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December
12＊新春のつどい2018のご案内

＊各種セミナーのご案内
＊青年部だより、女性会だより
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〔秋田〕能代商工会議所月報
平成29年12月５日発行（毎月１回５日発行）

能代商工会議所
創立70周年記念講演会



　毎年恒例の「新春のつどい」を、下記の通り開催いたします。会員の皆様には業種を問わず多くの
方々と情報交換・親睦を深めて頂き、能代がますます元気になるよう、皆様のご参加を心よりお待ち
申しあげております。
　なお、１社から何名でも、また会員以外の方もご参加頂けます
ので、お誘い合わせの上ご参加くださいますようご案内申しあげ
ます。

◇ と　　き：平成30年１月５日㈮ 午後６時
◇ と こ ろ：能代市柳町「プラザ都」
◇ 会　　費：一人　5,000円
　※参加券を事前に当所でご購入ください。

◇ 申込締切：12月11日㈪
◇ 申 込 み：能代商工会議所総務課

電話 0185‒52‒6341
Fax 0185‒55‒2233

2018年 新春のつどいのご案内

2017年開催のようす。
会員をはじめ、地元行
政、経済界などから約
300名の方にご参加い
ただきました。
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開催セミナー一覧 （受講料無料）

【お申し込み・お問い合わせ先】　中小企業相談所（TEL0185-52-6342・FAX0185-55-2233）

接遇セミナー

後継者育成塾

平成29年12月12日㈫ 13：30～16：30 能代商工会館 ３階多目的ホール
接遇力アップセミナー
～他店に負けない接遇力で、お客様のハートを掴む～

日時 場所

山本　志のぶ 氏
ジャイロ総合コンサルティング㈱

産業カウンセラー／NLPプラクティショナー

平成29年12月21日㈭ 18：30～20：30 能代商工会館 １階

経営力向上計画作成支援セミナー
日時 場所

太田　敬治 氏
株式会社エイチ・エーエル

中小企業診断士

平成30年１月22日㈪ 13：30～15：30 能代商工会館 ３階多目的ホール

社会保険・労働保険の実務ポイント
記入例でしっかりわかる！

日時 場所

講師

上江　　誠 氏
Hand in Hand コンサルティング

社会保険労務士事務所　代表
社会保険労務士／中小企業診断士

講師

講師



掲 示 板

移動商工会議所　開催

負担軽減
○休業による労働損失の抑制
○長期的には健康保険料負担の
抑制

リスクマネジメント
○事故・不祥事の予防
○労災発生の予防

表彰制度
積極的な健康づくりに対して、秋
田県の「健康づくり推進事業者等
表彰」に推薦させていただきます。

※表彰は県の「健康づくり推進事業者等
表彰」事業実施要領によります。

社員の活力向上
○コミュニケーションの活性化
○社内の雰囲気改善

生産性の向上
○モチベーションの向上
○欠勤率の低下
○業務効率の向上

イメージアップ
○企業ブランド価値の向上
○企業イメージの向上
○社員採用時のアピール

　８回目の開催となった今回の移動商工会
議所は北・中央・南・東地区の４カ所で行
われ、商工会議所・中小企業相談所の事業
内容を説明するとともに、参加していただ
いた皆様から様々なご意見・ご要望を伺い、
活発な意見交換が行われました。

その募集・採用、年齢にこだわっていませんか?
～ 年 齢 に か か わりなく、均 等 な 機 会 を ～

企業にはこんなメリットが… ※「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

健康経営とは

　少子高齢化のなかで、個々人の能力、適性を判断して募集・採用していただくことで、一人ひと
りにより均等な働く機会が与えられるようにすることを目的に、募集・採用に関わって年齢制限の
禁止が義務化されています。
　年齢にとらわれない、人物本位、能力本位の募集・採用をお願いいたします。

能代公共職業安定所 TEL 0185－54－7311お問い合わせ

応援します!

