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〔秋田〕能代商工会議所月報

第16回「港まつり　能代の花火」
観覧席前売券　好評発売中！
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2019年10月1日

請求書等保存方式 区分記載請求書等保存方式 適格請求書等保存方式
（インボイス制度）

2023年10月1日

ご存じですか！
軽減税率は

全ての事業者が
対象です

2019年10月1日から消費税率が10％に引き上げられます
同時に、軽減税率制度が導入されます

食品は取り扱ってないから、軽減税率への対応は必要ないんだよね？
例えば、会議用のお弁当など、軽減税率対象商品を購入した場合、８％、10％で
税率ごとに分けて経理処理をする必要があります。
そのため、ほとんどすべての事業者で経理処理の変更が必要になります。

消費税への早急な対応が必要です‼
消費税軽減税率

具体的に、軽減税率はどんな場合で適応されるの？
軽減税率の対象科目は、「酒類・外食を除く飲食料品」「週2回以上発行で定期購読される新聞」です。
自社で取り扱っている商品を整理し、軽減税率の対象になるのか確認が必要です。

2019年10月1日に導入されるんだから、今から準備しなくてもいいんじゃない？
税率８％に上がった時の対応を思い出してください。例えば、駆け込み需要とその反動、消費者への告知や
値札の適切な対応、資金繰り、在庫管理、物流での対応など、さまざまな対応が必要になるため、早目の準
備が必要です。
また、軽減税率制度の導入に伴い、「区分記載請求書等保存方式」が導入され、2023年10月1日からは
「適格請求書等保存方式」（いわゆる「インボイス制度」）が導入されます。

軽減税率の導入で請求書や領収書の様式を変える必要があるの？
８％と10％の税率を分けて記載する必要があるため、
請求書や領収書の様式の変更が必要になります。

現在のレジで軽減税率に対応できますか？
今、お使いのレジが軽減税率に対応しているか、メーカーや販売業者などに確認しましょう。
対応していない場合は、レジの買換えやシステムの改修が必要になります。

現在のレジが軽減税率に対応していない場合、買替のための国からの支援はありますか？
レジの買替、タブレット型POSシステムの導入、システム改修のための国の補助制度がありま
す。詳しくは、次ページへ！
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に申請（事後申請）

に交付申請を行ってください。

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。

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

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。

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

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。

TEL：0570－081－222　URL：http://kzt-hojo.jpお問合せ・申請窓口

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

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
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

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。

申請方法には、２通りあります。申請方法には、２通りあります。

概　　　要：軽減税率制度に対応するため、レジの新規導入や既存
　　　　　　のレジの改修を行う中小企業者等を支援
補 助 対 象：軽減税率制度に対応したレジ（タブレット等を利用し
　　　　　　たレジ、付属機器も含む）

※具体的な対象機種等は、軽減税率対策補助金事務局
　ホームページで公表

補　助　率：2/3（３万円未満のレジ１台のみ導入する場合は3/4、
　　　　　　タブレット等は1/2）
補助上限額：レジ１台あたり20万円（商品マスタの設定が必要な場
　　　　　　合は40万円）

１事業者あたり200万円
申 請 方 法：レジ導入後の申請（事後申請）となります。一部販売
　　　　　　店等による代理申請も可能です。

複数税率対応レジの導入等支援
概　　　要：軽減税率制度に対応するため、受発

注システムの改修・入替を行う中小
企業者等を支援

補 助 対 象：軽減税率制度に対応するために必要
となる電子的受発注システムの改修・
入替

補　助　率：2/3
補助上限額：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
申 請 方 法：軽減税率対策補助金事務局が指定し

たシステムベンダー等が「代理申請」
を行います（システムベンダー等が
行うシステム改修・入替の場合は事
前に申請が必要です。）

受発注システムの
改修等支援A型 B型

軽減税率対策補助金 事務局
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平成30年６月15日（金）から７月31日（火）

