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銀山温泉街おもてなし花笠踊り
 花沢市商工会女性部では、銀山温泉を訪れた方々へのおもてなしとして、平成３年より銀山温泉街にて花笠
尾
踊りを披露しています。
（開催期間 ５月～１０月までの間 毎週土曜日 午後８時３０分頃～）

別相談では、希望者が自分の

創業塾２ ０ １ ８ 開 催
７月 日・ 日・ 日・
よりアドバイスを受け、
「自

ビジネスプランについて講師

創業塾２０１８を開催いたし
分の思いや方向性がより明確

ま し た。 合 計
キュラムでは、創業への心構
及び各商工会では継続支援を

名で、５日間皆出席の 名

を図りました。受講申込者は

夢の実現に必要な知識の習得
金〟では、昨年度までの受講

チャレンジ創業応援事業助成

また、本年度の〝やまがた

活用しての顧客獲得法など、 図って参ります。

ＳＮＳなど最新情報ツールを

え、経営に関する基礎知識、 く聞かれました。今後も本会

になった」など収穫の声が多

時間のカリ

日・８月５日の５日間に渡り

２８

には修了証書が授与され、閉

者のうち３名が採択されてい

)

山形県産食品等販路開拓支援事業

(

テストマーケティング事業 商品ラベル等デザイン改善 の実施

県内各地区より首都圏への販路開拓を目指す５事業所が参加

提案する商品に対し、プロの

を高めるため、参加事業所が

べく、商品力の向上と訴求力

らの生の声をもとに今後の商

スト販売を実施し、消費者か

袋店地下２階食品売場にてテ

品については、東武百貨店池

本事業では首都圏への県産

デザイナーのアドバイスを受

品開発や営業戦略の立案につ

今後、デザイン改良した商

け な が ら、 デ ザ イ ン や パ ッ

なげていきます。

品改良・改善を行いました。

ケージ等視覚的観点による商

品の販路開拓の足掛かりとす

！！

２９

12

26%
②経営の基礎知識

２２

３０

ます。

④個別相談
9%
①得られた
50%

２１

講いたしました。最終日の個

①創業の準備・
心構え・知識
35%
②まあまあ得られた
50%

創業塾に期待したこと
期待したことが得られたか

33

｢創業塾2018」受講者アンケート集計結果
⑤創業の仲間・
ネットワークづくり
17%

③売れるノウハウ
13%
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つき
好評に
開催！
４年連続

広域型販路開拓整備事業
「いいもの発見 やまがた物産展」を開催します！

県内の中小企業・小規模事業者の首都圏での販路拡大を支援するため、本会では東京都内で展示販売
会「いいもの発見やまがた物産展」を開催します。商品力・販売力を向上させるための事前セミナーや
ＥＣサイト「ニッポンセレクト .com」とのタイアップ、地元商工会との連携をはじめとする充実した支
援で、首都圏での展示販売会が初めての方でも販路拡大を目指せます。
期
会

日：平成30年11月22日（木）～28日（水）計7日間　　　出展事業者：70事業者（予定）
場：東武百貨店池袋店 8階催事場

販売力向上セミナーの開催

連動キャンペーンの実施（東武百貨店レストラン街フェア）

ります。

お客様に購入してもらうための売
り場づくり・ブース展示に欠かせな
いノウハウを学び、販売スキル向上
を図ります。

展示販売会にあわせ、都内最大級
４６店舗からなる東武百貨店池袋店
レストラン街とコラボし、県産品を
食材としたメニュー開発の取り組み
をきっかけに、継続的な取引ができ
るよう支援します。

