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②　令和４年 7月 11 日 第251号塩 尻 商 工 会 議 所 会 報

塩尻商工会議所　令和３年事業報告
令和３年度を総括する通常議員総会を５月２７日に開催し、事業報告並びに収支決算が承認
可決されました。

①会議所事業
　残念ながらコロナの感染拡大のため「会員大会」「新年賀詞交歓会」は中止となりましたが、「会
員ゴルフ大会」「商工野球大会」「会議所フォーラム」「永年勤続従業員表彰式」はコロナ対策

を施したうえ、できる範囲での企画内容で開催いたしました。

②コロナ対策
　行政との連携の中で、市からの様々な受託事業を実施し、コロナ対策にも対処してきました。
多くの市民の方が応募され発行総額１８億円の規模となったプレミアム付商品券と事業所から

の要望が多かった事業者間取引用商品券の発売事業は、大変好評のうちに終了することができました。

③意見要望活動
　コロナ対策の要望を主眼として「塩尻市商工業施策に関する建議」と「緊急要望」を行い、
市ではそれらの要望にスピード感を持って措置を講じ、支援を実施いただきました。

④観光産業振興
　コロナの感染拡大を考慮して各種イベントが中止となる中、オンラインでの玄蕃まつりの開
催・塩尻元気玉の花火打ち上げ、ハッピーハロウィーンの写真コンテストなど、コロナ禍でで

きる方法を模索して、何とか市民のみなさまが喜んでもらえるよう、小規模ながら事業を実施いたしました。

⑤商業振興事業
　「シリゼミ」は、春・秋と２回開催し、プレイベントのシリゼミマルシェも開催いたしました。
また、飲食店支援としてコロナの状況を見ながらタイムリーに「おうちでシリめしクーポン券

事業」の第４弾～第６弾と「しおじりトライアングルえんにち」を開催いたしました。

⑥工業振興事業
　地域企業の品質向上等を促進するため、市内製造業の技術の高度化に向けた研修会をコロナ
対策を講じて実施しました。

⑦中小企業相談所事業
　塩尻市から受託した支援施策への相談対応や、事業復活支援金、小規模事業者持続化補助金
をはじめ国・県の各種支援金・補助金申請の支援や事業計画の作成支援などを行いました。

併せて、小規模事業者を主な対象として、金融、税務、労務等の経営についての各種相談、専門家派遣事業などを行っ
てきました。またＩＴ化に向けたデジトレ診断を積極的に行い、事業者の効率化、生産性向上に結び付く支援も行い
ました。コロナに関連する多くの相談対応などにより、会員数が増え、日本商工会議所から高組織率で表彰を頂きま
した。また、経営発達支援計画の運用もスタートし、掲げた目標に向け支援事業を行いました。

　その他、第４７回を迎えた糸魚川・大町・松本・塩尻４商工会議所で構成する『塩の道経済懇談会』は、今年度も
規模を縮小して各会議所の三役を中心に約４０名が糸魚川市に集い、塩の道経済圏の発展及び地域高規格道路松本糸
魚川連絡道路の整備促進、実現に向けた要望を決議しました。
　
　今後もコロナの影響が更に長引くことが予想され、ウクライナ情勢も相まってその影響によっては、会員事業所の
事業継続と地域経済の低迷が懸念されます。今までに経験したことのない見通しのつかない状況が続いていますが、
引き続き行政をはじめ関係機関と連携を強め、素早いレスポンスで会員事業所に寄り添ったきめ細やかな支援を提供
できるようにするとともに、リアルタイムな情報提供と各種相談に対応する中で最大限の支援を行って参ります。

令和3年度 収支決算報告（令和3年4月1日～令和4年3月31日）
　

収入科目 決算額
（単位：千円）  （単位：千円）  

32,118,250

5,404,438

24,324,430

144,211,770

1,144,859

19,811,819

227,015,566

1. 会　　　費

2. 事 業 収 入

3. 共済等手数料

4. 県市交付金

5. 雑　収　入

6.前年度繰越金

　

