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〔秋田〕能代商工会議所月報

２月11日開催「のしろまち灯り」（のしろ白神ネットワーク主催）
能代市役所新庁舎　さくら庭を会場に開催され、手作りろうそくやスギ灯りなど
500個以上の柔らかな光が会場を照らした
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親切で安全にお送りいたします。

営業時間　１９：００～２：００

☎0185－52－1800

グリーン運転代行社

常議員会を開催

木材部会見学会木材部会見学会 新春講演会新春講演会

簿記検定試験からお知らせ

　２月16日、当所常議員会を能代商工会館
で開催しました。天空の不夜城「愛季」の
東京ドーム出演や港まつり能代の花火関連
費を追加した今年度一般・特別会計補正予
算案を承認したほか、当所70周年事業を12
月16日に実施する方針も確認しました。70
周年事業については、部会長などで準備委
員会を組織し、実行委員会に移行して内容
を決定していくこととしました。

　平成29年２月７日㈫に当所木材部会による能代
市役所新庁舎見学会を開催しました。再生可能エ
ネルギーを活用し、木材がふんだんに使用されて
いる新庁舎の内装・設備を見学し、新庁舎に対す
る理解を深めました。

　平成29年１月31日㈫に
能代商工会議所、能代経済
倶楽部、（一社）秋田県経
営者協会能代支部の合同主
催により新春講演会を開催
し、東京海洋大学 准教授
の青山千春 氏をお招きし
ました。「女性よ、そして
男性よ　大志を抱け」をテ
ーマに女性の社会進出につ
いてご講演を頂き、市内経
営者の方を中心に50名を
超える方々からご参加頂き
ました。

※詳しくは公式ＨＰよりご確認ください。（https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/class-s）
※試験日は各開催機関によって異なります。      
　詳しくは下記URLよりお近くの開催機関をご確認のうえ、受験希望の開催機関にお問合せください。   
（https://www.kentei.ne.jp/organization）

　簿記検定試験初級はネット試験となり、開催機関のパソコンを通じて受験を行い、開催機関が試験を
施行していればいつでも受験することが出来ます。
　気になっていたけれど簿記検定にチャレンジできなかった方や、簿記に触れたことのない方など、た
くさんの方々のご受験をお待ちしております！
　ぜひ、この機会に簿記検定試験をご受験してみてはいかがでしょうか？

平成29年４月から簿記検定試験４級が廃止となり、

新たに「初級」が創設されます！
平成29年４月から簿記検定試験４級が廃止となり、

新たに「初級」が創設されます！
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～アンケート調査へご協力のお願い～～アンケート調査へご協力のお願い～

新規就職者（新入社員）合同入社式
並びに研修講座のご案内

能代商工会議所　会頭賞を授与

新規就職者研修講座内容

■日　時　３月23日㈭　午前８時45分集合　9：00～17：00
■会　場　プラザ都（能代市柳町９－23）
■参加費　能代山本雇用開発協会会員事業所　一名　1,000円
　　　　　　　　　〃　　　　非会員事業所　一名　4,000円
　　　　　（記念品・昼食代含む）〔事業所でご負担をお願いします〕
■申込〆切　３月９日㈭ですが、お問い合わせ下さい。
■持参いただくもの　筆記用具（ボールペン等、メモ、ノート等）
◆研修講座につきましては、事務販売関係だけでなく、技能職等製造業関係に就業された方でも、
　必要とされる知識の習得を目的としております。

　能代商工会議所では、会員企業の繁栄と地域の発展のため様々な事業を行っており、その
一つに部会活動があります。現在７部会で構成され、業界動向についての調査や情報交換を
行う一方、業界・会員の声を事業に反映させるための重要な組織として位置付けられており
ます。
　この度のアンケート調査により会員の皆様の意見を集約し、会員企業発展のため、地域活
性化につながる部会活動のために役立てたいと思いますのでご協力をお願いいたします。
　あわせて、インターネットの普及に応じ、商売に生かす勉強会などの開催を予定してお
り、会員の皆様のインターネット活用状況について把握したいと思いますので、ご協力をお
願いいたします。