講師：株式会社シミコムデザイン
代表取締役 小池田芳晴 氏
期日：平成30年9月27日
場所：山形県産業創造支援センター

講師：フーディア株式会社
代表取締役 白濱 一久 氏
期日：平成30年10月30日
場所：山形県産業創造支援センター

商品力・デザイン向上セミナーの開催
売れる商品、デザインの創り方を学

び、首都圏消費者に受け入れられるデ
ザイン等商品のブラッシュアップを図

平成31年（2019年）10月１日から消費税の軽減税率制度が実施されます
飲食料品の売上げ・仕入れの
両方がある課税事業者の方

飲食料品の売上げがなくても、飲食料品
の仕入れ（経費）がある課税事業者の方

免税事業者の方

売上げや仕入れについて、取引ごと
の税率により区分経理を行うこと
や、区分記載請求書等を交付する必
要があります。

仕入れ（経費）について、取引ごと
の税率により区分経理を行う等の対
応が必要となります。

課税事業者と取引を行う場合、区分
記載請求書等の交付を求められる場
合があります。

請求書の記載例

帳簿の記載例

請求書

△△商事㈱
平成ＸＸ年11月30日
㈱○○御中
11月分 131,200円（税込み）

合計
10％対象
8％対象

金額
5,400円
10,800円
2,200円
…

品名
魚
※
牛肉 ※
キッチンペーパー
…

…

日付
11/1
11/1
11/2

131,200円
88,000
43,200

※は軽減税率対象品目
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課税資産の譲渡等に係る
資産又は役務の内容
（軽減対象資産の譲渡等
である旨）

税率ごとに区分して合計
した課税資産の譲渡等の
対価の額（税込み）

総勘定元帳（仕入）
ＸＸ 年
月 日
11 30
11 30

摘要
△△商事㈱
△△商事㈱

11 月分 日用品
11 月分 食料品

税
区分
10％
8％

借用
（円）
88,000
43,200

課税仕入れに係る資産又は役務の内容
（軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨）
※軽減税率（複数税率）に対応したレジの導入について軽
減税率対策補助金（ｐ8）もご活用いただけます

ご存知ですか？商工会のメリット

商工会の福祉共済

〜疾病入院見舞金のお支払いについて〜

●疾病入院見舞金とは？

「傷害プラン」ご契約の被共済者で、福祉共済契約の有効期間中に、病気で30日以上入院し医師の治療を受け

た場合に支払われます。「医療特約」、「トータルがん」にご加入されていなくても支払われます！
※入院開始日における契約年齢65歳以下の方のみ対象となります。（契約年齢とは共済期間開始日（11月1日）
における年齢のことをいいます。）１共済期間につき1回、同一疾病については全ての共済期間を通じて1回の
みお支払いになります。

●疾病入院見舞金の共済金は？

ライトプラン …2.5万円、2,000円プラン…5万円

加入してよかった！

3,000円プラン…7.5万円、4,000円プラン…10万円

●お手続きについて

「傷害プラン」にご加入の方で該当する方はご加入の商工会にて

お手続きください。

～福祉共済があなたの暮らしをまもります～

詳細につきましてはお近くの商工会までお気軽にお問い合わせください！

～こんなにお得で安心、商工会の福祉共済～

傷害プランに「個人賠償責任保険」
自動付帯でパワーアップ!!

福 祉 共 済
キャンペーン

商工貯蓄共済大口新規加入者

還元キャンペーン
キャンペーン期間

※加入申込書受付は平成30年12月20日が期限となります。

◆キャンペーン期間
加入年月日

山形県産 特別栽培米

つや姫５kg

平成30年 ９月１日〜平成31年１月１日

◆対象契約
もれなく
プレゼント
！！
①がんプラン
②傷害プラン
③生命保障
④傷害ライトプラン
◆プレゼント内容
・上記①〜③いずれか１つにご加入された方に、
もれなく 山形県産特別栽培米
「つや姫５kg」

・上記④にご加入された方に、
もれなく 山形県産特別栽培米
｢つや姫150g×3」

12月31日

平成30年８月31日〜

プレゼント

対象となる方

商工貯蓄共済に新規ご契約（４口以上）いただいた方で、
保険会社より保険証券が発行された方が対象となります。
※新規加入申込書１枚（１契約）ごとにプレゼントいたします

プレゼント内容

①１契約10〜15口

つや姫５kg×２袋

もれなく全員にプレゼント！

②１契約６〜９口

つや姫５kg×１袋

もれなく全員にプレゼント！

③１契約４〜５口

つや姫５kg×１袋

抽選で４人に１人に当ります。
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《シリーズ

元気な企業》小規模事業者持続化補助金採択事例紹介

金山杉の木口を活かした家具づくり
集塵機の導入で作業効率アップ


岸家具店 （もがみ北部商工会会員）

金山杉を使った額縁と「きごころ橋」。きごころ橋の竣工式のため、金山杉を使った額縁を製作したことが
きっかけとなり、金山杉を使った家具づくりに繋がっていった。

金山町の観光マップにも掲載されて
いる「きごころ橋」にほど近い岸家具
店は、平日も観光客がふらっと立ち寄
ることも多い。店頭には金山杉で作っ
たフォトフレームを飾り、店内に入り
やすい雰囲気づくりを心掛けている。
奥には加工場もあり、家具を作ってい
る姿が見えることがお客さんの安心に
繋がっている一方、加工時に出る木く

