
 

 

 5 月 24 日（火）、令和 4 年度の通常総代会が「おぐに開発総合センター」で開催され、令和 3 年度事業

報告並びに収⽀決算、令和 4 年度事業計画並びに収⽀予算等の上程議案すべてが承認されました。 

 伊藤会⻑は総代会において「世界情勢の悪化と⻑期化の影響が経済活動に大きく及ぶことが予想される

中で、国や県の動向、地域の情勢を踏まえた経済対策に継続的に取り組むとともに、ウィズコロナ下の経

営⼒の向上に向けて関係機関とともに取り組んで参りたい。」とあいさつで述べられました。 

次ページに令和 4 年度の重点事項を掲載しています。 

令和 4年度小国町商工会通常総代会 
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商工情報あらかると 

令和 4 年度通常総代会開催 
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１ コロナ禍における経済対策の実施と経営支援の強化 

⻑引くコロナ影響で疲弊している地域経済を補完するため、消費喚起及び事業者⽀援の経済対策を

継続的に取り組むと共に、コロナ特別相談窓口を継続し各種施策等の活用を図りながら、地域事業者

の経営課題（資⾦繰りや投資的融資、販路の拡大、デジタルの活用を図ったキャッシュレス化やネッ

ト販売の導入、事業承継対策等）に対応するほか、コロナ禍をはじめとする様々な外部要因（世界情

勢の影響に伴う供給連鎖及び原油・原材料価格の⾼騰、⼈口減少等）を踏まえ、⼩国町や㈱⼩国町地

域総合商社、⾦融機関等の関係組織と連携しながら、経営⼒向上に資する⽀援の強化に努める。 

 

２ 新たな経営発達支援事業の取り組み 
本会における経営発達⽀援計画の取り組みは、第 1 回目の 5 ヵ年計画（平成 29 年 4 月 1 日〜令

和 4 年 3 月 31 日）が期間満了となり、昨年度中に新たな経営発達⽀援計画（令和 4 年 4 月 1 日〜

令和 9 年 3 月 31 日）について⼩国町と共同申請を⾏ない第 2 回目の認定を受けた。 

 これに基づき、社会環境の変化とこれまでの実績を踏まえると共に、新たに「ＤＸ（デジタルトラ

ンスフォーメーション)」に向けた⽀援として、事業者における事業計画の策定や新たな需要開拓、

資質向上等を通じて進化したＩＴ技術を浸透させ、⼈々の⽣活をより利便性の⾼いものへと変⾰させ

る国の⽅針に沿い、⼩規模事業者の経営戦略に踏み込んだ⽀援を実施しながら、持続的な成⻑発展に

資する取り組みを実践する。 

 

３ 組織及び財政基盤の拡充 
   コロナ禍の影響に対する経済対策や個社⽀援によって相談ニーズが格段に増加しており、地域事業

者への信頼と実績を積み上げる機会として商⼯会の存在意義を更にアピールしながら新規会員の増加

を図ると共に、商⼯会⽀援メニューのＰＲに努めて組織及び財政基盤の拡充につなげる。 

■経営改善普及事業 
 
１ 創業･経営⾰新･事業承継⽀援 

２ 経営⽀援 

３ ⾦融⽀援 

４ 労務⽀援 

５ 税務⽀援 

６ 販路開拓⽀援 

７ 情報化⽀援 

８ 取引⽀援 

９ 環境対策⽀援 

■地域振興事業 
 
１ 地域振興対策事業 

２ 商業振興対策事業 

３ ⼯業振興対策事業 

４ 観光振興対策事業 

５ ⻘年部活動への助成 

６ ⼥性部活動への助成 

７ 陳情・請願・意⾒の具申 

■組織及び財政基盤強化事業 
 

１ 組織基盤の強化 

２ 広報活動及び情報対策 

３ 共済事業の普及促進 
 

 

 

 

 

 

  

商工情報あらかると 小国町商工会 

令和 4 年度重点事業 
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永年勤続優良従業員表彰は、5 事業所から推薦の

