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会長あいさつ

総代会報告
平成 26 年度

地域活性化重点事業

平成 26 年度通常総代会も上程された議案が全

プレ大会」も開催され、商

て承認され、26 年度事業がスタートいたしました。

工会も全面参画いたしま

我国の貿易収支が赤字となって２年を経過して

す。マラソン人口が増加し

おり、産業の空洞化も進んでおります。地方に於い

ており、各地でも大会が開

てもグローバル企業の恩恵を受けた下請け工場が

かれておりますが安曇野市

活況を呈するという時代は終焉しつつあり、量産

では初の試みであり、広範囲に繰り広げられる大

体制は海外へ移行する動きになっております。そ

会であり、期待と不安が入り混じっておりますが、

れに対処すべく日本経済の再生に向け、昨年末よ

成功させなければ次年度の本大会第一回に繋がっ

りアベノミクス三本目の矢、「民間投資を喚起する

ていきません。安曇野の印象を強烈にアピール出

成長戦略」の政策による様々な補助金、制度資金

来る場であり、チャンスだと思います。市商工観

（４）地域特色を活かしたミニ飲食祭りの開催

等の助成制度が打ち出されております。

光部が中心となり、鋭意計画を進めております。大

（５）市と連携した婚活事業

安曇野市商工会では、その制度を会員に対して
周知を図り、制度を希望される企業、個店の方々

本年度の重点事業として下記の通り推進いたします。

齊藤会長

成功を収める大会にするべく会員各位の絶大なご
協力をお願いいたします。

【地域振興事業】
（１）第２回信州安曇野「新そばと食の感謝祭」の企画運営
（２）安曇野ハーフマラソンプレ大会への参画
（３）市内工業展の実施

【創業支援・経営革新支援の強化】

に対して、説明会・講習会を開催し、申請者に対

その他、経営改善普及事業、地域振興事業は時

して申請書の作成アドバイス等適切な対応をして

代に即応した計画を立てておりますので、平成 26

参りました。この補助金を受ける事に依り企業業

年度通常総代会資料をご覧いただき、身近な商工

績が改善出来ればと、思うところであります。

会として最大限ご活用頂きたくお願いし「安曇野

（２）創業者支援・経営革新支援の強化実施

を元気に」を目標に一歩ずつ近づいていくよう努

（３）外部専門家との連携による個別経営支援の強化

また、税の優遇措置（生産設備投資促進税制等）
もあり、安倍政権はリーマンショック前の民間投資
水準に回復する事を目指しております。商工会で
は、国・県・市から出される補助金、制度資金情

めて参ります。
本年も引き続きご支援、ご協力をお願い申し上
げます。

（１）認定支援機関として国の中小企業支援策の積極的な導入

【組織強化への取り組み】

報を迅速に会員へお知らせし、対応して参ります。

安曇野市商工会のあり方検討委員会を新たに設置し、来年度からの県補

お気軽に相談いただければ幸甚に存じます。

助金削減や会員数の減少などあらゆる課題解決策に向けたよりよい商工

本年から「安曇野市商工会在り方検討委員会」を
新たに設置し、委員会では地域に合った、地域の強

会にするための指針づくりに取り組みます。

みを生かした活発な活動が効率的、効果的にでき、
地域経済団体として期待に応え、地域振興、地域
活性化、会員サービスの向上にあらゆる手段を講じ
つつ支援推進出来うる組織強化の検討を進めて参

第２回

ります。すでに、事務局レベルでは委員会の在り方、
進め方について検討をはじめており、早急に委員
会構成を図り立ち上げていく所存でございます。

会長のあいさつ

また、地域振興事業では、建設業部会の「住ま
いの相談窓口」を設け、自宅の改修、設備修理等
を考えている住民に対して相談にのり、地元業者

信州安曇野「新そばと食の感謝祭」開催について

開催日程

１１月１５日（土）１６日（日）

場

穂高神社北神苑・南神苑およびその周辺

所

を紹介する事業は好評のうちに推移しております。

内容は昨年実施した、北神苑での市内そば店による新そばの実食販売・地元産食材を活

そして、本年が第二回目となります、「信州安曇

用した、スイーツ・食事メニューの販売。南神苑での地元農産物・食関連を中心にした物

野新そばと食の感謝祭」は更に規模を拡大した企画

品販売を拡大発展させて実施する計画です。

で全市を挙げた関係機関のご協力を得ながら活況

特に本年は昨年好評であったそば店ブースの拡大。南神苑での市内農産物品評会、市農

を呈するイベントとして 11 月 15 日（土）・16

林部支援による農産物販売、市内高校と松本大学連携事業、食に関する新商品販売など、

日（日）の二日間穂高神社を中心とした会場に於

内容の充実を図る方針です。商工会役職員が一体となって具体的な取り組みを展開してま

いて開催いたします。
10 月 12 日（日）には「安曇野ハーフマラソン
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永年勤続表彰

