平成28年９月30日発行（一迫花山全世帯）

第

秋 の イベント紹介

栗原市一迫真坂字高橋10番地
電話 本所(0228)52-3300
支所(0228)56-2068

回 花山・湖秋 ま つ り

発行所

◆開催日時 平成 年 月９日
（日）
午前 時～午後２時
◇開催場所 花山青少年旅行村
◆主催者名 第 回花山・湖秋まつり実行委員会
◇連 絡 先 花山農山村交流センター（ふるさと交流館）
電話
（ＦＡＸ兼用）
０２２８
５１１１

第

回 いちはさま
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10

本年、４月に経済産業大臣より認定
を受けました、本会の経営発達支援計
画の初年度事業の具体的な推進が実施
されます。
８月 日に開催されました第１回目
の事業評価検討会においては事業の概
要、今後のスケジュール等が審議され
ました。
主な事業は次のとおりとなっており
ます。
①地域経済動向調査
四半期毎に実施し、結果をＨＰ等
で公開する。
②経営状況の分析
対象事業所を抽出し、経営状況や
財務状況を分析し、専門家による指
導を行う。
③事業計画策定支援
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催物内容

㈲山口タクシー

●代表者名 山口 良
●住 所 栗原市一迫字川
１
口中町
電話 ０２２８
２１２１
●事業内容
・一般乗用旅客運送事業
（タクシー業）
・一般貸切バス
・一般乗合バス
●事業所のＰＲ
タクシーは一迫ふれあい
タクシーを運行いたしてお
ります。一迫花山地区の皆
様のご要望を受け、お役に
立ちたく思っております。
いつでもお気軽にお声がけ
下さい。
●これからの目標は
今後、益々高齢化が進み
ますが、交通弱者の目線の
立場で、地域を支えられる
よう運行していきたいと思
います。

：
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●地域活性化については
どうお考えですか
商工会・行政が一体とな
って、内外の人の動きをつ
くっていくべきと思います。
皆で知恵を絞るべき時だと
思います。
●商工会への要望
事業所の実態を把握し、
専門的な
ご指導を
お願いい
たします。

委員長 斎藤昭芳（商工会長）
委 員 佐藤倫治（商工会副会長）
〃
斎藤行男（
〃
）
〃
佐藤啓助（商工会理事）
〃
阿部 朗（
〃
）
〃
高野壽郎（ ㈱大槻総合研究所）
〃
守屋秀一（中小企業診断士）

★事業評価検討会委員

⑥新たな需要の開拓
販路開拓や需要拡大を目的とした
商談会や展示会等への参加を勧奨し、
出展後のフォローアップを含めた伴
走型の支援を実施する。
その他、地域経済の活性化に資する
取組や経営発達支援事業の円滑な実施
に向けた支援力向上のための取組みを
行います。
また、事業の全体的な評価検討を行
うための事業評価検討会に次の方々が
就任いたしました。
（敬称略）

新米販売 ひとめぼれ、ササニシキ、つや姫
農林産物、特産品販売
一迫商業高等学校チャレンジショップ
試食会 (午前11時～) 炊きたての新米、はっと汁
(試食券は会場で買い物をするともらえます)
○ 新米30㎏購入の方に新米すくい取りサービス
○ ゆるキャラコーナー

芳
昭
藤
斎
!!

新 米 まつり

６１５１

○
○
○
○

事業計画策
定セミナーや
個別相談会を
開催し、専門
家の指導によ
り事業計画の
策定支援を行
う。
④事業計画策定後の実施支援
事業計画を策定した事業所を対象
に、巡回訪問を通じフォローアップ
を行う。
⑤需要動向調査
消費者を対象に購買動向のアンケ
ート調査を行い、結果をＨＰ等で公
開し、業種毎の市場動向や売れ筋情
報など個々の事業内容に応じた有益
な情報を提供する。