住所 最上郡金山町金山2117
TEL 0233-52-2136

ずが店内に舞い、対処に困っていたと
いう。
そのような中、ショールーム機能強
化と集客強化を目的に、商工会からの
サポートを受け、小規模事業者持続化
補助金を活用して集塵機を導入した。
これまで店舗にあった加工機２台に加
え、別の作業場に設置していたもう１
台を店舗に移設し、計３台に集塵機が
取り付けられた。集塵機の取り付けに
より、これまでの木くずの処理にかか
る手間が大幅に削減されたほか、機械
の集約により作業工程の効率化が図ら
れた。また、実際の作業風景を見学さ
れる方も多くなり、お客さんとの対話
時間が増えたことで、その場で予約し
ていただけることも多くなったという。
飾っておきたくなるほど模様の美し
い商品。日々使い込むことで味わいが
増していく家具作りはこれからも続く。

金山町役場

13

至神室ダム

岸家具店

至真室川
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きごころ橋

344

岸さんが大切にするのは、木そのも
のが持つ香り。浸透性の木固め材を何
度も塗っていくことで、木固め材が木
材の水分と繊維に反応し、木材そのも
のの強度が高まっていく「木固め」と
いう処理を行うことで、表面を厚い塗
膜で覆ってしまうウレタン塗装では感
じることのできない木の手触り、香り
を残したまま、普段の生活でも十分に
耐えられる強度の高い家具づくりを
行 っ て い る。
「人は香りを記憶する」
木そのものの素材を生かす、岸さんの
家具づくりに対する姿勢だ。

店舗手前はショールーム、奥が作業場となっている。作
り手の顔が見える店舗となっている。

古くは藩政時代から植林が行われ、
国内最大級の美林が広がる金山町。岸
家具店は金山町の中心にあり、
木口
（木
の切り口）模様を活かした金山杉の家
具を製作する家具店です。
「 大型の家具を作った時に出る端材
を重ねていたら、木口の模様が面白い
ことに気がついた」と語る店主の岸欣
一さん。最初はコースターの製作から
始まり、プレート、まな板、シンクの
ほか、ダイニングテーブルへのアクセ
ントなど様々な商品にそのデザインが
取り入れられている。

年輪の木口模様が美しい、金山杉のアタッシュケースを
持つ店主の岸欣一さん。会議に出るときはこのアタッシュ
ケースを持っていくという。

平成
11

12
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女性部コーナー

年度東北六県・北海道商工会女性部員交流研修会

第 回東北六県・北海道商工会女性部主張発表ブロック大会

12

続いて研修会が行われ、全国商工会青年

る取り組みについて発表された北海
道代表の深澤繁子さん（湧別町）が
選ばれました。続いて、基調講演が
行われ、前旭山動物園 園長 小菅
正夫氏より「再生の原動力 ～日本
最北の動物園を日本一に」と題し、
ご講演頂きました。
日は、全国商工会女性部連合会
で実施しているおもてなし交流事業
について、北海道での取り組み事例
の発表やＰＲ動画の上映があり、山
形県にとって大変参考となる内容で
した。
２日間の交流研修会で県外女性部
員との交流を深めることができ、大
変有意義な研修となりました。

小菅正夫氏「再生の原動力～日本最北の動物園を
日本一に」の講演

７月 日～ 日、東北六県・北海
道商工会女性部員交流研修会並びに
主張発表ブロック大会が北海道札幌
市にて開催されました。主張発表大
会では、各県の代表者がそれぞれ女
性部や女性部事業への熱い思いを発
表される中、山形県代表の斎藤美香
さん（もがみ北部）も、内容や話し
方に更に磨きをかけ、堂々とした素
晴らしい発表をされました。その後
の厳正なる審査の結果、最優秀賞に
は、合併商工会女性部において地元
でとれるものを活用して何か商品が
作れないかと検討し、ホタテの稚貝
とタマネギを活用したカレーを考
案、各女性部の飲食店で提供してい

表彰式

主張発表ブロック大会

部連合会 会長 越智俊之氏より「 impulse
」
と題し、後継者として青年部
innovation
活動から経営を学ぶということの大切
さ、地域コミュニティーを守ることの重
要などについてご講演頂きました。
各地区代表者
村山地区代表 村山市商工会青年部
高 橋 ちひろ さん
最上地区代表 もがみ北部商工会青年部
安 彦 陽 平 さん
置賜地区代表 高畠町商工会青年部
曽 根 和 也 さん
庄内地区代表 出羽商工会青年部
佐 藤 芳 彦 さん