攻めのサービス産業等応援事業攻めのサービス産業等応援事業

あきたビジネスプランコンテスト
あきた起業家交流フェスタ2018

秋田県内の
中小企業の皆様へ のご案内

平成30年６月15日（金）から７月31日（火）　※締切日17：00必着募集
期間

  区　分 補助率 補助上限額
 ①中小企業（②に該当する者を除く） 1／3以内 

500万円
 ②小規模企業者又はベンチャー企業者 1／2以内

自社の強みやIOT等の先進技術を活かして行う新規性の高い非製造業の取組に
要する経費の一部を最高500万円まで補助します。　　　　　　

対 象 者　県内に事業拠点を有し、かつ県内で１年以上事業実績がある中小企業
　　　　　※一部の業種は対象外となりますので、実施要領を御確認ください。
対象事業　製造業以外であって、次のいずれかに該当する新規性の高い事業
　　　　　①新商品・サービスの開発、生産、販売（顧客を新たに獲得するため、ニーズに合った新商品を試作する取組等）

②サービス提供までのプロセスの改善等による生産性向上（クラウドを活用して顧客管理のためのシ
ステムを開発し、個別ニーズに対応したきめ細やかなサービス提供体制を実現する取組等）

③新分野進出（卸売業者が小売業に進出など、産業分類の細分類を超えて行う新たな取組等）
※（　）内は一例です。対象となるかは、下記窓口までお問い合わせください。
※補助金の交付決定後（９月中旬以降予定）に実施する取組が対象となります。

補助率及び補助金額

補助対象期間　交付決定日から12カ月以内
応募方法　所定の申請書類を作成し、提出先まで郵送又は持参してください。

申請書類は秋田県公式ウェブサイト産業労働部商業貿易課のページからダウンロードできます。
（https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/23684）

■応募資格　県内に拠点を構えての起業、又は既に事業展開している、あるいは、積極的に新しい事業展開や新分野へ
の進出を目指そうとするビジネスを応援するため、業種や事業分野を問わず幅広く募集します。

■対象部門　①一般部門　②学生部門
■対象事業　次の要件をすべて満たすものとします。
⑴新規性、独創性、市場性、成長性等が認められるビジネスプランであること。
⑵事業展開により雇用の創出や地域経済の活性化など、地域への波及効果が期待されるビジネスプランであること。
⑶他の機関や団体で実施している同様のコンテストで発表していない、又は応募中でないビジネスプランであること。

■応募方法
⑴平成30年７月17日㈫午後５時【必着】までに、所定の応募用紙に日本語で記載のうえ、応募者の身分を確認でき
る運転免許証等のコピー及び関係書類を添付し、郵送又は持参により当センターまで提出してください。
⑵応募用紙は、当ホームページからダウンロードしてください。

応募用紙のダウンロードはこちらからどうぞ　http://www.bizcon.vt-akita.com/dl/index.htm

⑶参考資料（パンフレット、図面等）を提出される場合は、同じものを７部提出してください。 
⑷応募は個人、法人又は1グループにつき1プランとします。

■表彰及び副賞
●一般部門（賞金総額80万円）
　グランプリ１名 賞金50万円　準グランプリ１名 賞金20万円
　グッドプラン賞１名 賞金７万円等
●学生部門（賞金総額20万円）
　グランプリ１名 賞金10万円　準グランプリ１名 賞金５万円
　グッドプラン賞１名 賞金３万円等
　その他、審査員特別賞（１名 景品贈呈）などを決定し表彰します。

〈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　電話018－860－5610

　応募書類提出先・問い合わせ先
　　秋田県産業労働部商業貿易課　商業・創業支援班
　　〒010－8572　秋田市山王三丁目1－1（県庁第2庁舎3階）TEL018－860－2244

募集要項

※小規模企業者とは、応募時点で主に商業・サービス業を営んでいる場合は従業員が５人以下その
　他の場合は従業員が20人以下の企業です。
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－　業種別経営上の課題点　－

－　業種別の販売促進の取り組み方　－

－　事業計画の作成の有無　－

■経済動向に関するアンケート結果（抜粋版）■経済動向に関するアンケート結果（抜粋版）
　平成29年度、当所では「経営発達計画」に基づき、当地域の経済動向を把握し、地域事業者の今後の経営に役
立つ情報として提供していくことを目的に平成29年10月～11月に次のアンケート調査を行いました。
　今回は、この結果について抜粋したものをご報告いたします。

◎「経済動向調査」…能代市の中心市街地の「小売業」「サービス業」の事業者を対象に、経営実態や経営
課題を把握し今後の個社支援に役立てて行くことを目的とした調査。（300社に調査
/78社から回答）

