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✿越前市商工会女性部 活動報告
本所事務所移転記念事業鉢花プレゼント
越前市商工会女性部では、本所事務所が
「あいぱーく今立」に移転したことを記念して、
部員の方々に新しい事務所に足を運んでい
ただきたいという思いで部員に鉢花プレゼント
を企画しました。
お花はりんどう、ベコニ
ア、ガーベラの3種類を
用意し数多くの部員さん
に足を運んでいただくこ
とができました。
細井洋子様はさっそく玄関先に移植されました。

11月4日(日)
味真野茶もみ唄全国コンクール（いまだて芸術館）
11月4・5日(日・月) 青年部 視察研修旅行（石川県方面）
11月5日(月)
事業計画策定支援セミナー＆個別相談会
（別添チラシをご覧ください）
11月7日(水)
赤十字献血9:30〜12：30（越前市商工会味真野支所前）
11月9日(金)
～18日(日) 花筐絵画展（協賛）
11月17日(土)
南中山支部 研修旅行（勝山市方面）
11月18日(日)
花筐もみじまつり 小林舞弥ショー
12月1日(土)
～7日(金) いまだて商振協 歳末ポイントセール
女性部 視察研修旅行（高山市方面）
12月2日(日)

いまだて商業振興協同組合
まとめ買いはこの
機会にぜひ！

歳末ポイントセール開催‼

日頃より、いまだて商業振興協同組合のお店をご利用いただき、誠にあ
りがとうございます。
お客様へ、感謝の気持ちを込めまして、下記期間中に加盟店でお買い物
をしていただいたお客様に、ポイント２倍セールや、お店独自のサービスを
予定しております。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

ポイント２倍セール実
施店は11月末の新聞
折り込みチラシをご覧く
ださい。

開催期間（予定）：平成30年12月1日（土）～7日（金）
福井県の最低賃金が
改定されています！
地域別最低賃金
（平成３０年１０月１日から適用）

時間額

８０３円

平成３０年
確定申告に関するお知らせ
平成30年より、確定申告用紙の発送が廃止
されます。それに代わって、「確定申告に関す
るお知らせ」のハガキまたは封書が送付されま
す。紙での確定申告を希望される方は、越前
市商工会にて確定申告用紙を配布いたします
ので、お気軽にお越しください。

働き方改革について〜労働基準監督署より〜
2019年４月１日から「働き方」が変わります！
① 「働き方改革」とは一体何を目指しているのか？
働く方一人ひとりがより良い将来への希望を持てるようになること、より少
ない時間で成果をあげられるようになること（労働生産性の向上）、より多
くの方が心豊かな家庭を持てるようにすることを目指しています。労働基
準監督署では、その中でも特に「長時間労働の撲滅」に力を入れて活動
しています。
②働きすぎにさせないための第一歩！
・まずは社員が働いている時間をしっかりと管理すること。
・残業のルール（３６協定）を会社と社員の間でしっかりと決めること。
・残業ありきで仕事の計画を立てないこと。
③社員の働かせ方で困った時にはここへ！
そんなときは迷わず最寄りの労働基準監督署もしくは「福井県働き方改
革推進支援センター」（Tel：0120-14-4864）にもご相談ください。（専門家
による技術的支援、助成金情報等も得られます）

２０１８年１１月号

市の市内企業等を代表する方と越前市が、「越前市
輝く女性活躍応援団」を設立してメンバーとなり、企業
等における女性の活躍支援などの取組みを「行動宣
言」することで、女性活躍の推進と共に企業のイメージ
アップを図り、人材の確保・留保に繋げることを目的に
作られました。

メリットとして、越前市は賛同企業等のＰＲ（情
報発信）をします。市ホームページへの掲載な
どを行い、女性活躍推進・企業のイメージアップ
を図ることができます。

詳しくは、越前市男女共同参画室（077822-3293、ombud@city.echizen.lg.jp）まで、
お気軽にお問合せください。

商工会は行きます！聞きます！提案します！

〜会員満足向上運動〜

味真野支所

越前市池泉町20字17番地1

●℡0778-27-1110●Fax0778-27-1192

白山支所

越前市菖蒲谷町第19号8番地6

●℡0778-28-1359●Fax0778-29-2410

http://www.echizensi-shokokai.jp

今立総合支所と越前市商工会が入居す
る「あいぱーく今立」の竣工式が、9月24日
（月）に開催されました。式典には約１００人
が出席し、テープカットで完成を祝いました。
式典では、越前市商工会の蓑輪会長が、
「奈良市長様をはじめ議会の皆様の深いご
理解とご尽力により、商工会が入居の運び
となり、深く感謝申し上げます」と祝辞を述
べました。
式終了後、来賓の方々は、カフェスペース
で「くになかのケーキ屋さん」のスイーツと
コーヒーを堪能し、歓談を楽しまれました。
また、展示情報スペースとカフェ横のオー
プンなライブラリーでは、デザイナーに協力
を依頼して、地域の事業者の様々な商品を
展示しており、訪れた人たちの目を楽しませ
ました。

