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Facebook
始めました！

３月26日（火）新入社員合同入社式および研修講座が開催された
新入社員たちがそれぞれの想いを胸に新たなスタートを切った
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2019年度 事業活動方針
　我が国経済は、個人消費が底堅く推移し、設備投資の持ち直し、公共投資も増加するなど、総じて緩やかな回復基
調にあるものの、深刻な人手不足や原油価格高騰による素材価格の上昇、米中の貿易摩擦問題や今年１０月からの消
費税制に対する懸念を背景に先行きの不透明感が増している状況です。
　こうしたなか、地域の中小・小規模事業者にとっては構造的な問題である少子・高齢化に起因した人手不足の問題
は深刻化、顕在化しつつあり、この解消には女性、高齢者そして外国人など多様な人材の確保を初めとして、ＡＩ
（人工知能）を活用した生産性の向上に取り組む必要があります。それに、経営者の高齢化に伴う事業の規模縮小や
廃業に対処するための事業承継も大きな課題であります。また、今年１０月に実施される消費税の引き上げやそれに
伴う軽減税率、その先を見据えたインボイス会計の導入に向けて、会員が円滑に対応出来るよう、上部団体及び様々
な分野の専門家と連携を図りながら支援を行います。更には、消費税の引き上げによる、駆け込み需要の反動減、能
代火力３号機の完成が近づくことにより、工事関係者の地域からの減少による影響が予想されます。そして、働き方
改革法案が国会で可決され、今年４月から順次施行されてまいります。当面は弾力的な運用と言われていますが、法
律でありますからいずれ厳格な適用となります。罰則を伴うことから企業にとっては大きな負担となりその対策を講
じる必要があります。
　このほかにも商工会議所が取り組むべき課題は山積しておりますが、時代の変化に対応すべく、革新的な取り組み
が求められています。そのような状況のなか、商工会議所は、地域の活力を担っている中小・小規模事業者が抱える
様々な経営課題に対処する経営改善普及事業は、地域経済の振興・発展にとって不可欠であり会員の的確なニーズの
把握に努め、今後も引き続き経営指導員などによる伴走型支援を実施し、相談体制の強化を図るとともに高度かつ専
門的な課題に対しては、専門家と連携した支援を行ってまいります。
　次に、地域の賑わいづくりについてですが、以前は中心市街地には人々を引きつける多様な要素が集積しており、
賑わいは人々を街に引きつける魅力でありました。しかし、医療、文教施設、商業施設等が郊外へ移転するとともに、
地域の大きな課題であります少子・高齢化と人口減少が急速に進展するなか、今後の魅力ある「まちづくり」につい
ては、居住の促進や賑わいの創出を図る必要があります。そのため、地域ごとの課題を具体的に抽出し、地域及び関
係機関に働きかけをしてまいります。
　地域で唯一の総合経済団体として、これらの取り組みに当たっては、行政・関係機関との有機的な連携、会員の生
の声、相談者の掘り起こしなどに留意しながら、本事業計画の着実な推進に努めてまいります。以上、産業の振興、
地域の活性化に向けて役職員一丸となり取り組みます。

能代商工会議所

地域産業振興策の推進

❶地域活力向上への取組み

❷地域の活性化と賑わいの創出
❸観光振興による経済活性化に向けた事業の取組み

❷企業再生支援の促進

❹事業承継に向けた取組み
❺国・県等の中小企業振興施策の推進
❻金融支援の推進

❸第２創業、経営革新に向けた取組み

1）創業・起業等への支援　　　　　　　　　　　　　　　5）エネルギー産業等の推進
2）日本海沿岸東北自動車道のミッシングリンクの解消　　6）雇用の機会創出
3）能代港の積極的な利活用への取組　　　　　　　　　　7）貿易証明発行業務
4）地元での消費促進のための活動

　少子・高齢化の進展、情報ネットワーク社会の進化、経済活動のグローバル化、ライフスタイルや価値観
の多様化等、大きく変化しています。
　今後、これらの大きな経済社会の潮流や行政の施策に対応するとともに、「地域課題解決への貢献」、「まち
づくり」等へと積極的に取り組み、地域産業の一層の活性化と持続的な発展を推進していきます。

　小規模事業者に寄り添った経営支援を行うため、国から認定を受けた「経営発達支援計画」に則り、巡回
相談を強化し、中小・小規模事業者の経営改善、生産性向上、販路拡大、事業承継、雇用確保・人材育成等
に対する支援など企業経営に関わる事業、さらに創業・起業に対する相談・助言など積極的に取り組みます。
また、小規模事業者の経営改善、経営基盤の強化を図るために経営改善普及事業（中小企業相談所業務）の
充実強化を図っていきます。

