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　10月 26日、27日の 2日間にわたり、地元ものづくり企業の技術・製品、

新鮮果物やお菓子などの特産品を多くの方に発信する機会として、「上山

市産業まつり」を開催しました。約 70 店舗が出店（展）するとともに、

模擬上棟式や歌謡ショー、子供たちの物作り体験など多彩なイベントによ

り大いに盛り上がり述べ 1万 7千人のご来場をいただきました。

㈲
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　上山市商工会　会長　伊 藤　正 志

「年頭のご挨拶」

　明けましておめでとうございます。

　会員の皆様には、健やかな新年をお迎えのことと、

心よりお慶び申し上げます。

　また日頃より、商工会活動に多大なるご理解とご協

力を賜り深く感謝申し上げます。

　昨年は、元号が令和となり、新たな時代を迎えまし

た。東北中央自動車道は東根までつながり、かみのや

ま温泉ＩＣも開設されました。また、旧カミンが二日

町プラザとしてリニューアルオープン一周年、さらに、

「めんごりあ」利用者数１０万人となり、それらを祝

しての「マルシェ」が開かれました。「十日町いろは市」

「石崎かっぱ市」「駅前黄金市」とともに新たな商業祭

となり、街なかの賑わい創出と商店街への回遊性を高

めることに繋がればと思います。　

　一方で、10 月から消費税が 10％になり、キャッシュ

レス化の広がりも見せています。これら新たな時代、

新たな施策を前向きに受け入れ、これらのことを、新

たなビジネスチャンス、新たな誘客チャンスととらえ、

今に満足することなく新た

なことにチャレンジしてい

くことも肝要かと思います。

　今年は、「子の年」。「子の

年」は経済も反映し、世の

中も盛り上がる年と言われ

ています。世の中が盛り上

がる一つに 56 年ぶりに開催

される東京オリンピック・

パラリンピックがあります。いろいろな課題等も出て

きていますが、明るい材料の一つとなり、世の中の盛

り上がりとともに景気向上に繋がればと思います。

　そのような中、商工会としましても「商工会は、行

きます　聞きます　提案します」を実践し、会員の皆

様の経営力向上と商工会発展のため商工会事業を推進

して参ります。今後とも皆様方のご理解ご協力を衷心

よりお願いするところです

　結びに、皆様の益々のご隆盛とご繁栄、さらなる飛

躍の年になりますよう心からご祈念申し上げまして、

年頭のあいさつと致します。

商工会レポート

□ □ □  

　11 月 19 日午後３時から日本の宿古窯で、横戸市長と関係課長の出席を得て、上

山市と上山市商工会との懇談会を開催しました。この懇談会は、上山市と商工会の

役員との間で毎年開催しているものです。

　最初に、横戸市長から「本市産業の振興策について」というテーマで、上山市の

現状を踏まえ、これからの上山市の産業振興策について講話をいただきました。

　次に、伊藤会長が座長となり、商工会の商業部会から青年部まで７部会でそれぞ

れ取りまとめた「業界の現状・課題・提言・要望等について」説明し、横戸市長や

担当課長から要望等についての市の考えをお聞きしました。また、併せて出席した

理事・監事からも考えや質問を出していただき意見交換を行いました。

　懇談会は、市の支援施策に対する意見や要望、また、商工会に対する期待等、商工業振興施策からまちづくり全般に

亘り意見交換が行われ、相互理解を深めることができました。

　最後に、市長からお礼の挨拶があり盛会裏の内に終了しました。

　会員事業所の安全衛生管理の取り組みについて学ぶため、11

月 27 日に髙松精機㈱を視察しました。会社概要・安全衛生に対

する考え方や苦労している点について伺った後、工場内を見学。

参加者は、自社での取り組みと比べながら意見交換会を行い、

安全管理の取り組みを再確認しました。

上山市と商工会との懇談会を開催 

工業部会事業 

2

安全性の取り組みに対する意見交換会



　石崎商店会主催で７月 15 日（月）石崎かっぱ市、７月 20 日（土）石崎かっぱ市ビアガーデ

ンを開催しました。かっぱ市は、テント市、かみのやま産ワイン・フルーツなど豪華景品が当

たるスタンプラリー抽選会を開催。ビアガーデンは、生バンド演奏・フラダンス・じゃんけん

大会を開催しました。