いりますのでご協力をお願いいたしま。
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信州安曇野ハーフマラソン・プレ大会

「2014 安曇野ランニングフェスタ」開催決定
市の合併 10 周年を記念して、第１回信州安曇野ハーフマラソン大会を来年開催することとなりました。
今年はその試行を兼ねたプレ大会が開催されます。
安曇野市内の関係団体が主体となった実行委員会が編成され、齊藤商工会長が実行委員長となり、実施さ
れるところです。主な内容は下記のとおりです。

開催日時
会
場

2014 年 10 月 12 日（日）
安曇野市本庁舎（豊科近代美術館前庭）
スタート・ゴール地点
内
容
スタート 午前８時
（コースは市ＨＰ等参照）
定
員
1,000 人
参 加 料
5,000 円
制限時間
３時間
主
催
信州安曇野ハーフマラソン実行委員会
共
催
信濃毎日新聞社
参加申し込み
申込書にて（問い合わせ先 市商工観光部

市内工業展の開催

地区別飲食祭りについて

７月１９日（土）から８月３１日（日）の間、夏季

今年度の重点事業である分科会の共同販促事業

特別展として「安曇野のエジソンたち～私たちの

の一環として、昨年度より検討されてきた地区別

日常と身近な発明・改良～」が開催されます。安曇野

飲食祭りを開催することとなりました。これは市

市商工会工業部会として展示・企画展に協力を行

内全域の取組みでなくそれぞれの地区別にグルー

い、工業振興を図ります。夏休み期間中に行うこと

プを分け、地域の催事などに合わせてサービスを

で、次代を担うこども達にものづくりに対しての啓

付加させ、地域住民をターゲットとしたお店の認

発を目的に開催し、主な内容として市内16 社の製

知度向上（ご近所繋がり）と地域活性化を目的と

品を常設展示、また実演体験も行います。

した事業です。

【安曇野のエジソンたち 特別展】
〇会

期

〇開催場所
〇入 館 料

まず穂高地区がスタンプラリーイベントとして
７月より開催する予定となっております。市内か

のづくり技術に触れて頂きます。
平成２６年７月１９日（土）～８月３１日（日）

ら新しいお店の再発見をしていただければと思い
ます。

安曇野市豊科郷土博物館
１００円

※実演・体験等の詳しい日程は豊科郷土博物館☎725672 までお問い合わせください。

印紙税法の一部改正について

☎ 82-3131）

商工会は、参加者への、おもてなしの提供を中心とした対応の実施を検討しています。参加者への飲食の
提供・滞在へむけてのおもてなし対応など業種別部会等を通じて具体的なご協力につきお願いいたします。

青年部婚活イベントについて
本年度、商工会青年部の新たな事業として婚活イベント事業を計画しました。
その第１回目のイベントとして、６月１日の日曜日にスイス村サンモリッツおよび穂高かじかの里公園に

（平成 26 年 4 月 1 日以降作成されるものについて）
領収書等の「金銭又は有価証券の受取書」の金額が５万円未満なら非課税となります。
領収書を発行するときには、本体価格／消費税額を明確に記載する必要があります。記載方法により、課税／
非課税、印紙税額が異なりますのでご注意下さい。
※領収書に収入印紙を貼る際、記載金額が税込み金額のみの場合は、税込金額で判定しますが、
ちんと明記されている場合は、税抜き金額で判定

税抜金額や消費税額がき

「不動産譲渡契約書」 及び「建設工事請負契約書」 の印紙税の軽減措置の延長及び拡充 "「不動産譲渡
契約書」 及び「建設工事請負契約書」については、平成 25 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日ま
でに作成されるものについて、印紙税の軽減措置が適用されます。また、平成 26 年 4 月 1 日以降に作

開催しました。

成されるものについは、印紙税の軽減措置が拡充されます。

男女総数 30 名以上の方が参加し、

◎印紙税を納付しなかったときは

神奈川県から参加された方もいらっ

印紙税が課税される文書の作成者が、印紙税を納付しなかったときは、たとえ印紙税が課税されることを知らなかっ
たり、収入印紙を貼り忘れた場合であっても、納付しなかった印紙税の額の３倍（収入印紙を貼っていないことを自
主的に申し出たときは１．１倍）の過怠税が課税されます。

