜地区商工会議所・商工会青

年部合同研修会が松風館にて行われました。 

 この合同研修会は商工会議所青年部と商工

会青年部の交流を図る事業で、今回は小国町

商工会青年部が幹事でした。小国町外から21

名、小国町内から5名が参加し、研修会では、事

業計画の発表や地域のイベントの紹介、宣伝を

おこない、お互いの活動の情報交換をしながら

交流を図りました。今回の研修会で他団体の青

年部から得た情報、交流関係を活かしこれから

の事業に取り組んでいきます。  

                   （部長：遠藤秀司） 
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  11月5日(日)に第15回おぐに鍋まつりが盛大に開催されました。今回は、10

チームがエントリーして自慢の鍋で鍋将軍を狙って、激しいバトルが繰り広げら

れました。 今回は、金太郎こまもの屋チームの「金太郎寄席鍋(牛すじ煮込

み)」が鍋将軍に輝きました。 

 また、鍋の局には、いち藤チームの「トロットロ♡豚すじ鍋」、鍋奉行にそば処丸

武チームの「山菜そば実鍋」がそれぞれ選ばれました。 

 また、「自然の恵み！大感謝祭」と同時開

催となり、多くのお客様が来場されました。 

                   (遠藤主事） 
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10月5日(木)、川西町商工会女性部主催の環境

改善促進事業「包んで、結ぶ～見つめなおす風

呂敷エコ～」に参加してきました。中山町商工

会女性部の方々を講師にお招きし、実際に包

んで、結びながらの研修でした。今まで知らな

かった風呂敷の新たな可能性を見つめなおす

ことができました。車に1枚、バックに2枚（大・

小）だそうですよ！ 

 
10月26日(木)、置賜総合支庁の中継ス

タジオにてお昼の番組「やまもり！」に

鍋まつりの宣伝で出演。当日は正副部

長に加え、ワラヴィーナの3名+1体で、

しっかりと鍋まつりのPRをしてきました。 

11月9日(木)～10日(金)、ピラミッ

ド花壇の花片付けと駅前花壇へ

チューリップの球根植えを行いま

した。9日は猛烈な雨に見舞われ

足掛け2日の日程でした。フラ

ワースタンドはグラウンドへ移動

し専用のテントを身に纏い冬を越

す準備は万端です。来年の春に

は駅前花壇にキレイなチューリッ

プが咲き誇ることでしょう。 

平成30年1月22日(月)午後4時から「手作り水引アクセサリー講座」をアスモ

3階商工会研修室にておこないます。女性部員の方の参加費は、無料です

が一般の方の参加も歓迎いたしますので興味がある方は是非ご参加くださ

い。 

材料等の準備の都合上、申し込みは、1月12日(金)まで商工会事務局まで

お申し込みください。 

一般参加者の受講料：1名につき500円(当日持参ください。)  

                   (担当：遠藤主事) 

平成29年中に個人事業収入や不動産収入、農業収入、不動産の売買、株の売買、相続など

があった方は、所得税の確定申告が必要となります。 

税理士さんに個別に相談できます。 

 小国町商工会では、毎年確定申告時に合わせて税務の個別相談会を開催しております。平成29年中に課税所得が

ある方は、確定申告をする必要があります。申告に関して税理士に無料で直接相談ができますので、確定申告につい

て不安のある方は、ご相談いただき、正しい納税等をおこなってください。 

 相談時間は、1時間単位といたします。日程が決まり次第お知らせいたします。相談ご希望の方は、相談時間の調整

がありますので事前に小国町商工会までお申し込みください。                       (担当：石塚主事) 
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小国町商工会のホームページが新年

度より新しくなります。新しいホーム

ページでは、商工会情報はもちろんの

こと会員事業所のＰＲにも活用できる

ように作成中です。ホームページ等を

持っている会員につきましては、商工

会ホームページからアクセスできるよ

うにしていきたいと考えておりますの

で、商工会ホームページを積極的にご

活用ください。        (佐藤課長) 