経営上の問題点は「売上拡大」が大多数
・小売業やその他サービス業においては、半数超の事業者が「売上不振」を問題点としているほか「顧客・消費者ニー
ズの変化」という回答も多いことから、大型店などでのまとめ買いやインターネットショッピングなど、消費者ニー
ズの変化に対応が難しく、売上が減少しているものと分析される。また、飲食関係については、全国的に野菜価格等
が高騰しており、事業者を直撃している。今回調査した飲食店でも「原材料価格の上昇」との回答が7割を占めてお
り、また、「売上不振」「顧客・消費者ニーズの変化」といった販売面の課題を回答する事業者も多かった。

効果があると感じた販売促進は「ＳＮＳ」が多数
　能代市の事業者が実施している販売促進の取り組み方について、業種ごとにみると効果があった取り組み方では、
「ＳＮＳ（twitter、Facebookなど）」「インターネットの広告」「物産展・展示会へ出展」が上位を占め、「看板・のぼり旗」の効
果は比較的低いものとなっていた。このほかにも、新聞の広告などを活用したＰＲを行っているという意見もあった。

当地域でのイベントの売上への影響は「飲食業」「宿泊業」が高割合
　当地域でのイベントの売上への影響は「飲食サービス業」や「宿泊業」ではイベントの収益が売上に影響している割
合が高いとした一方で、「小売業」では影響があると回答した事業者が４割に留まっている。
　また、通常時と比べたイベント開催時の平均売上高（１日あたり）は、調査したすべての業種において「５万円未満」と
の回答がもっとも多く、飲食サービス業で22.2％、その他のサービス業で50.0％の事業者が「10万円以上50万円未
満」の収益をあげていることが分かった。
　売上に影響がある地域イベントについては、おなごりフェスティバル（９月）、港まつり能代の花火（７月）、天空の不
夜城（８月）の順となっている。

事業計画（経営計画）を作成している事業所は４割程度
　今回の調査で事業計画（経営計画）作成の有無について質問を行ったところ、小売業や飲食サービス業では４
割前後の事業者が作成経験ありと回答。「作成しない」と回答した事業者の理由としては「必要性を感じない」
が７割近い割合となった。特に飲食サービス業や小売業の多くの方々が「作成したことがない」という結果とな
っており、当所としてもパンフレットや会報などを通じて重要性についてＰＲしていきたい。

事業計画（経営計画）の重要性について
アンケート結果から、調査対象の全ての業種で売上高並びに景況の停滞感があり、喫緊の課題が「売上拡大」と
なっている。一方で、事業計画や経営計画を作成している事業者が４割前後で留まっており、当所としては経営
計画の重要性を力説しながら、計画の中の営業戦略としてＳＮＳの利活用などの支援策を市内外に情報発信をし
ながら、新規顧客の獲得や集客力向上など支援を行っていきたい。また、本年度の伴走型小規模事業者支援推進
事業でも、経営計画策定をテーマとした後継者育成塾を開催するほか、中小企業相談所事業で「経営計画作成セ
ミナー」も開催することから是非とも多くの事業者の皆さまからのご参加をお願いいたします。

  小売業 宿泊業 飲食サービス業 その他サービス業
 １位 受注不振 原材料価格の上昇 原材料価格の上昇 受注不振
 ２位 原材料価格の上昇 人件費の上昇 受注不振 人件費の上昇
 ３位 消費者ニーズの変化 労働力不足 顧客ニーズの変化 労働力不足

小売業

作成の有無
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

合　　計

毎年作成している
作成したことがある
一度も作成したことがない

 9 12.3％ 5 13.2％ 3 10.7％ 0 0.0％ 1 20.0％
 24 32.9％ 12 31.6％ 8 28.6％ 1 50.0％ 3 60.0％
 40 54.8％ 21 55.3％ 17 60.7％ 1 50.0％ 1 20.0％
 73 100.％ 38 100.％ 28 100.％ 2 100.％ 5 100.％

全　　　体 小　売　業 飲食サービス業 宿　泊　業 その他サービス業

飲食サービス業

宿泊業
その他サービス業

「タウン誌・雑誌等への広告」がもっとも多く、「自社のホームページ」「看板・のぼり旗」が続く。しかし、
特に回答が集中している方法があるわけではなく、事業者によって異なる販売促進・ＰＲにチャレン
ジしていることが読み取れた。
小売業と比較して、「ＳＮＳ（twitter、Facebookなど）」「インターネットの広告」「看板・のぼり旗」などの
割合が高い。比較的インターネットを使った販売促進・ＰＲが実施されているといえる。
インターネットの広告が活用されている。
６割の事業者が「自社のホームページ」を保有している。
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［19：30▶21：00］
雨天決行・荒天順延 翌23，24日
観覧会場／能代港下浜ふ頭