あった 10 名の⽅が受賞されました。 

例年、総代会の当日に開催し、商⼯会⻑から受賞

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が、今年度は、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止の観点から、会⻑と事務局

⻑が事業所に伺い表彰状と記念品を事業主等にお

渡しし、受賞者へ交付いただきました。 

また、功労者表彰は、商⼯会⻘年部の発展と事業

の推進に尽⼒された伊藤友和さんが受賞されまし

た。後日、役員会の席上で伝達を⾏なう予定です。 

誠におめでとうございました。 

 

４月 14 日(木）、アスモ多目的ホールにて、令和 4 年度⼩国町商⼯会⼥性部通常総会が開催されま
した。令和 3 年度事業報告・収⽀決算、令和４年度事業計画・収⽀予算が承認されました。 

＜事業計画＞ 
■地域振興事業 
 
・ピラミッド型 

フラワースタンド作成 
・花いっぱい運動 
・地域情報の発信 

■地域事業への参加協⼒ 
 
・おぐに鍋まつり 

実⾏員会への参加 
・地域イベントへの協⼒ 

■環境に関する事業 
 
・不要な未使用タオルの 

収集事業 

■研修・親睦事業 
 
・講習会・親睦事業の開催 

花いっぱい運動 

氏　　　名 勤務事業所

加　藤　綾　子 荒川興業株式会社

二藤部　晋　馬 荒川興業株式会社

安　部　善　光 小国開発株式会社

新　野　　　馨 小国開発株式会社

矢　部　留　美 株式会社白い森調剤薬局

堺　　　千　春 株式会社白い森調剤薬局

和　田　一　江 有限会社白い森よこね物産品直売所

緒　形　知　美 有限会社白い森よこね物産品直売所

木　村　明　美 有限会社白い森よこね物産品直売所

齋　藤　幸　則 株式会社髙橋工務店

伊　藤　友　和 有限会社横川自動車整備工場

令和４年度永年勤続優良従業員表彰受賞者（敬称略）

令和４年度功労者表彰受賞者（敬称略）

6 月 16 日(木）、JR ⼩国駅前花壇にて、花いっぱい
運動を⾏い、今年は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。 

駅前をお通りの際は、是非ご覧ください。 

 

 

 

 

  

商工情報あらかると 小国町商工会 

永年勤続優良従業員表彰並びに功労者表彰 

商工会女性部活動 



 

 
Page4 

4 月 22 日(⾦)、商⼯会研修室にて令和 4 年度⼩

国町商⼯会⻘年部通常総会が開催され、令和 3 年

度事業報告並びに収⽀決算、令和 4 年度事業計画

並びに収⽀予算が承認されました。今年度は、以

下の事業計画をもとに取り組んで参ります。 

 ＜事業計画＞ 
 
■⻘年部全体事業 
 
・部員増強運動  
・道の駅四季のｲﾍﾞﾝﾄ協⼒ 
・おぐに鍋まつり 

実⾏委員会への参加 

■総務委員会 
 
・定例会の開催 
・地域振興事業の実施 

■研修委員会 
 
・交流研修会等への参加 
・置⻘連研修事業の主管 

■交流委員会 
 
・⻘年部 OB との交流 
・親睦交流会の実施 
 

4 月 29 日（⾦）〜5 月 5 日（木）を石楠花ウィーク

として道の駅を会場にイベントが開催されました。 

⻘年部では 5 月 1 日（日）、特産品テント市に出店

し、⽜串の販売を⾏いました。新しいテントとユニフォ

ームのお披露目となり⻘年部の活気に繋がりました。 

あいにく天気は雨となりましたが、来場者のおもて

なしと町の PR に努めました。 

 

商⼯会⻘年部及び⼥性部は、商⼯業に携わる仲間と親

睦を深めながら、地域振興や福祉活動を⾏っています。 

今年度は⻘年部・⼥性部共に部員増強活動に⼒をいれ

ておりますので、お気軽にお声がけください︕ 

商工会青年部通常総会 

商工会青年部テント市 

 

 

 

 

 

 

 

    

商工情報あらかると 小国町商工会 

商工会青年部活動 



 

 
 

 