支出科目 決算額
112,274,308
64,909,144
19,392,302
30,439,812
227,015,566

1. 事業費
2. 人件費
3. 管理費
4. 剰余金

【収入の部】 【支出の部】

会費 14％ 

事業費
49%人件費

29％

管理費
9％

剰余金
13％

　昨年度は、夏以降コロナの感染拡大が落ち着くかに見えましたが、新種のオミクロン株の感染拡大により、年
明け以降急激に様々な行動制限を強いられ、生活・経済も耐え忍ぶ状況に追い込まれてしまいました。再度の休
業要請等により経済活動もストップをかけられ、多くの事業所では様々な支援施策によって、何とか凌いでい
る状況でもあります。
　塩尻商工会議所は、アクションプランを展開する２年目でありましたが、引き続きコロナ禍で厳しい状況に
追い込まれた会員事業所の事業継続を願って、経営支援に重きを置き、状況を見ながら実施可能な事業に取り
組んで参りました。

雑収入1％

繰越金9％

交付金
64%

手数料
10％

事業収入
　　2%

事業の総括的概要

合　　計

合　計



監事  木下 喜良様が叙勲を受けられましたのでご紹介いたします。

　木下喜良監事がこの度、春の叙勲を受けられました。
昭和５０年８月に木下商店を創業し、昭和５４年に法人化され代表取締役社長に就任されました。会長
に就かれた現在も地域の産業振興と社業の更なる発展に努めていられます。
　商工会議所においては、議員・常議員を歴任され平成２５年１１月に副会頭に就任、令和元年１１月に
監事に就任されました。地域総合経済団体としての商工会議所の使命を深く認識され、確固たる信念に
基づき誠意と情熱をもって商工会議所の伸展と円滑な運営、また、活性化と財政基盤の堅持にご尽力い
ただきました。
　特に、市内の人口減少や高齢化による事業所減少などの社会経済環境が変化する中で商工会議所の存
在意義や将来の活動を危惧し、長期ビジョンと共に１０年間のアクションプラン策定に向け、副会頭で
あった平成３１年に活性化特別委員会の委員長を務め、組織構成の見直しや財政基盤の維持を図るため
のプラン策定に約２年間尽力いただきました。また、当所で取り組んでいる「木育事業」に関しては、自ら
が取り組まれている「そば打ち」を通じて、木育フェスティバルでそば打ち道場を実施し、体験を通して
木のぬくもりを感じて成長していく子育て環境の促進に努め、木育の街しおじりの活動に大きく貢献し
ていただきました。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、市内経済の先行きが見通せない状況が続いていますが、木下監事が塩尻
の商工業発展のため尽力いただいたことを継続し、今後も力を合わせ会員事業所のために努めてまいりたいと思います。

　ネーミングライツとは、長野県が所有する施設などの名称に、社名や商品名などの愛称をつけ
ることができる権利（命名権）です。ネーミングライツの特徴である長期的なパートナーシップ
の構築を通じ、企業イメージの向上・企業名の広告などにご活用いただけます。募集施設や募集
要項につきましては、長野県ホームページをご覧ください。

春の叙勲　旭日双光章　春の叙勲　旭日双光章　

長野県では「ネーミングライツパートナー」を募集しています。長野県では「ネーミングライツパートナー」を募集しています。長野県では「ネーミングライツパートナー」を募集しています。

長野県 ネーミングライツ

令和４年 7月 11 日　③第251号 塩 尻 商 工 会 議 所 会 報

TOPICS

監事 /元副会頭　
　　㈲木下商店　木下　喜良 様

表彰式の様子

優勝 百瀬さん（左）と準優勝 竹内さん（右）

　第２７回会員ゴルフ大会を６月２５日（土）塩嶺カントリークラブ
において開催し、１７組６７名の大勢の皆様にご参加いただきまし
た。当日は、梅雨時期とは思えないほどの晴天に恵まれ、参加者は親
睦を深めながらそれぞれにプレーを楽しんでおりました。
成績上位の方は、次の皆様です。おめでとうございました。