別途アンケート用紙にご記入の上、ＦＡＸにて返信をお願いいたします。
　
【問合せ先】能代商工会議所　総務課　TEL 0185－52－6341　FAX 0185－55－2233

　堀内さんは、常に自分を高めようと努力を惜しまず、資格取得にも積極的に取り組まれまし
た。２年次からはものづくりコンテスト化学分析部門に取り組み、３年次には秋田県大会におい
て３位の成績を収めています。卒業後は、地元で看護師になるための勉強を続け、将来は能代を
支える活躍が期待できる生徒であることから、卒業にあたり会頭賞を授与しました。

　　　　　　講師：㈲オフィスタカイ　チーフ講師　高井千恵子氏
研修講座①　○オリエンテーション　○コミュケーション能力養成
　　　　　　○ビジネスマナー⑴　ビジネスマナー⑵　○電話対応

研修講座②　講師：秋田県社会保険労務士会　　　　　　○社会保険制度について

秋田県立能代工業高等学校　３学年　堀　内　真　央　氏

【お問い合わせ先】能代山本雇用開発協会担当（〒016－0831　能代市元町11－7　能代商工会議所内）
　　　　　　　　　TEL　0185－52－6341・FAX　0185－55－2233

会員の皆様へ
会員事業所の皆様へアンケート用紙を同封しています
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平成28年度　障害者雇用状況

　２月14日、能代市（齊藤
市長）、秋田県山本地域振興
局（倉部局長）、能代公共職
業安定所（川口所長）が当
所を訪れ、広幡会頭に要請
がありました。
　地域の実雇用率は2.46％
で県下８つの職業安定所の中でトップですが、法定
雇用率を達成している企業割合は55.3％で、下から
２番目となっています。
　会員事業所様には、障害者が一人でも多く地域に
就職できるよう、採用職域の拡大と求人提出につい
て、より一層の雇用拡大に向けたご協力をお願いし
ます。

　平成28年４月１日から、雇用の分野で障害者に対
する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務とな
りました。
①　雇用の分野での障害者差別を禁止
　募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関
するあらゆる局面で、障害者であることを理由と
する差別が禁止されています。
②　合理的配慮の提供義務
　事業主は、合理的配慮として、募集・採用時の
障害への配慮、採用後の作業への配慮、休憩等へ
の配慮など
③　相談体制の整備・苦情処理
　事業主は、相談窓口の設置など、障害者からの
相談に適切に対処するために必要な体制の整備が
求められます。また、障害者からの苦情を自主的
に解決することが努力義務とされています。
【障害者雇用については
　　ハローワーク能代　54－7311
　　　　障害者雇用担当までお問い合わせください】

 能代山本 38社 2.46％ 21社 55.3％

 秋 田 県 692社 1.90％ 400社 57.8％

企業数 実雇用率 雇用率達成
企業数

雇用率達成
企業割合

障害者雇用拡大の要請 ハローワーク能代（能代公共職業安定所）からのお知らせ
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（有）安田保険プランナー 安田保険プランナー