　商工会議所の運営・組織・財政基盤の拡充強化を図るため、会員のニーズに対応した事業を積極的に推進
し、地域の総合経済団体として、その役割を果たします。

中小企業の経営支援の充実

❶中小企業の経営力の強化
1）経営支援体制の強化 5）会員サービスの充実
2）消費税増税に向けた支援事業の実施 6）各種講演会、研修会の開催
3）記帳指導の充実と記帳機械化の推進 7）小規模企業共済・セーフティ共済の普及推進
4）各種調査の実施、情報の提供

会議所運営の活性化と組織拡充

●日本商工会議所　　　　　　　　●秋田県商工会議所連合会・各地商工会議所、商工会
●東北六県商工会議所連合会　　　●東北経済団体連合会

関係機関との連携強化

●職員のコンプライアンスの徹底や職員会議の定例化
●監事による内部監査の実施（年２回）
●外部講師を招いてのコンプライアンス研修

内部牽制

●会員に適切な助言を行うため職員の資質向上に努めます。
●会員に必要とする事業については年度途中においても柔軟に対応します。

その他

1）正副会頭会議、常議員会、部会長会議及び議員総会の定期的な開催
2）新体制による委員会の活動、運営強化　　　6）移動商工会議所の開催
3）各部会の開催による活動、運営強化　　　　7）会員増強対策と各種共済の普及拡大
4）行政及び商工団体等との連携強化　　　　　8）役員・議員の改選
5）小規模企業振興委員会の開催　　　　　　　9）各種検定試験の実施

1）第１７回港まつり能代の花火の開催　　　　3）インバウンドに向けた環境整備対策
2）能代七夕「天空の不夜城」運行の支援　　　4）その他イベント等への協力
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地 域 密 着 !! がんばる秋田の企業を応援します!

〒010-0923 秋田市旭北錦町1-47  県商工会館
TEL.018-864-3320 FAX.018-864-3335

理事長   村   岡　淑   郎

有料観覧席等の販売について

7月20日㈯ 19：30開始

12,000円
2,700円
11,000円
12,000円
14,000円
1,500円
4,000円
1,000円

13,000円
3,000円
12,000円
13,000円
15,000円
1,500円
4,500円
1,500円 【お問い合わせ】能代の花火実行委員会（能代商工会議所内）

TEL0185‐52‐6341  FAX0185‐55‐2233

能代の花火では、企業または個人の皆様からご協賛を募っております。
能代の花火を通じて、地域の更なる活性化に寄与して参りますので、
ご協力のほどよろしくお願いします。

能代の花火では、企業または個人の皆様からご協賛を募っております。
能代の花火を通じて、地域の更なる活性化に寄与して参りますので、
ご協力のほどよろしくお願いします。

広告効果抜群のスポンサー花火も併せて
募集しておりますので、ご希望の方はお
問い合わせください。ご説明にお伺い致
します。

スポンサー花火

２社以上の合同によるスポンサー花火
（30万円～）も可能です

能代商工会議所

秋田銀行能代支店
北都銀行能代支店
羽後信用金庫能代支店

普通預金
普通預金
普通預金

599991
6134807
1093322

※集金をご希望の場合は、ご連絡いただければ担当職員がお伺いいたします。

※１ご協賛いただいた企業様にはお席の追加も承っております。
　　なお、追加はご協賛１口につき２マスまでとさせて頂きます。
※２プログラムへの掲載は、作成の都合上、５月２４日㈮までにご
協賛頂いた企業様のみとなります。当会報誌への掲載は、ご協
賛頂いた全ての企業様を掲載させて頂きます。（８月号掲載予定）