全国健康保険協会 秋田支部
協 会 け ん ぽ

http://www.kyoukaikenpo.or. jp/

健康
経営® 社員の健康を重要な経営資源として

とらえ、健康増進に積極的に取り組
む企業経営スタイルのことです。

健康経営宣言の流れ
１．協会けんぽ秋田支部へ「健康経営宣言
エントリーシート」を提出

２．協会けんぽ秋田支部から「健康経営宣
言認定書」を送付

３．「宣言内容」に取り組みます。
４．3、6、12カ月後に実施状況の振り返り
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第49回 全国商工会議所女性会連合会 北海道全国大会
及び 能代商工会議所女性会 創立45周年記念視察研修

を行いました。

　平成29年10月６日、７日北海道全国大会へ出席
してきました。全国から約2,700名の女性会員が参
加され、女性会の連携強化をするとともに、各地会
員と交流を図りました。

【お問い合わせ先】 能代商工会議所 TEL0185-52-6341

簿記検定試験 リテールマーケティング（販売士）
検定試験 1級・2級・3級 珠算検定試験

（そろばん）

　平成30年度人事案が上程され満場一致で可決し、来年４月（30年度）からの
会長は畠山慎也さん（エース自動車販売㈱）となりました。役員は次の通りです。

会 長

直 前 会 長

監 事

監 事

副 会 長

副 会 長

副 会 長

副 会 長

出 向 理 事

出 向 理 事

専 務 理 事

畠　山　慎　也
宮　腰　智　久
宮　腰　慶　聡
増　田　淳　一
田　中　秀　範
芦　崎　陽　一
加　藤　裕　介
吉　方　清　彦
佐　藤　善　典
松　岡　清　也
菊　池　幸　礼

エース自動車販売（株）

（株）宮腰蒲団店

（有）宮腰商事

（株）増田保険サービス

エモーショナルダイニング（株）

（株）あらまち葬儀社

（有）能代重機サービス

豊祥山　善光寺

（有）みちのく印刷所

松岡食品

Ｓ．Ｎ．Ｉ

事 務 局 長

事務局次長

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

栗　原　　　格
鈴　木　隆　宏
三　沢　義　将
薩　摩　晃　大
丸　岡　竜太郎
神　山　享　央
伊　藤　真　也
幸　坂　伯　文
佐　藤　智　一
水　木　　　聡

（資）アサヒ楽器

（株）鈴喜代

アクサ生命保険（株）

（有）マルジュウさつま

（株）都亭

神山スパーク薬品

（株）いとう建築

（有）幸坂電設

ソキューホールディングス（同）

（有）水木電気工事
※役職順・氏名順不同

能代商工会議所青年部　平成30年度　役員名簿
役　職 氏　名 事　業　所　名 役　職 氏　名 事　業　所　名

試験
期日 平成30年2月25日㈰
試験
会場 能代商工会館
受付
期間 平成29年12月18日㈪

～平成30年１月26日㈮

試験
期日 平成30年2月21日㈬
試験
会場 能代商工会館
受付
期間 平成29年12月18日㈪～

平成30年１月26日㈮

試験
期日 平成30年2月11日㈰
試験
会場 能代商工会館
受付
期間 平成29年12月4日㈪～

平成30年１月11日㈭

平成29年度 第２回通常総会を開催
開催日時：平成29年11月８日（水） プラザ都
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会員の窓

●会社の事業概要
黒糖マカダミア・厳選ナッツやドライフルーツを取り
扱う専門店として９月にオープンいたしました。
製造から、店舗販売、イベント販売、通販、卸売りな
ど多岐にわたって販売しております。
体によく美容にもいい、ナッツ・ドライフルーツを自
然のサプリメントとして、食べていただけたらと思い
ます。
おつまみにピッタリな商品もご用意しております！

●力を入れていること
既存のナッツ・ドライフルーツのお店にはない、オリ
ジナル商品の開発に力を入れております。
これからは、能代市をはじめ秋田県内の地場の農作物
を使った商品の開発をして多くの方々に地元の食材の
素晴らしさを伝えたいと思っています。

