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会員祝賀会
１月８日に開催された上山市商工会新春祝賀会・会員受賞者祝賀会。第 42 回
県産業賞を受賞した ㈱カネト製作所様をはじめ 12 名の方が表彰されました。祝賀
会には、総勢 90 名が出席し盛会裏のなかに終了しました。
〜受賞者紹介〜
1. 山形県産業賞（産業発展） ㈱カネト製作所 様
2. 厚生労働大臣表彰（生活衛生功労者） ㈲有馬館 代表取締役 須藤信晴 様
3. 厚生労働大臣表彰（食品衛生優良施設）㈲新華楼 代表取締役 江口孝夫 様
4. 山形県知事表彰（生活衛生事業功労者）㈱丸内 代表取締役 内野庄逸 様
5. 山形県知事表彰（生活衛生事業功労者）若草美容院 大場美紀 様
6. 優良施設知事表彰（生活衛生）利 美容室 色摩利子 様
7. 優良施設知事表彰（生活衛生）ビューティージュン 菊地淳子 様
8. 経済産業省商務情報政策局 局長賞（第23回シール・ラベルコンテスト）進和ラベル印刷㈱ 様
9. 日本赤十字社表彰（金色有功章）㈱カネト製作所 様
10. 全国法人会総連合会長表彰（役員功労）㈱庄司製菓 代表取締役 庄司隆弘 様
11. 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会長表彰（役員功労）
㈲彩花亭時代屋 代表取締役 冨士重人 様
12. 日本放送協会長表彰（ラジオ体操普及発展）㈱カトーコーポレーション 様

佐藤社長より謝辞

㈱カネト製作所

受賞された皆さん

新春祝賀会

盛大に行われた

尺八と琴の演奏

オープニングセレモニー
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市との懇談会報告
平成 26 年２月３日（月）彩花亭時代屋を会場に開催されました。
横戸上山市長より「中心市街地基本計画振興策とまちの賑わい
づくり」並びに「平成 26 年度商工振興事業等」について話をし
ていただき、意見交換を行いました。
各部会長より、中心市街地への「まちの駅」や「テルメ」の設置、
耐震対策として旅館等への補助金交付、２０２０年東京オリン
ピック時の坊平ナショナルトレーニングセンターの活用、上山城
の活用、かみのやま温泉駅の駐車場確保、二人乗り自転車による
街なか観光など、多岐にわたり意見が出され熱のこもった議論が
展開されました。

かみのやま温泉まちの賑わいと活性化を願って！
（仮称）かみのやま温泉商店振興会
〈上山商店会・商業組織等連合会設立進行中〉
上山は開湯５５５年来、温泉・宿場町として通過旅人や
湯治などの来訪者が落としてくれる金品等で一定の豊かさ
を保って参りました。
人口減少傾向が続くことから、これからも市民はもちろ
ん、宿泊・日帰りを問わず来訪者が街歩きし買い物したく
なる雰囲気づくりが必要と思われます。
しかしながら、私たち商業関係者を取り巻く状況は、大型
量販店の進出など、非常に厳しくなってきています。
上山市が市制施行６０周年の還暦を迎える平成２６年は、県内全域に JR・JTB が中心となったデスティネー
ションキャンペーンがあり、相当数の観光客が送客されることを、絶好の機会と捉えなければならなりません。
併せて上山市が重要事業として進めているクアオルト事業（温泉保養地）でも、里山ウォークだけでなく、
街なかウォークも開発設定されたことによって市事業に加え、駅長おすすめや駅からハイキングなどにより街
なか回遊者の増加が見込まれます。
私たち温泉観光の街で商いを営むものとして、街の賑い活性化は大きな喜びとするものであり、それに関わ
り共に栄えることが出来ればこれに勝るものはありません。
このようなことから、平成２４年から商店会・商業組織等の代表者と懇談会を重ねて参りましたが、この度「い
ろは市」
「かっぱ市」
「黄金市」を開催している三地区が中心となって他の商店会・商業組織に参加を呼びかけて、
各商店会一致団結してまちづくりの一翼を担って上山市の発展に寄与することを目標に掲げ、商店会・商業組
織等連合会を新たに設立するため、商工会が支援して準備会を開催しております。
つきましては、かみのやま温泉まちの賑わいと活性化のために、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
＜設立目標
＜発起人＞

平成２６年５〜６月＞
上十日町商店会
石 崎 商 店 会
駅 前 商 店 会
かみのやま温泉 飲食店組合

商工会 会長
商業部会長

会 長 松本 佳子
会 長 大泉 潤一
会 長 稲毛 眞人
組合長 高橋 武司
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齋野
大泉

