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　令和元年度の通常総代会を５月２３日（木）あいぱーく今立に
て開催いたしました。総代会の席上、商工会功労者表彰、永
年勤続優良従業員表彰等がとりおこなわれ、受賞者の方々に
表彰状と記念品が贈呈されました。総代会では、全議案とも
原案どおりに可決承認されました。

　伴走型小規模事業者支援推進事業として、会員事業所と
常に寄り添いながら、地域事業者の持続的発展と成長発
展を支援するため、経営指導の強化に取組みます。
　また、働き方改革の推進に向けた取組みについて、主に
年次有給休暇の取得や時間外労働の上限制限が導入され
ることから、生産性の向上や業務効率化を図るなど、相談
窓窓口を設置し支援を行っていきます。キャッシュレス化や
消費税軽減税率への対応についても講習会を開催すると
ともに、越前市が実施するプレミアム付商品券事業にも参
画し、地域における消費の喚起、下支えのための取組みを
進めます。
　さらに、「あいぱーく今立」に入居したことから、越前市
東部地域の中心として人をひきつける魅力ある「まちの顔
ととなる複合施設」の一役を担うべく、記念講演会、越前げ
んきフェスタ商工会マルシェの開催、「あいぱーく今立」展
示事業の充実、カフェコーナーを受託するなど、さらなる
集客と賑わいを図るための取組みを進めます。

第1号議案 平成30年度事業報告並びに収支決算承認の件
第2号議案 令和元年度事業計画(案)収支予算(案)決定の件
第3号議案 一時借入金最高限度額（案）決定の件
第4号議案 定款の一部改正（案）の件
第5号議案 役員の補充選任の件

重点事業  1 伴走型小規模事業者支援推進事業の推進
             2 働き方改革の推進に向けた取組み
             3 会員増強運動の推進
             4 共済制度の推進
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　製造・建設においては比較的好調であるが、人手不足のため、特に
建設業においては人員に見合った仕事量にしている。小売・サービ
ス・観光業等は、管内の小規模事業者に対する需要自体は変わらず
減少基調にあり、単価も高くないことから良くて横這い、多くは下
降基調が続いている。

　福井県商工会連合会では、県内商工会の会員情報を取りまとめて
います。平成３１年１月～３月の景気動向についてまとめましたので、
ご参考にしてください。

　生産性向上に関連した設備投資等、前向きな資金需要の割合は増
えているが全体的な相談件数は減少傾向にある。

　事業承継特例の贈与税の納税猶予を利用して、子供に事業を承継
させようという相談がある。一方では後継者はなく、採算が取れな
くなってきたため、自身の代で廃業する事業所もある。

　キャッシュレス還元事業については、会員からの問い合わせも多く、
関心を持っている小売店が多くいる。高齢事業者の多くがキャッシ
ュレス端末の導入については、システムに対する理解不足から導入
を渋る事業所がある。消費税増税の前振りが長いため、切迫感が感
じられない。
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　４月１４日(日)に青年部通常総会を開催しました。総会では全議案とも
原案どおりに可決承認されました。

第1号議案 平成30年度事業報告並びに収支決算承認について
第2号議案 任期満了に伴う役員選任について
第3号議案 令和元年度事業計画(案)並びに収支予算(案)決定について
第4号議案 規約の一部改正(案)について
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通常総会で選任された新役員の方々です。

