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 5月23日(水)午後1時30分より、小国町商工会平成

30年度通常総代会及び永年勤続優良従業員表彰式が

アスモ3階多目的ホールでおこなわれました。 

 通常総代会では、平成29年度事業報告並びに決算

等が上程され承認されました。また、平成30年度事

業計画(案)並びに予算(案)については、満場一致で

原案通り可決承認されました。 

 特に今年度は、「経営発達支援計画」の2年目とな

り、地域小規模事業者自身の経営計画の作成を支援

し、経営計画に沿った経営を伴走型支援していきま

す。商工会と共に積極的な経営を目指しましょう。 

 

 今年度も資料説明等は、プロジェクターで要点を

投影して説明しました。資料のみならず画像等を使

いビジュアル的な説明をおこないました。出席した

総代の方からは、「わかりやすかった。」「文字だけ

じゃ無かったから理解しやすかった」等の話をいた

だきました。今後も見やすい資料づくり等を心掛け

ていきます。 

 平成30年度事業計画の重点目標は、次の通りで

す。 

平成30年度小国町商工会通常総代会 
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小国町商工会 
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＝重点目標＝ 

１ 経営発達支援計画に基づく実践 

  経営発達支援計画に基づいて会員個々の事情に即した伴走

型のきめ細かな相談に応じ、適切な指導支援を行う。 

２ 広域連携協議会との連携強化 

地域経済団体として地域行政・各関係団体との連携

を密にすると共に広域的な観点から地域産業の振興

促進するため他地域との連携を強化する。 

３ 組織及び財政基盤の強化  

会員増強と情報発信に努めると共に、会員の福祉に

資するサービスの提供を行いながら財政基盤の強化

を図る。 
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プロジェクターによる事業報告 

議長 貝沼 修 氏 

●5月23日「平成30年度通常総代会」開催 P1 

●任期満了に伴う役員改選 新会長選出  P2 

●一日公庫のご案内           P2 

●永年勤続優良従業員表彰式 １８名表彰 P3 

●労働保険料申告納付期限のお知らせ   P3 

●「自慢の逸品」募集          P4 

トピックス 
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 恒例の「一日公庫」が7月19日(木)に小国町商工会館で

開催されます。事業資金借入をお考えの方は、是非ご相談

ください。当日は、申込者の希望時間で個別相談会方式と

いたしますので、他の相談者に相談内容が漏れることはあ

りませんので、安心してご相談いただけます。 

 相談には、事前の申込が必要となりますので、その際、

２期分の決算書及び申告書の控えをご準備ください。詳細

については、当会にお問い合わせください。            

                 （担当：佐藤課長） 

日時：7月19日(木) 

      午前10時～午後4時 

会場：小国町商工会指導室 

 本総代会で任期満了に伴う役員改選がおこなわれ、舟山榮二氏が会長を退任し、伊藤通芳

氏が新会長に選出されました。副会長には、鈴木正昭氏が再任され、木下三千男氏が新任さ

れました。 

 選任後に新体制を代表して伊藤新会長が就任の挨拶をおこない「歴代会長の功績を引継ぎ

会員皆様の発展と小国町産業の発展のために総合経済団体としての役割を担っていきたいと

思いますので、会員皆様の更なるご協力とご理解をお願いいたします。」と述べた。 

新正副会長 

 木下副会長  鈴木副会長        伊藤会長 

第6代小国町商工会長 

伊 藤 通 芳 氏  

小国町商工会 



 5月23日(水)午後0時20分より永年勤続優良従業員

表彰式が小国町長様、小国町議会議長様、山形県商

工会連合会長様のご来賓をお招きし、アスモ3階多

目的ホールでおこなわれました。 

 今年度は、7事業所から18名の方が推薦され、小

国町商工会 舟山会長 から表彰状と記念品を一人一

人に贈呈されました。 

 受賞者を代表して電興㈱の和田幸子さんが謝辞を

述べられました。 

 これからも各事業所において事業主一体となっ

て業務に精励されますことをご期待いたします。

おめでとうございました。 

受賞者及び事業主とで記念写真 

表彰状贈呈 

 

和田幸子さん謝辞 

 労働保険の申告と納付が済んでいない事業所は、忘れずに手続きしてください。 

 小国町商工会の労働保険事務組合に加入されている事業所については、申告の手続きが終わっておりますので、６月

２５日(月)に口座振替となりますので、口座の残高確認をお願いいたします。 

 労働保険に関することは、商工会にお気軽にお問い合わせください。          （担当：遠藤主事） 

※厚生労働省に直接お問い合わせの場合は、       コールセンター ０１２０－９４９－７３２ 

7月10日が労働保険申告納付期限です。 
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 各事業所の強みを活かした「自慢の逸品事業」に取り組み、これを起爆剤として地域活性化に資する展開を講じて