國昭
潤一

商工会事業についての雑感（商店会の街路灯を LED 灯へ）
7 月に商工会の後藤課長から街路灯の補助事業２次募集のお話があって半月で資料を揃えな
ければならない忙しい手続きで駆け込み申請でした。業者選定、デザインの会議、予算の会議か
ら決済の承認など街路灯組合としては一大事業でした。他の地区で街路灯が老朽化で倒れて怪
我をした記事もあったりで二日町としてはこの機を逃せないと意見が一致しました。大金ですが
電気料が約７割削減されれば 10 年で元が取れる計算です。毎月の会費も減額できます。大雪の
中、基礎工事が始まりクリスマスイブには間に合いませんでしたが 12 月 26 日に 15 基が全面改
修されました。かつてのガス灯のような暖かいヒカリです。他の商店会は電球をＬＥＤ灯に交換
したようです。市民の皆さん、夜に明るくなった街路灯をじっくり眺めてください。商工会の後
藤課長には書類申請等など大変ご苦労さまでした。夜の除雪にも明るく貢献しているようです。

情報活動委員
奥村健二 委員

街路灯 LED 化事業に取組んで
上山市商店街等の街路灯 288 基を発光ダイオード (LED) 照明へと全面更新しました。照明部分
が従来の白熱灯からＬＥＤとなることで、より明るくなり魅力ある商店街づくりや住民の安全安心
の確保、消費電力削減など維持管理の負担軽減を図ろうと昨年 11 月に着工、1 月末に完了しました。
総事業費は約 2530 万円で、経済産業省の商店街まちづくり事業から約 1600 万円、市の商店街街
路灯整備事業から約 460 万円の助成を受けての取り組みです。２月 25 日には山形信用金庫上山支
店駐車場で点灯式を行い、関係者約 70 名で完成を笑顔で祝いました。

平成 25 年度の青年部事を振り返って
ビジネス化モデル事業（カセ鳥をモチーフにしたランチメニュー・ス
ウィーツのプロデュース）
イベントの時だけでなく、いつでもカセ鳥フードが食べられるように
と「カセ鳥やきそば」や「ご当地スウィーツ」の制作を実行。食材の提
供をいただきました上山明新館高校のみなさん、ご協力ありがとうござ
います。去る 6 月 27 日黄金神社にて「女子会」を決行。カセ鳥フード
の試食をしていただき貴重なコメントをいただきました。

カセ坊着ぐるみ制作
カセ鳥フードやスウィーツのプロデュースをしている我々青年部。同じカ
セ鳥でも着ぐるみの制作を行ないました。既に市民権を得ている「カセ坊」
を原画に使用することや、
「かねたん」
（米沢市）を手掛けた着ぐるみ制作会
社を紹介していただくなどスムーズに計画が進行。
協賛をいただいた荘内銀行さんをはじめ、市内各種機関や団体の方に
も制作会議に参加いただきパーツ選定をしました。
「全国かかし祭り」にデビューしたカセ坊は、市の広報全般やメディア
出演等々元気に活躍中です。
まずは県内での認知度を高めて、近い将来「ゆるキャラグランプリ」
上位入賞を果たすべく、今後は振付けや演出を工夫して活躍の場を広げ
ていきます。カセ坊の活躍をどうぞご期待ください！

家は買うものではなく創るもの

有限会社 庄・設計

「女子会」風景

大人気の「カセ坊」

断熱から遮熱時代

米国では外気温 38.5℃でも
エアコン不要の建物があった

新築・増改築・リフォームなど、確かな技術と実績で、
あなたの理想の家づくりをお手伝いします。
■上山市金生西 1 丁目 1 番 8 号
■TEL:023-672-5529 ■FAX:023-673-6556
■営業時間／9:00〜18:00 ■定休日／日曜日、祝日 第 2・4 土曜日
（10台）
■ＵＲＬ:http://www.sho-sekkei.com ■Ｅ-mail:igarashi@sho-sekkei.com P あり
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宇宙産業から生まれた