〒016－0014
秋田県能代市落合字上悪土171
TEL 0185－54－1911
FAX 0185－54－1910

損害保険・生命保険

YHP　保険と暮らしのパートナー

検索

会員の窓

●事業内容…

　昭和55年に創業し、地元の皆様に支えられなが

ら土地・建物の売買、仲介及びアパート・貸家な

どの賃貸物件の仲介、管理業務等の不動産の取引

全般を取り扱っております。

　また、山砂の販売・配達も行っております。

●力を入れている事…

　　お客様のライフスタイルに合わせ、より良い

環境で快適な生活を送っていただくため、お客

様のご要望に合ったご提案とご提供に尽力して

おります。

●お客様へのメッセージ…

　不動産取引を通じて、お客様のご要望に寄り添

い、一人でも多くの方々のお手伝いができるよう

今後も精進してまいります。

　土地や建物など、その他不動産に関するご相談

などがありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

ホームページも随時更新しております！

●事業内容…
●オリジナルジーンズ・シャツ・アウター・服

飾小物の販売

●革パッチ製作

●パターン企画作製

●裁断縫製加工

●力を入れていること…
　流行に左右されない、長く愛用できるベーシ

ックなデザインをベースにアイテムを展開して

います。主力商品であるジーンズは、生地の厚

みやタックボタン、赤タブ、紙・革パッチなど

をセレクトできるオーダーメイド仕様も可能で

す。

●お客様へのメッセージ…
　こだわりのある本物志向の方なら必ず気
に入ってもらえる、Made in Noshiroのカ
ジュアル・ウェアーを揃えております‼

株式会社　山田産業
（代表者　佐藤健一）
能代市鳳凰岱94-17
TEL 0185－54－2853
http://yamasanco.com/

辻本商会　『ＳＩＥＳＴＡ（シェスタ）』
（代表者　辻本末廣）
〒016－0871　能代市昇平岱23－43
TEL・FAX 0185－54－7455
定 休 日／不定休
営業時間／10:00～19:00
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女性会だより
　私たちが愛する能代は、豊かな日本海と米代川そして美しい秋田杉に囲まれ、背後に世界自然遺産である白神
山地をひかえた豊かな土地です。縄文時代から人々が居住し、長く歴史を紬いで来ました。その輝かしい時代を
生きてきた先人の苦労を忘れることなく、また、消してしまうことのないよう日々新しい一日一日を積み上げて
いく努力を惜しむことのないようにと願っています。
　歴史を振り返ってみますと能代の町づくりの土台となっているのは米代川と秋田杉です。この素晴らしい資源
を活かそうとする情熱が卓越した技術を産み、腕のたつ職人を育て、業を創出してきたのだと思います。
　現代を生きる私たちもその大きな時の流れの中にあって一生懸命次の世代に繋げようとしています。
　今年もひとつひとつの事業にきちんと取り組み、結果を確認していきましょう。
　来年度は能代商工会議所女性会が誕生して45周年を迎えます。過去を大事に５年後10年後を見据えた活動が
出来れば幸いと考えております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　私たちが愛する能代は、豊かな日本海と米代川そして美しい秋田杉に囲まれ、背後に世界自然遺産である白神
山地をひかえた豊かな土地です。縄文時代から人々が居住し、長く歴史を紬いで来ました。その輝かしい時代を
生きてきた先人の苦労を忘れることなく、また、消してしまうことのないよう日々新しい一日一日を積み上げて
いく努力を惜しむことのないようにと願っています。
　歴史を振り返ってみますと能代の町づくりの土台となっているのは米代川と秋田杉です。この素晴らしい資源
を活かそうとする情熱が卓越した技術を産み、腕のたつ職人を育て、業を創出してきたのだと思います。
　現代を生きる私たちもその大きな時の流れの中にあって一生懸命次の世代に繋げようとしています。
　今年もひとつひとつの事業にきちんと取り組み、結果を確認していきましょう。
　来年度は能代商工会議所女性会が誕生して45周年を迎えます。過去を大事に５年後10年後を見据えた活動が
出来れば幸いと考えております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◀◀◀平成28年度の主な事業▶▶▶

　能代みなと祭りが中島
５千トン岸壁で開催さ
れ、あいにくの雨模様で
したが多数の人出があり
ました。女性会のテント
では、バザー、ヨーヨー
つり、冷しパイン、ジュ
ース等を販売し、冷やし
パイン・ヨーヨーつりに
は子供達が途切れること
なく大盛況で早々に完売しました。　　　　　　　（澤田人美）

能代みなと祭り　　　　　　　　平成28年７月17日
　四度目の開催となる能代七
夕「天空の不夜城」ＰＲのた
めに参加した「ふるさと祭り
in東京ドーム」　おかげ様で
歌手のゆずさんが来能、ノー
ザンハピネッツの皆様の参加
と大いに盛り上がり、女性会
はけやき公園で屋台村を主
催。ブースでは子供達に大人
気のヨーヨー・パイン・スイカ等を販売し、女性会一丸となっ
ての活躍でした。　　　　　　　　　　　　　　　　（永沢典

