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会長あいさつ
第 7 回 通常総代会開催される
平成 25 年度安曇野市商工会通常総代会も、上

体化してきております。ま

程された議案が全て承認され、新年度事業に着手す

た、平成 27 年度問題への

る算段となりました。ご協力に感謝申し上げます。

取り組みは、本会組織、支

さて、昨年末に新しく自民党政権が誕生し、日

部組織の再構築についての

銀と歩調を合わせた大胆なインフレ政策、いわゆる
「アベノミクス」を実施する方針が市場で期待され、

5 月 22 日、豊科サンモリッツにおいて平成 25
年度通常総代会が開催されました。
齊藤会長

事業報告と収支決算書につき原案とおり承認、ま

ていかなければならないと思います。

た平成 25 年度の事業計画、収支予算書につき採

経営改善普及事業では質の向上を図りながら創

見えてはきたというものの、我々中小零細企業者

業支援・経営革新支援を実施し、空き店舗・空工

には、当面の課題である輸入原材料の高騰等に依

場対策、制度資金の有効な活用を行政と共に推進

る負の部分だけが先行しており、昨年のままの景

して参ります。

気状態であり、地方・庶民にはしばらくの間は厳

商工会２大事業推進は、行政・商工会が両輪とな

しい経済環境が続くと思われます。このような状

り、会員皆様のご理解ご協力はもとより地域の方々

況の中で我々商工会が、何を、どのようにしてい

のご理解を得ながら努めて参ります。活動内容に

くのかが問われるところかと思います。

ついては随時会報に掲載して参りますので今後と
もご支援ご協力のほどお願い申し上げます。

本年は、地域の発展に寄与する地域経済団体と

以上が本年度の重点事業計画の概要であります。

択決定をいたしました。
事業計画の主な点は次のとおりです。

平成 25 年度重点事業
（前頁

会長挨拶

参照）

１．創業・経営革新の支援強化
・市の振興施策を活用しながら、創業者の市内
起業を支援します。
・既存事業者への経営革新の支援と提案をしま

丸山前青年部長（左）小林新青年部長（右）

２．積極的な地域振興事業の実施。
・成人式等地域イベントと連携した街中賑わい

して、「地域の産業全体の振興に寄与するため、会
員のニーズに応えるべく、地域及び会員間相互の

事業の実施。

連携強化」を前提とした地域振興、活性化事業に

・販売促進につなげる業種別事業所ガイドブッ

力を入れながら、どんな地域であって欲しいか、ど

クの作製配布

んな商工会でありたいか、そのために何をすべきか

・６次産業化推進事業の継続と新商品開発紹介

を役職員総力をあげ、英知を結集して考え、検討し、

による安曇野ブランド確立。

行政・地域の方々の賛同、ご協力を得ながら常にレ

・地産特産物を中心とした安曇野物産展・安曇

ベルアップを図って行くことが肝要かと思います。

野新そば祭り（仮称）・新イベントの開催。
総代会開催にあたり会長の言葉

・建設業、コミュ二テイ受注ビジネス事業の実施。
・松本大学と企画提携した飲食業共同販促事業

合った、地域に合った商工会のありかたに対応し

の新規実施。

得る能力を充分に備えており頼もしい限りであり

・市の振興策と連携した製造業、大型展示会へ

ます。そして全職員の秘めたる才能を結集し、ア

の出展拡大による受注開拓。

クションを起こして事業推進して参ります。総代会

・商店街街路灯 LED 化事業等の実施。

終了後、振興事業それぞれの企画会議を立ち上げ、

３．安曇野地域課題への提言の実施

立案、企画検討段階に入っております。
街中賑わい推進事業をはじめ、会員事業所紹介

・周辺地域の新交通網計画に対応するため、安

ガイドブック作成、安曇野ブランド確立推進、６次

曇野地区の課題の把握と対応策を調査研究実

産業化推進と、安曇野の産業物産展、販売、特産

施し、関係行政へ建議提言を実施します。
・大型商業施設の展開にともなう既存商業の対

品を一堂に広く集めての商工農祭り的な販売会と
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会の組織改革と課題解決に取り組みます。