30
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青年部コーナー

30

平成 年度商工会青年部員研修会
商工会青年部主張発表県大会

最優秀賞

出羽商工会青年部

佐藤芳彦さん

７月３日に、平成 年度商工会青年部
員研修会兼商工会青年部主張発表大会
が、飯豊町「めざみの里観光物産館」に
て開催されました。
主張発表大会では、各地区の代表４名
が発表を行い、最優秀賞には、庄内地区
代表 出羽商工会青年部 佐藤芳彦さん
の「想いは実現する！自分を変えた青年
部活動」が選ばれました。佐藤さんは、
あまり参加していなかった青年部活動に
参加したことがきっかけとなり、自身の
お店で「温海温泉 ご当地バーガー」を
開発し経営革新計画の承認を得るなど、
青年部の仲間や商工会の職員に出会った
ことで自分自身が何事にも前向きに変
わってきた経験を発表しました。

越智俊之氏 「impu
l
se i
nnovat
ion」の講演

30

やまがた経営革新塾
自社経営を見直したいと考えたことがある？
でも何から始めたら良いか悩んでいる？
経営革新計画とは、これから取り組む「新しい事業活動」に対して国が支援する制度です。
普段の「気づき」や「ひらめき」から、事業としていくために「クリアすべき課題」を整理し「数値目
標」を定めて将来の事業発展に繋げるための経営計画書を一緒に創りましょう！！

「経営革新のメリット」

【村山地区】
日 時：１１月１日（木）～１１月２１日（水）
場 所：上山市商工会

・日本政策金融公庫による低利融資制度
新事業活動促進資金
・商工業振興資金の金利を優遇
地域産業振興特別資金
（中小企業トータルサポート貸付）
・信用保証の特例
経営革新関連保証（通常の付保限度額と同額
の別枠を設けています）
・起業支援ファンドからの投資
中小機構が出資する民間ファンドからの投資
の対象となります
・特許関係料金減免制度
特許出願する場合の審査請求料・特許料が減免

日
場

時：１１月２日（金）～１１月２２日（木）
所：中山町 ひまわり温泉ゆらら

日
場

時：９月２６日（水）～１０月１５日（月）
所：寒河江市技術交流プラザ

日
場

時：１１月２日（金）～１２月７日（金）
所：村山市 クアハウス碁点

【最上地区】
日 時：１１月１日（木）～１１月２２日（木）
場 所：新庄市 ゆめりあ
【置賜地区】
日 時：９月２６日（水）～１０月２４日（水）
場 所：南陽市商工会
日
場

時：９月２７日（木）～１０月２５日（木）
所：白鷹町産業センター パワーセンター白鷹

昨年度の開催の様子

①斉藤クラフト有限会社
②東村山郡中山町大字長崎515
③自動車板金塗装

寒河江市商工会女性部
部長

佐藤

善子

①有限会社栄寿司
②寒河江市丸内1-1-24
③飲食業
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飯豊町商工会青年部
部長

齋藤

圭央

白鷹町商工会青年部
部長

後藤

元

①株式会社みかわ屋
②東田川郡庄内町余目字沢田164
③衣料品販売

①めざみ交通株式会社
②西置賜郡飯豊町椿1984-8
③一般乗用旅客自動車運送業

①ゴトウ塗装店
②白鷹町鮎貝2225-35
③塗装業

酒田ふれあい商工会青年部

遊佐町商工会青年部

出羽商工会青年部

部長

丸藤

祐一

①丸藤建築有限会社
②酒田市市条字水上55－1
③建築業

部長

齊藤

瑛一

①鶴屋旅館・華み壽喜
②遊佐町遊佐字舞鶴30
③旅館業・日本料理店

部長

難波

裕朋

①ナンバ建設株式会社
②鶴岡市大針字沖ノ前４３
③建設業

②事業所所在地

①西谷食品
②西村山郡西川町海味421
③食品製造業

佐藤

①事業所名
③業種

西谷ひとみ

②事業所所在地

部長

部長

①事業所名
③業種

西川町商工会女性部

庄内町商工会青年部

青年部長紹介

シリーズ

秋代

今年度新たに就任された青年部長さんを紹介します。

齊藤

女性部長紹介

シリーズ

部長

今年度新たに就任された女性部長さんを紹介します。

中山町商工会女性部

県内統一景況調査報告［平成30年7〜9月期］
【調査要領】

調査対象：山形県内商工会地域の企業（原則として１商工会あたり15企業）
調査時点：平成30年９月１日
調査方法：商工会経営指導員による企業への訪問ヒアリング調査

※D.I.とは、ディフュージョン・インデックス（景気動向指数）の略で、以下により算出しております。
D.I.＝【各項目の増加（上昇・好転）企業割合（%）】−【各項目の減少（低下・悪化）企業割合（%）】