　　掲載を希望されない場合には、当所までご連絡ください。

ご協賛頂いた方には……

❶１口につき、マス席（定員６名）
 １マスを進呈（※１）
❷プログラムおよび当会報誌へ
 企業名を掲載（※２）

ご協賛のお願いご協賛のお願い

口座名義

お振込先 金融機関

ご協賛金は……

1 口 15,000円
複数の口数をお受け致します。

※数に限りがございますので、売切れ次第 終了となります。

先行販売
（場所指定不可）

マ ス 席

イ ス 席

カ ッ プ ル 席

ト リ プ ル 席

フ レ ン ド 席

車イス席（一般販売のみ）

カ メ ラ マ ン 席

立 見 券

6　名

1　名

丸太テーブル付2名

会議テーブル付3名

会議テーブル付4名

介助者1名 イス付

1　名

1　名

一般販売
（場所指定可能）

e+（イープラス）
※ネット販売となります。

能代商工会館1階

3月 3日㈰～

6月12日㈬～ 9：00～17：00
（土・日・祝日含む）

───24時間───
有料観覧席は7/19 18：00まで
　　立見券は7/20 20：00まで

購入方法 販売期間 販 売 時 間 購入場所

前売券 当日券席　　　種 定　　員
同時募集
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地 域 密 着 !! がんばる秋田の企業を応援します!
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理事長   村   岡　淑   郎
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能代商工会議所
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労働保険年度更新のお知らせ労働保険年度更新のお知らせ
◆会議所に事務委託をしている事業所 ◆事務委託をしていない事業所

あらかじめお送りしている年度更新の書類に必要
事項を記入し、期日までに能代商工会議所へお持
ちいただくかお送り下さい。

期日までに最寄りの監督署でお手続きください。

［ お問い合せ ］　TEL0185-52-6341　能代商工会議所 労働保険事務組合担当

どんなメリットが
あるの？

●事業主の事務の手間が省けます。
●労働保険料の金額に関わらず３回に
分割納付できます。

●労災保険に加入することができない事
業主や家族従業員等も、労災保険に特
別に加入することができます。（特別
加入制度）。

6/3㈪～7/10㈬まで4/15㈪まで

【お問い合せ】能代労働基準監督署　TEL0185-52-6151

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

　能代商工会議所では事業主の方から委託を受けて、労働保険の事務を代行しています。
　ハローワークへ行く時間がなかなか作れない、人手不足のため事務処理に困っている等、労働保険の対応に苦慮
している中小事業主のみなさんは、当事務組合をご利用ください。

〔秋田〕能代商工会議所　2019.4.5〈6〉

ポイント①  付与した日（基準日）から１年以内に５日取得させなければなりません。
ポイント②  時季指定にあたっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。
ポイント③  違反があった場合には、罰則が科されることがあります。

詳しくは、厚生労働省ホームページ
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html）
または、労働基準監督署までお問い合わせください。

対象者：有給休暇が10日以上付与される労働者

年５日の年次有給取得が義務化
になりました！

2019年４月１日から

（※パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者にも労働日数・継続勤務年数に応じて付与されます。）
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◉広告協賛金額
 １、大型田楽　１基 ５万円より
 ２、一般田楽　１基 ２万円より
 ３、企業協賛　１口 １万円より

◉個人協賛 １口 ２千円より
口座名義：能代七夕「天空の不夜城」協議会

【 お振込先　金融機関 】
秋田銀行能代支店 普通預金　1029930
北都銀行能代支店 普通預金　6146226
青森銀行能代支店 普通預金　3007307
みちのく銀行能代支店 普通預金　2621441
羽後信用金庫能代支店 普通預金　1097897
秋田県信用組合能代支店 普通預金　0332599
あきた白神農業㈿本店 普通貯金　0011442

運行に伴う協賛のお願い
　昨年の第６回「天空の不夜城」運行に際しましては、皆様方よりご協賛を賜り誠にあり
がとうございました。
　今年も８月３日・４日の両日、イオン能代店前の国道１０１号線で開催いたします。
　今年はJR東日本のクルーズトレイン「TRAIN SUITE 四季島」のお客様が８月４日に
天空の不夜城の運行を見学する企画があるなど、徐々にではございますが、全国的にも知
名度の広がりをみせており、運行については観客の安全確保を第一優先に進めております。
　つきましては、時節柄出費多難な折ではございますが、市民・企業の皆様方からご協賛
のご支援をいただきたく、お願い申し上げます。
　能代市内の金融機関窓口にて専用の振込用紙をご利用いただければ、能代山本郡内の振
込先金融機関の支店間の振込手数料が免除となります。
　また、ご連絡をいただければこちらからお伺いいたします。
　ご協賛頂いた方には、記念品として、お一人様につき１本、今年新規製作の「オリジ
ナル手ぬぐい」（右イラスト）を差し上げております。ＡＴＭ、インターネット等でお
振込の場合は郵送いたしますので、事務局までご連絡ください。
　なお、協賛企業名はＰＲチラシ等に掲載いたしますが、個人協賛のお名前は掲載いたし
ませんのでご了承ください。