【第27回会員ゴルフ大会　成績】

優　勝　百瀬　清克さん　（有）百瀬板金
準優勝　竹内　久二さん　（有）竹内燃料
第３位　小山内英世さん　ＤＯＷＡパワーデバイス（株）
第４位　伊藤　　修さん　信州伊藤石材（株）
第５位　中島　泰典さん　オンライン

第27回 会員ゴルフ大会 開催第27回 会員ゴルフ大会 開催第27回 会員ゴルフ大会 開催



新会員紹介 （※令和4年4月30日ご加入分まで/敬称略・希望者のみ掲載）
事業所名 代表者名 住　　所 電話番号 事業内容 部　会

加藤　敏江

伊藤　聡宏

大和　輝昭

藤森　一志

山路祥二郎

横山　暁一

須郷　　淳

長谷部敬太

洗馬2049  

木曽平沢1711  

広丘高出354-1  

宗賀6112-3  

宗賀3041-7  

大門8-1-28　スナバ  

宗賀71-468 高須アパートB棟  

北小野205-7  

飲食店と古物

設計、デザイン

瓦施行、営業、販売

建築業

林業

人材サービス

造園業

電動モビリティの開発・販売等

菓子製造・販売

87-7485

090-8118-8075

53-1542

090-1734-2756

080-6939-3201

080-6905-2228

090-5761-7205

050-6878-7439

◎お知り合いの事業所で、未加入の方がおりましたら是非ご紹介ください。　　　　　  ※令和4年4月30日現在　1,858事業所

■未記載の市外局番は「0263」

Cafe たね と こはく
伊藤聡宏設計考作所
塩尻瓦工業
藤森外装
山路林業
（特非）MEGURU
緑水園
Hundredths（株）

（株）クランポン
喫茶スナック　はっぴぃ
安達興業
Hiro's Design
ねざめ
ミンクシー
インテリア　オカムラ
そば処　福寿
会津屋

シフォンケーキ工房 
MITCHAN Chiffon 杉村　美里

山﨑　弘志
糟谷 真由美
安達　　巧
横山　博昭
満留　和輝
宮原　拓郎
岡村　正夫
小松　嘉幸
永井　昌子

大門 6-3-41

広丘堅石 2146-203  
広丘堅石 1190-2  
広丘堅石 2145-232  
松本市出川 2-25-35  
木曽平沢 2446-2 
広丘高出1494-39塚本ビル１F北側
広丘吉田 2459  
片丘 7781-2  
奈良井 291  

52-0432

090-5801-3330

31-5520

090-8328-6039

080-3442-1449

88-3822

74-0188

50-5590

0264-34-3260

080-1301-3237

菓子製造・販売

飲食業

エクステリア

デザイン

インターネット通販サポート業

電子タバコリキッド製造・販売

内装関係

飲食

菓子製造・販売

旅館飲食
諸　　業
建築木工
建築木工
諸　　業
諸　　業
建設土木
交通運輸

食　　品

食　　品
旅館飲食
建築木工
諸　　業
諸　　業
工　　業
建築木工
旅館飲食
漆器観光

1.事業概要
新型コロナウイルス感染症の拡大により人材不足が顕著となっていることから、市内企業における人材の獲得を
促進し、企業の経営体質の強化を図るとともに、本市へのUIJターン就職を促進するため、市内中小企業において
民間人材ビジネス事業者を活用し、人材を採用する場合、それに係る費用の一部を助成します。
2.募集期間
2022年5月20日(金)～（予算が終了次第、募集を締め切ります。先着順）
※ただし2023年3月10日（金）までに事業が完了し、実績報告書を提出する場合に限ります。
3.補助対象事業者
次の要件をすべてみたす必要があります。
（１）中小企業基本法第２条に規定する中小企業者であること
（２）市税を滞納していない者であること
（３）市内に本社または事業所を有している者であること
（４）雇用保険に加入している事業者であること　　
4.補助対象経費
　民間人材ビジネス事業者（※１）を利用し、対象人材（※２）を新たに正規雇用した場合の、民間人材ビジネス事業者
　に支払った人材紹介手数料
※１民間人材ビジネス事業者：職業安定法（昭和22年法律第141号）第30条に規定する有料職業紹介事業の許可を