 

 

  

商工情報あらかると Page5 小国町商工会 

 県・国の施策情報 

商⼯会では次の制度を含め様々な経営に係る相談に対応しております。お気軽にご相談ください。 
 

職場環境改善アドバイザー派遣事業（山形県） 

職場環境の改善、労働者の処遇改善に取り組まれている事業者向けの専門家派遣事業 

対象者 県内常用雇用 100 ⼈以下の企業 

内 容 
労務・社会保険専門の社会保険労務士がアドバイザーとして事業所に訪問し、「働き⽅」に
関わる様々な問題解決に向けた助⾔等を無料で⾏います。 

※原則 2 回まで派遣をうけることができます。 

問合先 
山形県産業労働部 雇用・産業⼈材育成課 働く⼥性サポート室 

TEL︓023-630-2439 FAX：023-630-2376 

 
山形県賃金向上推進事業支援金（山形県）   申請期限：令和 4 年 11 月 7 日（月） 

非正規雇用労働者（特に⼥性）の賃⾦向上を促進するための⽀援⾦ 

対象者 山形県内の中⼩企業等又は社会福祉法⼈ 

給付額 

賃⾦アップコース 正社員化コース 

3 万円／⼈ 
各業種上限⾦額あり 

10 万円/⼈（1 事業者あたり最大 5 ⼈） 
就職氷河期時代に該当する場合 

プラス 10 万円/⼈ 

⽀給要件 
・令和 4 年 4 月 1 日から 11 月 30 日の間に実⾏すること 
・改定後 3 か月以上継続して雇用すること 
・山形県労働局管内の雇用保険適用事業者 

対象労働者 
・50 歳未満の⼥性非正規雇用労働者 
・山形県内に住所があること 

問合先 
山形県産業労働部 雇用・産業⼈材育成課 働く⼥性サポート室 

TEL︓023-630-2439 FAX︓023-630-2376 
または、「山形県 賃⾦向上推進事業」で WEB 検索 

 
人材開発支援助成金（厚生労働省） 

職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等の経費等を⼀部助成する制度 

対象訓練 特定訓練コース、⼀般訓練コース、教育訓練休暇等付与コース、特別育成訓練コース 

対象労働者 雇用保険被保険者 

助成額 コースによって助成額、助成率が変わります。 

問合先 
山形労働局 訓練室  TEL︓023-626-6106 
詳しくは「⼈材開発⽀援助成⾦」で WEB 検索 
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商工情報あらかると 小国町商工会 

県・国の施策情報 
 
もったいない山形 協力店募集（山形県） 

ごみ削減に取り組む環境に優しいお店・宿泊施設として協⼒店に登録し、PR する事業 
対象者 県内飲食店・宿泊施設・⼩売店・スーパー 

登録要件 
①廃棄物の発⽣抑制・ごみ減量化    ②分別・リサイクルの促進 
③食品ロスの削減           ④消費者への 3R の普及・啓発 
⑤その他ごみゼロへつながる運動   ※①〜5 のうち、2 つ以上を実施すること 

申請⽅法 登録申請申込書を、下記申込先へ郵送、FAX 等 
問合先 
申請先 

〒990-8570 山形市松波 2 丁目 8 番 1 号 山形県環境エネルギー部循環型社会推進課  
リサイクル・環境産業担当 TEL︓023-630-3044 FAX︓023-625-7991 