用促進強化を図ります。

がいたします。

販売促進と合わせて安曇野産新そば祭り等が、具

構築にむけ、設置した特別委員会を核に商工

・特約専門家、コーデネイタ―の事業所への活

経営改善普及事業へ軸足を置いて活動している感

８人の優秀な経営指導員を擁しております。時代に

・補助金の削減に備え、本会の組織と活動の再

す。

の二大事業を柱としておりますが、ややもすれば

安曇野市商工会には、会員から信頼されている

118、合計 175 名の出席があり、平成 24 年度

審議を、27 年問題解決特別委員会で慎重に検討し

株価の上昇と円安が一気に進み景気回復の兆しが

商工会は、経営改善普及事業と、地域振興事業

総代 250 名のなか、出席 57 名、委任状出席

４．平成 27 年問題への取り組み。

議案の慎重審議がされる

応策の研究と政策建議提言の実施をします。

永年勤続従業員表彰

永年勤続従業員表彰
この厳しい経済環境の中、長年にわたり企業の発展、し
いては地域経済の活性化に寄与された従業員に対して永年
勤続従業員表彰がされました。
この表彰は会員事業所の従業員を対象に、商工会の福利
厚生事業の一環として総代会において毎年行なわれている
ものです。
勤続年数が 30 年に達した方は全国商工会連合会長表彰
の対象です。以下 5 年刻みの表彰は県連会長、商工会長
連名となります。本年度は 33 社より 66 名の方が表彰と
なりました。
表彰された従業員代表より、『この地で長きにわたり勤
めることができたのは、企業の力強さと、厚き人間関係が
支えになった』と謝辞が述べられ、事業所と商工会より記
念品が贈呈されました。
安曇野市商工会報
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ものづくり中小企業・小規模事業者
試作開発等支援制度について

新青年部長あいさつ
安曇野市商工会青年部結成から既に 4 代目と

役 職 名

氏

名

事

小林

健二

業

所

言うことで、諸先輩方の意思を引き継ぎ、今ま

部

平成 24 年度国の補正予算による支援制度について、現在２次募集を行っております。

での事業をより発展させると伴に、本任期では

副 部 長

寺沢

功希

㈲愛建

次回の締め切りは事務局

市青年部として何か新しい事業に取り組んでみ

〃

松岡

治信

㈴よろずや松岡商店

監査委員

北村

克明

〃

石井

享

長野県中小企業団体中央会に７月 10 日（水）必着となりますので、申請

を希望される方は早めの準備が必要となります。申請時にいずれかの認定支援機関確認書が必要です。
安曇野市商工会は認定支援機関となっておりますので、申請される企業はご相談ください。

事業の内容

たいと考えています。
また今回、県青連会長を
拝命し、全国へ出る機会が

事業イメージ

増えるのでこの機会に安曇
野市並びに長野県のアピー
ルにも力を入れて行きたい
と考えておりますのでよろ
しくお願いします。

小林青年部長

創業しました

design

石田

晃教

か ね て か ら の 念 願 だ っ た、 美
容室の開業をめざし資金をはじめ
数々の面で商工会に相談にのって
いただき昨年９月にオープンしま
した。

街路灯 LED 化について
地 域 振 興 事 業 の 一 環 と し て、 商 店 街 街 路 灯 の
LED 化事業を施工実施しています。
LED 化により従来の水銀灯から、大幅な電気料
の削減、管理の軽減効果が見込め、街路灯管理の改
善と維持に向け、商工会の負担にて実行をしていま
す。施工にあたっては建設業部会電気工事分科会、
商業部会、各街路灯管理団体の協力を得ての工事で
ありますので、会員各位のご理解をお願いいたしま
す。本会としま
し て は、 平 成
25 年度も引き
つづき街路灯の
改善にむけた事
業実施を計画し
ています。
LED 化へ取り替え作業
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自分が今まで学んできたことを、この安曇野の地で活

職員リレーコラム
三郷支所長

小林

No.2

礼

支所長として三郷支所へ４月に赴任し、早３ヶ月ほど
が過ぎました。
何分全てが未経験の事なので日々勉強ではありますが、
少しずつ三郷の雰囲気にも慣れてきた感じがします。とは
言え、まだまだ役員さん以下皆様にご迷惑おかけすること
があると思いますが、今後とも宜しくお願いします。
個人的な出来事ではありますが、半年ほど前に大型２
輪の免許を取得しました。何か新しい事に挑戦しようと思
い、以前から興味があった大型２輪の免許取得に挑戦して
みました。試験当日は久しく忘れていた試験特有の緊張感
を味わい新鮮な気持ちになれました。
運転免許にかかわらず、何か新しいことに挑戦するこ
とは、マンネリ化している日常を打破するだけではなく、
自分自身を磨く一つの方法として大切なことだと感じまし
た。それは結果の合否にかかわらず、
新しい事をする為に知識や経験を自身
に取り込むことにより、自身の心が豊
かになると感じたからです。
これからも、何か機会があれば新し
いことには前向きに挑戦して行きたい
と思いました。

かしていきたい、貢献していきたいという想いのもと、
日々お客様に接しています。
当店は県内初の日本小顔補正立体カット協会認定店で
す。お客様に心地よく落ち着いた空間を提供しながら、
お客様自身の本来の良さ活かし
た自分に自信を持ってもらえる
ヘアスタイルを実現していきた
いと思っています。
安曇野市内はもちろん、遠く
から足を運んでくださるお客様
に、松本まで行かなくても満足
のいくヘアスタイルになれるお
店として、これからも日々学び
ながらこだわりのヘアサロンで
あり続けたいと思います。
至穂高