【お問い合わせ】能代七夕「天空の不夜城」協議会事務局
TEL 0185‐52‐6344　FAX 0185‐55‐2233

日
日4土

日3月8 運行



〈荒川そくさん教室〉
菊　池　　颯　介
富　樫　　流　輝
佐　藤　　　　諒
菊　地　　櫂　世
長　岡　　桃　花
〈開明そろばん教室〉
工　藤　　　　煌
畠　山　　伊　織

〈石川珠算教室〉
近　藤　　由　菜
丸　井　　桜　都
山　谷　　優　衣
バティ　　マハム
野　本　　真星子
〈なりた珠算教室〉
田　中　　暁　仁
山王丸　　陽　愛

※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし全国各地の商工会議所およびアク
サ生命保険株式会社により運営されている組織です。

 　3月26日(火)、日頃から珠算技能の習得に努力している生徒を表彰する「珠算優良生徒表彰式」を能
代商工会館で開催しました。対象者は、１年以上の皆勤者、珠算能力検定試験１級合格者、その他生徒の
模範となる者等に該当する生徒となっており、今年度は各所属塾より推薦を受けた14名を表彰しました。

　ベストウイズクラブでは、「福祉制度キャンペーン」を4/15～6/28に実施いたします。本キャンペーンは
『商工会議所福祉制度』を会員の皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉向上にお役立ていただくことを主な
目的としています。
　『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金準備他、入院・介護・老後に備えた様々な保
障ニーズにお応えするものです。
　商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺いした際には、是非ご協力頂きますようお願い
申し上げます。

｢商工会議所福祉制度キャンペーン｣実施のお知らせ

　珠算優良生徒表彰式平成30年度

受賞者

［お問い合せ］　能代商工会議所　TEL：0185–52–6341

通常議員総会を開催
　３月28日（木）、当所通常議員総会を開催し、2019年度
事業計画（案）並びに一般会計、特別会計の収支予算（案）
が承認されました。広幡会頭は「働き方改革関連法による影
響や消費税増税に伴う駆け込み需要・消費の落ち込みが想
定され、経済状況の予測が難しい中ではあるが、地域振興
券の活用、能代の花火等の観光振興によって地域の活性化
に繋げたい」と述べました。

能代商工会議所
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会員の窓

●プロフィール
平成22年に前の責任者から譲り受けました。
能代厚生医療センター内の美容室です。
営業時間は平日9：00～ 16：00。
定休日は土日、祝日となってます。

●力を入れていること
病院内の美容室なので、ギプスをしているお客様や点
滴をつないでいるお客様もいらっしゃいます。患者様
の状態に合わせてカット致します。
また、病院の診察と一緒に美容室を予約される方も多く、
病院内なので診察後、スムーズにご来店頂けます。
患者様の中には、退院されてからもお越し頂いている
お客様もいらっしゃいます。

●お客様へのメッセージ
患者様、ご来院される方だけでなく、一般の方にもご
利用頂けます。   
また、事前にご予約頂ければ、営業時間外にも対応い
たします。ちょっと分かりづらい場所にありますが、
一度お越し頂ければ覚えて頂ける と思いますので、お
気軽にご来店ください！
（店舗は病院内1階にある売店奥のＡＴＭの隣です）

●プロフィール
　平成27年8月創業で5年目を迎えます。
主に漬物メーカー様向けに、塩蔵ミョウガ・塩蔵山ゴボウ・塩
蔵菊芋・チョロギ（土付）などを出荷しております。
　前身で有る（有）秋田農産の倒産の事態から、従業員である私
が全てを引き継いで再スタートを切りました。漬物メーカー様・
山ゴボウ・菊芋栽培農家様、各卸店様、一般のミョウガ持込の方々、
従業員に支えられ、現在も頑張っております。
●力を入れている事
•栽培農家様との繋がりを大切に、良品だけでなく、出来るだけ
外品も含めた全ての作物を適正価格で買取する事。
•今年から山ゴボウで大手漬物メーカー様との委託契約をスタ
ートさせました、委託協力工場として品質維持に努めたい。他
メーカー様からの下請け業務請負も模索しております。