 
設備貸与制度（山形県企業振興公社） 

購入したい設備を、取引先の販売業者から企業振興公社が購入し、固定⾦利で貸与する制度 

対象者 中⼩・⼩規模事業者 

限度額 100 万円〜1 億円 割賦年率 0.9〜1.6％ 

⽀払期間 3 年〜10 年（耐用年数の範囲内） ※据置期間 1 年 

保証⼈ 原則として代表者のみ（連帯保証⼈は経営者保証に関するガイドラインにのっとって判断） 

保証⾦ 設備⾦額の 5％（お⽀払いの最終回から充当） 

問合先 山形県企業振興公社  TEL︓023-647-0661 FAX︓023-647-0666 
 
山形県商工業振興資金 

県内企業の経営の安定や競争⼒の強化に必要な資⾦を融資する制度 

制度資⾦の使い道 利用資⾦名 限度額 利率 期間（据置） 

設備投資を対象とした資⾦ 
産業活性化⽀援資⾦ 1 億 5 千万円 1.6％ 運転 7 年（2 年） 

設備 15 年（2 年） 地域産業振興特別資⾦ 2 億円 1.4％ 

⼩規模企業を対象とした資⾦ ⼩規模企業資⾦ 3 千万円 1.9％ 運転 7 年（2 年） 
設備 7 年（2 年） 

経営安定化を対象とした資⾦ 
経営安定化資⾦ 8 千万円 1.6％ 運転 7 年（2 年） 

地域経済変動対策資⾦ 5 千万円 1.6％ 運転 10 年（2 年） 

事業承継を対象とした資⾦ 企業承継 M&A 促進資⾦ 2 億円 1.0％ 運転 7 年（2 年） 
設備 15 年（2 年） 

問合先 各⾦融機関 
 
マル経融資 小規模事業者経営改善資金（日本政策金融公庫） 

商⼯会の指導を受け、経営改善に必要な資⾦を無担保・無保証で利用できる制度 

ご利用いただける⽅ 利率 融資限度額 返済期間（据置） 
商業・サービス業は 5 ⼈以下、製造業・ 
その他の業種は 20 ⼈以下の⼩規模事業者 

1.21％ 
5/2 現在 2,000 万円 運転  7 年（1 年） 

設備 10 年（2 年） 

問合先 ⼩国町商⼯会     TEL︓0238-62-4146 FAX︓0238-62-4156 
 



 

 
 

 

 

 

※インボイスとは、適格請求書とも呼ばれ取引の際に売手から買手に渡す、 

決められた内容を記載した領収書やレシート、請求書などの書類です。 
 

本則課税事業者、免税事業者の⽅は注意が必要です︕︕ 
 

本則課税事業者の注意点 

・インボイス制度開始後、免税事業者との取引きで仕入税額控除が減少します。 

・取引先がインボイスを導入するかどうか確認しておきましょう。  重要 
 

免税事業者の注意点 

・取引先に課税事業者である企業や個⼈事業主の取引先がある場合、インボイスに登録をしない

と仕入控除額減少の影響で課税事業者との取引きが減少することが予想されます。 

・取引先が⼀般消費者のみの場合はインボイスに登録しなくても問題はありません。 

・インボイスに登録すると課税事業者となりますので、消費税納税の義務が発⽣します。 

・⾃分の取引先にどんなお客様がいるのか⾒直してみましょう。 重要 
 
 
インボイス導入までのスケジュール 
 

 

 

 

 
 
8 月 22 日（月）に商⼯会主催のインボイスセミナー開催を予定しています。 
後日改めて会員の皆様に案内を送付しますので 

本則課税事業者、免税事業者の⽅は是非受講ください︕ 

 

 

 

  

インボイス特集 
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商品開発・販売チャネル商談セミナー 

アンテナショップ仙台店 

 

 

 

  

昨年度、㈱⼩国町地域総合商社が主催で取り組まれた「共同 

・協業販路開拓⽀援事業」は、２年目を迎え、当商⼯会も共同 

申請者として全国商⼯会連合会における補助事業の採択を受け 

ながら、連携強化をもとに事業の再構築を図りました。 

 ４月２７日（水）には、アンテナショップ仙台店をリニューアルオープンし、２１事業所から１００点余

りの特産品を出品いただきました。事業期間満了の１０月３１日（月）まで、主に仙台圏の消費者に販売を

⾏うほか、事業者間取引に向けた販路開拓に取り組んでいきます。 

５月３１日（火）には、アスモ３階多目的ホー 

ルで商品開発・販売チャネル商談セミナーを実施 

し、地域商材を使った商品開発のポイントなどに 

ついて学んだほか、八芳園（東京）のバイヤーを 

講師に迎え商談会を⾏ないました。今後、商品の 

ブラッシュアップなどに取り組みながら、マー 

ケティング拠点の開設等、販路拡大につなげてい 

く計画です。 

商工情報あらかると 小国町商工会 

小国町アンテナショップ事業 

担当︓⽵⽥ 



 

