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毎月3日は
山賊焼の日
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ワインの日

今回のプレゼントは
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です。
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塩尻商工会議所　平成 29年度事業報告
平成 29 年度を総括する通常議員総会を 5月 25 日に開催。
事業報告並びに収支決算を報告し可決されました。

　平成 29 年度の日本経済は緩やかな回復基調が続いており、「経済の好循環」が着実に回り始めていると報告されて
います。しかしながら、さまざまな問題による政治不信が進む中、働き方改革による労働環境の変化やインバウンド
対応、人手不足など、日々企業はさまざまな対応や経営判断を迫られる時代になってきています。業種によってさま
ざまではありますが、地方経済全体としてはまだまだ景況の好転を実感できる状況にはなく、消費改善までたどり着
きません。塩尻商工会議所では「地方創生」のもと、地方経済の回復のために、会員事業所のみなさんへの支援、地
域全体の発展・活性化を目指し、さまざまな取り組みを実施いたしました。

【事業の総括的概要】
① 意見要望活動 ● 
　観光戦略・ブランド戦略・PR 戦略の見直し、新たな工業団地の早期整備と企業誘致の推進、若手職人（従業員）の
人材育成及び人材確保支援等 13 項目からなる「塩尻市商工業施策に関する建議」を提出しました。建議に対して取り
組んでいただいている案件もあり、また施策に関し意見交換をする機会も多くなり、行政との連携の成果とスピード
アップが目に見える形で表れてきています。
② 観光産業事業 ● 
　昨年 50 周年を迎えた木曽漆器祭・奈良井宿場祭、第 42 回玄蕃まつりなどの市内のイベントの事務局として、また
ハッピーハロウィーン in しおじり、山賊焼フェスティバル等の支援をすることで地域の賑わい創出に寄与いたしまし
た。「第 7 回木育フェスティバルイン信州しおじり」及び「第 4 回森のフェスティバル」の開催、東京ビッグサイトで
の Gift Show 出展など会議所主導の事業も引き続き行いました。
③ 商業振興事業 ● 
　「シリゼミの会」を支援し、塩尻版街ゼミ「塩尻知る知りゼミナール」を 5 月と 11 月の 2 回実施するとともに、市
内 3 高等学校のキャリア教育と連携した「出張シリゼミ」を開催し、地域貢献活動も行いました。
④ 工業振興事業 ● 
　小学生を対象とした「第 13 回こども科学探検団」及び中学生を対象とした「科学探検団 NEXT」を実施し IoT 時
代のソフトウェア開発を学びました。また、地域企業の人材育成や品質向上等を促進するための研修会を開催しました。
⑤ 中小企業相談所事業 ● 
　国の経営発達支援計画の 3 年目にあたり、小規模事業者持続化補助金を始め各種国の補助金申請に係る事業計画作
成支援を行ったほか、小規模事業者を主対象とした金融、税務、労務等、経営についての各種相談や専門家派遣事業
を実施しました。

　その他、塩尻市との連携を推進するため、平成 29 年度も引き続き市職員の派遣を継続し、併せて塩尻市からの受託
事業を実施しました。また、塩尻市・塩尻地区労務対策協議会と連携した「実践型インターンシップ」も夏休み・春
休みの 2 回開催し、6 事業所の経営革新プログラムに、8 人の首都圏の学生がチャレンジし、成果を残してくれました。

　依然として事業主の高齢化、後継者不足等を背景に廃業する事業所が増加の一途をたどっており、平成 29 年度末の
会員事業所は 74 事業所が減少し 1,823 事業所となってしまいました。会費収入の減少は会議所の財政悪化に繋がるこ
とから、会議所の会員であるメリットを今一度見つめ直し、創業者支援を積極的に行いながら新規会員加入の推進を
強化するとともに、今後の会議所運営の在り方を考えて参ります。