新しい商工会ではドア付きの相談室（３室）があり、
より相談しやすい雰囲気となっております。お客様か
らは「前よりもせまくなったね」と声をかけていただくこ
ともありますが、事務所内で働いていると、「広くなっ
た」と感じております。
商工会にご用がなくても、「ちょっと見に来た」と来て
くださる方もいらっしゃって、職員一同うれしく思って
おります。今後もぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

商工会のホームページをリニューアル
越前市商工会では、9月25日（火）に「あいぱーく今立」への本
所移転に合わせて、ホームページをリニューアルしました。
新ホームページでは、より使いやすく、よりわかりやすいホーム
ページとなるように、デザインやページ構成を見直しました。
会員の皆様に役に立つ情報を、リアルタイムに掲載しておりま
すので、是非一度、新ホームページをご覧下さい。
ＵＲＬ：http://www.echizensi-shokokai.jp/

「賛同表明」を市ホームページ（「越前市輝く女性活躍
応援団」と検索）からダウンロードし、メールで提出して
ください。

「越前市輝く女性活躍応援団」になる
メリットは何ですか？

越前市粟田部町第9-1-9

●℡0778-43-0877●Fax0778-43-7005

越前市商工会本所が「あいぱーく今立」に移転しました！

「越前市輝く女性活活躍応援団」になるにはどうすれ
ばいいのですか？

※掲載されている「女性の活躍支援計画」のうち
５項目以上取り組んでいることが条件です。

本所

越前市商工会だより

越前市からお知らせ 越前市輝く女性活躍応援団 賛同企業を募集しています！
「越前市輝く女性活躍応援団」とは何ですか？

発行：越前市商工会

味真野支所・白山支所

開館時間変更のお知らせ

１０月１日より白山支所の開館時間を、１０月９日より味真野支所の開館時間を変更しております。
下記の通りとなっておりますので、よろしくお願いいたします。

味真野支所
白山支所

平日(月〜金） １０時〜１７時１５分
月・水・金
１０時３０分〜１６時

商工会は行きます！聞きます！提案します！

〜会員満足向上運動〜

商工会は行きます！聞きます！提案します！

会員視察研修旅行にいってきました！

in京都迎賓館と鉄道博物館

各種支援事業のご紹介
越前市内に事業所を有する中小企業等
が、「先端設備等導入計画」を策定し、本市
の認定を受けた場合、次の支援措置を受け
ることが出来ます。
【支援措置】
①新たに導入する先端設備等に係る固定
資産税の免除（３年間）※

「京都鉄道博物館」は面積・展示車
両数において日本最大の鉄道博物
館で、現在では運行されていない特
急雷鳥や、１００年以上前の蒸気機
関車など多くの車両が展示されてお
りました。

※先端設備等については、「先端設備等導入計画」を本
市から認定を受けた後に取得することが必須となります。

「京都迎賓館」は国の迎
賓施設で、平成２８年より一
般公開が実施されました。
おもてなしのための施設や
庭園、調度品等を見学する
ことができ、貴重な体験を
することができました。

お気軽に商工会へご相談下さい。
展示会等出展支援事業補助金

生産性向上に寄与する
設備投資を支援

９月１日（土）に、視察研修旅行として、京都市の京都鉄道博物館・京都御
所と京都迎賓館へ行き、７５名のご参加をいただきました。

〜会員満足向上運動〜

②国の補助金における優先採択（審査時の
加点措置）
・サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（Ｉ
Ｔ補助金）も加算措置の対象です。
③計画に基づく事業に必要な資金繰り支援
（保証限度額の拡大）

