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地域の産業を支援します。
〜農業と商工業の連携、地域資源を活用した新商品の開発をお手伝いします〜
①農商工等の連携に対する支援
「農商工等連携促進法」に基づき、中小企業者と農林漁業者が共同で、事業計画を策定し、国の認定を受
けることにより、次の支援制度があります。
・補助金：中小企業者と農林漁業者が連携して行なう、試作品開発、展示会等に係る費用の一部補助 。
（２／３補助 3,000万円限度）
・融資等：㈱日本政策金融公庫（旧国民生活金融公庫等）が
設備資金及び長期運転資金を低利で融資と、信用
保証協会の債務補証枠の拡大。
・税 制：機械及び装置を取得した場合、特別償却又は税額
控除の選択可能。

②地域資源を活用した取組に対する支援
中小企業が、法律に基づき地域資源を活用した事業計画を
策定し国の認定を受けることにより、次の支援制度があります。
・補助金：地域資源を活用して新規性の高い新商品開発等に
取組む中小企業に対し、試作品開発、デザイン改良、
展示会出展等に係る費用の一部を補助。（２／３
補助 3,000万円限度）

年末の緊急融資や経営相談は商工会へ
商工会は全力で応援します！
融資制度のご紹介（平成20年11月25日現在）

制度名・商品名
限度額
マル経
1,000万
国制度
マル普
4,800万
県特
2,000万
県制度
県営安定資金
8,000万
産業活性化支援資金 １億5,000万
その他

商工会提携ローン

5,000万

利率
2.15％
2.45％
2.3％
2.0％
2.0％
金融機関に
よります

国金は、㈱日本政策金融公庫（略称「政策公庫」）にリニュー
アルしました。融資制度、管内の窓口である山形支店の所在地・
TELの変更はありません。

融資や既存融資の条件変更等のご相談は、
まず商工会へどうぞ。お奨め制度をご商会します。
TEL 43-1212 担当：半田、長谷川、大町

東根市で地域資源第１号となった㈲壽屋
漬物道場の「さくらんぼ漬け（試作品）」

貸し渋り、貸し剥がしのご相談は
「商工会貸し渋り110番へ」！
商工会の全国連に「中小企業金融対策室」が設置
されました。金融機関・信用保証協会の対応への苦
情や疑問、貸し渋り等の情報を集約し、金融庁・中
小企業庁等に直接通報します。
①情報提供にあたっては、提供者の氏名・連絡先等
は不要です。
②情報の内容は、金融機関名・支店名など具体的に
お知らせ下さい。
③商工会及び全国商工会連合会は、個別の取引に関
する相談・仲裁等には応じることはできませんが、
お寄せ頂いた情報は金融庁、中小企業庁等の監督
官庁へ送付致します。
④情報に対する調査・検査等の経過又は結果につい
ての問い合わせにはお答えしておりません。
詳しくは商工会へTEL 43-1212
担当：半田、長谷川、大町
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エコで、商工会は運動を展開しています
「レジ袋削減推進店」
に登録しませんか！
「レジ袋削減推進店」
に登録しませんか！
東根市は今年３月、循環型社会の構築と地球温暖化防止に向け
容器包装廃棄物の排出抑制を一層進めるために、事業者並びに市
民団体と「レジ袋削減に向けた取り組みに関する協定」を締結し
５月30日（ごみゼロの日）より、市内大型店（４社）はレジ袋
の有償提供を実施しています。この運動を個人店舗の事業所にお
いても展開すべく、商工会では負担金500円で店舗登録を募集し
ています。
登録店には、ポスター、ステッカー及び卓上ミニのぼり旗を配
布いたします。

東 根 市
登

録

１．啓発物品（※１）の配布
２．貸出用マイバックの提供
３．登録店舗・目標達成店舗の好評

物 品 提 供

協力依頼

個人店舗（延床面積1,000㎡未満）
（延床面積
㎡未満）
１．啓発物品の店内掲示
２．レジ袋辞退率の目標設定（※２）
３．削減の取り組み（※３）
４．実施状況の報告（年１回）