しゃいました。
当日は天気にも恵まれ穏やかな雰
囲気の中、参加者はお互いに会話を

◎印紙税を誤って納付したときは

楽しむことができました。その結果

印紙税を納付する必要がない文書に誤って収入印紙を貼って印紙税を納付したり、印紙税として定められた金額を超
えた収入印紙を文書に貼って印紙税を納付した場合には、その文書を過誤納となったそのままの状態で所轄税務署に
持参し、一定の手続きをとることによって、印紙税の還付を受けることができます。

３組のカップルが成立しました。
今後、同様のイベントを開催する

◎収入印紙の交換について

よう計画中ですので、宜しくお願い

汚損又はき損されていない収入印紙は、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。なお、交換の
際には、郵便局に提出する収入印紙１枚につき５円の手数料がかかります。※収入印紙を現金に交換することはできません。

します。
バーベキューパーティ
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飲食分科会共同販促事業

話題の３Ｄプリンターの体験会も行い、最新のも

（7 月 4 日参加受付開始予定）

おいて、バーベキューパーティーを

豊科郷土博物館と共催による

（国税庁ホームページより抜粋

国税庁ホームページ www.nta.go.jp )
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お知らせ
夏イベントの紹介
開催日

内

容

地

域

場

所

・

時

間

７月 19 日（土） とよしな土曜市・あづみ野こども祭り

豊科

国道 147 号・豊科駅前通り

７月 26 日（土） 第 35 回

あづみ野祭り

豊科

国道 147 号

歩行者天国

８月

2 日（土） 第 29 回

ふるさと夏祭り

三郷

三郷文化公園

PM4：00 ～

８月

2 日（土）

第 31 回

信州安曇野わさび祭り
納涼祭

穂高

穂高駅前通り及び穂高神社北神苑

PM5：30 ～

８月

3 日（日） 第 15 回

ＹＯＳＡＫＯＩ安曇野

穂高

穂高駅前通り及び穂高神社北神苑

AM9：40 ～

8回

安曇野花火

明科

御宝田遊水池西側

８月 23 日（土） 第 24 回

信州安曇野

明科

龍門渕公園

８月 14 日（木） 第

薪能

歩行者天国

PM6：00 ～

PM5：00 ～

PM8：00 ～

PM5：30 開演 （雨天時

明科体育館）

信州まつもと空港利用促進協議会より

建設関連資格取得講習

ＪＡＬ松本－大阪（伊丹）線

○玉掛け技能講習
【日 程】 ８月 30 日（土）
・31 日（日）
・９月６日（土）
【時 間】 午前８時 30 分～午後５時 30 分
【場 所】 学科：安曇野市明科公民館
		
実技：龍門渕公園 多目的広場
正しい知識を身に付け安全に作業を行うための講
習です。大勢のご参加をお待ちしております。
主催／建設業部会
問い合わせ 堀金支所（☎ 72-5123）担当：平川

★★ 2014 年８月１日～８月３１日★★ 毎日１便運航
○運航スケジュール
松本発

15:00

大阪（伊丹）発

→

大阪（伊丹）着 15:55

13:30

→

松本着 14:20

○運

航

会

社

株式会社ジェイエア

○運

航

機

種

E70：エンブラエル 170

（札幌・福岡線を運航している FDA と同一機材）
※運賃等の詳細・予約について ･･･JAL ホームペー
ジ（www.jal.co.jp）をご覧下さい。

安曇野市消防団 サポート店の募集について
安曇野市では、消防団員確保の
ひとつとして、サポート店として

金融個別相談会のお知らせ
【開 催 日 時】 7 月 15 日（火）
		
【会

集してします。
ご協力をいただける事業所は、

午前 10 時～午後３時

登録店申請書を安曇野市危機管理課（堀金支所）へ

場】 商工会本所

【相談対応者】 日本政策金融公庫松本支店担当職員
		

登録をしていただける事業所を募

中小企業診断士

ご提出ください。
※詳しくは同封の募集チラシをご覧ください。
お問い合わせ：安曇野市危機管理課（堀金支所）

※詳しくは同封の案内チラシをご覧下さい。

☎ 72-6769

広報委員会より
ひと雨ごとに緑が増し、豊作を願う田園も青々となり、残雪を残す北アルプスがいつもと違ったきれいさがあります。ま
た先頃「信州安曇野あやめ祭り」が行われ、色とりどりの花菖蒲が咲きそろい大勢の皆様が楽しまれました。
会報 27 号の編集にあたり、スタッフ一同協力のもと発行することができまし
た。会員の皆様の身近にある明るいニュースがありましたら、記載させて頂きた
いと思います。皆様のご協力をお願いいたします。
広報委員会
広報委員長

野本

昭一

副委員長

岩垂

直次

副委員長

下里

久代

副委員長

岩垂

直次
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