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＊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30年２月５日発行（毎月１回５日発行）

平成30年１月31日（水）22時36分ごろ能代市で撮影された皆既月食

＊平成30年度商工会議所検定試験日程
＊軽減税率対策補助金のご案内



▲広幡会頭による新年の挨拶

▲参加者は、積極的に名刺を交換し合い、新年の始まりを祝った。

▲齊藤市長からのご祝辞

新春のつどい開催
　１月５日（金）プラザ都にて「新春のつど

い」を開催し、会員をはじめ、行政、経済

界などから約300名にご参加頂きました。

アトラクションは「能代超新星ポップスオ

ーケストラ」による演奏。

　広幡会頭からは「現在、能代火力発電所

三号機の建設工事、定期点検による消費拡

大効果が継続的に出てはいるものの、人口

減少や人手不足、そして『まちづくり』とい

う喫緊の課題がある。会議所としても、事

業所支援をはじめ、地域の課題解決、観光

振興などを行政や関係機関と協力しながら

積極的に取り組んでいく。」との挨拶があり

ました。

　参加者の方々は、年頭の挨拶を交わし合

い親交を深め、明るい新年の幕開けとなり

ました。

〔秋田〕能代商工会議所　2018.2.5〈2〉



婦人服miss &
 mistress fashion

能代駅

駐車場完備

能代市駅前　大栄百貨店内
TEL0185－52－3806〈毎週火曜定休日〉

←向能代

中和通り→

↓風の松原
P

田中洋品店
NCカード・分割販売OK！
ダンクカード加盟店

夜間個別相談会のご案内

マル経融資のご案内

日時  2月26日㈪・３月２日㈮・３月６日㈫・３月９日㈮  午後５時30分～午後８時

●会　場　能代商工会館　３階多目的ホールB
●対象者　•記帳の相談は個人事業所で税理士や他団体の指導を受けていない方
　　　　　•金融や労務の相談は法人事業所も可能です。
●当日持って来てもらう物　•決算申告相談の場合／収支内容の分かる物、その他決算申告に必要な物
　　　　　　　　　　　　　•金融相談の場合／出来るだけ２期分の決算申告書
　　　　　　　　　　　　　•その他相談／必要に応じた物
●相談指導　商工会議所職員（経営指導員・記帳指導員）

申込先 能代商工会議所 中小企業相談所

　年度末に向けた資金等の融資や、確定申告等の記帳に関する夜間の相談会を開催致しますので、ご希望
の方は、事前に当所までお申込下さい。

　小規模事業者経営改善資金（マル経融資）は市内小規模事業所の経営を応援するために商工会議所の推
薦に基づき無担保・無保証・低金利で融資される日本政策金融公庫の融資制度です。

金融・記帳・労務で経営サポート！

事前の電話0185-52-6342・FAX0185-55-2233のお申込が必要です。

○材料、商品等仕入資金
○買掛金決済資金
○消費税・人件費・外注費等の
　諸経費支払い資金

○車輌購入資金
○機械等、設備購入資金
○工場、店舗等建設資金

運転資金に

設備資金に
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保証人不要

無  担  保

2,000万円以内

運転資金　7年以内
設備資金　10年以内

1.11％（H30年１月18日現在）
利率は変更になる
場合があります。

低  金  利

ご融資額

返済方法

利　　率



株式会社 品田電気工事
代表取締役　品　田　一　也
〒016-0831 秋田県能代市元町15-43
TEL 0185-55-1288㈹・FAX 0185-55-3208
m a i l：s h i n a d e n ＠ s h i r a k a m i . o r . j p

　１月25日（木）プラザ都において「能代商工会議所青
年部・青年部OB会合同新年会」が開催されました。能
代市長（代理：能代市環境産業部長　畠山　一仁　様）
をはじめとしたご来賓の皆様、また県内YEG、OB会員、
能代YEG会員の総勢71名の方々が出席しました。
　来賓の皆様のご挨拶、OB会の荒木芳美会長の乾杯の
ご発声後は、新春バザーや県内YEGのPRタイムなど
で会場を大いに賑わせました。
　能代商工会議所青年部は、昨年30周年を迎え、今年
はさらなる飛躍の年となるよう決意を新たにし、合同
新年会は大盛況のうちに閉宴となりました。