●お客様へのメッセージ
ナッツ・ドライフルーツなどの商品は30種類以上取り
揃えており、ご試食もたくさん用意しておりますので
是非一度お越しください。ご要望があればラッピング
等もいたしますので、プレゼントとしてもご利用いた
だけます。
店舗様とのコラボ商品や、飲食店様への業務用の販売
も行っております。

●事業内容

今年６月で５年目を迎えた理容・美容サロンです。

リーズナブルな料金と居心地の良さ、お帰りの際には身も

心も頭もリフレッシュいただけます。

●お店で力を入れているところ

昨年から能代市内では珍しい女性のお客様専用の個室が

ある理美容室です。

カットはもちろん、顔剃りなど自分だけのプライベートな空

間でゆったりとお過ごしいただけます。 　　

●お客様へのメッセージ

キッズルームも完備してますので、お子様連れでも安心し

てご来店いただけます。

お気軽にぜひ一度お越しくださいませ。

wara no bag  
（代表者　髙濱　奈保子）
〒016-0861 能代市字彩霞長根 35 
TEL 0185-88-8670
FAX 0185-88-8660
ホームページ　https://www.waranobag.com/
定休日　水曜日・木曜日

Cut　five （カットファイブ）
（代表者　萬谷　孝志）
〒016-0184 能代市高塙161－2
TEL・FAX 0185-54-5467
ホームページ　http://barber-cut-five.crayonsite.net/
定休日　毎週水曜日

あったかコート・ジャケット・ニット

パンツ・靴・バッグ

好評！プチギフト 能代市松美町１８-１８
　０１８５-５５-０２５７〈月午後・火曜日定休〉
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【お問い合わせ先】 公益財団法人あきた企業活性化センター
総合企画部  総合相談課  秋田市山王3丁目1－1県庁第二庁舎2階　TEL 018-860-5610 FAX 018-863-2390

　あきた企業活性化センターでは、県内各地域で移動相談
所を開設しております。課題解決にお悩みの方は、是非ご
相談ください。

現在県内で事業を行っている個人及び法人、県内での創業を検討している個人が対象です。

●経営全般　　●資金関係　　●設備関係　●技術関係　●人材育成
●新商品開発　●新分野進出　●創業　　　●その他

【開 設 日】毎週火曜日（祝日の場合は次の平日に開催、８月15日並びに12月26日～１月３日は開設しません。）

【開設時間】10：30～15：00

▶北秋田地域振興局 北秋田市鷹巣字東中岱76-1 総務企画部地域企画課 0186-62-1251
▶山本地域振興局 能代市御指南町1-10 総務企画部地域企画課 0185-55-8004

軽減税率対策補助金

○軽減税率対策補助金

軽減税率制度（複数税率）への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方には、複数税率対応レジの導入や、受
発注システムの改修等を行う際（注）に、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」の制度があります。

（注）リースによる導入も補助対象となります。

Ａ型

複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修するときに使える補助金です。

補　助　率
① 導入費用が３万円未満の機器を１台のみ購入する場合：３／４
② 導入費用が３万円以上の場合：２／３
③ タブレット等の汎用機器：１／２

補助額上限
補 助 対 象 レジ本体、レジ付属機器、機器設置に要する経費、商品マスタの設定費用

電子的受発注データのフォーマットやコード等の改修、現在利用している電子的
受発注システムから複数税率に対応したシステムへの入替、電子的受発注システ
ムに必須となる商品マスタ、発注・購買管理、受発注管理機能のうち、複数税率
対応に伴い必要となる改修・入替