【取り扱い代理店】

婚活イベント
会場である「高橋フルーツランド」さんの観光農園を貸し
切り、参加者の自己紹介やミニゲーム、ぶどうのもぎとり体験
を実施。また、上山市商工会青年部が民俗行事 カセ鳥をモチー
フにプロデュースした食材（カセ鳥鍋、カセ鳥焼きそば）の提供
を行ない好評でした。
その後引続き「山城屋旅館」さんを貸し切り、主にフリータイ
ムの時間としました。
また、ワインとワインに合う食べ物を用意し落ち着いた雰囲
気づくりにも配慮。スタッフが仲人役的なポジションを担い、相
手を引きあわせる為会場を走り回りました。
カップル成立については、17 組成立という大きな成果が得ら
れました。
男性参加者の実に半数がカップルになるという好結果に青年
部スタッフが一番驚きました。
（参考）
例年同様、当青年部主催の婚活事業ではカップル成立した場合
には、
協賛店舗等からデートコースとして使用できる目録（特典）
を贈呈。また、1 年以内に結婚した場合には、さらにグレードアッ
プした特典がついておりカップル成立者の進展を確認できる状
況になっています。

ミニゲーム「リンゴ早むき早食い風景」

女性部事業紹介
〜社会福祉事業として長寿園でふれあい喫茶〜
「いらしゃいませ !! 今日のメニューはコーヒー、紅茶には
いちごのケーキ、昆布茶には春らしい上生菓子ですよ。」毎月
第 2 木曜日の午後 2 時から 3 時半までの時間帯で、年 8 回〜
10 回ほど部員が蔵王長寿園に出前喫茶をしております。
長寿園の皆さんは午後 2 時前から集り、私たちが来るのを
首を長くして待っておられます。私たちは最初コーヒーなど
飲まれるのかと心配でしたが、盛況ぶりにビックリしました。
日頃は余り外出する機会も少ないので、喫茶店へ行ったよ
うな気分で雰囲気を楽しんでくださっているようです。
メニューでは、夏分はアイスコーヒーにしたり、ヨーグル
トなども喜ばれます。また、3 月にはひな人形、5 月にはミニ鯉のぼりにかぶと飾りなど、季節感の演出にも工夫
しております。これからも、少しでも楽しくコーヒーを味わっていただけるように継続していきたいと思ってます。
女性部長 阿部邦子

ジャストは、メッキのプロ集団です。

ジャスト株式会社
ISO 14001 認証取得
メッキ・表面処理・ダイヤモンド電着
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〒999-3103
上山市金谷字下川原 1360
TEL 673-5125
代表取締役社長 岡崎淳一

広域連携協議会の事業紹介
東南村山商工会広域連携協議会主催の 2014 むらやま食と農
のビジネス塾が１月２２日から３月７日まで、上山市商工会館
他で開催され、参加者が加工特産品の開発意義や６次産業化に
ついて理解を深めました。
市内外の農家、食品加工業者など２５名が参加し、全国で食
と農のマーケティングを支援するキースタッフ社長の鳥巣研二
氏をはじめ同社のアドバイザーが講師を務めました。
塾は昨年に続き開催したもので、今年は個別指導を含め計８
回で、加工特産品の試食会や地域資源を活用したドレッシング
製造実習なども盛り込みました。
昨年と今年の塾からは、上山産にんにくを使ったにんにく味
噌（鏡政治商店）や上山産のアロニアを使ったアイス（旬果か
わぐち）など、
新商品が次々と商品化されています。協議会では、
塾終了後も販路開拓などの面で支援を継続していく予定です。

かみのやま 5 店巡り
居酒屋やスナック等からなる「かみのやま温泉飲食店組合」
による「5 店巡り」イベントの抽選会を開催。組合員 46 店舗の
うち 5 店を巡り、専用のチケットにスタンプを集めて店に提出
する企画。かみのやま温泉宿泊券（2 万円分を 4 人）を景品に、
昨年 11 月 1 日〜今年の 1 月 31 日まで初めて実施した。
応募総数は 60 枚。組合の役員が抽選し市内在住の 4 人が当
選しました。参加していただきました大勢のお客様につつしん
で感謝を申し上げます。