石崎かっぱ市 

「キャッシュレス決済 導入のポイント」セミナーを開催 

　駅前商店会主催で９月 28 日（土）に開催。駅前商店会通りを通行止めにし、メ

イン会場と商店会加盟店の各店で、各店自慢の一品の販売を行いました。今年は一

足早いハロウィンということで、ハロウィンの仮装をして来場された方にお菓子を

プレゼント。射的・現金入りの氷柱とかしなどを開催しました。

駅前黄金市・夜市 

　上山市労務対策協議会では、上山市雇用促進対策実行委員会と共催で、市内企業に勤める勤務成績が優秀で模範となる従

業員を対象に、11 月 5 日「第 51 回優良従業員表彰式」を開催しました。今年度は 12 社 21 名の方が受賞され、式典では上山

市雇用促進対策実行委員会委員長の横戸市長から、受賞者代表の㈱片桐製作所　境　元徳さんに表彰状が授与されました。

　受賞されました皆様、おめでとうございました。地域発展のため今後益々のご活躍をご期待申し上げます。

　　　　～受賞者名～　（順不同、敬称略）

◎ ㈱片桐製作所　境　元徳、横川友和、瀧口佳代、菅野貴之

◎ ㈱ザオウ製作所　齋藤京子、内野直子　　◎ ㈲田島製作所　菅井英治　　

◎ 髙松精機㈱　金原美和子　　◎ ㈱カネト製作所　長澤　剛、菊地隆夫

◎ 広振電機㈱　押野　翼　　◎ ジャスト㈱　松澤義人、斎藤幸夫

◎ ㈱アベ工機　井上絵美　　◎ ㈱旅館古窯　柴田朋子、奥山奈緒美、會田美佳

◎ ㈱葉山館　萬谷賢一　　◎ 羽陽建設㈱　布施良一　　

◎ ㈱ミツワ企業　佐藤信人、近藤誠之

第51回優良従業員表彰式（労務対策協議会） 

　8 月 26 日、かみのやま温泉商店街振興会が主催となり、二日町プラ

ザを利用する方への市内店舗の PR と賑い創出を目的に「二日町プラザ

夏マルシェ」を開催しました。当日はテラスでの市内店舗による販売の

他、２階にて洋服・小物の販売やワークショップを行うコーナー、使用

した子供服を交換し合う「おさがり交換会」を実施し、ご家族を中心に

1,400名程の来場者でにぎわいをみせました。

二日町プラザ夏マルシェ 

　11 月 14 日、新浜翻訳経営研究所代表の原田純氏を講師にお招きし、キャッシュレス

決済に関するセミナーを開催しました。現在の日本のキャッシュレス決済比率は 20%

弱と諸外国に比べ低いものの、国では 2025 年までに 40％を目標とし今後も推進が行

われていくため、事業者においても対応が求められるとのお話がありました。また、

キャッシュレス決済の基礎的な知識や、利用が拡大する「電子マネー」と「QR コード」

を中心とした決済方式についてご説明頂きました。
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補助金を活用しデザインした
箱・リーフレット

新商品の販路開拓支援CASE2

創業支援CASE1

支援のポイント

事業所名：㈲ モントレーふくや
住　　所：上山市石崎１－２－４１

　㈲モントレーふくやさんはいしざきＡ－１にお店を

かまえるパン屋さんです。新商品をどう売っていけば

よいかご相談をいただきました。

・専門家派遣による販売強化支援
・補助金を活用したリーフレット・箱のデザイン
・山形県商工会連合会主催「いいもの発見やまがた物産展」へ
の出展支援

○専門家派遣による販売強化支援
　専門家に無料で相談できる制度を使いました。今回の新商品
は、お店だけでなく県外など広域で販売していくのがよいのではないか
という方向性が見えてきました。コンセプトは「高級感」。それに合わせ
てリーフレットや箱に統一感を出していくことに。

支援メニュー

事業所名：厩 戸 ̶ umayado ̶  
住　　所：上山市鶴脛町1-6-10
営業時間：11：00～ 17：00    
　　　　　定休日：月曜・火曜 (臨時休業有 )
開 業 日：平成 30年 9月 26日

　平成 30 年度「やまがたチャレンジ創業応援事業助成金【UI
ターン型】（3分の 2補助、上限 100万円）」への申請への支援
を行い、採択されました。

○補助金を活用したリーフレット・箱のデザイン
　小規模事業者持続化補助金（3分の 2補助、上限 50万円）を活用し、
デザイナーにデザインを依頼、リーフレットと箱を一新しました。

○「いいもの発見やまがた物産展」への出展支援
　東京都で行われた山形県商工会連合会主催の物産展へ 7日間出展。
　販売価格の検討に始まり、販売方法等を商工会でフォローしています。