受けた事業者
※２対象人材：塩尻市に新たに転入し、市内中小企業への就業を希望する者であり、単なる労働力としてではなく、

保有する職務経験、資格及びスキル等を生かし、補助対象事業者の経営課題等の解決に資する者。
ただし、新規学卒者及び補助対象事業者の親族を除く。

※本事業の対象となるか確認のため、事業着手前に必ず事前相談をお願いいたします。
5.補助率等
【補助率】補助対象経費の２分の１以内　／　補助上限額：１企業につき２５万円以内
※同一者での申請は年度内で１件とします。
※同一内容の事業について、国や県が助成する他の制度（補助金、助成金、委託費等）と補助対象経費が重複する
事業は申請できません（申請中も同様）。

6．提出書類　塩尻商工会議所のホームページを確認し、ダウンロードしてください。
※塩尻商工会議所『人材確保支援事業補助金』と検索してください。
7．その他　　補助金の支払いは精算払いのため、実績報告書提出後のお支払いになります。
　　　　　　 その他、詳細につきましてはホームページにて必ずご覧ください。

④　令和４年 7月 11 日 第251号塩 尻 商 工 会 議 所 会 報

　【経営支援制度情報】 塩尻市人材確保支援事業補助金



会員事業所のみなさまへ『ききょう共済』ご加入
のおすすめ 　塩尻商工会議所生命共済制度は、会員企業の福利厚生制度の一つとして多く

の会員企業の皆様にご利用いただいております。
まだご加入されていない会員企業の皆様は、この機会に是非ご加入ください。

ききょう共済の保障内容（一部）

　『ききょう共済』は、1口あたりの掛金980円(15歳～60歳・男性の例)で、病気死亡60万円、災害死亡300
万円(新型コロナウイルス感染症も対象)を始めとして、さまざまな保障やお見舞金などが得られます。ぜひこ
の機会に加入・増口をご検討ください。
　　　※ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。

【問い合わせ先】 塩尻商工会議所 ：TEL.0263-52-0258
〔定期保険（団体型）引受保険会社〕 アクサ生命保険株式会社松本支社松本営業所：TEL.0263-36-5483

アクサ生命保険株式会社松本支社塩尻分室　：TEL.0263-53-5371
　　　　　　　　　

業務上・業務外を問わず

24時間保障

6大生活習慣病入院一時金
ガン入院一時金・ガン先進医療一時金

「新型コロナウイルス感染症」による万一の場合、災害保険金支払対象に！

健康増進に役立つ付帯サービスも
健診機関紹介サービス、禁煙外来紹介サービスなど

１年更新で医師の

診査なし
商工会議所独自の

給付制度も！
剰余金があれば

配当金も！

令和４年 7月 11 日　⑤第251号 塩 尻 商 工 会 議 所 会 報
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小規模企業振興委員のご紹介小規模企業振興委員のご紹介小規模企業振興委員のご紹介小規模企業振興委員のご紹介小規模企業振興委員のご紹介小規模企業振興委員のご紹介小規模企業振興委員のご紹介

地域の商工業振興の
ために振興委員は
活躍しています。

地域の商工業振興の
ために振興委員は
活躍しています。

〔代　表〕
塩野崎　隆

北小野

百瀬　昌宏

大門八番町

上條　涼子

広丘野村

米窪　直美

広丘高出

原　　祐治

洗馬

山崎　正幸

洗馬

清水　栄来

大門七区

飯島　　聡

広丘吉田

◆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。

中澤　延夫

大門桔梗町

斉藤　　学

広丘原新田

小山　正晃

北小野

松尾　直昭

広丘原新田

吉江　大紀

大門三番町

有賀　雅和

塩尻町

酒井　幹治

贄川

酒井　正樹

奈良井

振興委員はこのような活動をしています振興委員はこのような活動をしています振興委員はこのような活動をしています振興委員はこのような活動をしています
地域事業者

経営指導員

振興委員

相談

紹
介支

援



マル経融資制度をご利用ください
　マル経融資資金は、経営改善を図ろうとする小規模事業者のために塩尻商工会議所会頭の推薦によ
り、無担保・無保証人で融資を受けられる国の公的融資制度です。マル経融資には新型コロナウイルス
対策マル経の融資も別枠であります。お気軽にご相談ください。

