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8月15日～ 23日に開催された「第15回能代宇宙イベント」
全国各地から能代へ集結し、多彩なロケットの打上げに心を躍らせた

Facebook
始めました！
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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

電気は＜安全・安心＞が第一！
電気設備の保守管理は東北電気保安協会へ

デマンド監視新時代
・初期費用なし
・自動負荷制御標準

私たちが選ばれる理由
 トラブル発生時の迅速な対応
 技術力と組織力で信頼の点検
 災害時は広域応援体制で対応

一般
財団法人東北電気保安協会

能代事業所
℡：0185－52－7395

New!
◇エネルギー監視サービス

電力量見える化

自動負荷制御
＋

忘れていませんか！？ キャッシュレス決済端末の導入もお早めに！！

・補助率：3/4以内（3万円未満のレジを１台のみ購入する場合は４/５以内）
・上限額：一台あたり20万円（一部40万円）
　　　　　一業者あたり200万円まで
・完了期限：2019年 ９月30日
・申請期限：2019年12月16日

レジ補助金の導入完了期限は
９/30月までです！！

　能代商工会議所及び二ツ井町商工会では、地域の消費を喚起・下支えするため、能代市の補助
を受けて「能代市地域振興券」を発行します。
　つきましては、この地域振興券の取扱事業所を募集します。対象は、能代商工会議所及び二ツ
井町商工会の正会員とします。地域振興券の取扱いは、事前に登録した事業所に限ります。あら
かじめ登録の申込みをお願いいたします。

１　申込期間
２　申 込 先
３　登録資格

令和元年９月10日㈫～10月10日㈭（平日の９時～17時）
能代商工会議所又は二ツ井町商工会
能代商工会議所及び二ツ井町商工会の会員で、能代市内に
ある事業所。　※新規会員登録もできます。

能代市地域振興券取扱事業所の募集のご案内

詳しくは募集チラシを
ご確認ください。

●調査対象：
●調査時期：
●調査方法：

能代山本地区の企業・事業所（抽出）
令和元年９月～１０月
郵送によるアンケート調査（回収は
郵送のほか、対象者の多い企業・事業所
には直接回収に伺う場合もあります。）

健康経営を応援します !
　「健康経営」とは、企業が従業員を経営資源と捉え、メンタルヘルス
を含む健康管理に積極的に取り組むことで企業は生産性向上や企業ブ
ランド価値の向上・リスクマネジメントといったメリットを得ることがで
きるという考え方です。
　そこで能代保健所では、食生活を中心とした健康づくりを進めること
としました。その一環として、「昼食に関するアンケート」を実施しますの
で、ご協力をお願いします。ご協力いただいた企業・事業所には結果をお
返しすると共に、健康講座等健康づくりに関するご相談に応じます。

ーお問い合わせー
山本地域振興局福祉環境部（能代保健所）

電話０１８５-５２-４３３３

全国まるごとうどんエキスポ 当所でも
チケット販売中10.5土▶6日2019

in秋田・湯沢
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医療法人　佳 聖 会　み な み 歯 科
理事長　深　川　聖　彦 能代市河戸川大須賀52－3　☎52－8117

訪問歯科診療 ご自宅・施設へ伺います。
能代 訪問歯科 みなみ歯科スマホ 検索

みなみ歯科チャンネルYouTube 検索

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ご加入の皆さんには、個々にご連絡の上、8月30日に
口座振込させていただきました。
※保険年齢とは加入または更新される年の5月1日における加入
者の年齢のことをいいます。（年齢は満年齢で計算し、1年未満
の端数は、6カ月を超えるものについては切上げて1年とし、 6
カ月以下のものは切捨てます）

はまなす共済制度は、能代商工会議所が、アクサ生命保険株式会社と締結した福祉団体定期保険（入院給付金付災害割増特約・ガン
重点保障型生活習慣病一時金特約付）と当商工会議所独自の給付制度を会員のみなさまにご利用いただくものです。

配当金のお知らせ

［お問合せ先］能代商工会議所 TEL.O185-52-6341 

1,433円
2,866円
4,299円
5,734円
7,167円

入 院 給 付 金 付 災 害 割 増 特 約・
ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付福祉団体定期保険
＋能代商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金）共済制度 ｢はまなす共済｣

《平成30年度配当金がつきました。》
配当金額口数（死亡保険金）

１口（ 50万円）
2口（100万円）
3口（150万円）
4口（200万円）
5口（250万円）

〈保険年齢〉 ※15～60歳の方
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　去る8月8日、プラザ都において

能代商工会議所臨時議員総会を開催

いたしました。本総会では、会員が

年々減少するなかで議員定数の適正

化を図り部会の再編によって部会活

動をいっそう強化するための、議員

定数を90名から80名に、常議員定

数を30名から25名にそれぞれ削減

する能代商工会議所定款の変更につ

いて、木材部会と建設部会、公益部会と理財部会をそれぞれ統合して部会数を7部会から5

部会に再編する部会規約の変更について、また、定款等の変更に伴う選挙及び選任規約の変

更についての3議案が提出され、審議が行われました。

　慎重審議の結果、全ての議案が満場一致で承認されました。これにより今年10月末で任

期を迎える議員役員の改選から新たな定数等が適用されることになります。

臨時議員総会開催臨時議員総会開催
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代表取締役社長　高 崎 　 融