・

○やまがたチャレンジ創業応援事業への申請支援

○資金計画・経営計画作成
○決算支援

支援事例紹介  

□ □ □ □ 
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来年度に向けて、小規模事業者
持続化補助金について詳細が
聞きたい会員の方は、
是非、商工会までご連絡下さい。今のうち
から準備して有効に活用していきましょう！
　　☎023－672－2057　担当　小笠原

◆個別推奨支援メニュー

上山市商工会

㈱中條屋（饅頭製造販売業）

事業名：新商品開発に係るHP開設及び販売
　　　  拡大と新規顧客の獲得事業
補助金内容：スマホ、タブレット対応型新規
　　　　　  ＨＰ開設（広報費）

事業名：事務所作業場駐車場整備と新商
　　　  品開発による新規顧客獲得事業
補助金内容：事務所・作業用場駐車場の整備
　　　　　  （外注費）

事業名：整備機械導入とサービス内容を広
　　　   報することでの新規顧客獲得事業
補助金内容：工場への門型二柱リフトの導入
　　　　　  （機械設置費）

山辺町商工会

㈱藤建設（建設業）

中山町商工会

斉藤自動車（自動車設備業）

　　①経営革新計画申請
　　　（新商品、新サービスに係る事業計画承認による各種支援措置）
　　②各種補助金申請
　　　（持続化補助金、ものづくり補助金等）
　　③マル経融資相談（金利1.21%）
　　④専門家派遣事業
　　　（財務分析、労務管理、既存商品のパッケージデザイン、
　　　　　　　　　　　　　　　　　舗レイアウト・ＰＯＰ変更等）

上山ワインと料理のマリアージュセミナー 上山ワインと料理のテイスティングと試食

※上記写真はいずれも昨年度の開催時の様子です

「2020ワインと食の地域ブランディング化セミナー」

　　　　　　　　　　　　　令和2年2月開催予定

◆推奨セミナー

小規模事業者持続化補助金 経営支援事例 PART７

広域連携事業今後の推奨事業・支援メニュー

東南村山商工会広域連携協議会

＝当会では売上向上に繋がるような支援を中心に推進しております！＝

（販路開拓のための補助金：総事業費の２／３、５０万上限）



青年部・女性部コーナー 

□ □ □ □ 

　10 月 26 日に三友エンジニア体育文化センターにて上山市内

の幼稚園児を対象とした子供向けモノづくり体験イベントを開

催しました。17 名のお子様にご参加いただき、イスづくり（京

谷工務店）・ダンゴづくり（鏡餅屋）・パフェづくり（高橋フルー

ツランド）を体験していただきました。また開催してくださいと

の声も多くいただき、継続事業として開催していきたいと思っ

ております。このイベントを通じて将来は上山で働きたいと思っ

てもらえるようなきっかけになればと思います。

　令和元年 5 月25日・6 月3日

ひめさゆりをふやそう会に協力して苗床作り及びひめ

さゆりの種を植える補助作業支援協力しました。

　令和元年 10 月 8 日かみのやま EM 交歓会堺喜和

子氏による南小 5 年生を対象に EM の効果について

講習会その後 EM 活性液をプールに投入しました。

　令和元年 7 月 30 日上山市エ

ネルギー回収施設 ( 川口 ) 及び

福島県喜多方市ひめさゆり群

　台風 19 号による豪雨災害。氾濫などによる浸水範囲は平

成 30 年に起きた「西日本豪雨」を超えたほか、土砂災害も1

つの台風によるものとしては最も多くなるなど、記録的な豪

雨災害になった。台風 19 号で亡くなった人は全国で 93 人。

3 人が行方不明となっている。山形県内でも被害はあったが

上山市ではほとんど被害が確認できなかった。しかし、今回

被害にあった地域での降雨量がもし、上山市に降っていた

のならばどうなっていたかわからない。

　上山市は平成26年に起きた台風8号により床上浸水5件、

床下浸水21件の被害にあっている。その後、上山市は被害

にあった地域の下水道を整備し、大雨が降った場合、雨水

を道路の下に貯水する対策をとった。今後その地域の床上、

床下浸水は起きないだろう。また、今回の台風 19 号に対す

る避難勧告発令も県内で最も早かった。このことは上山市

は市民の人命と暮らしを第一に考えている行政であると言

える。

　人口減少が問題となっている昨今、人が住む地域を選べ

る環境にある。便利さや行政サービスも必要であるが私は

人命と暮らしの安全を第一に考えている行政がある土地を

選びたい。

雑 感

情報活動委員　堀川 真宏

青
年
部

女
性
部
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子供向けモノづくり体験イベント「体験しちゃおう」実施