会場図ご案内

立見エリア
専用ゲート

有料観覧席
立見エリア 

有料観覧席有料観覧席

有料観覧席
立見エリア 

禁止・注意事項
のお願い
●会場内通路で
のカメラ三脚
の使用はでき
ません。

●テント、イス、
コンロ、危険
物、ペット等
の持込はでき
ません。

●観覧席出入り
の際は、必ず
チケットを首
からぶらさげ
てください。

屋台エリアが立見エリア（有料）となりました
●屋台・トイレのご利用のみの方でも入場券の購入が必要です。
　（中学生以上はお一人様1,000円、小学生以下は無料）
　※前売券販売でもご購入いただけます。
●立見エリアでの座り込みやイス等の持ち込みは禁止です。
●係員の指示に従わない方は、ご退場いただくこともあります。ご了承ください。

「港まつり
能代の花火」
観覧席発売中!!

「港まつり
能代の花火」
観覧席発売中!!

販売場所 能代商工会館１階 ９：00～17：00
※土日・祝日も販売しております。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

●「ごみ持ち帰り運動」を実施しますので、ご協力お願いいたします。

残りわずか 残りわずか 残りわずか
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文　具／事務用品／和洋紙／教材

〒016－0823　営業本部　能代市若松町６－33　TEL（0185）52－4351（代表）
〒016－0821　畠 町 店　能代市畠町　６－10　TEL（0185）54－1745（代表）　

株式会社

❶能代厚生医療センター… 330台
❷アクロス能代店……… 1100台
❸総合体育館……………… 130台
❹市民プール東…………… 100台
❺いとく能代北店………… 120台
❻能代市役所……………… 140台

❼秋田銀行能代支店………… 10台
　　　　　　　　　　　　（有料駐車場隣）

❽イオン能代店…………… 780台
　　※屋上から順次ご利用下さい。

❾山本地域振興局………… 100台
10へいあん秋田キャッスルホテル能代… 100台
11いとく通町店…………… 100台
　　第２駐車場

12丸水秋田中央水産………… 20台
13能代商工会館……………… 40台
14能代青果地方卸売市場・能代水産…… 200台
15展望台駐車場……………… 60台
16緑地公園駐車場………… 120台
17能代港漁港ふ頭用地…… 800台
18子ども館正面……………… 40台
19能代文化会館 ……100台　利用可能時間17：00～22：00

駐車場から会場までの区間
が21：00まで立入禁止のた
め途中車へ戻る事ができま
せんのでご注意下さい。

「港まつり能代の花火」のご協賛について（お願い）
港まつり能代の花火を開催するため、皆様のご協賛をお願い申し上げます。
尚、ご協賛いただいた会員の皆様には花火観覧のご招待券を進呈いたします。

13,000円～
※ご連絡いただければ担当職員がお伺いいたしますが、
　右記口座にお振込頂いても結構です。
　振込手数料はご負担いただきますようお願いいたします。

一口
能代商工会議所

口座名義秋田銀行能代支店　普通預金　599991
北 都 銀行能代支店　普通預金　6134807
羽後信用金庫能代支店　普通預金　1093322

みなと祭り実行委員会・能代商工会議所青年部
能代市　　　　　　　　能代市教育委員会
0185-52-6341（能代商工会議所内）
http://www.noshiro-yeg.jp/能代港中島5千トン岸壁

平成30年8月26日■
10：00～16：00

開催
日時

開催
場所

日

お問
合せ

主催
協賛 後援

ははたたららくく
大大集合集合
るるまま
くく

（※例年の開催日から変更しております。）

当日の混雑状況により、予定
時間が変わることがあります
のでご了承ください。

★開催日当日、会場まで運行します。

能代の花火
16：30～19：00まで
21：00～22：00頃まで

20：30～22：00まで16：30～19：00まで

16：30～19：05まで 20：30～22：00まで

16：30～19：00まで
20：30～22：00まで

秋田県能代港湾事務所 能代厚生医療センター
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能代七夕「天空の不夜城」協議会事務局 TE L 0185 -52-6344
FAX 0185 -55-2233

