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更に福井県商工会連合会副会長、福井県商工共済協同組合理事長に就任！ 杉田会長を再選！

去る5月25日、松木市長・笹岡県会議員・国会議員の先生方をはじめ、多数の来賓を迎えて合併後発

の通常総代会が開催され、平成17年度の事業報告等が上程され、原案通り承認決定されました。

また、役員改選が行われ、杉田会長が再選されました。

総代会は、杉田会長が「今後は、

魅力あるまちづくりに寄与しながら

地域の発展と会員の皆様から必要と

される商工会づくりを図り、地域の

付託に応えて行きたい。」との挨拶後、

商工貯蓄共済大口加入者の表彰を執り行ないました。

引き続き松木市長・笹岡県会議員を始めとした来賓

の皆様の挨拶を頂いた後、議長に萩野氏を選出し議事

の審議に入りました。

議事では、金津商工会及び芦原商工会の平成17年度

事業報告及び収支決算等が上程され、原案通り承認・

決定されました。

また、合併後初

の役員選任が行わ

れ杉田会長が再選

されました。

役　職 支　部 氏　名 事業所名

会　長 杉　田　武　雄 ㈱杉田組

副会長
久　野　好　輝 久野印刷㈱

丸　子　　　要 丸子運輸㈱

松　嶋　勝　治 松嶋たばこ店

第１支部 佐　藤　　　肇 インテリアサトウ

角　谷　喜三郎 角谷木材建設㈱

第２支部
松　島　　　稔 松島食料品店

松　田　将　則 松田商店

水　野　　　肇 ㈱共栄電子

第３支部 北　風　正　男 北風旅館

桜　井　隆　冶 ㈲サクライオート

第４支部
坪　田　達　夫 坪田ふとん店

永　井　和　廣 ㈲永吉電工

理　事
第５支部

嘉　藤　一　夫 ㈲カトウデンキ

嬰　木　茂　高 ㈲ワカキ看板

関　　　秀　親 ㈲エリオス機械設計事務所

第６支部 谷　畠　憲　一 たんぱく屋衣服店

岡　本　伊佐雄 松代屋

高　橋　啓　一 ㈲高橋尚文堂

後　藤　義　明 ㈲後藤設備工業所

第７支部 小　濱　弘　範 はまや商店

伊　藤　嘉　康 伊藤自転車商会

砂　田　昌　司 ㈱キューピー薬局

第８支部 河　野　喜　範 若月旅館

役　職 支　部 氏　名 事業所名

竹　田　彦　一 ㈱福寿荘

吉　村　裕　光 ヨシムラ洋菓子店

第８支部 山　崎　邦　男 グリーンショップやまざき

松　田　晃　一 ㈲松田水産

理　事 伊　藤　和　幸 ㈱ホテルまつや

第９支部
道　谷　寅　雄 みちやオート

藤　野　敏　夫 藤商運輸㈱

第10支部
山　崎　祥　一 ㈲山崎モータース

川　端　定　夫 川端商店

参　与
青年部長 三　上　　　徹 三上萬国堂

女性部長 大久保　輝　子 ㈱米和

監　事
浅　田　茂　吉 ㈲ひらり百貨店

奥　中　浩師郎 ㈲奉仕堂

顧　問 島　浦　健　二 ㈲島浦電機商会

第１支部 室　田　秀　洋 ㈲室田設備工業

第２支部 亀　田　宗　幸 亀田建具工業社

第３支部 加　藤　精　一 万来軒

第４支部 中　嶋　敬　造 ギフト和久

商工振興委員
第５支部 三　谷　勝　栄 ㈱三谷

第６支部 浅　地　満　夫 浅地デジタル彩図ファクトリー㈱

第７支部 田　中　　　勝 なんばや菓舗

第８支部 松　永　　　弥 松永茶舗

第９支部 安　竹　英　治 坂井観光㈲

第10支部 下　家　光　一 リカーショップまるたつ
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お問合せは　あわら市商工会まで　本所TEL73−0248 芦原支所78−6311
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融資制度名 融 資 限 度 利　率（年） 期　間 保 証 人・担 保 等

2.20％ ○ 取扱金融機関の定めるところによる
中小企業 設備・運転 設備： 7年

○ 担保及び保証協会の保証については、関係金融
振興資金 1,000万円 運転： 7年

機関及び融資申込人の協議によるものとする。

普通貸付
設備・運転

2.50%
設備：10年

○ 連帯保証人が1名以上必要
4,800万円 運転： 5年

経営改善貸付
設備・運転

設備： 7年

(マルケイ資金)
550万円 2.20%

運転： 5年
○ 無担保、無保証人

(別枠450万円)

中小企業育成資金 設備・運転
2.20%

設備： 7年

(一般分) 8,000万円 運転： 5年
○ 取扱金融機関の定めるところによる

同上 設備・運転 1.70% 設備： 5年
○ 県保証協会の定めるところによる

(小口分) 1,250万円 (保証料必要) 運転： 4年

経営安定資金 設備・運転
2.00%

設備： 7年 ○ 売上高が5%以上減少

(経営強化) 8,000万円 運転： 5年 ○ 取扱金融機関の定めるところによる

範囲内貸付 積立金の範囲内 1.50% ○ 無保証人、積立金担保

3年以内 2.35%

普通貸付 積立金の3倍以内
3年超5年以内 ○ 連帯保証人が必要。ただし、純債100万円は配偶者

2.85% （専従者以外）の連帯保証人でも可（積立金担保）

5年超 2.95%

平成18年6月1日現在

500万円まで
5年以内

2,000万円まで
8年以内

2,000万円超
10年以内

保証付　1.70％
保証料必要( )