環境改善事業

視察研修会

　令和元年 9 月 10 日山形

新聞社編集局報道部主任

柴崎愛氏を講師に女性向

け新聞読み方講習会を開

催しました。終了後、新聞を使用しての簡単にでき

る防災スリッパの作り方も教えていただきました。

生地・大和川酒造甲斐家倉座敷・喜多方ラーメン館視

察開催しました。ひめさゆり保護育成について喜多方

市産業建設課の甲斐主任主査より説明いただきました。

新聞読み方講習会

　令和元年10 月26日・27

日開催の上山市産業まつり

に出店しました。チョコバ

ナナ・あまざけ・EM エコ

石鹸すべて完売しました。売上はすべて災害復興支援

のため募金会計に繰入ました。ご購入いただきました

皆様誠にありがとうございました。

地域振興事業

南小プールサイドにてEM活性液投入及びEM講習会

ひめさゆりの種まき

喜多方市ひめさゆり群生地にて
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※会員の皆様のお知り合いや取引先の方で、未加入の方がおられましたら、加入の声がけのご
　協力をお願いします。事務局にご連絡いただいても結構です。

１ 確定申告書は、ご自宅で作成し、e-Tax（電子申告）や郵送で提出してみませんか！

２ マイナンバーの記載を忘れずに！

【問い合わせ先】　山形税務署　山形市大手町１-23　℡023-622-1611

３ 申告書作成会場について

 

 

 

 

 

 
 

事  業  所  名  代  表  者  名  地    区  所  属  部  会  
後藤指圧治療院  後藤　　清  石崎  サービス 
㈱東興業 相澤　慎吾  須田板  サービス 
キャプラスクインターナショナル合同会社  森岡　拓也  下生居  サービス 
塗正カラー 武田　　正  金生西  建設 
Atelier Moi  森谷　知子  長清水  サービス 
東簡易郵便局 下山田　稜  長清水  サービス 
ホテル菊屋  神保　光一  新湯  

山形市  
観光  

シャイニングオート  遠藤　秀紀   サービス 

新入会員紹介（R1.6月〜R1.12月加入/敬称略）

Information

無料税務相談 最低賃金改定のお知らせ

 
 山形税務署よりお知らせ

□ □ □ □ 

令和2年2月12日（水）9：30～15：30
3月11日（水）9：30～15：30

 ※要事前申込

790
最
低
賃
金 円

時間給

山形県

特定（産業別〉最低賃金（発効日：令和元年12 月 25 日）
一般産業用機械・装置等製造業
電気機械器具等製造業
自動車・同付属品製造業
自動車整備業

時間額 円859
時間額 円843
時間額 円858
時間額 円862

お申込みは 上山市商工会TEL. 672－2057

令和元年10月1日から
日 時／

場 所／上山市商工会館
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お届け情報についてお届け情報について
商工会へお届けいただいている
情報（下記記載）において
変更が生じた場合は、変更届を
お願いいたします。

・事業所名（会社組織変更等）

・業種（事業内容）　

・事業主（代表者）名　

・常用従業員数　

・住所（書類等送り先）　

・電話並びにＦＡＸ番号

　申告書作成会場は大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。ご自宅でいつでも利用可能な国税庁ホー
ムページ「確定申告書等作成コーナー」の利用をお勧めします。また、このコーナーで作成した確定申告書は、
① e-Tax で送信できるほか、② 印刷（白黒でも可）して郵送等により提出することもできます。
　なお、令和元年分の確定申告から、一部の方はスマートフォンでも見やすい「スマホ専用画面」で
申告書を作成・送信することもできます

申告書作成会場を山形駅西口「山形テルサ」に開設します。

（１）開設期間：令和 2 年 2 月 17 日 ( 月 ) ～令和 2 年 3 月 16 日 ( 月 )《土、日、祝日等を除く。ただし、2月24日（月）及び3月1日（日）は開設します。》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※申告書作成会場に専用駐車場はございませんので公共交通機関等をご利用ください。

（２）開設時間：午前 9 時から午後 4 時 ※申告書作成会場は大変混雑する場合がありますので、午後 3 時前の来場にご協力願います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 混雑状況によっては、早めに相談受付を終了する場合があります。)

（３）申告期限及び納付期限（申告と納税は期限内に！）

 　　　所得税及び復興特別所得税 , 贈与税⇒3 月16日( 月) 個人事業者の消費税及び地方消費税⇒3 月31日( 火 )

申告の際には
※e-tax で提出する場合は、本人確認
　書類の提示又は写しの添付は不要です　マイナンバーの記載＋本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です

確定申告「国税庁ホームページ」へアクセス ☜
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　「名月荘」は、蔵王連峰を一望する葉山温泉の高台に立地す