商 工 会
参加呼び掛け
１．登録制度の周知・募集

※１ ポスター、ステッカー、卓上ミニのぼり旗
※２ 設定する辞退率は50％以上とする
※３ 削減取り組み内容は、実施店舗の自主判断による（例：レジ袋の有料化、レジ袋代金の値引き、声掛
けの実施）

「ひがしねマイ箸クラブ」
に加入しませんか！
「ひがしねマイ箸クラブ」
に加入しませんか！
この度、東根市では飲食業や旅館業を営む事業者、又は社員食堂を
設置している事業者を対象として、「マイ箸運動」を推進しています。
この運動を推進すべく「ひがしねマイ箸クラブ」へ加入を募集してお
ります。

登録条件は、次のいずれかを満たすこと
①洗い箸を使用していること 。
②国産間伐財を利用した割り箸を使用していること 。
③使用済み割り箸をリサイクルしていること
登録していただきますと、
①市では、登録された店舗の公表をします 。
②登録店舗には、「ひがしねマイ箸クラブ登録証」として、旗・ステッカー等を提供します 。
登録店は、掲示をしていただきます 。
③登録店は、国産割り箸の使用・リサイクルの実施状況を報告していただきます 。
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Part

笑顔
部

青年

㈲東根事ム器

8

片 桐 真貴子さん（東根市大林）

○ この仕事を始めたきっかけは？
幼い頃から、ばあちゃんの手伝いで店番をしてきて、将来
ここで働きたいと思ったのがきっかけです。
○ 仕事をしていての満足感は？
お客様のニーズに応えられた時は、すごく満足感がありま
す。お客様とのふれあいで成長させていただいています。
○ これからどのように仕事をしていきたいですか？
通販が流行っている今、お客様とのふれあいを大切にし、
お客様に必要とされる店づくりにしていきたいと思います。
○ PRをどうぞ。
Disneyにはまっています。この影響は、仕事にも役立って
いるかもしれません。皆様にあたえる物は違うけれど、お客様の声を第一に品物探しなど、他のお店では対応
出来ないような事も極力応えられるよう努力しています。
東根になくてはならないお店と言われるよう頑張ります。
また、趣味はお酒を飲むことです。与次郎でお会いした時は一声！！（^̲^）

性部

女

さん とん ろう

㈲山東楼

高 橋 秀 子さん（東根市神町）

○ この仕事を始めたきっかけは？
調理師として会社勤めをしていた主人と昭和49年に結婚し、
店を持つ夢を持って、昭和51年に夫婦二人だけでマイナス
から山東楼を開業しました。
○ 仕事をしていての満足感は？
提供した料理を、皆で楽しそうに会話をしながら、きれい
に残さず食べていただいた時や、「美味しかったよ、又来
るからね」と言って何度も足を運んでいただいた時。
○ これからどのように仕事をしていきたいですか？
「損得より善悪を考えよ」に始まる商業界の教えを心に刻
んでいます。商売させていただいているという感謝の心を
忘れず、お客様の立場に立った商いをしていきたい。
○ 部員になって良かった事は？
色々な方との出会いをいただいたことです。事業に参加できないときもありますが、部員の皆さんのご理解の
おかげで、無理せずに活動ができます。
○ PRをどうぞ。
食の安全･安心が社会問題となっておりますが、山東楼ではマスターが食材を吟味し、餃子の皮から麺･小龍包・
蝦餃子等、手間暇惜しまず全て手作りで頑張っています。宴会料理も旬の食材を使って季節感を出すように心
掛けておりますので、忘年会･新年会のご予約は是非山東楼で！お待ちしております。
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辻佑輔さんが､