お 問 い 合 わ せ

〒016 -0831 能代市元町11-7（能代商工会議所内） http://www.noshiro-huyajou.jp

国道101号　市役所～通町

❸ ❹ ❺

山本地域
振興局

❻

❷❶ 東能代駅

駅
代
能

能代南I.C

㈱能代青果地方卸売市場
㈱能代水産

子ども館

米代川

能代市
総合体育館

けやき公園

市民臨時
駐車場

能代市文化会館

❽能代市役所

制
規
行
通

行
通
制
規

能代東I.C

いとく●

北都銀行●

秋田日産●

いとく●

ローソン●

●能代松陽高校

●秋田銀行

●陸上
競技場

●能代郵便局

●塚清

ン
オ
イ

間
区
止
行
通
全
完

原
松
の
風

❼

● 規 制 時 間／１７：３０～２２：００
● 完全通行止／通町交差点～市役所交差点
● 交 通 規 制／昭南町交差点～大町交差点

❼ 山本地域振興局
❽ 能代市役所

❻ 能代市文化会館
❺ 市民臨時駐車場
❹ 能代市総合体育館
❸ 子ども館
❷ ㈱能代水産

❶ ㈱能代青果地方卸売市場

駐車場案内

運行
予定 ※運行状況などにより時間が

　前後する場合がございます。

終了予定21：30

ふれあいタイム20：40

揃い打ち20：00

運行18：30

挨拶・音頭上げ
18：20

全燈籠  スタート位置へ
移動（秋田銀行入口手前）

17：40
18：20

18：30

→

原
松
の
風

駅
代
能

→ り
通
町
柳

→

イオン

けやき
公園

代
能
向

→

本部

所
役
市

いとく

歩道 歩道

歩道 歩道

解散式

運行
場所

出陣式

天空の不夜城
展示会場

３日 ４日
運行

8月
金ん 土

交通
規制

観覧席（イス席）
　　について販売

開 催 日 8月3日㈮・8月4日㈯　
１８：２０～２１：３０

受付時間 ９：００～１７：００

価　　格

イス１席
（税込）
※天空の不夜城オリジナルてぬぐいを
　１枚プレゼント!!

3,000円

申込方法

電話、または能代観光協会窓口での直接申し込み
能代市内の宿泊とセットのチケットも若干ですが、
販売しております。

〒０１６-０８３１ 秋田県能代市元町１３-１４
TEL:０１８５-８８-８８０2
メール：welcomenoshiro@shirakami.or.jp

 

能代観光協会
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有限会社 安田保険プランナー
損 害 保 険・生 命 保 険
保険と暮らしのパートナー

清 水 　 証代表取締役

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

能代商工会議所　TEL 0185-52-6341　FAX 0185-55-2233　問い合わせ先

平成30年9月 日

【3級】2,200円
【2級】3,500円
【1級】3,800円価 格 1,500円（税別）

※県内6商工会議所、県内主要書店で販売

秋田会場／秋田県社会福祉会館（秋田市旭北栄町1-5）
大館会場／大館市立中央公民館（大館市字桜町南45-1）
能代会場／能代商工会館（能代市元町11-7）
大曲会場／大曲商工会議所会館（大仙市大曲通町1-13）
横手会場／横手商工会議所会館（横手市大町7-18）
湯沢会場／湯沢商工会議所会館（湯沢市柳町1-1-13）

秋田ふるさと検定2級試験に合格
していること
◎２・3級との併願受験不可

【2・3級】学歴・年齢・性別・国籍などに制限はありません◎２級からの受験や3・2級の併願受験も可能です

【 1 級 】

◎高校生以下は各級とも1,000円

【 3 級 】10：30～12：00（90分）
【1・2級】13：30～15：10（100分）

平成30年6月1日（金）～８月３日（金）申込期間

秋田ふるさと検定
公式テキスト最新版
（2016年４月発行）

【1日集中コース】で開催します!!
3級 7/28 ・ 2級 7/29

受験対策講習会のご案内

検定合格者には携帯用の認定証を
交付します。また、企業申込による
合格企業には「合格者のいる店」の
プレートを進呈いたします。

〈主催〉秋田県商工会議所連合会　〈後援〉秋田県、秋田県観光連盟、秋田魁新報社

秋田ふるさと検定とは…
秋田県の歴史、観光、祭り・行事、自然、生
活文化、産業の6分野についての知識を
学び、「ふるさと秋田」の素晴らしさを再
認識するとともに、県民一人ひとりが身近
な観光案内人として秋田の魅力を積極的
に伝え、お客様に対する「おもてなしの
心」の向上を目的に実施いたします。

