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8＊消費税率引上げ・軽減税率制度導入対策スケジュール

＊消費税軽減税率対策補助金について
＊青年部だより
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〔秋田〕能代商工会議所月報
2019年８月７日発行（毎月１回発行）

大型灯籠「愛季24.1m」、「嘉六17.6m」
能代若、子若の合計7基がお囃子の音色に
包まれながら能代の夜を彩った

Facebook
始めました！
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　今回の消費税率引上げと軽減税率制度導入には、多くの準備が必要です。制度の理解や価格戦
略と価格表示、資金繰り、システム改修、等の準備を実施するため、早めに現状把握をおこない、
対策を立てましょう。

対策スケジュールチェックリスト

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

“重～いお米”
ご自宅・職場まで配達します！

ご注文・お問い合わせ

☎54-8666

農家から届ける米専門店　　能代市吹越字谷地23

ホームページ　http://satofarmakita.com/
㈱

導入直前 消費税率引上げ・軽減税率制度導入
対策スケジュール

中小企業のみなさま、あなたのお店のレジは軽減税率に対応していますか？

お客様が仕入税額控除を行う場合、
税率ごとに合計金額が記載されたレシート
の保存が必要です。

軽減税率

8%

軽減税率対象品目に
チェック！

ルール No.1

ルール No.2
税率ごとに
合計金額を記載する

-SUPER MARKET-

領 収 書
2019年11月30日（土）12：00

※ たまねぎ ¥223
※ じゃがいも ¥256
※ にんじん ¥198
※ 鶏肉 ¥538
　 スプーン ¥498
　 紙ナプキン ¥162

8%対象
10%対象

合計

¥1,215
¥660

¥1,875

※印は軽減税率（8%）対象品目

今、軽減税率対応のレジを導入すれば
レジ・システム補助金が使えます！

※完了期限：9月30日㈪まで。
　１事業者あたり200万円まで。

業務効率化のためにも、替えるなら、今！

［原則］
費用の3/4補助

レジ1台
あたり 20万円まで

あとわずか！！今年10月から「消費税軽減税率制度」スタート

今後開催予定のセミナー等について

詳しくは下記のお問合せ先まで

お問合せ先 軽減税率対策補助金事務局 申請窓口 0120‒398‒111フリーダイヤル

お問合せ　中小企業相談所　☎0185-52-6342

※詳しくは、今後の会報等にて
　お知らせいたします。

日時　８月２８日（水）
場所　能代商工会館

消費税・軽減税率対策セミナー
日時　９月頃予定
場所　能代商工会館

後継者育成塾①

日時　１２月２１日（土）
場所　未定

婚活イベント

日時　１１月中旬予定
場所　能代商工会館

創業塾

日時　１２月頃予定
場所　能代商工会館

後継者育成塾②
日時　１２月上旬予定
場所　能代商工会館

女性創業塾

日時　１２月上旬予定
場所　能代商工会館

女性創業塾個別相談会
日時　１２月中旬予定
場所　能代商工会館

創業塾個別相談会

標準税率

10%

または0570-081-222（通話料がかかります）
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運行の御礼
　盛夏の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。
　さて、８月３日、4 日の能代七夕「天空の不夜城」運行の際は、多くの皆様にご観覧いただきまして、
ありがとうございました。
　今年で７回目を迎えるイベントではございますが、例年にも増して地域の皆様やスタッフの皆様のご
支援をいただき、また特に終盤の観客の皆様とのふれあい交流の盛り上がりもあり、お陰様で両日滞り
なく大盛況に終えることができました。これも偏に皆様のご協力があってのことと実行委員一同、感謝
申しあげます。
　また、交通規制などによりご迷惑をおかけしました運行会場周辺の皆様には、多大なご理解とご協力
をいただき改めて感謝申しあげます。
　今後も、交流人口拡大による地域活性化に向けて頑張ってまいりたいと思いますので、皆様からの一
層のご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。

能代七夕「天空の不夜城」協議会　　会　長　広　幡　信　悦

　第17回港まつり「能代の花火」は、天候にも恵まれ、県内外から多くの皆様にご来場をい
ただき、無事に開催することができました。
　スポンサー企業様並びにご協賛企業様のご支援に対しまして心からお礼申し上げます。ま
た、多くの関係機関のご理解とボランティアの皆様のご協力に対し深く感謝申し上げます。
　今後とも観光振興による地域の活性化のため力を尽くしてまいりますので、なお一層のご支
援ご協力をお願い申し上げます。