加工特産品の試食会風景

にんにく味噌（鏡政治商店） アロニアアイス（旬果かわぐち）

〜当選者名〜 杉原和子 様・土田正志 様・中川とみ子 様・平塚正禎 様

第 45 回優良従業員表式（被表彰者名を掲載）
上山市労務対策協議会では、昨年 11 月に勤務成績が優秀で他の模範
となる従業員を対象に優良従業員表彰式を行なっております。
今年度は１６社２３名の方が受賞。式典では、上山市雇用促進対策
実行委員長の横戸市長から受賞者代表の㈱ザオウ製作所 樋口隆行さん
に表彰状が授与されました。
〜受賞者名〜
○㈱片桐製作所：渡辺久弥、木村千秋、舟越 充
○㈱カネト製作所：鈴木康弘、那須 敦 ○㈱ザオウ製作所：樋口隆行
○髙松精機㈱：板垣文雄、冨樫英明 ○広振電機㈱：齋藤 仁
○㈱アベ工機：菅野昭宏 ○ジャスト㈱：鈴木 透、成田孝子 ○㈲田島製作所：笹原震哉
○㈱ユニカ技研：佐藤友紀、齋藤信一 ○㈱庄司製菓：加藤昌孝 ○㈱ミツワ企業：枝松和之、尾形るみ
○羽陽建設㈱ 佐藤勝美 ○松田建設㈱ 木村耕一 ○㈲月岡ホテル 伊藤美由紀 ○㈱葉山館 高橋 裕
○㈲村尾旅館 高木淳子 ☆受賞されました皆さん本当におめでとうございました。企業の発展の為、今後益々のご活躍を期待しています。

正確に、速く、美しくをモットーに

総 合 印 刷
〒999- 3134

山形県上山市矢来一丁目５番32号

TEL (０２３)６７２－０２３４ FAX (０２３)６７２－０２４０
E － mail : i n f o @ k a m i n o y a m a . c o . j p
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■企画・デザインから印刷までの総合印刷
名刺・封筒・葉書・カタログ・ポスター・
パンフレット・チラシ・ＤＭ・パッケージ
カレンダー・帳票各種・書籍・シール 他
■プリンター出力サービス！！ （カラー・モノクロ）
【レーザープリンター】 用紙を選ばず、片面・両面
対応紙：上質紙 /コート紙 /光沢紙 /特殊紙 他
●プリント・コピー ＋ 製本・トジ加工 可（資料などにどうぞ）

景気動向調査報告
（平成 25 年 12 月調査）

●法人会

e-Tax広告2013

B6半/4C

e -Tax
国税電子申告・納税システム

電子申告で
効率UP!

国税に関する申告や納税、
申請・届出などの手続が
インターネットで
行えます。

納 税にはダイレクト納付が便利です！

e-Taxを利用して電子申告等をした後に、届出をした預貯金口座から、簡単な操作で
即時又は期日を指定して納付することができます。 ※事前にダイレクト納付利用届出書の提出が必要です。

※届出書の提出から利用可能となるまで、1か月程度かかります。

e-Taxを利用して所得税の申告を
するとこんなメリットが！

法人会

添付書類の提出省略

法人会は会社経営の効率化のために
e-Taxの普及を支援しています。

法人会オリジナル
キャラクター
「けんた」

還付がスピーディ
ご利用に際し条件、注意事項があります。
詳しくはホームページでご確認ください。
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イータックス

検索

●会員限定 個別税務相談日のご案内

●商工会に加入しましょう！

日

商工会は公的な地域総合経済団体で地元企業の応
援団です！貴社の経営強化にぜひ役立ててください。

時

場 所
申込み

平成 26 年 3 月 3 日（月）
平成 26 年 3 月 5 日（水）
平成 26 年 3 月 12 日（水）
※午前 9時30 分〜午後3時30 分まで
上山市商工会館 2 階 会議室
事前の申込みが必要です。希望する日時
をご連絡ください。希望日時が重複した
場合は調整をさせていただきます。
〈お申込みは〉商工会事務局 ☎ 672-2057

※ 支援内容 例えば・・・
１）経営の困りごとをご支援します。
２）無担保無保証｢マル経資金｣融資が利用できます。
３）事業所得の確定申告指導を行います。
４）より専門的なご相談には専門家派遣を行います。
５）地元企業の声を集約し行政に代弁します。

●インターネットで安心経理！ 導入しませんか？

●企業広告出しませんか？（広告サイズは、縦4cm、横18cm）

「ネット de 記帳」はインターネットから会計処理を
行ないます。自社の会計情報をリアルタイムで参照で
きます。連絡をいただければ、商工会職員が訪問や電
話でのサポートを行ない強力にバックアップします。
〈お問い合わせは〉 商工会事務局 ☎ 672-2057

上山市商工会だよりに企業広告を募集します。広
告料は 1 回あたり 10,000 円で、市内全戸に配布し
ます。
貴社の営業にお役立てください。
〈お申込みは〉商工会事務局☎ 672-2057

●自社のホームページが掲載無料、しかも簡単操作！
商工会ホームページから無料で貴社の情報発信が
できます。ホームページ未経験社でも大丈夫。既に
掲載されている企業も多数あります。一度商工会ホー
ムページをご覧ください！
〈お問い合わせは〉 商工会事務局 ☎ 672-2057