　１月23日（火）プラザ都にお
いて、新春講演会および新年会
を開催いたしました。講演では、
日吉神社　第15代宮司　平賀
優子氏を講師にお迎えし「日吉
神社　山王大鳥居完成までの一

年　～地域の人々に支えられて～」と題しお話しいた
だきました。地域住民や事業所の協力、縁があって、
木都能代の技術を大いに発揮された立派な鳥居が完成
したことに感謝するとともに、この鳥居をアピールす
ることで、能代の基幹産業である木材業の技術の高さ
をより多くの人たちに知ってもらいたいと講演いただ
いた。
　新年会では、「集中力試し！ペットボトルダーツ」や
「おしゃれに決めてね、ペーパークロス引き」のゲーム
を行い大いに盛り上がった。そして、最後に女性会恒
例のお杉音頭を全員で踊り、締めくくりました。

公益財団法人あきた企業活性化センター 経営支援部 設備・研究推進課
TEL018－860－5702（直通）　FAX018－860－5612
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ライフサイエンス
人材育成事業 機能性食品関連分野への参入促進セミナー

日　　時／平成30年3月2日（金） 
　　　　　13：10～
場　　所／秋田県総合食品研究センター
　　　　 （１階）研修室
　　　　 （秋田市新屋町字砂奴寄４－26）
対 象 者／県内ものづくり企業、支援機関等
定　　員／60名 
参 加 費／無 料
申込期限／２月23日（金）

　県内ものづくり企業の方々による「機能性表示

食品」等といった付加価値のある食品加工分野へ

の新規参入や事業拡大の支援を目的として標記セ

ミナーを開催します。

－ プログラム －

お申込み・お問い合わせ先

（公財）あきた企業活性化センター

参加費
無料

　講　演① （13：15 ～）

　テーマ「機能性表示食品制度における中小企業者から見たビジネス展開
 ～ 機能性表示食品制度の現状と課題 ～｣
 有限会社　健康栄養評価センター　代表取締役　柿野　賢一  氏

　講　演② （14：40 ～）

　テーマ「機能性食品開発における秋田県総合研究センターの支援
 ～ 素材探索からヒト臨床試験まで ～」
 秋田県総合食品研究センター　　　　　　　　　　　
 食品機能グループ　上席研究員　畠　恵司  氏

　事例発表① （15：30 ～）

　テーマ 「あきたのご当地サプリ『潤彩小町』の商品開発から上市まで」
 株式会社 サノ　食品開発担当　髙嶋　亜希子  氏

　事例発表② （16：00 ～）

　テーマ「青大豆ＥＸパウダーの開発に至るまで ｣
 有限会社　鈴和商店　取締役専務　鈴木　昌幸  氏
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会員の窓

●会社の事業概要
　サークルKとして１１年間やってきましたが、昨年
の12月14日、チェーン統合に伴いファミリーマートと
してオープンしました。
　飲み物やお弁当をはじめ、この寒い時期にぴったり
なおでんや肉まん、ホットスナックも販売しております。

●力を入れていること
　店舗の建替えに伴い、店内がとても広くなりました。
また新たにイートインスペースを設けました。
　ウッディでカフェのような、落ち着きある空間とな
っておりますので、ぜひご利用ください。

●お客様へのメッセージ
　サークルK時代より地元の皆さまにご愛顧いただい
ておりますが、ファミリーマートとしてオープンして
以来、さらにたくさんのお客様にご来店いただいてお
ります。普段のお買い物のほかにも、他店にはない広
いイートインスペースでコーヒーを飲んだり、お食事
をとっていただくなど、ぜひ当店で忙しい時間の合間
にほっと一息ついてください。
　スタッフ一同、笑顔でお待ちしております。

●事業内容
　平成２８年２月５日　合同会社 尚生を設立し、同年４月１日
障がいのある児童の放課後支援「尚生こども園」を開園し、昨年
１２月２８日に１F「カフェ &キッチン メルシー３９」、２F「アトリ
エ・デ・ソレイユ尚生」を能代駅前にOPEN致しました。
　障がい者の方々へ仕事と地域の中で生きがいを持って生きてい
くための場を提供するとともに共生社会を目指します。