能代の花火実行委員会
委員長　広　幡　信　悦

港まつり「能代の花火」の御礼

ボランティアにご協力いただいた皆様（順不同）

～ 競 演 幻 想 花 火 審 査 結 果 発 表 ～
　例年、花火師が特に力を入れ打ち上げる「競演幻想花火」の審査が行われ、下記の結果と
なりました。

㈱小松煙火工業

㈱北日本花火興業優 勝

2位 3位 4位 大久保煙火製造所㈱ 和 火 屋

　今年も多くの学校・企業の皆様がボランティアとして
ご参加いただき、当日の会場設営、出入り口でのご案
内、翌日の清掃等に述べ240名の方々にご協力頂きまし
た。ありがとうございました。
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㈱ 秋 田 重 車 輌 中 友 商 事 ㈱ 東北ポートサービス㈱能代営業所 アクサ生命㈱大館営業所能代分室

㈱ユアテック能代営業所 イオンリテール㈱イオン能代店 大森グループ　能代FRC有限責任事業組合 能 代 電 設 工 業 ㈱

赤 塚 電 気 工 事 ㈱ 秋田しらかみ看護学院 東芝インフラシステムズ㈱ 能 代 市 役 所

能 代 運 輸 ㈱ 秋田県立能代工業高等学校 ㈱ サ ン ワ 興 建 東北発電工業㈱能代支社

能 代 金 融 懇 談 会 秋田県立能代高等学校 秋田県立能代松陽高等学校 あきた白神農業協同組合

秋田県山本地域振興局 中 田 建 設 ㈱ ㈱ 能 代 資 源 東北電力㈱能代火力発電所・建設所

東北電力㈱能代電力センター
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木　村　運　送
〈メール便：市内60円～（消費税別）〉〈引越・宅配〉

代　表　木　村　　寛
秋田県能代市清助町7-23　☎0185-54-3042　FAX0185-54-3069

　東北六県商工会議所女性会連合会総会が
今年は秋田県にて開催されました。東北六
県45女性会より450名、当女性会より９名
が参加しました。橋本五郎氏を講師に迎
え、「宿命に生き　運命に挑む　―ふるさ
とに感謝して」をテーマにご講演いただ
き、橋本氏の半生、ふるさとへの想いを拝
聴いたしました。
　７月14日に開催されたのしろみなと祭り
にて、ヨーヨー、スーパーボール、カット
パインなどを販売しました。今年は天気に
恵まれ、行列が出来る場面もあり、特に
ヨーヨーやスーパーボールは子供たちに大
人気でした。

　７月１４日（日）に「のしろみなと祭り２０１９」が能
代港中島５千トン岸壁で開催されました。
　当日は晴天に恵まれ、海上自衛隊多用途支援艦「すお
う」、海上保安庁巡視船「しんざん」が一般公開され、多
くの方々が訪れました。
　また初参戦である「ブルーインパルスjr.」が午前と午後
それぞれ１回ずつ特設スペースにて一糸乱れぬ走行を披露
し多くの観客を魅了しました。
　体験ブースでは秋田犬ふれあい体験や凧揚げ体験、スラ
イム作り、木工体験など、飲食ブースでは様々な屋台が並
び、多くの方々に楽しんでいただくことができました。
　ステージでは愛慈幼稚園の皆様による鼓笛隊をはじめ、
「鰄渕番楽」「ＹＯＳＡＫＯＩ演舞」「ネイガーショー」
「バンド演奏」「長信田太鼓」が披露され、老若男女問わ
ずより充実した催しとなりました。
　ご協力いただきました関係団体の皆様、そしてご来場い
ただきました皆様に改めて御礼申し上げます。

開催のしろみなと祭り2019
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会員の窓

●プロフィール
　損保ジャパン日本興亜㈱の代理店として、 
損害保険、 生命保険を取り扱っております。
　地元に根付いた地域密着型の保険代理店
です。

●力を入れていること
　お客様の不安や心配を、 身近なパートナー
として多種多様なサービスを提供しており
ます。 
　より丁寧に ・ より解り易くをモットーに、
地元の業者ならではのフットワークを生か
してお客様のお困り事をサポートできるよ
う日々努力致しております。