●マル経融資制度
経営改善のお役に立てるよう、無担保・無保証人
の「マル経融資」のあっ旋をします。

●平成26年度上山市雇用確保対策事業費補助金
○対象事業主
①製造業を営む中小企業者、 ②事業主都合の解雇
実施（予定も含む）がないこと、 ③市税を完納
していること、
○対象労働者
1. 平成 25 年 10 月 1 日から平成 26 年 9 月 30
日までの間に正社員として採用（雇用期間の
定めのない雇用契約を締結）、2. 雇用期間が
6 ヵ月以上経過、3. 満 40 歳未満
○助成額
1 人当たり市内 25 万円、市外 5 万円で、1 事業
所当たり 100 万円が限度
〈お問い合わせは〉 市商工課 ☎ 672-1111

☆ご融資額

１，５００万円以内

☆返済期間

運転資金 ７年以内 （うち据置期間１年以内）
設備資金１０年以内 （うち据置期間 2 年以内）

☆ご利用いただける方
①常時使用する従業員が 20 人以下
（商業・サービス業は 5 人以下／宿泊業 ・
娯楽業は従業員 20 人以下に適用範囲が拡大）
②所得税、法人税、事業税、住民税を完納して
いる方
③原則として、市内で 1 年以上営業し、商工会
の指導を 6 カ月以上受けている方
※詳しくは商工会へお問い合わせください！

●所得拡大促進税制
[ 情報活動委員 ]

従業員の賃金増加を促進するための制度要件が緩和！
給与等支給額を増加させた場合、基準事業年度か
らの増加額の 10％を税額控除する制度です。
〈詳しくはホームページをご覧ください〉
http://www.meti.go.jp/
所得拡大促進税制 検索

委員長：廣瀬 常男、
副委員長：井上 真一、
委

員：阿部

茂、奥村 健二、

内野 逸郎、高橋 広成、
松田 智浩
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株式会社三共造園
代表取締役 井上睦夫 さん
１．事業所の紹介
当社が造園業に半世紀従事してきましたなかで、その時代ごとに色んな
ブームがありました。戦後しばらくは一般消費者の庭ブームがあり、近年
になると震災を想定した避難場所としての公園が見直されています。
また、当社が施行させていただきました。「県民の森｣（山形市）
、
「源流の
森」
（白鷹町）のような環境について学習する場や、憩いの場としての公園
需要が増えていくのではないかと考えております。
当社は、岩石採取業「露天掘り」の県知事許可を取得しており、あらゆる
大きさの岩石採取に対応させていただいております。

２．大切にしている経営理念
自然と共に創る

いやしの空間

３．花咲山記念樹の取組み
旅館関係者等からなる「葉山まちづくり委員会」が主体となり、旅館街を花で演出しお客様をおもてな
しするという取組みが、花咲山記念植樹のきっかけになりました。時を同じくして花咲山を桜の名所にで
きないかと各方面から声がかかり、花咲山の管理者と当社が連携することになりました。その後、「羽州
桜の会」「ライオンズクラブ」といった団体や個人の支援や協力
が得られ、現在まで総数 850 本の植樹が行われてきました。
会社概要
市内外からの大勢の皆さんに楽しんでいただける文字通り
「花咲山」と間もなくなることを、どうぞ皆さんご期待ください。
創業：1964 年（昭和 39 年）
法人設立：1991 年（平成 3 年）
私は、「羽州桜の会」副会長を拝命しており、植樹には毎回立ち
従業員数：10 名（Ｈ26.2.1 現在）
会わせていただいております。
業務内容：造園業（岩石採取業、
（参考）植樹内容は 桜、モミジ、あじさい、れんぎょう 等です。
造園土木一式、緑地管理 等）
事 業 所：〒999−3122
４．会長のマイブームなど
上山市仙石屋敷裏 403-1
釣り（海、川、沼 全般）
TEL:６７２-０９４６
FAX:６７２-４０９０
特技は、重機の保守点検。（自動車整備士 2 級 所持）

山形県総合運動公園内
川流れ工事を施工

花咲山 桜結婚記念樹の植栽に立会い

かみのやま温泉開湯５５５年各事業も無事に成功を収め、青年部をは
じめとする各部会の皆々様の特色を活かした魅力的な事業が多く開催されたと感じた一年
でした。上山市民憲章にもありますように、みんな互いにたすけあい、しあわせのまち、か
みのやまをつくりましょう。各種事業を成功させる為に、各部会・関係諸団体が力を合わせ
て、その事業を成功に導くことができたのだと感じます。各賞受賞企業・受賞者も多く、こ
れからもかみのやまがどんどん元気になっていくような気がする今日この頃です。
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情報活動委員
松田智浩 委員

「編集後記」

社内 新年会