北秋田地域振興局 12 月 12 日㈫、２月 20 日㈫
山 本 地 域 振 興 局 １月 16 日㈫、３月 13 日㈫

開設場所の住所及び連絡先

開設日時及び開催場所

相 談 内 容

相 談 対 象 者

事業完了期限が平成31年９月30日まで延長されました。

軽減税率制度に対応するためのレジや受発注システムの
改修費用は、一般的に修繕費として処理できます。

軽減税率対策補助金等に
関する問合せ先

レジ１台あたり20万円。

B型

電子的な受発注システム（ＥＤＩ／ＥＯＳ等）を利用する事業者のうち、複数税率に対応するために必要となる機能について、改修・入替を
行う場合に使える補助金です。

補　助　率 ２／３

小売事業者等の発注システムの場合：1,000万円
卸売事業者等の受注システムの場合：    150万円
発注システム・受注システム両方の場合： 1,000万円

電子的受発注データのフォーマットやコード等の改修、現在利用している電子的受発注システムから複数税率に対
応したシステムへの入替、電子的受発注システムに必須となる商品マスタ、発注・購買管理、受発注管理機能のう
ち、複数税率 対応に伴い必要となる改修・入替

補助額上限

補 助 対 象

軽減税率対策補助金等の詳細は、「軽減税率対策補助金事務局」にお問合せください。
 ＵＲＬ　http://kzt-hojo.jp　専用ダイヤル　０５７０－０８１－２２２　【受付時間】９：００～１７：００（土日祝除く）

ワンストップ移動相談所
平成29年度

※申請受付期限の具体的な時期については、軽減税率対策補助金事務局ホーム
　ページにおいて公表します。
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対応に伴い必要となる改修・入替

北秋田地域振興局 12 月 12 日㈫、２月 20 日㈫
山 本 地 域 振 興 局 １月 16 日㈫、３月 13 日㈫

開設場所の住所及び連絡先

開設日時及び開催場所

相 談 内 容

相 談 対 象 者

事業完了期限が平成31年９月30日まで延長されました。

軽減税率制度に対応するためのレジや受発注システムの
改修費用は、一般的に修繕費として処理できます。

軽減税率対策補助金等に
関する問合せ先

レジ１台あたり20万円。

B型

電子的な受発注システム（ＥＤＩ／ＥＯＳ等）を利用する事業者のうち、複数税率に対応するために必要となる機能について、改修・入替を
行う場合に使える補助金です。

補　助　率 ２／３

小売事業者等の発注システムの場合：1,000万円
卸売事業者等の受注システムの場合：    150万円
発注システム・受注システム両方の場合： 1,000万円

電子的受発注データのフォーマットやコード等の改修、現在利用している電子的受発注システムから複数税率に対
応したシステムへの入替、電子的受発注システムに必須となる商品マスタ、発注・購買管理、受発注管理機能のう
ち、複数税率 対応に伴い必要となる改修・入替

補助額上限

補 助 対 象

軽減税率対策補助金等の詳細は、「軽減税率対策補助金事務局」にお問合せください。
 ＵＲＬ　http://kzt-hojo.jp　専用ダイヤル　０５７０－０８１－２２２　【受付時間】９：００～１７：００（土日祝除く）

ワンストップ移動相談所
平成29年度

※申請受付期限の具体的な時期については、軽減税率対策補助金事務局ホーム
　ページにおいて公表します。

誘致認定等を受けた県内事業所のうち、H29.9.29以降に、新
増設による操業を開始する事業所

中小企業のうち、製造業に該当する企業の県内事業所

50～2,000kW未満
（東北電力㈱との契約）

50～500kW未満
（東北電力㈱との契約）

住　所：能代市上町6番6号 　TEL                                      0185‒52‒0545  　FAX 0185‒52‒2345