●お客様へのメッセージ
　「スピード」「シンプルでわかりやすく」を
心掛けています。

●プロフィール

　2016年から起業し、印刷物のデザイン、データ製作、

オリジナルＴシャツ等のグッズなどを製作しております。

　製作会社や印刷会社に長年勤めておりましたので、印

刷物全般の製作をしております小さな小さな事務所です

が、お客様のイメージを実現し喜んでいただけるよう全

力で務めさせていただきます。

●チャームポイント

　ご依頼いただいた案件を、指示どおりに作って終わり

ではなく、お客様の立場に立ち、商品、イベント等の魅

力を最大限に引き出すよう、日々研究・インプットを重ね

ております。小手先の技術ではなく、心が通うデザイン

を目指しております。

●お客様へのメッセージ

　企業・団体様や店舗向けのデザインを主力としており

ますが、個人様のお名刺やグッズ等にも対応しております

ので、お気軽にご相談ください。

㈲安田保険プランナー
（代表者　清水　証）
〒016-0014　能代市落合字上悪土171 
TEL 0185-54-1911
FAX 0185-54-1910

リブウトアートワーク
（代表者　藤田　喜彦）
〒016-0851 能代市緑町6-3
TEL 0185-57-4767
ホームページ
https://www.facebook.com/rebootartwork/
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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

⑴団体競技

⑵個人競技

⑶種目別競技
１人1,000円

①開催日時
②会　　場
③競技部門

④競技内容

⑤参 加 料

第70回 秋田県県北珠算競技大会のご案内

商工会議所議員の改選の年です。

【申込・問い合わせ先】能代商工会議所・珠算担当　TEL0185－52－6341

2019年９月23日（月）　午前９時30分～午後２時00分（閉会予定）
能代商工会館３階　能代市元町11－7
◎中学生以上の部（一般・高校含む）　◎小学生の部

中学生以上の部、小学生の部とも、個人競技の高点を得た３名の総得点により
順位を決定する。
中学生以上の部　日本商工会議所珠算能力検定　２級程度
小 学 生 の 部　　　　　　　〃　　　　　　　３級程度
読上暗算・読上算を各部毎に行う。
【参加者全員に参加賞を贈呈】

今年は

　能代商工会議所では本年10月末日の現議員の任期満了（3年）に伴い、議員改選を行います。

　当所の会員の中から代表として選ばれる方々で、均衡の取れた構成となるよう１号議員・２号議員・
３号議員の３種が定められています。当所の最高意思決定機関である議員総会の構成員として事業運
営に必要な審議をします。

　議員に立候補した会員が定数を超えた場合に、会員および特定商工業者の投票によって選出される
議員です。定数を超えない場合は無投票当選となります。

　各部会での議決により選任される議員です。
　会員は業種によって部会のいずれかに所属しており、それぞれの部会で議員を選任できる人数の配
分は、部会員数や会費口数を勘案して決められます。

　業種·業態·地域などのバランスを考慮し、総合的な見地から当所の組織運営上、欠かすことのできな
い議員として選任される議員です。１号議員および２号議員が議員協議会で選任した詮衡委員会にて
３号議員が選任されます。

能代商工会議所の議員とは

１号議員

２号議員

３号議員

議員は、1号議員・２号議員・３号議員でそれぞれ選出方法が異なります



〔秋田〕能代商工会議所　2019.8.7〈8〉

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　FAX0185-55-2233（会員の購読料は会費に含まれております）

8・9月 行 事 予 定
月　日 行　　事 会　場 時間

金融相談

消費税軽減税率・転嫁対策セミナー

金融相談

金融相談

第70回秋田県県北珠算競技大会

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

13：30

10：30

10：30

9：30

8月20日㈫

8月28日㈬

9月 3日㈫

9月17日㈫

9月23日㈪

会 員 短 信

新入会員の紹介

〔代表者名変更〕
◇（有）すすきだ工務店
　新　代表取締役　薄田　俊博
　旧　代表取締役　薄田　俊一
◇東北電力㈱能代電力センター
　新　所長　畠山　豊
　旧　所長　大信田　隆一
◇（株）秋田銀行能代支店
　新　支店長　中山　悟
　旧　支店長　高橋　徳之
〔住所・TEL変更〕
◇㈲宮腰商事
　新　能代市河戸川字南西山18-9　TEL 57-4230
　旧　能代市落合字亀谷地1-29　　TEL 52-6858
〔住所変更〕
◇能代市商店会連合
　新　能代市畠町5-11
　旧　能代市柳町167