寺尾　直樹 窪田　敬一

福岡　央晃

田中雄一郎 増田　誠 井上　朝之
簑輪　利彦

土橋　二彰
藤井　武宏 福田　智之

坂永　祐輝 加藤　圭大
酒田　元樹

為沢　裕二 谷口　一邦

　５月１６日(木)あいぱーく今立で令和元年度通常総会を開催しました。
総会では全議案とも原案どおりに可決承認されました。

通常総会で選任された新役員の方々です。

塩谷かおり 長田　千葉 高岸優美子

林　百合子

岩坂由里子 相馬真由美 畑　由紀 小玉　利江
黒田　真美 五十嵐匡美 柳瀬　京子
西野摩里子 土橋美恵子 梅田　悦子 前田千斗世

細井　洋子

福田美千代 山口真智子

第1号議案 平成30年度事業報告並びに収支決算承認について
第2号議案 令和元年度事業計画(案)並びに収支予算(案)決定について
第3号議案 令和元年度会費額決定について
第4号議案 任期満了に伴う役員選任について
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　５月３日（金）４日（土）に万葉の里 味真野苑 周辺におきまして第37回あじまの万葉まつ
りが開催されました。「万葉のふるさと味真野」を広くＰＲすることを目的として、味真野自
治振興会・味真野観光協会・味真野地区区長会・越前市商工会が開催し、万葉集に詠まれた
当時の衣装に身を包んだ「万葉行列」など約500人が街道を練り歩きました。また、茶道各
流派による万葉茶大会、万葉集から出典となった新元号「令和」を記念し、苑内の万葉植物
めぐりや万葉衣装着付体験コーナーの設置が行われ、両日とも天候にも恵まれたこともあり、
約約20,000人の方が来られました。
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　陽春の中、粟田部支部では５月６日（月）花筐公園におきまして新緑の春もみじ鑑賞会を開
催しました。花筐公園は春の桜、秋の紅葉は大変有名で、地区内外からたくさんの方が集まり
ます。そこで新たに春もみじを新たな観光スポットとして、まずは地域の皆様に知ってもらうこ
とを目的に、花筐自治振興会、花筐公園保勝会と合同で開催したもので、大勢の方が集まりま
した。最初に、岡太神社におきまして、磯部宮司より普段は入れない拝殿の中に入れていただ
くとともに、本殿での説明をいただきました。その後に新緑の春もみじの中、花筐公園内の散
策策を楽しみました。また能舞台において、もっちゃんさっちゃんの津軽三味線、小林舞弥歌謡
ショーにより参加者は大変な盛り上がりを見せました。
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お客様用の
トイレを洋式に
改装したい

ホームページを
作りたい

商品パッケージ
を改良したい

新商品製造の
ための機械装置
を購入したい

店舗の商品棚を
改良したい

※詳しくは、商工会にお問い合わせください。また、申込にあたり商工
会で書類を確認する作業が必要となるため、余裕を持った日程で、商工
会にご相談ください。

　本補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者
の地道な販路開拓（創意工夫による売り方やデザイン改変等）の取り組
みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

補助率：販路開拓に取り組む費用の2/3以内
補助上限額：50万円（一定の条件を満たす場合は100万円）
1次締切り：令和元年6月28日（金）
2次締切り：令和元年7月31日（水）
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　日本政策金融公庫武生支店の融資担当者に
よる、「金融個別相談会」を開催します。相談内
容については、設備・運転資金の借入れ、借換
え、返済条件の見直し等、融資や返済に関する
ことであれば何でも結構です。他の金融機関
で借入した分についても、内容によってはアド
ババイスさせていただきます。

※参加には事前の申込が必要です。

日時：令和元年7月18日（木）10:00～15:00
場所：越前市商工会本所
相談料：無料

10 11

　５月２０日（月）、越前市あいぱーく今立内に「カフェ」がオープンしまし
た。本カフェ事業には、越前市商工会が運営に関わっており、「あいぱ
ーく今立」、「いまだて芸術館」、「今立図書館」を訪れる方に憩いの場
を提供することで、地域交流を促進し、地域の活性化につながるよう
支援してまいります。

※定休日（日・月）でも、「越前市あいぱーく今立」や「いまだて芸術館」
でイベントが開催される日は、営業を行う場合があります。

カフェ名称：『おさんぽカフェ』
営業日：毎週火・水・木・金・土曜日（日曜・月曜は定休日）
営業時間：11:00～17:00
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地元応援券(500円) 1枚進呈！
〇募集期間：5月24日(金)～8月23日(金)まで
商工貯蓄共済に新規加入1口につき、地元応援券(500円) を1枚進呈します。
ただし、契約満期後の更新加入、解約後の再加入は除きます。
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　消費税軽減税率の導入に伴う、軽減税率対策
補助金（レジ補助金）やキャッシュレス・消費者
還元事業の締め切りが近づいてきました。
　キャッシュレス機器の導入は国が２/３、決済事
業者が１/３補助と自己負担なしで導入できます！
　キャッシュレス対応に向けたセミナーを開催
ししますのでぜひご参加ください。