る宿。約4000坪の敷地には和風庭園が広がり、離れ風の部屋

がゆったりと配された、和や洋様 な々テイスト融合されたその

空間は唯一無二の魅力を放っています。今回は菊池会長より

これまでの軌跡と旅館に対する思いについてお伺いしました。

―会長ご自身の経歴を教えてください。

　元々父親の代で建設業と旅館業を営んでいて、私は大学卒

業後家業の経理部につとめるようになりました。それからしば

らくして本格的に旅館業に本従事するようになったのは 30 代

半ばのことでした。

　そして平成8年8月より現在の場所に「名月荘」をオープンし、

現在に至ります。

―名月荘といえば、全室が平屋建ての離れ風の設えをした個

人客をメインとした旅館であることが特徴的ですが、オープン

当時は団体客の比率も高かったと思われます。あえて少人数

客にターゲットを絞ったのはどういった背景があったんです

か？

家業に従事している中で、自分の向き不向きがわかるようにな

り、思い描いた理想とする旅館像が今の名月荘の形だったん

です。そんな時に蔵王連峰や月の絶景を眺めることができる

現在地を見つけ自分の理想と合致すると思い、移転を行い現

在の形となっています。

―事業を行う上で大事にしていることはありますか。

　「損して得とれ」という言葉がありますが、こちらの都合では

なく、常にお客様が満喫して頂くことを第一に考えています。

例えば、当社の客室は毎年１部屋ずつ客室を改装することで、

飽きさせずに絶えず楽しみを生み出すうちなりのイノベーショ

ンを行っています。そのほかにも、朝の慌ただしくなりがちな

チェックアウト時間を一般的な旅館よりも少し遅くしたり、談

話室や図書室、ギャラリーなど設備を充実させるなど、大切な

人と思い思いの時間を過ごしていただけるよう居心地の良さ

を追求しています。

―これまで自身を突き動かしてきた原動力は何だと思いますか。

　根底にあるのは自分の旅館が好きという気持ちでしょうね。

だからこそ日頃から問題意識を持ったり、アンテナを立ててあ

らゆることからヒントを得ようと動くことも苦なくできていると

感じます。

　今はインターネットを使えば自分で歩かなくても何でも情

報が得られる時代だからこそ、逆にインターネットでは完結で

きないもの、本物が求められる時代なのではないでしょうか。

お客様に上質な空間やサービスを提供するためにも、うちの中

にばかりこもらずに自分も実際に足を運ぶことで五感を研ぎ

澄ませることは常に意識していますね。

―とあるインタビュー記事で「人付き合いが苦手」と仰ってい

たのを拝見し、印象に残りました。

　元々小さい頃から人付き合いが苦手だったんですが、無理

したってしょうがないとある時から割り切るようにしたんです。

その代わりに、自分の好きなこと・得意なことを妥協せずにやっ

てきたからこそ、ここまで続けることができたんだと思います。

結果として好きな場所に毎日いられるのだから、私はとっても

幸せですね。

―最近におかれましては商工会の支援メニューをご活用いた

だいています。

　今年度は商工会の小規模事業者持続化補助金や専門家派

遣制度を活用しています。山形空港でのレストラン「名月荘エ

アポートキッチン欅」の運営も含めて、今後も積極的に取り組

みを行っていきます。

 
 

　思い出すのは、5 年程前の我が家親子の会話である。　私「今

さぁ、商工会と市と商店街で新たなポイントカード事業を考

えているんだけど、どう思う？」　息子「カードでないべぇ、

携帯スマホでやらなきゃダメだ！」　私「いずれはそうなるだ

ろうけど、10 年以上先だべぇ」　息子「……」　私「今だって、

電子マネー、クレジット、おさいふ携帯とかあるしぃ」　息子

「だからぁ、事業としてやるならスマホだ！」

　結局、ポイントカード事業は消滅のような状態になった。

だって、5 年もならないうちに世の中が多種多様なキャッシュ

レス時代になってしまったのだから！

　商業・サービス業など、商工会会員もそれぞれ個々の努力

でキャッシュレス化導入しているのが現在。国の施策だ補助

金だと、苦言ありきでもいい無駄な我慢はせずに前向きに動

けばなんとかなるってぇ～。（上山市内の商店街、歩けばキャッ

シュレス発見）

情報活動委員：後藤孝治、稲毛眞人、井上耕一、菊池敏行、齋野国誉、堀川真宏、松本佳子

情報活動委員　松本　佳子編 集 後 記

㈲ 名月荘  代表取締役会長　菊池　敏行 氏

『令和元年、キャッシュレス時代到来！』
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