【主要業種の今期の景況】

【産業全体の景況推移】

D.I.
△10.0

商工会地区の 製 造 業
景況天気図

△11.9

△15.0

△14.3

△18.3

△18.8
△19.1
△20.0 △20.1

△25.0

△20.0
△20.8

△24.5

H30.1〜3

年

資金繰り

レジの導入等支援

売 上 額
（完成工事）

△18.8

△20.6
△21.3

Ｈ29.10〜12

売上額

△14.7

△16.0
△16.2
△16.8

H30.4〜6

月

採算

資金繰り
採

算

業

況

H30.7〜9

業況
（自社）

建 設 業

小 売 業

サービス業

−12.3

−25.0

−32.1

−13.9

−16.9

0.0

−25.9

−15.9

−18.5

−15.4

メカレジ

POS機能のないレジで、
ガチャレジ等ともいいます。

POSレジ

バーコードから商品情報を
読み取り、分析して売れ筋
を把握するなどのPOS機能
を持つレジです。

モバイルPOSレジ

レジ機能サービスをタブレット等の汎用端末と
付属機器を組み合わせてPOSレジとしたものです。
商工会がおすすめするモバイルPOSレジ
｢ネットdePOSレジ」もございます。
詳しくはお近くの商工会まで

〈軽減税率対策補助金事務局〉
TEL：0570-081-222 http://kzt-hojo.jp

−34.6

−16.7

曇り：DI値
10以下〜△10未満

−12.2

−33.3

−14.3

雪：DI値 △30以下

複数税率対応レジの導入等に対して補助が受けられます。

●申請区分

●レジの種類と特徴

−10.2

雨：DI値
△10以下〜△30未満

軽減税率対策補助金

■補助対象のレジ、申請区分

快晴：DI値 30以上
晴れ：DI値
10以上〜30未満

原則として補助率は費用の2/3ですが、レジ1台のみと付属機器等
を導入した場合で、その合計額が3万円未満の場合は補助率3/4、
タブレット等の汎用端末は補助率1/2です。

A-1型 レジ・導入型

複数税率対応の機能を有するPOS機能のないレジを対象機器とし、
その導入費用を補助対象とします。

A-2型 レジ・改修型

複数税率非対応のレジを、対応レジに改修する場合の費用を補助
対象とします。

モバイルPOS
レジシステム

複数税率に対応した継続的なレジ機能サービスを汎用端末（タブレット、PC、スマートフォン）とレシート
プリンタを含む付属機器を組み合わせて、レジとして利用する場合の導入費用を補助対象とします。

A-4型 POSレジシステム

POSレジシステムを複数税率に対応するように改修または導入す
る場合の費用を補助対象とします。

A-3型

●申請受付期限（A型） 2019年12月16日まで（事後申請）

外国人観光客の受け入れに必要な取り組みを支援します！
山形県インバウンド受入態勢整備事業費補助金
中小機構が運営する中小企業ビジネス
支援サイト J-Net21 の人気コーナー

「支援情報ヘッドライン」がスマート
フォンアプリになりました。

http://j-net21.smrj.go.jp

■対象事業
１．免税機器等の導入（免税手続きカウンターを含む｡）
２．キャッシュレス環境の整備
３．Wi-Fi環境の整備
４．外国語（多言語）表記の整備
５．インバウンドに対応した施設のユニバーサル環境整備
■補助金の額
（上限100万円。ただし、免税機器等の
補助対象経費の2分の1以内 導入については、上限40万円）
■申請期限
平成31年1月31日（木）※予算額に達した時点で終了

い！
くださ
比べて

自動車共済MAP
お見積り無料
キャンペーン実施中！
（自動車事故費用共済）

火災共済・まごころ共済も
おすすめします！

MAPは「事故有等級」制度を導入していません！

お問合せ／山形県火災共済協同組合 〒990-8580 山形市城南町１丁目1-1
TEL.023-647-2380
http://www.dewazi.or.jp/yamagata-kasai/
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