安曇野市豊科4338-2

国道147号

TEL 0263-71-2366
受付時間

至安曇野IC

午前10時～午後８時

安曇野市豊科総合支所

（ALLメニュー）
定休日

月曜日

アップルランド豊科店

至松本

㈲北村自動車工業
石井工務店

常任委員

岩﨑

尚澄

バイクワールド安曇野

〃

小林

則生

㈲アルプスクリーンサービス

〃

浅川

景司

㈲浅川石材店

〃

辻谷

洋一

㈲山のたこ平

〃

水上

訓光

水上製作所

英明

〃

平倉

〃

丸山恭一郎

丸西酒店

〃

三好

㈲明科石油商会

哲生

創業します

hair

㈱中部水工

平倉電気商会

※任期は平成 25 年度～ 26 年度までの２年。

－5－

nico

長

名

nico hair design

－6－

トリミングショップ

wan smile

NICO

坂井

真美

「いよいよショップオープ
ンできます。」
店舗用に自宅の一部改修
工 事 を 完 了 し た ６ 月 19 日
に松本保健福祉事務所の立
会い検査を終えた坂井さん
より連絡が入りました。
トリミングの専門学校を卒業後、千曲市や藤沢市など
のトリミングショップで働き、JKC（一般社団法人）の
免許を取得、全国大会にも出場している。
昨年の創業セミナーを受講
し、着実に創業の準備をしてき
ました。新規のお店はなかなか
入りにくいのではと考え、定期
的にワークショップ（無料教室）
を開催する予定で、ブラッシン
グやケアなどを計画中。
６月 30 日にオープン予定で
す。フェイスブックを活用して
最新情報を掲載して参りますの
で、ぜひご覧の上、お気軽にご
来店ください。
至松川
安曇野市穂高有明 1724-8
TEL：只今番号申請中
営業時間 ８：30 ～ 14：00
定 休 日 火曜日
facebook.com/pages/NICO/
108359412697513

JAあづみ
有明支所

有明

JAあづみ
有明ホール

トリミングショップ

wan smile NICO

至堀金
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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

・

７月 20 日（土） とよしな土曜市・あづみ野こども祭り

豊科

７月 27 日（土） 第 34 回

豊科

国道 147 号

豊科

まちづくり会館

穂高

穂高駅前通り

PM5：30 ～

８月
８月
８月

あづみ野祭り

3 日（土） 七夕まつり
第 30 回 信州安曇野わさび祭り
3 日（土）
納涼祭
4 日（日） 第 14 回 ＹＯＳＡＫＯＩ安曇野

国道 147 号・豊科駅前通り
歩行者天国

穂高

穂高駅前通り

AM9：15 ～

三郷

三郷文化公園

PM3：30 ～

7回

安曇野花火

明科

御宝田遊水池西側

８月 17 日（土） 第 23 回

信州安曇野

明科

龍門渕公園

８月 14 日（水） 第

薪能

間
PM６：00 ～

PM5：00 ～

PM6：00 ～

ふるさと夏祭り

８月 10 日（土） 第 28 回

時

歩行者天国

PM7：00 ～

PM5：30 開演 （雨天時

明科体育館）

建設関連資格取得講習
玉掛け技能講習

フォークリフト運転技能講習

【日程】 ８月 31 日（土）

【日程】

９月 1 日（日）、7 日（土）
【時間】 ８時 30 分～ 17 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

10 月 5 日（土）、 6 日（日）
【時間】 ８時 30 分～ 17 時 30 分
【場所】 学科：安曇野市商工会館本所
実技：東洋紡ロジスティクス㈱豊科コスモセンター

9 月 28 日（土）、29 日（日）

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（TEL 0263-72-5123） 担当／平川

平成 25・26年度小規模工事等契約希望者登録について
安曇野市建設工事入札制度合理化対策要綱の規程に基づく資格審査（建設工事入札参加資格者登録）を受けていない
方で、市が発注する小規模工事及び修繕等（１件の契約金額が 50 万円以下のもの）の契約を希望する方を登録し、市
内小規模事業者の受注機会の拡大を図ることを目的として実施しています。
登録された方は、小規模工事等を発注する際の見積を依頼する業者指名の対象となることがありますが、この登録を
もって指名や契約を約束するものではありませんのでご了承下さい。
なお、提出書類等の詳細は安曇野市役所ホームページ又は安曇野市役所企画財政部契約管財課へお問い合せください。
受付場所：安曇野市役所 企画財政部契約管財課（TEL 0263-71-2000）

安曇野市成人式サポートスタッフの募集について
安曇野市成人式（平成 26 年１月 12 日）を開催するにあたり、社会参加と地域の絆を深めること
を目的に、先輩、後輩の視点から成人対象である実行委員と一緒に式の運営に携わるサポートスタッ
フを募集しています。
対象は 20 歳前後で安曇野市内の中学校を卒業されている方です。会議は成人式当日までに３回ほ
ど開催の予定です。従業員の方などのご参加をお待ちしています。
申込先：安曇野市教育委員会社会教育課（TEL 0263-62-4565）

広報委員会より
いよいよ夏本番到来！各支部でも SUMMER WORLD に向けて始動開始！
市女性部もあづみ野祭り・YOSAKOI 安曇野に向けて練習が始まります。華麗な演舞にご期
待ください。
商工会報の発行にあたり、会員の皆様からのご要望に応えられる愛読書のひとつになれるよ
う、努力して参りますのでご指導ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。（下里）
広報委員長
副委員長
副委員長

野本
岩垂
下里

昭一
直次
久代

下里副委員長
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