保証付　1.70％
保証料必要( )

保証付　1.50％
保証料必要( )

(シニアアドバイザーセンター事業)

あわら市商工会では、「創業」と「ビジネスプラン（中期経営計画）策定」・「経営革新計画の承認

（中小企業新事業活動促進法の承認）」を目指す中小企業者等の方々を支援いたします。

支 援 内 容

①経営指導員による窓口相談　(常時)

②専門家による特別窓口相談

毎月第3水曜日午後1時から5時

本　　所/18年6月・8月・10月・12月・19年2月

芦原支所/18年7月・9月・11月・19年1月・3月

個別の課題に対しアドバイスを行うため、各分野の専

門家が相談者宅にお伺いします。

①市場（動向・先進事例等）調査

商品開発や新業態出店等新事業展開を行うため、県内

及び全国的な市場動向や経営革新の傾向・先駆的事例等

に関する調査を専門的機関に委託し調査を行います。

②技術評価調査

商品開発を行うための技術評価や技術的な課題を解

決するための技術導入調査を専門的機関に委託し調査

を行います。

セミナーを開催し、新事

業活動促進法の概要や法律

の承認を得て事業活動を行

うことの効果・支援策等を

お知らせします。

４．情報提供等事業

３．調 査 事 業

２．アドバイザー派遣事業

１．窓口相談事業

「創業」や「ビジネスプラン（中期経営計画）策定」・「経営革新

計画の承認（中小企業新事業活動促進法の承認）」を目指す方は、

あわら市商工会までご連絡ください。

本所 73−0248・芦原支所 78−6311

このページは商工会の会員専用です



期　日 行　　　　　　程

6 あわら市商工会だより 2006.6 このページは商工会の会員専用です

商工会会員旅行 とき：9月3日(日)〜4日(月)商工会会員旅行

定　員 120名（申込み順）

対象者 商工会の会員及びその家族・従業員

参加費 20,000円（商工会員1名）

但し、会員の家族等、2人目からは30,000円になります。

申込み 商工会本所まで（住所・氏名・年齢）TEL73-0248

※行程については、多少変更になる場合もありますので、予
めご了承ください。

商工会芦原支所 商工会本所 和歌山マリーナシティ・黒潮市場（昼食）
6:00出発 6:15出発 11:00〜13:00

梅干専門店 千畳敷（白浜の絶景ポイント） 白浜温泉（泊）
14:15〜14:45 15:15〜15:45 16:00頃

白浜温泉 高野龍神スカイライン（1,000�の峰々を縦走）
8:00出発

世界遺産・高野山（奥の院・数十万基の墓碑・灯籠堂、金剛峯寺、昼食） 商工会本所 商工会芦原支所
11:15〜14:00 20:20頃着 20:40頃着

9月3日

(日)

9月4日

(月)

※任期：平成19年度総会まで

※任期：平成19年度総会まで

役　　職 氏　　　名 事業所名

部　　　長 三　上　　　徹 三上萬国堂

副部長(筆頭・会計兼務) 藤　木　隆　仁 ㈲ファッション専科ふじき

副　部　長
伊　藤　宏　之 金津電設㈲

円　道　範　泰 円道時計宝石店

広報・総務委員長 浅　野　耕　世 浅野耕月堂

広報・総務副委員長
濃　村　好　英 濃村工作所

笹　原　修　之 ㈲ハロープリント

会員・家族交流委員長 江　口　邦　博 江口ガラス店

会員・家族交流副委員長
間　宮　靖　裕 ㈱さつき荘

吉　田　将　大 吉田ブロック

地域貢献委員長 笹　原　博　之 ㈱ささはら

地域貢献副委員長
勝　木　武　彦 勝木車体

馬　面　治　将 ㈱姿羽馬忠

育成委員長 山　崎　明　宏 ㈲山崎モータース

育成副委員長
永　岡　健　治 トラベルハート

高　橋　範　博 ㈲高橋尚文堂

あわら活性化研究委員長 美濃屋　啓　晶 ㈱泰平閣

あわら活性化研究副委員長 堀　川　與一郎 堀川製茶㈲

監　　　事
佐々木　誠　三 理容　佐々木

奥　中　秀　尚 ㈲奉仕堂

顧　　　問 藤　田　　　忠 ㈲藤田かまぼこ店

芦原地区では、7月15日(土)朝7時より、セントピア
芦原へ集合いただき、温泉街清掃を実施いたします。
ご協力をお願いします。

役　　職 氏　　　名 事業所名

部　　　長 大久保　輝　子 ㈱米和

伊　藤　幸　子 金津電設㈲

副　部　長 木　戸　政　子 雄進電気商会

内　田　和　恵 大信金物

松　木　洋　子 松木細巾工場

吉　川　麗　子 吉川美容室

石　沢　清　子 小絹屋

尾　方　喜代子 ㈱シンワ設備

三　上　葉　子 三上萬国堂

松　浦　伸　子 角　惣

理　　　事
三　谷　みち子 ボン・シック三谷

石　山　ケイ子 ㈲山形屋

肴　屋　洋　子 ㈲肴屋かわかみ

鈴　木　恵美子 ベルカフェ

浅　野　幸　子 浅野耕月堂

細　川　たつ子 龍泉

田　畑　幸　子 ラジオタバタ㈱

藤　嶋　恵　子 ㈲藤嶋食品

監　　　事
丸　小　裕　子 ㈲酒のまるこ

山　岸　睦　美 ㈱山岸