●お店で力を入れているところ
　お店を知って足を運んでいただけるように、都度Face bookで
メニューを紹介させていただいております。定番メニューからの
季節限定メニュー、デザート、ドリンクと品数は多くありませんが、
メルシー３９のオリジナルの味を提供しております。また、食事が
終わってもゆっくりとくつろいでいただけるティータイムも設けてお
ります。
　今春から、障がい者の方 と々共に働く場として、地域とのコミュニ
ティスペースとしても提供していき、能代駅前の活性化につなげ
ます。 　　

●お客様へのメッセージ
　毎週火曜日はメンズデー、金曜日はレディースデーとしてお
食事＋ドリンクで２００円引き、毎月１５日はメルシー３９デーと
なり、どなた様でも２００円引きと多くの方々に楽しんでいただけ
るサービスを設けております。
　ママ友同士、お子様同伴でお食事ができる小さいスペースも
あり、お子様ランチもご用意しております。また、弁当注文もご
予算に応じて承っております。
　皆様のお越しを心よりお待ちしております。

ファミリーマート能代後谷地店  
（店長　山本　敏紀）
〒016-0863 能代市字後谷地 10-5 
TEL 0185-89-1030

メルシー39、アトリエ・デ・ソレイユ尚生（合同会社 尚生）
（代表者　藤田　貴子）
〒016-0831 能代市元町７－10
TEL 080－1811－3939
Facebook：アトリエ・デ・ソレイユ尚生
ホームページ：http://syouki39.co.jp/
メール：goudougaisya.syouki@lilac.plala.or.jp

季節料理
会席料理
鍋物料理 能代市上町6－12

☎0185-54-8611㈹

ご宴 会・ご会 席
お弁当注文・
配達承ります。



申告と納税

確定申告にあたっては、社会保障・税番号（マイ
ナンバー）制度の導入により、「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」
が必要となります。
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平成30年度　商工会議所検定試験日程

事業税・住民税の申告期限
平成30年３月15日（木）まで

平成30年３月15日（木）まで

平成30年４月２日（月）まで

所得税および復興特別所得税・贈与税

消費税および地方消費税（個人事業者）

2月 行 事 予 定
月  日 行　　　事 会　　場 時 間

金融相談

営業・販売力強化セミナー

営業・販売力強化個別相談会

第212回珠算能力検定試験・

第122回段位検定試験

常議員会

金融相談

リテールマーケティング（販売士）検定

第148回日商簿記検定

夜間個別相談会

６日㈫

８日㈭

９日㈮

11日㈰

15日㈭

20日㈫

21日㈬

25日㈰

26日㈪

能代商工会館

能代商工会館

能代商工会館

能代商工会館

能代商工会館

能代商工会館

能代商工会館

能代商工会館

能代商工会館

10:30

14:00

9:00

9:00

12:00

10:30

9:00

9:00

17:30

検　定　試　験 試　験　日 受　付　期　間

簿　　　　　記　

１級・２級・３級 ６月10日㈰ ４月２日㈪〜５月11日㈮

１級・２級・３級 11月18日㈰ ９月10日㈪〜10月19日㈮

２級・３級 平成31年２月24日㈰ 12月17日㈪〜１月25日㈮

受験料（税込） １級7,710円、２級4,630円、３級2,800円

珠算（そろばん）

珠算・暗算
１〜10級段位認定

６月24日㈰ ４月16日㈪〜５月24日㈭

珠算・暗算
１〜10級段位認定

10月28日㈰ ８月20日㈪〜９月27日㈭

珠算・暗算
１〜10級段位認定

平成31年２月10日㈰ 12月３日㈪〜１月10日㈭

受験料（税込）
【珠算】１級2,300円、２級1,700円、３級1,500円、４〜６級1,000円、７〜10級900円
【暗算】１〜10級900円
【段位】2,900円、珠算のみ2,500円、暗算のみ1,200円

リテールマーケティング
（販売士）

２級・３級 ７月14日㈯ ５月14日㈪〜６月22日㈮

１級・２級・３級 平成31年２月20日㈬ 12月17日㈪〜１月25日㈮

受験料（税込） １級7,710円、２級5,660円、３級4,120円



B型は、指定事業者に改修等を依頼す
るか、事業者自身で行うかで２種類の
申請方式に分かれます。

Ａ型は、レジの種類や複数税率への対応方法（導入／
改修）により合計４種類の申請方式に分かれます。
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お問合せ・申請窓口 軽減税率対策補助金 事務局（TEL057－0081－222）

軽減税率対策補助金の期限が延長になりました!!