市内の中小企業者等が県外の展示会等へ出展する場合、その経費
の一部を補助します。
【対象事業】
展示会等出展：県外で開催される、１回の出展につき出展料・展示装
飾費の合計が２０万円以上の展示会等への出展
女性創業者チャレンジ出展：市内外の展示会や販売会への出展で、一
回の出展につき対象経費の合計が５千円以上のもの
【対象経費】
展示会等出展：出展・小間料、展示装飾費、会場配布用パンフレット・
案内状作成費(追加)など
女性創業者チャレンジ出展：出展・小間料、展示装飾費、会場配布用
パンフレット・案内状作成費(追加)など
【補助金額】
展示会等出展：対象経費(税抜)の２分の１以内（上限あり）
女性創業者チャレンジ出展：対象経費(税抜)の３分の２以内（上限あ
り）
【申込】平成31年3月末までの出展分は、１２月末まで随時受付中

「ＩＴ導入補助金」三次公募が実施中です！
昼食は京都のおばんざいをバイキング形式で楽しんでいた
だき、大変喜んでいただきました。
視察に参加された皆様、ありがとうございました。来年も魅力
ある会員視察研修旅行を企画しますので、楽しみにお待ちくだ
さい！

１０月２０日「商工会移転記念講演会」＆
「商工会マルシェ」を開催
10月20日（土）に、「あいぱーく今立で」、福井市出身で株式会
社GHIBLI（ギブリ）代表取締役の坪内知佳さんの講演会を開催
しました。
坪内さんは漁業未経験ながら萩市大島で漁業集団を束ねる
リーダーとなり、荒くれ漁師との奮闘記や魚直販のビジネスモ
デルを構築した経緯を紹介。会場には約200名の方が来てい
ただきました。
「商工会マルシェ」では、各支部の皆様に各種模擬店のご協
力をいただきました。ありがとうございました。例年よりも多くの
お客様に、会場に足を運んでいただきました。
最後のお楽しみ「お楽しみ抽選会」では特賞に「ＩＨ炊飯
ジャー」をプレゼント。抽選結果が読み上げられるたびに、はず
れた方々からはため息が・・天候にも恵まれた、楽しい一日と
なりました。また来年もどうぞお楽しみに。

ＩＴ導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が、自社の課題やニーズに合ったITツール（ソフトウエア、サービス等）
を導入する経費の一部を補助することで、事業者の業務効率化・売上アップをサポートするものです
○補助対象経費：ソフトウェア、クラウド利用費、導入関連経費等
○補助額：下限15万円、上限50万円
○補助率：対象経費の1／2以内
○申請期間：2018年9月12日（水）～11月19日（月） ○事業実施期間：交付決定後～2019年1月31日（木）
○IT導入補助金ホームページ：https://www.it-hojo.jp/

事業計画策定支援セミナー＆個別相談会 開催決定！
11月５日(月)19時〜21時
あいぱーく今立 大会議室
講師：片岡 巧男氏
（アトムボーイ創業者）
詳しくは同封のチラシをご覧ください。

経営革新計画を作成し、承認さ
れると、「ものづくり補助金」などの
加点対象となります！

日時 １１月１6日（金）
１０:００〜１５:００
場所 越前市商工会 本所
※必ず事前にご予約をお願いします。

ネクストブレイク賞品の紹介「くになかのケーキ屋さん」
今年度の福井のネクストブレイク商品に、越前市商工会からは
「くになかのケーキ屋さん」の「クリィーミィチーズケーキハーフ」
が選ばれました。
県連合会では、創意と工夫にあふれた新しい商品を「福井の
ネクストブレイク商品」として認定し、販路拡大を支援しており、
展示即売会への無料出店、広報誌などマスコミを通じたＰＲなど、様々な支援
が受けられます。本事業は来年度も実施する予定ですので、興味のある方
はお気軽に商工会へお問い合わせ下さい。

「商工会のしあわせ逸品フェア」が開催されました

商工会は行きます！聞きます！提案します！ 〜会員満足向上運動〜

一日金融公庫
（無料）

県商工会連合会は９月３０日、県内１３商工会お薦めの逸品を販売する
「商工会のしあわせ逸品フェア」を、福井駅西口のハピテラスで開催しまし
た。
越前市商工会からは、「くになかのケーキ屋さん」
と「森の木いちご畑café」の２店が出店。素材にこだ
わったチーズケーキやシフォンケーキなどを販売し、
越前市商工会ブースは多くの人でにぎわいました。

また、商工会では
無担保・無保証人・低金利
のマル経融資のご相談・斡旋を
随時受け付けております。
マル経の利率は10月22日時
点で年利１.１１％です。
なお、県と市の利子補給制度
により、実質金利は以下のとお
りとなります。
○設備資金
１〜２年目：県・市の利子補給
で実質金利０％
○運転資金
１年目：県・市の利子補給で
実質金利０％
２年目：県の利子補給で
実質金利０.６１％