●お客様へのメッセージ
　ミョウガ農家様だけでなく、一般持ち込みのミョウガ買取りもし
ております。
　袋詰め不要1㎏から買取しますので、毎年楽しみにして持ち込
んで頂いているご年配の方も多数いらっしゃいます。お小遣い稼
ぎに、昔おじいちゃん・おばあちゃんが作付けした、眠っている
ミョウガ畑を探して見てください。（昨年から菊芋とミズの実の持ち
込みも始めました。）
•ミョウガ畑はあるけど遠方で持込不可能な方の為に、自宅にも
集荷に伺っています。
ミョウガ・菊芋・ミズの実で何か聞きたい場合はお気軽にお問
合せ下さい。
•漬物用・土壌改良用に塩（25㎏入）も販売しております。

ひまわり美容室  
（代表者　飯坂　加代子）
〒016-0014　能代市落合字上前田地内
　　　　　　　(能代厚生医療センター内 )  
TEL 0185-52-3111（能代厚生医療センター）

能代みょうが
（代表　栗山直樹）
〒016-0016 能代市竹生字笹の台918-2
携帯090-5840-9241
TEL 0185-74-8405
FAX 0185-74-8406
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・能代ポイントカード（ダンクカード）加盟店

ポイント２倍!!
が使えます！ダンクカード

since 1980

ボ
ク
の
看
板
が

　

 

め
じ
る
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だ
よ
！

国道
101号線

☎

名刺・封筒・伝票印刷承り
ます。

印刷の専門店
さついん せん もん てん

受付中!!

個人の方でも企業の方でも、印刷のことなら印刷専門店の当社にご相談ください。

54-3706（0185）

毎日
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つぶ

　や
き

つぶ

　や
き

つぶ

　や
き

つぶ

　や
き

つぶ

　や
き

　還暦を過ぎてから、毎年仲間５
人で一泊旅行をしており、今年も
３月に実施する機会に恵まれま
した。午後６時半から宴会が始
まり、８時には部屋に移って酒盛

りの続きをし、近況から若い頃の話などに花を咲
かせたが、最近は健康に関する話題も多く、自分を
含め大半は薬を服用している。とにかく話題が尽き
ない。はたして来年は１人も欠けることなく開催で
きるのか不安ではあるが、健康に留意しながら来
年も旅行に参加したいと思います。（柴田　慶悦）

　今年で入社3年目になります。この会社に入った
きっかけは、高校時代の先生から勧められて、「君な
らできる、大丈夫」の一言で入社試験を受けること
に決めました。
　無事に内定を貰い、舞い上がっていたのですが、
市場の仕事は朝早く、力仕事のイメージがあり、初
出勤の日が近づくごとに緊張感が増してきて、前夜
はとても眠れる状態ではありませんでした。
　しかし、頼れる上司や、優しい先輩方に助けられ、
しっかりと指導していただいたおかげで、日を追う
ごとに緊張感や不安は薄くなり、徐々に仕事を覚え
ることが出来ました。
　仕事内容としては、白菜や大根、キャベツ等の大
型野菜の担当を務めています。主に力仕事ですが、
高校時代に柔道で鍛えた体力と根性を活かして、役
に立てるように努めています。
　今年は新たに仲間も増えるので、後輩に頼られる
立派な先輩になれるよう日々努力していきたいと
思います。

業　種：卸売業
住　所：秋田県能代市
　　　　　　　鳥小屋36-11
ＴＥＬ：0185-52-5301(代)
ＦＡＸ：0185-55-1381

㈱能代青果地方卸売市場
　　　　　　　　  に勤務する

「佐藤　勢良」
　　　　　　です。

金融相談

青年部  2019年度通常総会

まちづくり勉強会

女性会 平成31年度通常総会

能代商工会館

プラザ都

能代商工会館

プラザ都

10：30

18：00

18：30

18：00

4月 行 事 予 定
月日 行　　事 会　場 時間

16日㈫

18日㈭

20日㈯

22日㈪

金融相談

能代市建具組合連絡協議会総会

金融相談

能代商工会館

湯らくの宿のしろ

能代商工会館

10：30

13：00

10：30

5月 行 事 予 定
月日 行　　事 会　場 時間

7日㈫

18日㈯

21日㈫

会員短信

新入会員の紹介

〔事業所名変更〕
◇新　東日本電信電話㈱  宮城事業部  秋田支店
　旧　㈱NTT東日本－東北　秋田支店

◇（有）バスケの街能代企画

　代表取締役　保坂　能見

　部会：公益

　住所：能代市字寿域長根48-2

　電話 0185-52-7225

　FAX 0185-52-7225

◇（株）Beech

　代表取締役　谷　里美

　部会：観光サービス

　住所：能代市字西赤沼32-3

　電話 0185-55-0212

　FAX 0185-54-8385

さ と う せ　  ら