平成 29 年度 収支決算報告（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日）

収入科目 決算額

1．会　　　費 31,797,000

2．事 業 収 入 3,624,768

3．共済等手数料 28,628,959

4．県市交付金 75,096,412

5．雑　収　入 864,358

合　　計 140,011,497
 （単位 : 円）

会費23％

事業収入
2％

手数料20％
交付金54％

雑収入1％

収入の部 支出科目 決算額

1．事　業　費 48,112,117

2．人　件　費 60,746,112

3．管　理　費 19,217,302

4．委託事業費 327,000

5．剰　余　金 11,608,966

合　　計 140,011,497
 （単位：円）

事業費34％

人件費43％

管理費14％管理費14％

委託事業費
1％

剰余金
８％

支出の部
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　6 月 16 日（土）塩嶺カントリークラブにおいて第 24 回会員ゴルフ大会を開催いたしました。
16 組 63 名が参加され、スタート時は霧が濃く肌寒いくらいのコンディショ
ンでしたが、参加者は和気あいあいと、また、はつらつとプレーを楽しん
でいました。また、今大会も多くの会員事業所様よりご協賛をいただき
大会を盛り上げていただきました。優勝者・準優勝者は次の方々です。
おめでとうございました。

第 24 回会員ゴルフ大会　結果

〈参加者の皆様〉

〈始球式の様子〉

優勝：木曽漆器工業（協）　宮原弘志さん（左）
準優勝：松本度量衡（株）　中田　修さん（右）

「第 10回シリゼミ」開催しました！
　5 月 3 日（木）～ 31 日（木）で市内の 34 店舗 37 講座で「第 10 回シリゼミ」
が開催されました。
　事業者で組織する「シリゼミの会」が運営を行い、まちのプロ店主によ
り個性的な授業が開催される「シリゼミ」。
　今まで約 2,500 名の方が受講し、受講後のアンケートでは、99％の方に
満足・大満足と好評のゼミナールです。ぜひ「第 11 回シリゼミ」には受講
者として、また、参加店に登録いただき講師としてご参加ください。

「シリゼミ」参加店募集 !!
　第 11 回の塩尻知る知りゼミナール「シリゼミ」を 11 月に開催します。
　シリゼミは自分のお店を知ってもらい、今後、お客さんとして足を運んでもらうことを目的とした
商業振興事業です。現在シリゼミの会には 31 事業所に登録していただいております。
　個店だけでなく、製造業の工場見学など地元の人に会社を知っていただくツールとして活用いただ
けます。回を重ね、シリゼミの開講を楽しみにしてくださる方も増えております。この機会を利用し
ぜひ、自分の店をアピールしてみませんか？

・�開催期間　11月 1日（木）～ 11月 30日（金）
　※講座開催の都合により、変更になる場合もあります。

・年会費　2,000 円
・参加費　1講座　10,000 円（広告費等込み）
　※講座は無料で開催するのが原則です。また、講座中の販売行為は禁止しています。

ご興味のある事業所様は、塩尻商工会議所までお気軽にお問い合わせください。
◎「シリゼミの会」は商店主が集まり、さまざまな情報交換・交流ができるこれから
の新しい商業組織を目指しています。

 

〈和菓子作りに挑戦〉
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対 象
生産性向上に寄与する業務分野の機能を 2 つ以上組み合わせた導入
ただし、IT 導入補助金事務局に IT ツールを申請・登録されたもの　

フロント業務 ミドル業務 バックオフィス業務
予約・コミュニケーション
販売・店頭・決済　など

顧客管理・人事シフト・受発注・
原価管理　など

財務・会計管理・給与　など

補助額：15 万～ 50 万円 補助率：1/2

☆つまり、2つ以上の業務機能をもつことが条件での ITツール導入が対象
※ 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施する「SECURITY ACTION」の「一つ星」または「二つ星」の宣言

も申請要件

申
請
に

つ
い
て

募集期間 第二次　6 月 20 日（木）～ 8 月 3 日（金） 第三次　8 月下旬～ 10 月上旬
申　　請 IT 導入補助金事務局に IT ツールを登録している IT 企業（IT 導入支援業者）が提出する

中小企業向け「IT導入補助金」のポイント

　『1日公庫』のご案内　
塩尻中小企業相談所では、日本政策金融公庫と連携して事業資金相談会『 1 日公庫』を
開催いたします。
金融公庫の担当者が当所にて相談をお受けします。
下記日程で開催いたしますので、ご希望の方はお電話でご予約ください。
完全予約制ですので、早めにお申し込みください。