プレート

級検定

1級検定

第12回

第10回

2級検定

第13回
3

2

インターネットからも受付けています！！
http://www.akitacci.or.jp/

携帯用認定証

試験
会場

試験
時間

受験
資格

受験料
（税込）

お申込
み

アクセ
ス

秋田県商工会議所連合会監修
秋田文化出版発行

秋田・大館・能代・大曲・横手・湯沢の6地区で開催！

000-0000000-0000
秋 田　太　郎秋 田　太　郎

平成30年9月1日平成30年9月1日

笛…………半てん着用。※笛は各自ご準備ください。
　　　　　《一着3,000円》
鉦（カネ）…半てんと鉦（カネ）を購入してください。
　　　　　《１セット6,500円》
太　鼓……さらし、パッチ又は白っぽいTシャツ、
引き手　　短パン、くつ下、スニーカー（足袋）
　　　　　などでご参加ください。
※引き手は半てん着用。半てんと笛は、貸出用もございます。

引
き
手

笛太
鼓

８月３日㈮・４日㈯

経験者求む！

60人60人 160人160人 200人200人15人15人

安田保険プランナー 検索
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会員の窓

●プロフィール…
　平成30年５月14日に開院致しました。

　院長は二ツ井町で生まれ、能代高校を卒業しました。

いつか故郷に帰って地域の医療に携わりたいと考えて

おりました。この度念願がかない、クリニックを開業

することができました。スタッフは皆能代市出身です。

看護師２名、医療事務３名で診療を行っております。

●診療内容…
・皮膚の病気やできもの、傷、やけど、爪や毛髪の悩

み、眼瞼下垂（まぶたの下がりやたるみ）手術、ホ

クロやアザ、わきが手術といった保険診療を中心に

行います。シミやしわ、レーザー脱毛、刺青の除去

など、美容診療にも対応致します。

・お薬での治療、手術、レーザー治療を行っておりま

す。最新のレーザー治療機器を取り揃えております。

・患者様へのわかりやすい説明を心掛けます。皮膚に

関する悩みを気軽にご相談下さい。スタッフ一同、

笑顔と親しみやすい雰囲気を大切にしてお待ちして

おります。

●プロフィール…
　平成16年７月開店致しました。
　おしるこ、あんみつ、かき氷を中心とした甘味の
他、ちらし寿司、ロール寿司などのご飯物も提供さ
せて頂いております。
　店名の由来でもある、バリ島の雑貨の販売もして
おります。

●力を入れていること…
　これからの季節はやはりかき氷が中心となります。
　氷みつはすべて自家製です。当店でしか味わえな
い、かき氷をお客様に食べて頂きたく、日々新しい
商品を考えております。
　お客様に喜んで頂き、来て良かったと思って頂け
る様、努力してまいります。

●お客様へのメッセージ…
　開店来、約14年間たくさんのお客様にご来店頂き、
ここまで続ける事が出来ました。先の事は分かりま
せんが、能代で続けているかぎりは、お客様に喜ん
で頂ける物を考え、作っていきたいと思っておりま
す。お待ちしております。

信クリニック　皮ふ科・形成外科
（代表者　工藤　信）
能代市落合上悪土160
TEL 0185－88－8006

甘味かふぇ　ばりや
（代表者　菊地　正彦）
能代市落合字上前田179
TEL 0185－54－1045

診療時間 月 火 水 木 金 土

9：00～12：30
14：00～18：00

○
○

○
○

○ ○
○

○
○

○

休診日／日曜日・祝日
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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）

掲 板掲 板示示示
事業主の皆さま

「秋田県働き方改革推進支援センター」のご案内
働き方改革全般について、様々なご相談を受け付けます

例えば、以下のようなお悩みをもつ事業主からの
ご連絡をお待ちしております。
○36協定について詳しく知りたい
○非正規の方の待遇をよくしたい
○賃金引上げに活用できる国の支援制度を知りたい
○人手不足に対応するため、どのようにしたらよいか教えてほしい
○助成金を利用したいが、利用できる助成金がわからない　等
○その他、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用などについて、社会
保険労務士等の専門家が無料でご相談に応じます。