参りたいと考えております。各会員事業所の商品・サービス・技術などを知ってもらうキッカケとなり、消費者に対

するＰＲとそれぞれの事業所を知ってもらえるとこにつながると共に地域産業の魅力付けと啓発を伴った情報発信を

目的としております。 

 現在、下記要領で「自慢の逸品」を募集しておりますので、是非この機会にお申込くださるようご案内申しあげま

す。申し込み等に関する費用はありませんので、積極的な申し込みをお待ちしております。 

＝申込要領＝ 

１ 逸品事業の内容  ①逸品事業者を取りまとめたチラシの作成 

           ②逸品事業者を取りまとめたパンフレットの作成 

           ③商工会ホームページの活用 

           ④マスメディアを活用した周知等 

           ⑤きらきらお買物券販売事業のタイアップ 

２ 事業スケジュール ７月上旬まで  募集・取りまとめ  

  （予定）     ７月下旬まで  写真撮影を含めたチラシ・パンフレットの作成 

           ８月上旬ころ  チラシ折込・パンフレット配布開始 

           小国町商工会ＨＰ（http://oguni-shokokai.jp/）に順次掲載 

３ 申込受付     参加申込書を記載の上、平成３０年７月１３日（金）まで小国町商工会にお持ちいただくか 

           ＦＡＸ・メールでも受付いたします。 

           （申込書データはホームページからダウンロードできます ） 

４ その他      詳細や申し込み手順等については、お気軽に商工会にお問い合わせください。 

                                           （担当：佐藤課長） 

掲載イメージ（チラシ・パンフレットに映えるデザイン構成に仕上げます） 

     ＜商人（あきんど）自慢＞          ＜職人（しょくにん）自慢＞ 

                    

 

 

自家製手打ち麺と 

こだわりスープの 

特製ラーメン¥800 

 

   事業所名・連絡先等          

              

 

 

お茶請け贈答用に 

当店おすすめの 

○○○￥1,500 

 

      事業所名・連絡先等          

              

 

 

厳選モデルシリーズ 

シングル・ペア各種 

￥10,000～ 

 

      事業所名・連絡先等          

             

 

 

各種エクステ 

ヘア・スキン・ネイル 

各種ケア￥1,000～ 

 

      事業所名・連絡先等          

            

 

 

外装・内装・水回り 

の快適リフォーム 

相談料は無料！ 

 

      事業所名・連絡先等          

             

 

 

愛車の健康診断 

各種パーツ装備 

洗車室内清掃￥500～ 

 

      事業所名・連絡先等         

○○家の特製ラーメン 

厳選スイーツ○○○    

レディース美容サービス 

住まい環境のリフォーム 

厳選モデル腕時計 マイカーのおすすめサービス 

小国町商工会 



5月30日(水)、今年もピラミッド花壇を小国小学校前に設置

しました。また、同日ＪＲ小国駅前の花壇にも花植え作業を

おこないました。参加人数が少なかったものの手際よく作業

して無事花植えを終えました。     (担当：遠藤主事) 
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全国の青年部では、毎年、商工会の日（6月10日）に合わせて全国統一

「“絆“感謝運動」として地域貢献活動を実施しております。 

 そこで、当青年部は平成30年6月8日（金）、アスモ周辺から小国駅

周辺の中心商店街の清掃活動を行いました。清掃中は地域への感謝の気

持ちを込めながら、青年部同士が協力し合って街中をきれいにすること

ができ、地域に根付く商工会青年部をＰＲできました。 

                       (担当：石塚主事) 

 4月26日(木)、小国駅前プランターの整備をおこない

ました。女性部が年末に球根を植えたチューリップが

満開になっていましたが、来年のために球根を回収し

て雑草を取って手入れしました。 

4月5日(月)に小国町商工会女性部の通常総会が開催され、

任期満了に伴う役員改選がおこなわれ左記名簿のとおり改

選され、新部長に鈴木惠子さんが就任いたしました。 

 穴沢みわ子前部長は、2期にわたって部長職を受け持っ

てもらい誠にご苦労様でした。 

 これからも積極的に活動をおこなって参りますので、会

員の皆様の変わらないご支援ご協力をお願いいたします。 

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。 

＝主な事業＝ 

・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従業員

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！ 

青
年
部
・女
性
部
部
員
募
集 

小国町商工会 
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全国商工会連合会 情報誌 月刊商工会６月号に女性部事業掲載 

 女性部、青年部が毎年実施している「おぐに鍋まつり」が全国連発行「月刊商工会

６月号」の女性部事業枠に紹介掲載されました。長年継続して地域振興に努力してき

たことが評価されたものと思います。これからも女性部、青年部が協力して継続させ

ると共に関係機関や関係団体等とも連携して小国町の風物詩として展開していきたい

と思っております。                     (担当 遠藤主事) 

 

 従業員等の源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、従業員等が常時10人

未満である事業所については、年2回にまとめて納付できるという特例制度があります。 

 今回、源泉徴収個別指導を7月2日から6日まで商工会館でおこないますので、納付方法等については、お気軽に

ご相談ください。                            （担当：石塚主事、伊藤職員） 

☆納付額が０円でも 

 納付書の提出が必要ですので、お忘れ無く！ 

小国町商工会 
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山形県信用保証協会長井支店が10月1日で満50年を迎えます。地域の中小企業の金融を支えていただ

いています。これからも地域産業のためにご尽力いただきますようご期待しております。 

小国町商工会 



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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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 : ogui@shokokai-yamagata.or.jp 

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） 

小国町商工会 