○開催日：7月 24日（火）
○会　場： 塩尻商工会議所会議室（市営駐車場をご利用ください。3 時間無料の押印をいたします。）
○時　間： ① 10 時～11 時　② 11 時～12 時　③ 13 時～1₄ 時　④ 1₄ 時～15 時　⑤ 15 時～16 時
　※先着順／ 5 事業所（予約が重なった場合は、こちらで調整させていただきますのでご了承ください。）
 相談会持ち物 
○決算書 2 期分および直近の試算表 ※ 事前に決算書・試算表をいただくことができれば、一日公庫でお申し込み等

に繋がり、スムーズになる場合もあります。ご希望の方はご連絡ください。
○会社名印（横判）・実印 ※ 当日手続きが可能になる場合もありますので、ご持参いただきますと手続き

がスムーズに行なえます。

1日公庫

相談所
だ よ り

まずは、
塩尻中小企業
相談所に

ご相談ください！

　会員事業所様が
　叙勲を受けられましたのでご紹介いたします。
　会員事業所様が
　叙勲を受けられましたのでご紹介いたしますトピックス

【旭日単光章】
　第 1次オイルショックが起きた昭和 48 年に、29 歳
でプレス加工の信友工業を設立されました。現在の㈱

サイベックコーポレーションの技術の柱となっている順送プレス加工技術と冷
間鍛造技術を組み合わせた「冷間鍛造順送工法」を国内で初めて開発されまし
た。高精度の部品を低コストで量産できる画期的で革新的なプレス工法技術で、
従来の「焼結+機械加工」「プレス+機械加工」「切削」「研削」といった加工
を、プレス化し大幅なコストダウンを実現させ、『金属の魔術師』とも言われ
たそうです。
　平成 2年に社名を「㈱サイベックコーポレーション」に変更、平成 21 年に
社長を交代し、現在は顧問として後進に「決して諦めない、技術は日々向上す
る。努力は永久に続けていかなければならない。」と伝えています。
　平林氏は、「不撓不屈の思いと、ものづくりへのこだわりをもって成し遂げられた結果だと思っている。今後も
健康である限り技術向上のために常にチャレンジする姿勢を持ち続け、人材の育成、イノベーションをはかり、社
会に貢献すべく努力していきたい。」と、語られました。

㈱サイベックコーポレーション
平林　健吾さん
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　　小規模企業振興委員のご紹介　　
　北小野　 　大小屋　　北小野　