電話、メール、来所により相談を受付

【秋田県働き方改革推進支援センター】
フリーダイヤル：0120-695-783
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、Tel：018-865-5335（有料）

メール：akita2@akita-sr.or.jp
住　所：秋田市大町3-2-44　大町ビル3階
【受付時間】９：00～17：00（土日祝および年末年始を除く）

秋田県社会保険労務士会運営

▶ご希望に応じて、専門家が直接企業に訪問することも可能です。
▶出張相談会・セミナーも開催いたしますのでご活用ください。

どうぞお気軽に、
ご相談ください。

｢事業承継｣の相談は、
　　　　事業承継相談推進員にご連絡を！

　秋田県では、円滑な事業承継を支援するため、
相談推進員を地域に配置しています。当商工会議
所管内を含む県北地区では、秋田県商工会連合会
所属の相談推進員が巡回訪問します。
　訪問した際には、何卒、よろしくお願いします。

事業承継相談推進員
（秋田県商工会連合会）

櫻田　豊久

≪お問い合わせ≫　秋田県商工会連合会　北部支援センター
〒018－3313　北秋田市旭町4－31－1
TEL.0186－67－8160　FAX.0186－62－1355

７月７月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間

 8日㈰ 第40回福祉住環境コーディネーター検定試験 能代商工会館 10：00

 14日㈯ 第82回リテールマーケティング（販売士）検定 能代商工会館 9：30

 17日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 21日㈯ 第16回港まつり 能代の花火　 能代港下浜ふ頭 19：30

 25日㈯ 常議員会　 能代商工会館 12：00

お問合せや
ご相談は
こちらまで
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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）

業　種：自動車修理・板金塗装業
住　所：能代市落合
　　　　　　　字上前田146
ＴＥＬ：0185-54-3505
ＦＡＸ：0185-54-3925

ボデーショップワタナベ
に勤務する

「渡辺　隆行」
です。

　今年の２月から地元能代に戻り、実家にて自動車
板金塗装をしています。
　高校を卒業し、自動車整備士を取得後、自動車板
金塗装の会社に10年間勤めながら、「丁寧さ」と
「仕上がりスピード」をモットーに腕を磨いてきま
した。鍛えた技術をお客様と地元能代に貢献できる
ように頑張っていきたいと思います。
　車の修理や点検、お悩みがありましたら、いつで
もご相談に乗らせて頂きます。ご来店をお待ちして
おります。

わた なべ たか ゆき

主催 ◆能代商工会議所 ◆日本政策金融公庫秋田支店

●日　　時：8月8日㈬午前11時～午後4時
●場　　所：能代商工会館1F
●相談事項：「日本政策金融公庫」の融資相談
●申込期日：7月31日㈫まで
●問い合せ先：中小企業相談所　TEL52－6342  

記

　当所と日本政策金融公庫との共催による
「夏期一日金融相談会」を開催します。
　当日は、公庫より融資担当者が来所し、
融資等に関する相談を行います。
　ご希望の方は、事前に当所へ電話でお
申し込みください。

会員短信
〔住所・TEL変更〕
◇加賀司法書士事務所
　新　能代市二ツ井町字太田面22－9
　　　TEL 71－1129
　旧　能代市富町16－17
　　　TEL 52－3618

〔代表者変更〕
◇中田建設(株）
　新　代表取締役社長　中田　　潤
　旧　代表取締役社長　見上　重新

新入会員の紹介
◇アークヘアー
　代表者　宮腰奈穂美
　部会：観光サービス
　住所：能代市鰄渕字下悪戸112－20
　TEL：58－4230

◇信クリニック　皮ふ科・形成外科
　代表者　工藤　　信
　部会：公益
　住所：能代市落合字上悪土160
　TEL：88－8006　FAX：88－8009

　７月に入り、いよいよ夏本番です

が、当所では毎年ご好評いただいて

おります「能代の花火」が今年も開

催します。たくさんのお客様に幻想

的で、そして感動的な90分の花火のパラダイスをお

届けするために、我々職員も準備を進めております。

目玉はやはり「三尺玉」ですね。まさに「夜空に浮か

ぶ大輪の花」。東北で唯一見ることができるのは能代

だけです。もちろんワイドスターマインや競演幻想花

火など、見どころは上げればきりがありません。

　みなさん是非とも、家族・友人・恋人で素敵なひと

時を体験しに来てください。お待ちしております。

（佐々木）


