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 第17回おぐに鍋まつりが11月4日(月)にアスモ西側駐車場を会場に

開催されました。おぐに再発見！自然の恵み大感謝祭も同日に山形銀

行駐車場を中心に開催されました。開催日は、両イベントに多くの方

が来場し楽しい1日を過ごしていただきました。 

 今回の鍋まつりには、町内外から14店舗が出店し、それぞれの味を

競い合ってもらい、第17代鍋将軍には、「金太郎のこまものや」さん

の「金太郎寄席トマト鍋」が輝きました。鍋奉行は、「いち藤」さん

の「トロットロ♡豚スジ鍋」、審査委員賞「ぽっかぽか」さんの「まる

ごと女ガニみそ鍋」が受賞しました。 

                 (担当：女性部、青年部) 

●おぐに鍋まつりが開催されました     P1 

●消費税率改正に伴う決算準備をしよう     P1 

●「事業承継」を応援します！！            P2 

●年末調整は、お済みですか？           P2 

●12月25日から特定(産業別) 

 最低賃金も変わります          P2 

●「無料労務相談会」を毎月10日頃開設    P3 

●事業資金の相談は、お気軽に         P3 

鍋まつり表彰式 

鍋まつり会場 

会場内の様子 

 個人事業者を例にとると、平成31

年1月1日から令和元年12月31日まで

の課税期間は、3つの消費税率(旧

8％、軽減税率8％、標準税率10％)

が用いられます。税率毎に消費税額

を計算するため、帳簿の区分経理が

必要となりますので、帳簿を確認し

集計しやすくしておきましょう。 

旧税率と軽減税率は、どちらも8％だけど 

区分しなければいけないの？       
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小国町商工会 

 本年度の山形県最低賃金は、10月1日か

ら効力が発生しました。また、12月25日

から産業別最低賃金も次の様に変わりま

したので、ご対応ください。                             

(担当：遠藤主事） 

後継者問題でお悩みの方は、商工会にご相談くだ

さい。 

山形県事業承継ネットワークの信頼のおける連携

機関と共に解決策を探します！ 

まずは、事業承継診断を受けてみませんか。 

(担当:佐藤課長) 

事業主は、専従者や従業員の給与等の年末調整をおこなわなくてはなりません。商工会では、年末調整業務について

個別に相談を受けております。 

納期期限までに源泉徴収票の作成と共に給与等から天引きしている源泉税を納付できるようにしてください。 

 

※納付額が無い場合でも納付書を税務署に提出しなければなりませんので、お忘れなく！！ 
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小国町商工会 

 「働き方改革」関連法案が施行され来年４月から小規模企業者

も完全実施となります。来年度からは、正規雇用労働者と非正規

雇用労働者の不合理な待遇差が禁止されます。 

 また、従業員の雇用条件や就業規則の変更などをおこなってま

すか？小国町商工会では、各事業者の個別状況について社会保険

労務士に気軽に相談できるように、「無料労務相談会」を月１回

開設しております。 

 相談には、事前の申込が必要となります。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） 

実地月 １月 ２月 ３月 

実施日 8日(水) 12日(水) 10日(火) 

 小規模事業者が利用できる特別優遇融資制度(マル経融資)があります。設備資金、運転資金、設備と運転併用など

事業所の経営に必要な使い方で利用できる制度です。金利も低利で無担保無保証です。 

 その他にも国、県等の事業融資制度も多くありますので、資金が必要なときは、商工会にお気軽にご相談くださ

い。                                         (担当：佐藤課長) 

無料相談会 １月～３月開設日(予定） 

 相談時間は、10:00～15:00 (概ね各1時間) 

ご利用いただける

方 

商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている方

で、商工会議所等の長の推薦を受けた方 

融資限度額 2,000 万円 

金利 1.21 ％（2019/12/2現在) 

ご融資期間 
設備

資金 
10 年以内(2年以内) 

（うち据置期間） 
運転

資金 
7 年以内(1年以内) 
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 12/4、小国町商工会女性部主催の「紙巻アージュ®で作る！素敵

なクリスマスフォトフレーム（開発話＆ワークショップ）講習会」

を開催しました。ペーパークイリング（紙を巻いてパーツを作り、

組み合わせて様々な形を作るペーパークラフト）を簡単に楽しめる

キット「紙巻アージュ®」を開発した㈱ミキプロセスさんから開発

までの経緯や、経営計画、補助金申請についてお話を聞き、その後

実際にキットを使ってクリスマスにぴったりなフレームを作りまし

た。新しいことにチャレンジしなければ！と一念発起し、会社が一

丸となり新規事業に取り組んでいます。地方の企業でも、上手くプ

レスリリースや補助金を活用しながら段階を踏んでいけば、都市部

へ進出していけるというお話しでした。ワークショップもみなさん

楽しみながら作製し、もっと色んなものを作ってみたいとお話しさ

れていました。               (担当：遠藤主事) 

小国町商工会 

 

 今年度も小国町商工会女性部新年会を1月24日(金)に「藤よ

し」にて開催します。参加費は、500円です。お楽しみゲーム

もあるかも…！ 

女性部員の皆さまのご参加お待ちしております！ 

(担当:遠藤主事) 

 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！ 

 (青年部担当：佐藤課長) 

(女性部担当：遠藤主事) 

Rで作る」講習会開催 

クリスマスフォトフレーム 

講師の「後藤」さん 

11/18、白鷹町商工会女性部主催の若手後継者等育成事業地域振興支援

事業「日本の紅をつくる町 紅花のめぐみを発進！」事業に参加して

きました。小松織物工房の小松寛幸氏より、「紅花と白鷹紬の講話」

をいただき、紅花染め、工房つち団子の金田利之氏より深山焼の講話

をいただき紅花釉薬と使った陶芸品作りを体験。白鷹町で取組んでい

る紅花事業を商工会女性部も情報を発信して、発進していく、という

内容でした。来年度は小国町商工会女性部が担当になっており、事業

を計画していきます。 

          (担当：遠藤主事) 

紅花染め体験 



商工情報あらかると 令和元年度  Page 5 

小国町商工会 

働き方改革に伴って労働管理や安全衛生体制を

整備しなければならなくなってきました。厚労

省では、簡単

に診断や就業

規則等の作成

を支援するソ

フトを公開し

ておりますの

で、ご活用く

ださい。 

 

(担当: 

 佐藤課長) 

逸品カタログ 

2019年版の逸品カタロ

グを10月に発行しまし

た。このカタログは、

町内企業にポスターと

共に従業員数に応じて

配布いたしました。こ

のカタログには、プレ

ミアム商品券やきらき

ら買い物券利用で特典

があるお店も紹介して

います。 

さらに、掲載店等を町

外から来訪した方に知

らせるため「道の駅白

い森」にカードにして

設置しました。 

逸品カタログ 

道の駅内の設置場所 

道の駅内に設置した「まちナビカード」 
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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。 

小国町商工会 
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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。 

小国町商工会 