経営発達支援事業がスタート

経営発達支援計画認定に基づく

電話０２２８

◆開催日時 平成 年 月９日（日）午前９時 分～午後１時
◇開催場所 栗原市一迫 あやめの里前
栗(原市一迫真坂字清水田川４ １ )
◆主催者名 いちはさま新米まつり実行委員会
◇連 絡 先 いちはさま新米まつり実行委員会（あやめの里）
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－

一迫花山商工会

発行責任者

経営に関するお悩み事は商工会が解決いたし
ます。
ひとりで悩まずまず身近な商工会に相談を
只今、新規会員加入キャンペーン運動展開中 ！

－
57
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①焼肉コーナー
（当日券１セット４，
０００円）
②ミニコンサート
③体験コーナー
④特産品の販売コーナー

催物内容

商工会に
加入しませんか

第65号(1)

平成28年９月30日発行
第65号(2)

の神様が仲に入り、お前達は
喧嘩ばかりしていてはいけな
い、高さ比べなら、わしの方
が高いぞ、もっと奥には、駒
ヶ岳というもっともっと高い
山があるんだから、お前達の
及ぶところではないぞ、喧嘩
をすれば何時までもお互いに
損をするばかりで、幸せには
ならない。それよりは、お互
い良く理解し合って、夫婦の
契りを結びなさい。と言った
そうな。初めはなかなか承知
しなかったが、度々説得され
て、遂に承知して夫婦となっ
たそうです。
その後は、夫婦仲もとても
円満で出来た子供は中の森太
郎と云い丸々と太った大きな
子供でした。そして親子三人
変わる事無く仲良く過ごし今
日に至って居る事だそうです。
おもしろいお話が有るもの
ですね。栗駒山を眺める時、
今度からはまた違った想いで
観えそうです。

消費税軽減税率対策事業
セミナーのご案内

釈解決方法を知りたい
□こんな要求は法律違反じゃ
ないの？
□相手からの無理難題で困っ
ている
□売掛金が回収できない
□契約書の内容がよく理解で
きない
□過重債務で代金が支払えない
◆日時
月１日（火）
午後１時～４時
◆会場 栗原合同庁舎会議室
◆講師 弁護士
◆主催 （公財）みやぎ産業振
興機構
◆共催 一迫花山商工会
◆申し込み
月 日（木）ま
で一迫花山商工会まで申し
込み願います。

◆受講申込み 一迫花山商工
会まで申込み願います。

点とは
③クレームをなくし、サービ
スを増やす方法
④心をつかむ！接客力アップ
の話し方
⑤価格を上げると、お客様の
笑顔が増える
◆受講料 無料
◆日時
月 日（木）
午後２時～
◆会場 一迫花山商工会本所
◆講師 一般社団法人日本ク
レーム対応協会代表理事

宮城県の最低賃金

≪改定のお知らせ≫

月

融資相談・申し込み希望の
方は、必要な書類等がござい
ますので、事前に商工会まで
ご 連 絡 下 さ い 。（ 時 間 予 約 制
になります。）
◆日時
月 日（木）
午前 時～午後４時
一迫花山商工会本所

◆会場

一迫ふれあいタクシー

月

（１０月４日までは時間額７２６円）
※詳細については、宮城労働局労働基準部
賃金室（022-299-8841）又は、最寄りの労働
基準監督署へお問合せ下さい。

にお届けしておりますが、主に
私達商工業関係のみならず地域
の皆様に何かをお知らせできれ
ばと願って編集をいたしており
ます。
何かお気づきの点がございま
したら編集委員会へお聞かせ願
います。
（ 広報編集委員 田代 良夫）

※事業資金でお悩みの方は、お気軽にご相談
下さい。

28.10.５

７４８円

宮城県最低賃金

■相談時間
午前10時～午後４時まで
■場所 一迫花山商工会本所

最低賃金時間額 効力発生日

※１１月１７日(木)は、１日公庫相談会も合
わせて開催されます。

オペレーター職員採用のお知らせ

職員１名の欠員に伴い、新
たに左記の職員を採用いたし
ましたのでお知らせいたしま
す。
どうぞよろしくお願いしま
す。
▽新規採用（平成 年９月１日付）

（築館青野）

夏の暑さから涼しい秋風収穫
の季節に変わります。
台風や豪雨による災害が各地
から聞かれる時、当地は大きな
被害もなく過ぎたようです。
そして盆踊りや花火大会等祭
事も夏祭りから秋祭りと四季の
暦が進みます。
平成 年度も上半期が経過し、
当会の広報も隔月に発行し皆様