　振興委員はこのような活動をしています　
◆相談： 地域事業者と経営指導員との間の連絡・相

談の取り次ぎをし、経営改善のお手伝いを
します。

◆要望： 市内各地区の問題・要望等を会議所へ伝
え、会議所はこれを行政等に反映するよう
具申・建議をします。

◆入会：会議所会員への入会をお勧めしています。
◆情報： 各業界・各地区と会議所間の情報伝達をし

ます。

お近くの振興委員にお気軽にご相談ください。

相　談

経営でお悩みの方は
今すぐ振興委員へ
ご相談ください。

経営指導員が問題を
お聞きしながら指導
をいたします。

経営指導員を
紹介いたします。

振興委員

経営指導員

地域事業者

紹
　

介指
　

導

　片　丘　 　大門並木町　　大門桔梗町　

地域の商工業振興の
た め に 振 興 委 員 は
活 躍 し て い ま す。

西牧　　学
㈲平和自動車

52-0912

小山　正晃
㈲小山精機

0266-46-3683

丸山　悦男
㈲丸山化成

52-9506

小野　桂一
小野税務会計事務所

52-2292

中澤　延夫
中澤ガラス店

54-1298

　大門七番町　 　広丘高出　　大門八番町　 　大門七区　

奥原しげ子
㈱中信水道

52-0881

小泉　智彦
補聴器ラボ みみずく

54-3301

百瀬　昌宏
百瀬司法書士事務所

52-2860

清水　栄来
整体サロン bloom

090-3585-3075

　奈良井　　木曽平沢　　広丘原新田　 　洗　馬　　広丘原新田　　広丘原新田　

永井　　裕
越後屋旅館

0264-34-3011

山崎　敏男
山崎漆器店

0264-34-2160

斉藤　　学
一休堂
52-1544

吉江　智浩
㈲ユキトモ精工

52-3385

原　　順子
はいはら
52-8772

松尾　直昭
京呉服 まつお

53-5298

〔代　表〕
塩野崎　隆
塩野崎工作所
0266-46-2346
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インターンシップ事業って何 ?
　インターンシップ事業とは、経営者が「本当はやってみたい、試
してみたいけど、どうしても手が付けられない」という、将来の会
社の新たな方向性に繋がる本気のプロジェクトに対して、首都圏の
大学生と一緒に一定期間、試し実践することです。
　平成 25 年から始まったこの事業は、市からの委託事業として継
続されています。これまでに 18 社、43 名の学生が参加しました。
本年 4 月には、インターン生 3 名が本市に就職し移住しました。事
業開始から 5 年が経過した今、I ターン、若者の移住施策に繋がる
一定の成果が出ています。

今年度の取り組みは ?
　本年度は、市内 4 社が受入企業としてご協力いただけることとな
り、現在、学生受け入れに向けた準備を進めています。去る 6 月
10 日には、東京都永田町において、インターンを希望する学生が
集まるフェアに参加し、意欲ある学生へ呼び込みをしてきました。
3 分間の全体プレゼンの後、各地域のブースに分かれ学生の呼び込
みを行いました。今回のフェアには、全国各地から 14 地域、大学
生約100人集まりました。塩尻ブースには約40名もの学生が集まり、
4 社のプロジェクトへの関心の高さが伺えました。
　今後、学生の応募を待ち 8 ～ 9 月の間の約 4 週間、プロジェクト
の解決策を探っていきます。

　地域ベンチャー留学2018夏

実践型インターンシップ事業を実施します

6/10 永田町で行われたマッチングフェ
ア。都内大学生約 100 人に塩尻の魅力と
今回のプロジェクトの説明を行いました。

昨年、インターン生が企画・実践した出店
イベント。大勢のお客さんから好評を頂
き、販売促進に繋ぐことができました。

インターン事業の成果の集大成。社長、市長、
会頭などを目の前に、取り組みの成果をプ
レゼンします。（写真は昨年度の様子）
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編 集 委 員　　高橋治美・奥原裕幸・小川和寿・西村文彦・有賀茂幸・川上博昭・作田　弘　（順不同）
※次回第236号は平成30年10月発行予定です。お楽しみに。