イヨッ、日本一！

全国理容競技大会で県勢初の優勝！
辻さんは、ミヨシ理容室（大富）のスタッフ。オーナーの植松行雄
さんによると「毎晩遅くまで練習の繰り返し。まさに努力の賜物です。
辻くんが仕事を始めて２年半。早く仕事を覚えてもらうために競技会
を目標にさせました。」と語ります。
出場した第４部はトレンディー・ショート部門。スタイル流行を取り
入れた清潔感、爽やかさ、軽さを感じさせるスタイルが評価されました。 写真は左から植松行雄さん、辻佑輔さん、庄司泉さん
辻さんは、「H19年は県大会と東北大会で優勝、全国大会では５位だっ
たので、今年の目標はズバリ全国優勝！お店に明るい話題を提供することができて嬉しい。オーナーや他店の講師の方々
の熱心な指導のお陰です。 お店の先輩、庄司泉さんがH18年に県大会で優勝していたことも刺激になりました。これ
からはお客さまの要望や髪質に合わせたカットをできるようになりたい。そして人間的に成長し、指導して頂いた方々
に恩返しをしたい。」とハニカミながら笑顔で話してくれました。今後の活躍に請うご期待！

小規模企業共済加入の勧め
◆個人事業主と会社役員の退職金制度です。

◆掛金：毎月1,000円〜70,000円。全額所得控
除になります。
◆廃業・退職時に、共済金を受け取れます。受け取りは、一括・分割・併用のいずれかを選べます。
◆共済金は、税法上「退職所得扱い」又は「公的年金等の雑所得扱い」となります。
◆事業資金等の貸付制度が利用できます。（担保・保証人は不要） ◆地震、台風、火災等の災害時にも貸付が受け
られます。
詳しくは商工会へTEL 43-1212 担当：大町

商工会
「100万人ネ
万人ネッ
商工会の
商工会の「100万人ネッ
商工会
「100万人ネ
万人ネットワーク」
トワーク」で、
で、
あ
あなたの企業を全国に発信
あなたの企業
企業を全国
全国に発信
発信
あなたの企業
企業を全国
全国に発信
発信！
！
あ
使い易いと大好評！ 登録事業所募集中！
☆事業所の新たなＰＲの手段に！
☆パソコンひとつで簡単登録！
☆自前のホ-ムペ-ジがなくとも、商工会のHPに登録可能
☆運用は無料、作成もお手伝いします！
☆一回の操作で商工会、県連、全国連のHP連動して自動更新
☆情報更新は自分で24時間ＯＫ
詳しくは商工会へTel 43-1212 担当：大貫

山形県最低賃金

629

円に

改定

平成20年10月30日より

適用
山形県内で働く全ての
労働者に適用されます。
詳しくは村山労働基準
監督署へTEL55-2815

商工会のお奨め共済

○従業員の退職金制度
○事業主・会社役員の退職金制度
○定期預金とセットの生命保険
○不意のケガに対応する傷害保険
○医療保険
○PL保険
○火災保険、自動車保険
商工会の共済は会員企業のために、サイフに優しく、
手厚い保障

「商工会員福祉共済」に加入していますか？

好評です
好評です「貯蓄共済」
「貯蓄共済」

会員福祉共済は、不意のケガに備えての
傷害保険です。
給付金は日帰り入院から対象で1日
8,000円、通院は3日目から対象で1日
3,000円の手厚い保障。しかも月々の掛金
2,000円とお手頃価格。更に、月々1,000
円の追加掛金で医療特約も付加できます。
詳しくは商工会へTEL43-1212 担当：軽部

貯蓄共済は、万が一の生命保険と定期積
金がセットになった共済です。
月々の掛金もお手頃価格な上に、保険料
率が低いので、貯まります！更に、貯まっ
た積立金は解約せずに「一部払出」ができ
ます。（払出に利息不要！）
追加掛金で医療特約も付加できます。
詳しくは商工会へTEL43-1212 担当：大町

企業と従業員とご家族を守る
自動車共済「MAP」

総合火災共済

自動車事故費用共済

山形県火災共済グループ
〒990-8580 山形市城南一丁目1番1号 霞城セントラル13階
TEL 023-647-2380・FAX 023-647-2382
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商工会の共済は、
商工会員のメ
リットとして、
全国100万会員
の規模を活かし、
団体扱いで、特
に低い保険料率
になっているお
得な制度です。
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編 集 後 記
いよいよ「冬」モードになってまいり
ました。「冬」があるから、「春」の存
在があります。有難く、「冬」を受け止
めたいと思います。（長）

