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令和 2 年度通常総代会開催 

 

今年度の通常総代会は令和 2 年 5 月 26日を開催期日として、新型コロナウィルス感染症拡

大防止の観点から書面により議決権を行使する方法により行われました。 

令和元年度事業報告並びに収支決算、令和 2 年度事業計画並びに収支予算等上程された四

つの議案が全て承認されました。 

 特に今年度は新型コロナウィルス感染症により先行き不透明な環境が中小企業及び小規模

事業者等に大きな影響を及ぼしていることから、事務局に緊急相談窓口を設置し会員の相談

にあたるとともに、町と連携した緊急対策に取り組み会員事業所に寄り添い、この難局を乗

り越えるべく対応していきます。 

 また、地域経済団体の役割を果たすべく経営発達支援計画の 4 年目として、計画に沿った

効果的な事業展開を伴走型で支援していくとともに、町の「白い森まるごとブランド化」の

取り組みに参画・連携しながら地域振興に関しても積極的な姿勢で取り組んでいきます。 

＝令和 2年度事業計画の重点目標＝ 

1 新型コロナウィルスに関する各種支援の推進 

新型コロナウィルス感染症に関する特別窓口を設置し、会員への相談対応、並びに、緊急経済対策を含

む各種施策等について積極的な活用を図り、事業継続に向けた取り組みを推進する。 

2 経営発達支援計画に基づく効果的な実践 

経営発達支援計画の 4 年目として、具体的成果を伴った取り組みを実践し、個社の経営力向上や地域振

興に努める。 

3 広域連携協議会並びに関係機関の連携強化 

西置賜地区の広域連携強化と共に、行政や金融機関、指導機関等の連携を一層深めながら商工会機能を

発揮する。 

4 会員の増強と財政基盤の拡充 

会員の加入促進により組織率向上に努めるほか、会員の福祉に資するサービスの拡充により財政基盤の

強化を図る。 
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小国町商工会 

永年勤続優良従業員表彰式について

は、例年総代会当日に開催し、商工会長

から受賞者一人ひとりに表彰状の交付

と記念品の贈呈をさせていただいてお

ります。 

 今年度は、3 事業所から推薦頂きまし

た 9名の方が受賞されました。表彰式に

つきましては、新型コロナウィルス感染

症拡大防止の観点から総代会を書面決

議で行うことから実施できず、各事業所

から表彰状等を伝達いただきました。 

 これからも健康にご留意のうえ業務

に精励し、小国町の商工業の振興に貢献

されますことをご期待いたします。誠に

おめでとうございました。 

小国町商工会会費納入のお願い 

 

 商工会会費の納期は 6 月 30 日(火)です。口座振替の方は 6 月 30 日が振替日となりますの

で、事前に口座残高の確認をお願い致します。 

 ※住所、事業所名、代表者等の変更があった場合はお知らせください  （担当：長谷部） 

源泉税納期特例期限 7 月 10 日まで 

 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う

い特例制度があります。 

                                  （担当：

竹田、伊藤） 納付額が 0 円でも 

納付書の提出が必要ですので、お忘れなく！  

令和 2年度 
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小国町商工会 

新型コロナウイルス関連施策情報 

 

持続化給付金 

申請期間：令和 2年 5月 1日～令和 3年 1月 15日 

新型コロナウィルス等影響事業者の給付金（法人 200万円、個人 100万円上限） 

※電子申請ができない場合のサポート会場（事前予約制） 

【米沢会場】 東京第一ホテル米沢 3F  期間 5/28～8月末予定 

【村上会場】 村上商工会議所１F  期間 5/31～7月末予定 

【南陽会場】 南陽市文化会館  期間 6/25～7/2 

【長井会場】 タスパークホテル 3Fアイリス 期間 7/13～7/20 

※事前に会場予約が必須です。 

＜会場予約＞ ℡ 0570-077-866 受付時間 9：00～18：00 

雇用調整助成金 

現在、雇用調整助成金の特例措置の拡大を行っています。 

山形労働局 ℡ 023-624-8221 

山形県社会保険労務士会ホットライン ℡ 023-631-2959 

＜第 2次補正予算関連による拡充＞ 

・6月 30日までとしていた特例期間を 9月 30日まで延長する。 

・休業・教育訓練の助成額の上限額を 15,000円に拡充する。 

・解雇などを行っていない中小企業の場合、助成率を 100%にする。 

※商工会主催の無料労務相談会でも相談できます。 

小国町商工業経営安定化資金（異常気象対策等）緊急融資制度 

 ＜用件は次のいずれかを満たすもの＞ 

①新型コロナウイルスによる売上減少 

②景気低迷による売上減少 

③消費税増税による売上減少 

④暖冬・少雪による売上減少 

 【融資条件】 

   ♢利  率：年 2.6%（固定金利） 利子補給があることから実質 1.0% 

   ♢融資期間：最長で令和 10年 3月 31日まで（1年以内の据置可） 

   ♢限 度 額：1事業所 1,000万円 

   ♢資金使途：運転資金、設備資金、小国町商工業経営安定化資金の借換 

   ♢保証料率：山形県信用保証協会の定めによる。（町が 1/2を補給） 

   ♢受付期間：令和 2年 10月 30日（金） 

   ♢取扱金融機関：山形銀行小国支店、山形中央信用組合小国支店 

 