TEL                                      0185‒70‒1955  　FAX 0185‒70‒1977

年末金融相談会
能代商工会館1F ※事前予約が

　必要です。

能代商工会議所　中小企業相談所
電話0185-52-6342

お問い合せ・お申し込み先

秘密厳守

　秋田県が発電した水力発電の電気を活用し、東北電力㈱が電力供給メニュー『あきたＥネ！』により、割安
な電気を供給します。

○供給期間：平成30年４月１日～平成３２年３月31日（最長２年間）
○割 引 率：５％（電力量料金単価の割引）
○適用対象：

区　分 供給対象箇所 契約電力

新規立地企業等

県内中小企業
（製造業）

問い合わせ先 秋田県産業労働部公営企業課「あきたＥネ！」受付係
電話018－８６０－５０１２ あきたＥネ 検 索

あきたの元気を創造するでんき『あきたＥネ！』が始まります。
（イー）

無料
12月29日㈮ 9：00～17:00

〔秋田〕能代商工会議所　2017.12.5 〈7〉

【訂正とお詫び】
先月（11月号）に平成29年度納税表彰　仙台国税局長納税表彰　相原文人さん（能代法人会副会長）と掲
載致しましたが、正しくは「税務署長納税表彰」です。この紙面をもって訂正し、お詫び申し上げます。
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Information

編集／発行所　〔秋田〕能代商工会議所　秋田県能代市元町11-7　電話0185-52-6341（会員の購読料は会費に含まれております）
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　早いもので、もう12月です。日脚
も短くなり、ますます寒さも厳しく、
慌ただしく人々が往来する年の暮れ
がやってきました。多忙な時期にな
ってきますし、インフルエンザも流

行ってきます。皆様、体調をくずさないよう身を引き
締めて元気に過ごしましょうね。
　当所では、９月から２ヶ月半、共済・福祉制度キャ
ンペーンを実施しました。皆様からご協力いただき、
無事終了することができました。心から感謝を申し上
げます。『本当にありがとうございました。』

（田中　恵里）

女性創業塾

女性創業塾個別相談

接遇力アップセミナー
能代山本雇用開発協会 人権擁護に関する
講話及びテーブルマナー講座

創立70周年記念行事
▷記念講演会
▷記念式典
▷記念祝賀会

後継者育成塾 経営力向上計画作成支援セミナー

年末金融相談会

能代商工会館

能代商工会館

能代商工会館

プラザ都

能代市文化会館
プラザ都
プラザ都

能代商工会館

能代商工会館

10：00

9：00

13:30

18:00

14:00
16:30
18:30

18:30

9:00

12月 行 事 予 定
月日 行　　事 会　場 時間

　今年４月に能代に戻り、株式会社清水企業に入

社しました。主にJR五能線、奥羽本線のレール交

換といった軌道保守工事を担当しております。ま

だまだ分からないことだらけですが、指導してく

ださる先輩が手本を見せてくれたり、コツを教え

てくれたりと毎日が勉強です。

　また、普段は中学サッカークラブ、SCマックス

のコーチを務めております。

　先日、フットサル東北大会に出場し、指導者と

してとても良い経験ができました。

　仕事とサッカーは自分にとってどちらも大事

なことです。これからも毎日切磋琢磨し、精一杯

頑張ります。

業　種：建設業
住　所：秋田県能代市鰄渕
　　　　　      字下悪戸116-3
ＴＥＬ：0185－70－1333
ＦＡＸ：0185－58－5550

株式会社清水企業
　　　　　　　　  に勤務する

「松田　尚士」
　　　　　　です。

9日㈯

10日㈰

12日㈫

16日㈯

21日㈭

29日㈮

会員短信

新入会員の紹介

〔代表者変更〕
◇（有）阿部正助商店能代支店
　新　支店長　阿部　正彦
　旧　支店長　阿部　　誠

〔事業所名変更〕
◇新　佐藤化工機（株）
　旧　佐藤化工機

◇オートランド渡部
　代表者　渡部　義夫
　部会：公益
　住所：能代市真壁地字トトメキ沢２５８
　電話 0185-54-9252
　FAX 0185-54-9252
◇wara no ｂａｇ
　代表者　髙濵　奈保子
　部会：商業
　住所：能代市字彩霞長根３５
　電話 0185-88-8670
　FAX 0185-88-8660
◇北秋田舞台工房 breath
　代表者　若狭　幸徳
　部会：観光サービス
　住所：能代市字下悪戸１１－４
　電話 090-4631-6687
　FAX 0185-58-2646