能代七夕「天空の不夜城」屋台村運営　平成28年８月３日、４日

　少子化が進むこれからの課
題について、県主催の出前講
座を活用し講習会を行いまし
た。企業の制度充実や行政支
援も素晴らしいのですが、現
実問題、結婚に対し消極的に
なるのは就職や所得が要因だ
と思います。講座や定着支援
の為にも、年間10万人以上の
利用客がある五能線を利用し、途中下車で食事をしながらの婚
活ツアーも考えたいと思います。　　　　　　　　（田村和子）

少子化に関する研修会　　　　　平成28年９月12日
　「新・秋田の行事」「肉×
博」が大館樹海ドームで同時
開催され12名参加し視察研修
を行いました。伝統芸能の鑑
賞も程々に、大館特産の比内
地鶏まるごとプレミアム焼
き・豚・牛・馬等、食肉満載
に興味津々。会場内の特設ゴ
ミステーションは清潔に保た
れ食も進みます。能代開催がかなう際にはより趣向を凝らし２
日間で12万人超えを目指したいものです。　　　（佐藤志のぶ）

視察研修会「伝統文化の祭典　新・秋田の行事、肉×博」　平成28年10月29日

　今年も、能代青色
申告会女性部と合同
で、お正月飾りのフ
ラワーアレンジメン
ト講習会を開催しま
した。松・千りょ
う・真紅のバラなど
を使ってアレンジを
作り、楽しい時間を
過ごしました。参加者全員、自分の出来栄えに満足し、一足早
いお正月気分に浸りました。　　　　　　　　　　（袴田松子）

フラワーアレンジメント講習会　平成28年12月27日
　民俗学研究者　齊藤壽
胤氏を講師にお迎えし、
『癒やしの民俗～民俗の
中から“おもてなしの心”
を探るとすれば・・・』と
題しご講演いただきまし
た。郷土の歴史や文化を
理解すると地域への愛着
が増し、古くからの言い
伝えや習慣を活かすことで独自の『おもてなし』を伝えることが
出来ると学びました。　　　　　　　　　　　　　　（袴田光子）

新春講演会　　　　　　　　　　平成29年１月25日

会長　大　谷　直　子ごあいさつ
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やさしい風 上町センター

やさしい風 ショートステイ

やさしい風 上町センター

やさしい風 ショートステイ
住　所：能代市字向田表６番地２（鶴形、富根方面Y字路、吾作ラーメン様筋向かい）
TEL0185－70－1955  FAX0185－70－1977

住　所：能代市上町６番６号  TEL0185－52－0545  FAX0185－52－2345

訪問介護・福祉用具
上町ディーサービス・障害者自立支援介護サービス

単独型短期入所　生活介護施設（定員40名）
住　所：能代市字向田表６番地２（鶴形、富根方面Y字路、吾作ラーメン様筋向かい）
TEL0185－70－1955  FAX0185－70－1977

住　所：能代市上町６番６号  TEL0185－52－0545  FAX0185－52－2345

訪問介護・福祉用具
上町ディーサービス・障害者自立支援介護サービス

単独型短期入所　生活介護施設（定員40名）

　県では、企業・団体の皆さまに対して「子どもの国づくり推進協定」の締結を働きかけ、社会全体で
少子化対策に取り組む気運の醸成を図っています。
　脱少子化に向けた皆さまの意気込みや姿勢を、見える化しアピールしませんか？
　子どもの笑顔あふれる秋田を目指し、できることから行動していきましょう！

　公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の入札手続において、受

発注取引のマッチング（商談）を支援するサイト「ビジネスチャンス・ナビ２０２０」が活用さ

れることになりました。平成29年４月以降（予定）組織委員会の入札手続は、原則としてナビ２

０２０を活用し、案件公表から落札者の決定まで一貫して実施していくこととなります。

　組織委員会との取引を希望する事業者が入札に参加するためには、『ビジネスチャンス・ナビ

２０２０』への事前登録が必要です。

子どもの国づくりを応援しませんか！

子どもの国づくりを
　　　　応援する企業の取組例

応援企業の従業員のひとこと

育児・介護休業制度の充実や
休業後の職場復帰への支援　など

主な特徴　①　東京２０２０大会組織委員会の電子入札手続における活用

　　　　　②　官公庁等の入札案件や民間独自調達案件の検索

　　　　　③　ビジネスパートナーの検索（新規取引先の開拓）

申し込み方法は、申出書をFAXするだけ！　
詳しくはベビーウェーブ・アクションのウェブサイトへ→

（出典：「パパも子育て」推進事業　能代電設工業(株)の取材記事から引用）

子育て世代の先輩も多く、出産の立ち
会いや子どもの通院、長期出張の後に
家族とゆっくり過ごすための休暇など
気兼ねなく取得することができます。
家族と過ごす休暇は一番の充電期間！