 
 

 

 

 

 

商⼯会の正規事業として国から認められ、貯蓄・融資・

保障が三位⼀体となった商⼯会会員のための共済です。 
 

メリット 1 全国の組織⼒を活かし、割安な保険料率が

適用されます。 

メリット 2 保険は継続したまま、積⽴⾦の⼀部払出し

をすることができます。 

メリット 3 保険期間が満了時、更新加入制度で同⼀内

容契約であれば、告知なしで加入できます。 

掛⾦は 1 口 月額 2,500 円です。 

担当︓⻑⾕部   

 

 
 
 

（山形県火災共済協同組合の共済です。） 

商⼯会で取り扱っている⾃動⾞共済です。 

基本的な対⼈・対物・搭乗者補償に加え、火災共済独

⾃の特約・割引制度があります。 
 

 メリットはなんといっても、 

お手頃な掛⾦︕ 

当共済は営利を目的としていないことから、掛⾦が割

安となっています。 

現在と同じ補償内容で掛⾦がおさえられるかもしれま

せん︕お⾒積りだけでもしてみませんか︖ 

担当︓⽵⽥  

 

 

 
 

⼩国町商⼯会独⾃の給付制度の内容として 

⾒舞⾦制度があります。 
 1 口 2 口 

⾒ 

舞 

⾦ 

不慮の事故による 
7 日以上の通院加療 2,500 円 5,000 円 

病気による 7 日以上
1 ヶ月までの入院 2,500 円 5,000 円 

特徴︓⼀⼈につき保険期間中 2 回を限度に⽀給します。 

定期保険の保険⾦・給付⾦とは重複してお⽀払い

できませんが、給付事由が発⽣して、3 年以内で

あれば請求可能です。 

請求⽅法︓⾒舞⾦請求書に病院等の領収書を添付の上、

ご提出ください。手続きは至って簡単です。 

担当︓伊藤  

 

 

 

 

けが、病気、がんに対する疾病を補償する共済です。 
 

商⼯会員の皆さまだからこそ加入できる 

特別な制度です︕ 

ライフスタイルと必要補償額に応じて、加入プランを

ご検討いただけます。 

新型コロナウイルス感染症や個⼈賠償責任補償など

充実の安⼼補償︕ 

掛⾦は月額 2,000 円〜（補償内容、セット内容により

掛⾦は異なります。） 

担当︓⻑⾕部   
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山形働き⽅改⾰⽀援センターと連携し、商⼯会内にワンストップ相談所を開設いたします。 

社会保険労務士が「無料」で相談に応じ、労務管理の基本をはじめ、昨今の法改正から「パワ

ハラ防止対策」「改正育児介護休業法」「改正⾼齢者雇用安定法」「同⼀労働・同⼀賃⾦対応」、各

種助成⾦などのアドバイスを⾏います。お申込みは、商⼯会で随時受け付けております。 
 
  【相談日】偶数月の第 2 火曜日（10︓00〜12︓00） 

実施月 ８月 １０月 １２月 

実施日 ９日（火） １１日（火） １３日（火） 

 

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 日まで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、年に 2 回にまとめて納付できる納期特例

制度があります。 

商⼯会では、源泉税納期特例にかかる個別指導を 7 月 1 日（⾦）〜11 日（月）まで⾏います

ので、源泉税事務についてお気軽にご相談ください。納付期限は 7 月 11 日（月）までとなりま

す。 

納付額が 0 円でも納付書の提出が必須です︕ 

事業所の代表者変更・住所変更等があった場合、変更届の提出

が必要となります。変更があった場合は、ご連絡くださいますよ

うよろしくお願いいたします。 

 

＝地域と共に歩む小国町商工会＝ 

商工情報あらかると 小国町商工会 

働き方改革ほか法令改正に関する労務相談会のご案内 

源泉税納期特例期限「7 月 11 日」 

商工会からのお願い 