◎融資限度額：2,000万円以内　◎利率：年1.21％（令和4年6月1日現在）
◎返済期間：運転資金７年以内／設備資金10年以内（据置制度あり）

【マル経融資制度】

◎融資限度額：別枠1,000万円　
◎利率：年1.21％より当初３年間、△0.9％引下げ（令和4年6月1日現在）
◎返済期間：運転資金10年以内／設備資金10年以内
　　　　　　　　　　（据置制度あり：運転３年以内／設備４年以内）

【新型コロナウイルス対策マル経融資制度】

◆申込から融資までの流れ◆

①ご相談 ②お申込み ③審査会
（原則月１回）

④融資実行

◎ご融資を希望される場合は早めにご相談ください。（まずは、お電話ください。）
◎場合によっては審査の結果、お客様のご希望に添えない場合もございます。

▼ ▼ ▼

令和４年 7月 11 日　⑦第251号 塩 尻 商 工 会 議 所 会 報

　中小企業相談所では、日本政策金融公庫と連携し、事業資金相談会『１日
公庫』を開催いたします。当日は、金融公庫の担当者が当所にて直接ご相談
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お早めにお申込ください。

○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、より具体的なお話ができ、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おこなえます。

○開催日：7月14日（木）
○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： ①10時～11時　②11時～12時　③13時～14時　

 ④14時～15時　⑤15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】

１ 日 公 庫 の ご 案 内
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商品券取扱店の登録申請は随時行っております。登録希望事業者は、要項を
必ずご覧いただき、必要書類を添えて塩尻商工会議所までご提出ください。
実施要項、申請書等は塩尻商工会議所HPからダウンロード可能です。
（QRコードからの読みとりも可能です。）

https://www.shiojiri.or.jphttps://www.shiojiri.or.jp

街を元気に！地域経
済を守ろう！塩尻でお買い物

を！！

QRコードから
アクセスできます

第３弾

商品券有効期間

元気に！地域経済を
守ろう！塩尻でお買い物を

弾
塩尻市新型コロナ対策
プレミアム付商品券
塩尻市新型コロナ対策
プレミアム付商品券
塩尻市新型コロナ対策
プレミアム付商品券

7月２日（土） 令和 4年 12月31日（土）▲

～持続可能な未来を塩尻から。～

長野県SDGｓ推進企業登録制度のご案内長野県SDGｓ推進企業登録制度のご案内長野県SDGｓ推進企業登録制度のご案内
　長野県では、経済団体、金融機関、大学等支援機関と連携し「環境」・「社会」・「経済」
の３側面を踏まえ、企業等が経営戦略として SDGｓを活用することを支援する制度を設
けています。

　長野県内の企業等※の価値向上と競争力の強化などを図るため、SDGsと企業活動との関連につ
いて「気付き」を得るとともに、具体的なアクションを進める長野県独自の「登録」制度です。

　県はSDGsのゴール等につながる具体的な取組を提示し、提示内容を踏まえ具体的なアクション

に取り組む企業等を登録し、オリジナルの登録マークの提供やHP等による公表を通して応援して

います。2019年の登録開始から現在１，４９２者が申請され、昨年１年間で約２倍の登録数となっ

ています。塩尻市内では３２事業所が登録しております。７月１日からは第１４期の申請受付が

始まっています。（※長野県内に本社又は支社等を有し、県内における事業活動を行う企業、法人、

団体、個人事業主）

　当所においても第７期に申請を行い、推進企業に登録されました。　「SDGｓ」推進のために何
か特別な事をする訳ではなく、現在、事業所で既に行っている様々な事柄を少し拡げるだけでも
「SDGs活動」に繋がります。登録制度の申請につきましては、当所にて支援も実施しております。
お気軽にお問い合わせください。
まずは、「NAGANO　SDGs　BUSINESS　PORTAL」を検索してみてください。　

※長野県SDGs推進企業情報サイト  https://nagano-sdgs.com/

【長野県SDGｓ推進企業登録制度とは】