令和 2年度 



 

 

小国町商工会 
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＜第 1 弾＞ 

山形県統一がんばる商店緊急応援キャンペーン事業 

期間：令和 2年 6月 1日～6月 30日 

内容：1,000 円以上の会計で応募券 1 枚、7 月上旬に抽選し

商品の発送をもって当選 

新型コロナウイルスの影響で減退している経済活動を補うた

め町内 102 店舗の協力を得ながら、ふるさと納税制度の PR と地

域の消費喚起に取り組んでいます。 

 

 

＜第 2 弾＞  

コロナに負けるな！がんばるお店応援割引クーポン券配布事業 

期間：令和 2年 7月 1日～8月 31日 

内容：町民 1人当たり 3,000円分を小国町から配布 

   町内取扱店約 100件（予定）で使えます。 

 新型コロナウイルスの影響により厳しい経営環境が強いられ

ている現状を受けて、町内の店舗を町民が支え応援しながら、町

民に元気を取り戻すための応援割引クーポン券を配布し、町民生

活に対する不安軽減と町内消費喚起による景況改善を図る目的

で実施します。 

 

 

＜第 3 弾＞ 

きらきらお買物券販売事業 

期間：令和 2年 10月頃～3月末（予定） 

内容：プレミアム買物券（詳細は調整中） 

 プレミアム付買物券の販売により町外への流出防止や地域経

済の活性化を図る目的で実施します。自慢の逸品カタログの発行

により効果的な販売促進事業を検討しています。 

  

新型コロナウイルスに関する経済対策 
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小国町商工会 

商工会青年部活動 

 

令和 2 年度の通常総会は 4 月 27 日を開催日とし、書面決議により行われました。令和元年度

事業計画と収支決算、及び、事業計画と収支予算が承認されました。     （担当：竹田） 

通常総会開催 

 令和 2年 4月 30日、小国町役場において置賜地区商

工会青年部連絡協議会と連携し消毒液の寄附を行いま

した。寄附式のあと、町長、副町長、教育長と懇談を行

い現在の小国町について話し合いました。 

（担当：竹田） 

消毒液寄附事業 

商工会女性部活動 

 

花植え作業を行いました 

6月 12日、JR小国駅前花壇に今年もサフィニア

苗を植えました。春から秋にかけて波打つように

豪華に咲く花です。 

駅前を通ったときには、是非 

ご覧ください。 

(担当：長谷部) 

女性部員大募集！！ 

女性部では、地域事業に参加、協力、親睦事

業の開催、研修会の開催等を実施しております。

商工会会員であれば年齢は問いません。 

是非、私たちと一緒に仲間づくりしません

か？ご興味のある方は、女性部員、商工会へお

声がけください。      （担当：長谷部） 



 

 

無料の労務相談会を毎月第二火曜日に開設します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施月 7 月 8 月 9 月 10月 11 月 12月 

実施日 14日 11日 8 日 13日 10 日 8 日 

 

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   

FAX ：0238(62)4156 

IP電話 ：050(3801)4237 

Email ：oguni@shokokai-yamagata.or.jp 

新型コロナウイルスの影響に伴う 

特別相談窓口開設中 

事務局長   商工振興課課長  商工振興課係長   商工振興課主事  臨時職員 

後藤 和人  佐藤 勝則   長谷部 洋子   竹田 俊満   伊藤 知佐子 

 

【異動】遠藤 沙紀（上山商工会へ） 【退職】渡部 好一、佐藤 貴子 

商工情報あらかると Page6 

小国町商工会 

無料労務相談会のご案内 

働き方改革関連法の改正やコロナ影響を受けて、特に中小企業・小規模事業者の方々

が抱える様々な課題に対応するため、社会保険労務士が「無料」で事業主の方から労務

管理上のお悩みをお聞きし、就業規則の作成方法、賃金規定の見直しや雇用調整助成金

申請などのアドバイスを行います。 

職員紹介 

＝地域と共に歩む小国町商工会＝ 

令和 2年度 