髙橋 ゆり子

宮城県内の事業場で働くすべての労働
者（臨時、パートタイマー、アルバイト等
を含む。）に適用される宮城県最低賃金が
次のとおり改定されます。

■相談日程
10月５日(水)・27日(木)
11月２日(水)・17日(木)
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〔納税関係〕
●個人事業税第２期分納付
【30日】
●固定資産税第４期分納付
【30日】
●国民健康保険税第７期分納付
【30日】
●所得税及び復興特別所得税予定納税第２期分納付【30日】
●10月分源泉所得税及び復興特別所得税、特別徴収市・
11 県民税納付【10日】
●特別農業所得者予定納税額納付
【30日】
〔申告・申請関係〕
●所得税及び復興特別所得税予定納税額の減額申請
（第２期分）
【15日】
●９月決算法人の法人税・地方法人税・法人市民税・
法人事業税の確定申告
●９月決算法人の消費税の確定申告
●29年３月決算法人の中間
（予定）
申告
●29年３月決算法人の消費税中間申告

★金融相談日のお知らせ★
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厚志 氏
谷
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※？
「栗原版デュアルシステム」
とは
地域の企業と学校で教育を受けるシステムのことをいいます。
平成17年度から３年間、文部科学省の指定を受けて県内では一
校だけ実施しました。
指定終了後も地域の企業や宮城県教育委員会などの協力をいた
だき今年で11年目になります。「販売実習」のほかにも「起業家
研究」
、
「企業実習」
の３本柱で実施しております。

〔納税関係〕
●個人市・県民税第３期分納付
【31日】
●国民健康保険税第６期分納付
【31日】
●９月分源泉所得税及び復興特別所得税、特別徴収市・
10 県民税納付【11日】
〔申告・申請関係〕
●８月決算法人の法人税・地方法人税・法人市民税・
法人事業税の確定申告
●８月決算法人の消費税の確定申告
●29年２月決算法人の中間
（予定）
申告
●29年２月決算法人の消費税中間申告
●特別農業所得者への予定納税額通知

28

10

◇開 催 日 時（下記のテーマで販売いたします）
１０月１３日(木) ちょっと高めの絶品スイーツ！
１０月１９日(水) お芋のお菓子を集めました！
１０月２７日(木) 九州地方にしかないお菓子を取り
寄せました！
午後２時から開店いたします。
◇会
場 一迫にぎわい施設「がやがや」
（一迫郵便局さん向かい）
◇問い合せ先 一迫商業高等学校 ＴＥＬ５２－４１１２

10月・11月 税のカレンダー

編集後記
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一迫商業高等学校では、毎年、
「栗原版デュアルシ
ステム」※？の事業の一環で、地元の空き店舗｢一迫
にぎわい施設がやがや｣を活用して販売実習を行っ
ています。マーケティングやビジネスマナーなどの
学びを生かして企業経営について学ぶ取組みです。
市場調査に基づいて全国から品物を集めました。
「みんなできてけさいん！」ご来店お待ちいたしております。