簡単にネットで自社の紹介をしてみ

たい等の検討をしている方に朗報で

す。全国商工会連合会には、会員

紹介のシステムがあり、登録すると

インターネット上で自社紹介ができ

ます。詳しくは、商工会まで。 
山形県の最低賃金が10月6日から改

定されました。従業員等の時間額をご

確認ください。 

 医療費控除は年間１０万円以上で適用されますが、ドラッグストア等で購入できる市販薬（スイッチOTC薬品）が年間

１２，０００円を超えた場合は医療費控除(8万8千円限度)の対象となります。一般的に所得税の確定申告時に医療費

控除を受ける場合、その年の医療費総額が所得の5%若しくは10万円以上の支払がある場合に控除額が発生するもの

ですが、昨年から少額医療費でも所得控除が受けられる制度が創設されています。 

 一般の医療費控除とセルフメディケーション控除は、いずれか一方の控除となります。ただし、対象となる人は、適切

な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかを受

けている人（勤務先での定期健康診断なども含まれる）。 

◎特定健康診査(いわゆるメタボ健診) ◎予防接種 ◎定期健康診断(事業主健診) ◎健康診査 ◎がん検診 

控除について詳しくお知りになりたい方は、小国町商工会までお問い合わせください。         (担当：石塚主事) 

医療費領収書の提出が不要 
領収書提出の代わりに『医療費控除の明細書』の添付が必要となります。また、医療費通知（健康保険組合等が発行

する「医療費のお知らせ」等）を添付すると明細の記入を省略できます。) 



 青年部・女性部は、商工業に携わる仲間と親睦を深

めながら、地域振興、福祉活動を積極的におこなって

おります。 

 下記のような事業をおこなってます。 

・各種セミナーの開催及び参加・福祉活動への参加 

・地域振興に係る事業の実施・親睦会 etc. 

 私達と一緒に楽しく活動してみませんか！ 

 申込、問い合わせは、商工会及び青年部員、女性部

員にお気軽にお声掛けください。また、皆様の事業所

等で参加させても良いなと思われる方がいらっしゃいま

したら、ご推薦ください。 

 お待ちしております！ 

      (担当：青年部 石塚主事、女性部 遠藤主事) 

従業員、家族従業員等に給与を支払っている場合は、年末調整を1月22日ま

でにおこなう必要があります。 

 事業資金は、大丈夫ですか?! 

 経営改善を図ろうとする小規模事業者をバックアップするため、小国町商工会が推薦し、日本政策金融公庫より

融資が受けられる公的制度です。 

 融資対象 ： 常時使用する従業員が  商業・サービス業 5人以下 

                    製造業・その他  20人以下 

 融 資 額 ： 2,000万円以内     返済期間 ： 運転資金 7年以内 ・ 設備資金 10年以内 

 特  徴 ： ①担保不要 ②保証人不要 ③低金利 1.11%（11/30現在）        （担当：佐藤課長） 
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中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金が延長されます！ 

 ▼複数税率対応のレジ導入や受発注システムの改修に係る経費の一部を補助します。 

  事業期間が平成31年9月30日まで延長となりました。 

  詳しい内容を知りたい方は、小国町商工会か下記ホームぺージにアクセスください。 

   http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2017/171122zeiritu.htm                (担当：佐藤課長) 

 従業員等を雇用している事業所は、全ての従業員の年末調整をおこなう必要があります。個々の従業員の支払

賃金総額から各種所得控除等の計算をおこない、従業員個々の所得税を確定して月々徴収した源泉税額との差し

引きで調整します。源泉徴収票作成には、従業員のマイナンバーを記載する欄があります。従業員のマイナンバー

の管理も厳重におこなう必要があります。不明の点等があるときは、小国町商工会にお尋ねください。 

                                                            (担当：石塚主事) 

経営セーフティ共済は、売掛金や手形等の保全対策が

できます。 

小規模企業共済は、事業主等の退職金制度です。掛金が

全額所得控除でき、受給の際には、退職金控除が受けら

れます。将来の準備と節税対策ができます。 
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商工会は、経営に関する様々な相談に応じておりますので、

お気軽にご相談ください。 

 商工会では、会員の経営と福祉に資す

る各種共済を取り扱っております。 

 掛金が安く特典も多い共済です。気にな

るものがございましたら、是非、お気軽に

お問い合わせください。                                

     （担当：石塚主事、伊藤） 

山形県西置賜郡小国町大字小国町１６３番地  白い森ショッピングセンター３階 

電 話 0238(62)4146  IP電話 050(3801)4237 

Ｆａｘ 0238(62)4156 

Email : oguni@shokokai-yamagata.or.jp 