〔FAX変更〕
◇能代塗装
　新　FAX 74-6466
　旧　FAX 52-5126
〔代表者名変更〕
◇キョーリン製薬グループ工場㈱
　新　工場長　間瀬　光英
　旧　工場長　井上　淳一
◇秋木製鋼㈱
　新　代表取締役社長　高崎　　融
　旧　代表取締役社長　相原　文人
〔住所・TEL・FAX変更〕
◇東北ビル管財㈱能代営業所
　新　能代市字仁井田白山95-3
　　　TEL 74-9040
　　　FAX 74-9041
　旧　能代市河戸川字大須賀37-1
　　　TEL 55-3226
　　　FAX 55-3239
〔代表者名・住所変更〕
◇㈱渡辺事業所
　新　代表取締役社長　渡辺　清美
　　　秋田県能代市河戸川字下大須賀73
　旧　代表取締役社長　渡辺美次雄
　　　秋田県能代市河戸川字下大須賀74-1
〔事業所名・住所変更〕
◇新　すずなや
　　　能代市柳町13-6
　旧　かんぼんや
　　　能代市柳町13-3
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　７月２０日に「能代の花火」が

無事行われました。天候にも恵ま

れ、ご来場いただきました皆様に

は楽しんでいただけたのではな

いでしょうか？三尺玉はもちろん、見るものを魅了

する競演幻想花火、壮大なグランドフィナーレ。す

べての花火が「目玉」でした。

　夏の到来を告げるイベントは無事終わりました

が、能代の夏はまだまだこれからです。例年、屋外

で熱中症になってしまい、体調を崩してしまう方は

少なくありません。この夏を全力で楽しむためにも

細かな水分補給や休息を適時とり、素敵な思い出

をたくさん作りましょう！　　　　　　　　佐々木

　今春、能代工業高校を卒業して、能代電設工

業株式会社に入社しました。現在は、主に能代

火力発電所内のモーター交換や、風力発電の

ケーブル敷設などの作業を担当しております。

先輩達のご指導のおかげで、毎日勉強しながら

楽しく仕事ができています。

　また、普段は社会人の野球チームに所属し、

週に1回は野球をして汗を流しています。

これからも仕事とプライベートを充実させて、

何事にも向上心を持って頑張っていきます！

業　種：建設業
住　所：能代市浜通町1-45
ＴＥＬ：0185-54-4249
ＦＡＸ：0185-54-2833
ホームページ：
http://noden.jp/

能代電設工業株式会社
　　　　　　　　  に勤務する

「戸松　大聖」
　　　　　　です。

◇Daining café SHANTI
代表者名：金澤　亜都子　部会：観光サービス
住所：能代市字松長布123-3
電話：090-3360-6685
◇（株）薬王堂　能代出戸店
代表者名：高橋　瞭　　　部会：商業
住所：能代市字出戸後6-23
電話：74-6531　FAX：74-6532
◇（株）薬王堂　能代寺向店
代表者名：森下　千尋　　部会：商業
住所：能代市字寺向93-1
電話：74-6851　FAX：74-6852
◇（株）薬王堂　能代落合店
代表者名：大柄　歩惟　　部会：商業
住所：能代市落合字下前田193
電話：54-5880　FAX：89-5777
◇シュープラザ　アクロス能代店
代表者名：北田　剛信　　部会：商業
住所：能代市寺向87アクロス能代店内
電話：89-1112　FAX：89-1112

名刺・ハガキ類
24時間スマート納品挑戦中！

ポイント２倍!!
が使えます！ダンクカード

マスコットキャラクター
みちのくん

☎

ボ
ク
の
看
板
が

　

 

め
じ
る
し
だ
よ
！

国道
101号線

・能代ポイントカード（ダンクカード）加盟店

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

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。

（0185）

毎日

54-3706

は
ん
こ

ゴ
ム
印

はじめ
  ました

受付中!!