けれどもお互
いに高さを競
ってゆずらな
かった。ヒシ
ヶ森はもっと
先のとがった
高い山で、大
土ヶ森は今よ
り少し低い、
なだらかな山
であったそう
です。ところ
が大士彦の神
は自分の山を
高くしようと
大勢の人扶を
使いその辺の土をどんどん盛
り上げて、今のような格好の
山をつくったそうだ。そして、
勢いに乗じてヒシヶ森に攻め
込み、相手が女である為、制
止も聞かず人扶達に山を平ら
に崩させてしまったので、ヒ
シヶ森は台形の形の山に成っ
たのだそうです。
それを見ていた奥の揚石山
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一日公庫相談会のご案内
◆お客様の怒りを笑顔に変え
る魔法の応対術！
（完全予約制）
消費税が上がってもお客様
事業資金のご準備はお済で
の笑顔は増やせる！をテーマ
に商工会では、笑いを笑顔に すか？
日本政策金融公庫仙台支店
変えるクレーム・コンサルタ
ントを招き、セミナーを開催 「国民生活事業」の担当者が商
いたします。お気軽に参加下 工会に出向き、皆さんのご相
談を受け、申し込みから貸付
さい。
けまで迅速に対応します。
◆セミナー内容
年末に向けての設備・運転
①お金をかけず、ファンを増
資金等のご相談のある方はお
やす法則
②ファンで溢れるお店の共通 気軽にご相談下さい。

チャレンジショップ「きてけさいん」のお知らせ

暑かった夏も過ぎ、稲刈り
の季節がやって来ました。
栗駒山の頂上付近は、紅葉
が始まりました。一年の中で
山が一番賑わう時期です。栗
駒山を遠くから眺めると手前
に大土ヶ森、少し離れて中の
森、その右側の台形の山がヒ
シヶ森。この三つを文字三山
と呼びます。今回は、この三
山にまつわる昔話をいたしま
しょう。大昔大土ヶ森には大
士彦と言う神様が金堀をして
居りました。ヒシヶ森には、
おひつ姫という神様が居て、
機織をしていたそうです。だ
を十分にご理解いただき、中
小企業・小規模企業対策の一
層 の 推 進 を 図 る た め 、「 小 規
模事業者の事業の持続的発
展」や「中小企業・小規模企業
政策に関する基本計画等の策
定」等を盛り込んだ中小企業・
小規模企業の振興を図る条例
を制定いただくよう要望を行
ってまいります。
要望書（案）は、市内４商工
会共同で内容を検討し、今年
月に、提出を行う予定とな
っております。

無料弁護士移動相談会
のご案内
（完全予約制）
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取引上の悩み、問題、トラ
ブル、疑問、納得がいかない
ことどんなことでもご相談く
ださい。
例えば
□取引上のトラブル、法的解

★★★一迫商業高等学校より★★★

中小企業・小規模企業振興条例の制定に向けて

27

～栗原市に対し制定の要望活動を開始～
中小企業・小規模企業は、
一つと位置付け、中小企業・
就業機会の提供、地域経済の
小規模企業を支援する施策の
安定、地域住民の生活の向上、 総合的な推進を図るため、昨
新たな産業の創出など、地域
年 ７ 月 に「 中 小 企 業 ・ 小 規 模
の経済基盤、社会基盤を支え
企 業 の 振 興 に 関 す る 条 例 」を
る存在です。
制定し、その条例に基づいた
その重要性を踏まえ、平成 「中小企業・小規模企業振興基
年６月 日に公布された小
本 計 画 」が 本 年 ３ 月 に 策 定 さ
規模企業振興基本法では、地
れております。
方公共団体においても小規模
また、国が提唱している地
企業振興に関する施策を策
方創生、一億総活躍社会の実
定・実施する責務が明記され
現を図るためには、県内の事
るとともに、小規模企業の振
業者数の ・８％を占める中
興に関する施策があまねく全
小企業・小規模企業の振興が
国において効果的かつ効率的
不可欠であり、本市において
に実施されるよう国、地方公
も中小企業・小規模企業対策
共団体等は、相互に連携を図
の一層の推進を図ることが求
りながら協力するよう努めな
められます。
ければならないと規定された
このようなことから商工会
ところです。
としても、栗原市に対し、小
このようなことから、宮城
規模企業振興基本法並びに宮
県では、中小企業・小規模企
城県中小企業・小規模企業の
業の振興を県政の重要課題の
振興に関する条例制定の主旨
26

大土ヶ森

ヒシヶ森