複数税率対応として、２つの申請類型があります。

複数税率対応レジの導入等支援 受発注システムの
改修等支援

タブレット端末の
POSレジシステムを

入れたい。
POSレジシステムを
新たに入れたい。

今ある
POSレジシステム
を改修したい。

受発注システムの
パッケージを自分で
導入したい。

受発注システムを
改修したい。

軽減税率への対応はお済みですか？

【変更後】2019年９月30日までに事業完了

軽減税率対策補助金とは
　消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、複数税
率対応レジの導入や、受発注システムの改修等に要する経費の一部を補助することにより、導入等
の準備が円滑に進むよう支援する制度です。

A型 B型

A型及び
B－2型

2019年９月30日までに導入または改修等を完了させ、
2019年12月16日までに申請（事後申請）

2019年９月30日までに事業を完了することを前提に、
2019年６月28日までに交付申請を行ってください。
完了報告書は2019年12月16日までに提出してください。

B－1型

申請受付
期限

A-1 型 レジ・導入型

A-3型 モバイルPOSレジシステム

A-2型 レジ・改修型

B-1型 受発注システム・指定事業者改修型

B-2型 受発注システム・自己導入型A-4型 POSレジシステム

軽減税率制度に
対応するためにレジを
購入したい。

使い慣れた
レジを活かしたい。
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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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　平成29年度分の所得税等の確
定申告の相談及び申告書の受付
は、平成30年２月１６日（金）から
始まります。今まさに作成されてい
る方もいらっしゃるのではないで

しょうか？当所でも、決算申告の相談を行っておりま
すのでご利用ください。３月に入ってからの相談は大
変混み合いますので、是非、お早めのご相談をお願
いいたします。所得税等の確定申告分の提出期限は、
平成30年３月15日（木）です。　　　（三熊　明子）

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

　安田保険プランナーに入社して3年目になりま
す。個人、法人を問わず皆様の生活を守るため、損
害保険、生命保険を取り扱っております。保険業
界ではインターネット販売もございますが、顔の
見える担当、相談できる販売員をモットーに日常
にある様々なリスクや不安事を減らすべく日々
精進しております。
　当社では保険のお手続きのご来店キャンペー
ンを行っております。スタッフ一同でのお客様フ
ォローを心掛けておりますので、お気軽にお越し
ください。

業　種：保険代理店
住　所：秋田県能代市落合
　　　　　        　字上悪戸171
ＴＥＬ：0185-54-1911
ＦＡＸ：0185-54-1910
ホームページ：
http://yhp.main.jp/

有限会社 安田保険プランナー
　　　　　　　　  に勤務する

「柴田　宏幸」
　　　　　　です。

〔事業所名変更〕
◇新　能代山本管工事業協同組合
　旧　能代山本水道管工事業協同組合

◇新　ファミリーマート　能代後谷地店
　旧　サークルK　能代後谷地店

〔住所・電話変更〕
◇ネイルサロン　Ｎｅｆｅｒｔｉｔｉ
　新　能代市坊ヶ崎122-1
　　　TEL 74-8460
　旧　能代市字長崎25-5-202
　　　TEL 74-5699

会員短信

　１月23日（火）・24日（水）の２日間に渡り、当
所共済制度加入者の皆様への感謝の意を込め
て「大福引き大会」を開催しました。
　今年は延べ601名が参加。用意された会頭賞

（ポータブルテレビ、全自動洗濯機）やアクサ賞
（ふとんクリーナー・炊飯器・石油ファンヒータ
ー）などが当たり、加入者の皆様方へ日頃の感
謝を還元させて頂きました。

共済制度
大福引き大会を開催