新会員紹介（※平成 30 年 4 月 30 日加入分まで／敬称略・希望者のみ掲載） ※未記載市外局番「0263」

事 業 所 名 代表者名 住　　所 電話番号 事　業　内　容 部　　会

㈱マイクロネット
　信州事業所 浜　　三弘 広丘野村 1376-14 52-8655

コンピュータ関連機器のハードウェア・ 
ソフトウェアの受託開発及び評価業務、 
自社商品の開発・製造・販売

工　　業

山田保温 山田　純一 広丘高出 1907-3 090-5793-0886 断熱加工 建設土木

㈱マサモータース モハメドマザー
イグバルマザー 広丘吉田 333-1 85-7212 車輌販売 交通運輸

ワイワイ信州 古屋　陽子 松本市岡田松岡 1-5 75-9455 HP 制作、グラフィクデザイン、 
ポータルサイト運営等 諸　　業

松下中小企業診断士事務所 松下　晴計 大門田川町 150-142 54-2544 経営コンサルティング 諸　　業

コーヒー豆　CLÉCY 柳田　実樹 広丘原新田 214-6 88-2290 コーヒー豆の小売販売 商　　業

メカニック・パーツ㈱ 塩原　　健 広丘高出 1563-1 53-6340 工作機械による製品製作 工　　業

須山型枠 須山　将樹 宗賀 5280 牧野団地 525 080-2041-4054 建設業 建設土木

◎お知り合いの事業所で、未加入の方がおりましたら、ぜひご紹介ください。
※会員事業所数：1,827 事業所（平成 30 年 4 月 30 日現在）

いつも「会報しおじり」をご覧いただきありがとうございます !!
毎号「会報しおじり」よりクイズを出題します。

今回は正解の方 10 名様に「焼肉 東山　食事券 3,000 円分」をプレゼントいたします。
応募者多数の場合は、抽選となりますのでご了承ください。

★応募締切は９月 15 日（土）までとさせていただきます。（※ 1事業所 1名とさせていただきます。）

　問題．「小規模企業振興委員は何名いるでしょう？」　
「第 235 号：会報しおじり」プレゼントクイズ　応募申込書
（FAX：0263-51-1388）※番号のお間違えにご注意ください。

答　　え 事業所名

応募者名 ご連絡先 電話

★ぜひ、ご意見ご感想をお聞かせください：

◎第 234号当選者はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます。

会報しおじりプレゼントクイズ

　『旬』なGood Newsコーナーをご活用ください。　

　塩尻商工会議所では、えんぱーく（市民交流センター）3 階連絡通路入口に
「『旬』な Good News」（情報提供ラック）を設置しております。商工会議所の
各種セミナーや補助金などの情報提供はもちろんのこと、会員事業所様にもご利
用いただけるコーナーです。
　情報ラックには、事業所のパンフレットやイベント、季節のお知らせ、広告チ
ラシなどを置くことができますのでぜひ、ご活用ください。
　ご利用に関しましては、塩尻商工会議所総務課へお問い合わせください。

〈情報提供ラック〉
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第5回森のフェスティバル、第8回木育フェスティバルイン信州しおじりを下記のとおり開催します。
森のフェスティバルは本当の自然の中で、思いっきり遊んでもらい、また、木育フェスティバルは塩尻
オリジナル「しおじりウッドトイBOX」や「木」を使ったさまざまなイベントを行います。「木にふれ
あう。木と共に」を合言葉に開催します。
ぜひお子様とともに遊びに来てください。

【第5回森のフェスティバル】
日時　9月1日（土）　10：00～ 15：00
会場　長野県林業総合センター
内容　 森のおさんぽ、ツリーハウスつくり、森のキッチン、

糸のこ木工教室など！

【第8回木育フェスティバルイン信州しおじり】
日時　10月6日（土）・7日（日）　10：00～ 17：00（7日16：00まで）
会場　えんぱーく、ウィングロード
内容　・約150種類の木のおもちゃが並ぶ　「しおじりウッドトイパーク」
　　　・ダイレクトに木とふれあう「大人気！フワフワかんなくずプール」
　　　・ ワークショップも充実「チロルの森　木工クラフト」「小鳥のキーホ

ルダー」「マイ箸を作ろう」など。

　第51回塩尻商工野球大会に参加しませんか。会員事業所であれば、事
業所単独でも仲間を集めてのチームでも参加可能です。参加資格等大会要
項が必要な方は、塩尻商工会議所までご連絡ください。ご参加お待ちして
おります。

〈開 催 日〉 予選8月25日（土）／準決勝・決勝8月26日（日）
〈会　　場〉塩尻市営球場・総合グラウンド
〈申込締切〉7月27日（金）

第51回 塩尻商工野球大会参加チーム大募集！

第 5回森のフェスティバル＆　　　　　　　　　
第 8回木育フェスティバルイン信州しおじり開催

みんな　
集まれ!!

〈開催日〉8月14日（火）
〈時　間〉17：30～ 21：00
〈会　場〉広丘駅前通り
〈内　容〉
○完売必至！大人気 !! 広丘青商屋台村
○広丘小学校による金管パレード
○大ビンゴ大会や子供用遊び広場など

第41回
広丘夏まつり

　恒例の広丘夏まつりが今年も広丘
商店街で盛大に開催されます。真夏
の夕涼みにご家族お仲間お誘い合わ
せの上、ぜひ、お出かけください。

会　報
プレゼントクイズ
今回のプレゼントは

「焼肉 東山　食事券3,000円分」
です。

締切は 9月 15日（土）です。
詳しくは「７面」を
ご覧ください !!
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