日時：令和元年6月25日（火） 18:30～20:00
場所：あいぱーく今立 大会議室
        越前市粟田部町9-1-9
講師：中小企業診断士　北島宏樹 氏
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①外食時には、食べられる量だけ注文しましょう。
②宴会時には、しっかりと食べる時間を作りましょう。
③ご家庭では、必要な分だけ料理を作り、使い切り、
   食べきりを心がけましょう。

　まだ食べられるのに捨てられている食べ物「食
品ロス」は、日本で年間約632万トンにもなり、
その半分が家庭から出ています。これは、年間で
1人当たり茶わん164杯分を捨てていることに
なります。食べられるものがごみになってしまう
のは、本当にもったいないですね。『おいしい え
ちちぜん  食べきり運動』は、食べ物に感謝して、お
いしい食事を楽しみながら、食べきりましょう！
という運動です。

　おいしい食事を楽しみながら、食べきり運動に参
加しましょう。皆様のご協力をお願いいたします。

お問い合わせ：越前市環境政策課 22-5342
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越前市商工会だよりは、令和元年度より「えちぜん通信」になりました。
・昨年９月に本所が移転したことや、５月から年号が変わったことに伴い、名称や全体のデザインを一新しました。
・また、発行回数を年間4回から6回に増やし、多くの方に読んでいただけるような会報づくりを目指します。

異動前：福井県商工会連合会 高度支援課
主な担当：経営指導業務

①登録ロゴマークの使用　
②「えちぜんモノづくりNET」での商品掲載などのメニューの利用　
③ロゴをパッケージに印刷するための製版・改版費用の一部補助

各制度の詳細については

　越前市　企業支援　を検索ください。

お問い合わせ：越前市産業政策課 22-3047
ロゴイメージ

　7年の月日を経て年齢とシワを重ね帰
ってきました。うらしま太郎っぽいです
が、今までの経験を活かし少しでもお
役に立てるよう頑張りますのでよろし
くお願いします。

　右も左もわからない新人ですが、少し
でも早く会員の皆様のお役に立てるよ
う努めてまいりますので、よろしくお願
いします。

異動前：池田町商工会
主な担当：記帳業務・味真野地区建築組合

主な担当：記帳業務・庶務

　金融機関から転職し、6年間県連合会
に勤務しておりました。商工会の勤務
は初めてですが、早く皆様のお役に立
ち、地域を盛り上げていきたいと思い
ますので、よろしくお願いします。

　市内で生産施設（工場）等の新設・増設・更新を行う場合、空き工
場等を活用される場合などに補助金を交付します。

　市内の中小企業者や創業予定の女性などが、市の指定する人材育
成機関が開催する講座を受講する場合、外部から指導員を招いた
研修を利用する場合（新入社員研修としても利用可）、外国人技能
実習生が技能検定試験（3級のみ）を受験する場合（ただし、技能
実習生等向け随時3級を除く）、女性創業者等グループが行う講
座等に係る費用の一部を補助します。
※※受講等の前に申請が必要です。

　市内の中小企業者等が県外（国外を含む）の展示会等へ出展する
場合、経費(出展・小間料、展示装飾費、会場配布用パンフレット・
案内状作成費など)の一部を補助します。
※展示会等の前に申請が必要です。
 

　豊かな自然環境を有し、歴史と文化が残るモノづくりのまち「越前市
」から全国に向けて販売される商品を募集します。ロゴマークを活用
することで販売促進につなげたい商品がありましたら、ぜひお問い
合わせください。登録商品には、下記の支援を行います。
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