　申し込み・問い合わせ先
　県人口問題対策課
　TEL 018－860－1249
　FAX 018－860－3871 

ご利用はすべて無料！ご登録はこちらから　　　https://www.sekai2020.tokyo/bcn/

問い合わせ先　　ビジネスチャンス・ナビ２０２０運営事務局　電話0570－009－777
　　　　　　　（受付：土・日・祝日を除く9：00～17：00）

東京２０２０公認プログラム
ビジネスチャンス・ナビ２０２０
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業　種：販売業

住　所：河戸川字上西山51－33

ＴＥＬ：52－0408

ＦＡＸ：89－1187

◇美と癒しsalon　ノン
　須藤　直美　能代市出戸本町1－5　コーポ佐藤106
　電話090－2840－9286　部会：観光サービス

◇Ｓ.Ｎ.Ｉ
　菊池　幸礼　能代市上町10－4
　電話090－8929－9452　部会：商業

株式会社ハムセンター秋田
に勤務する

「小嶋　邦弥」
です。

　2014年４月よりハムセンター秋田のauショップ能代
店に勤務しています。入社してから３年程経ちましたが、
先輩方に助けて頂きながら、日々お客様の対応をしてい
ます。趣味はイラストを描く事と体を動かす事です。小
さい頃からたくさんのイラストを描く事が楽しくて、今
でも続けています。また、スポーツも好きなので、バス
ケットボールやバドミントンなど気分転換によく行って
います。
　お客様へ笑顔で親切な対応を心がけ、より一層頑張っ
ていきたいと思います。

新入会員の紹介

　今年は雪が例年より雪が多く大

変な時期が続いています。その中

でも寒い日が続いた後で、天気が

穏やかな日はホッとするときがあ

ります。普段の仕事も、いつもと違う状況になる場

合があります。やはりそういったときのためにも準

備万端で臨みたいものです。

　また、３月は確定申告の時期であり、新年度も始

まろうとしています。気持ちも新たにスタートでき

るようにしていければと思います。　　            （近藤友和）

こ じま みく

平成29年度　検定試験案内

　試験日　　2017年７月９日（日）
申込登録期間　４月25日（火）～５月26日（金）

第38回
２・３級

　試験日　　2017年11月26日（日）
申込登録期間　９月12日（火）～10月13日（金）

第39回
1・２・３級

受験料　１級　10,800円　２級　6,480円　３級　4,320円

医療×福祉×建築の知識が
　　　　　　　クライアントの心をつかむ

行　事 予　定行　事 予　定
月日 行　　　事 会場 時間

 7日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 
14日㈫

 常議員会 能代商工会館 12：00

  エネルギー懇談会懇講演会 プラザ都 16：00

 15日㈬ 女性会講習会 プラザ都 10：00

 
21日㈫

 珠算優良生徒表彰式 能代商工会館 10：00

  金融相談 能代商工会館 10：30

 23日㈭ 新入社員合同入社式並びに研修講座 プラザ都 9：00

 28日㈫ 通常議員総会（６時から懇親会） プラザ都 17：00

3 月3 月

　平成29年４月３日より、原産地証明書等の発給を開始します。
　発給の際は、申請に先立ち『貿易関係証明申請者登録』の手続きが必要となります。登録受付は３月21日
より行います。必要書類については、当所までお問い合わせ下さい。
　詳細について、はまなすだより４月号でお知らせします。

福祉住環境コーディネーター
検定試験

【問合せ先】　能代商工会議所　総務課　0185－52－6341
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