中小企業景況調査結果
～概況（全業種）～

2019年 4月～6月

「売上」「採算」及び「採算の来期の見通し」について

調 査 対 象 業 種

今 期 調 査 結 果

　「売上」は増加した事業所が18.8％に対し、減少した事業所が42.5％で▲
23.7ポイント、「採算」面では、増加が9.0％に対し減少は34.0％で▲25.0
ポイント、「採算の来期の見通し」では増加と予想した事業所が4.0％に対し
て、減少すると予想した事業所が37.3％で▲33.3ポイントであった。
　この３項目のＤＩ値について前期（31年1月～3月）と比較すると、「売上」
▲6.4ポイント、「採算」▲6.3ポイント、「採算の来期の見通し」▲11.4ポイン
トであった。前期の調査と比較すると全体のＤＩ値が悪化し、特に売上面で
は小売業の落ち込みが大きかった。しかし建設業は売上の面で、サービス業
のＤＩ値は全ての項目で改善がみられた。
　今期の経営上の問題点として、製造業・小売業・サービス業は従業員の確
保、建設業・卸売業は材料や仕入価格の上昇であることが伺えた。

～業種別の動向～
◎製造業

　製造業の「売上額」は増加が13.8％で減少が47.2％の▲33.4ポイントであり、前期（▲20.0ポイント）より13.4ポイント悪化した。
「採算」面では増加が5.5％に対して減少は41.6％の▲36.1ポイントであり、前期（▲24.0ポイント）より12.1ポイント悪化した。「採算の来期
の見通し」面では増加5.7％に対して減少37.1％で▲31.4ポイントであり、前期（▲12.5ポイント）より18.9ポイント悪化した。
　今期の設備投資は36事業所中7事業所が実施、来期の設備投資については3事業所が計画している。
　経営上の問題点として最も多かったのは「需要の停滞」「従業員の確保難」であり、次いで「原材料価格の上昇」であった。

◎建設業

　建設業では、「完成（請負）工事額」（売上）の増加が23.5％に対して、減少は17.6％で+5.9ポイントとなり、前期（▲9.1ポイント）より15.0
ポイント改善した。
「採算」面では増加が5.8％に対して、減少が17.6％で▲11.8ポイントとなり、前期（▲27.3ポイント）と比べ15.5ポイント改善した。「採算の
来期見通し」面では増加が0％に対して、減少23.5％で▲23.5ポイントとなり、前期（▲45.4ポイント）から21.9ポイントと大きく改善した。
　設備投資については、17事業所中、今期に実施した事業所は6事業所、来期は3事業所が実施予定の回答であった。
　経営上のネックとして最も多かったのは「従業員の確保難」「材料価格の上昇」で次いで「官公需要の停滞」であった。

◎小売業

　小売業の「売上額」は増加10.5％、減少が73.6％で▲63.1ポイントであり、前期（▲12.5ポイント）より▲50.6ポイントと大きく悪化した。
「採算」面では増加が5.5％に対し減少は50.0％で▲44.5ポイントであり、前期（▲12.5ポイント）より32.0ポイント悪化した。「採算の来期
の見通し」面では増加0.0％に対し、減少50.0％で▲50.0ポイントとなり、前期（▲25.0ポイント）と比べて25.0ポイント悪化した。
　今期の設備投資は、19事業所中、今期に実施した事業所は2事業所、来期の設備投資については3事業所が計画している。
　経営上の問題点として最も多かったのは「従業員の確保難」「購買力の他地域への流出」次いで「消費者ニーズの変化への対応」であった。

◎サービス業

　サービス業の「売上額」は増加が23.5％に対し減少が23.5％で、0ポイントであり、前期（▲35.7ポイント）より35.7ポイントと大きく改善
した。
「採算」面では増加が23.5％、減少は17.6％で+5.9％であり、前期（▲28.6ポイント）と比べ34.5ポイントと大きく改善した。「採算の来期
の見通し」では増加が5.8％に対し、減少が35.2％で▲29.4ポイントと前期（▲28.6ポイント）より、0.6ポイントとやや悪化した。
　今期の設備投資は、17事業所中5事業所が実施、来期の設備投資については8事業所が計画している。
　経営上のネックとして最も多かったのは「従業員の確保難」であり、次いで「利用者ニーズの変化への対応」であった。

◎卸売業

　卸売業の「売上額」は増加が33.3％で減少が41.6％の▲8.3ポイントであり、前期（0ポイント）より8.3ポイント悪化した。
「採算」面では増加が8.3％で減少が33.3％の▲25.0ポイントであり、前期（▲11.1ポイント）より13.9ポイント悪化した。「採算の来期の見通
し」面では増加が8.3％で減少が41.6％で▲33.3ポイントとなり、前期（▲44.4ポイント）と比べ11.1ポイント改善した。
　今期の設備投資は、12事業所中3事業所が実施し、来期は5事業所が実施予定の回答であった。
　経営上のネックとして最も多かったのは「需要の停滞」次いで「仕入単価の上昇」であった。

設備投資の実施について

　今期に設備投資を実施したのは、回答事業所101事業所中23事業所の
22.7％で前期（21.3％）と比べやや増加した。主な設備投資の内容は「ＯＡ
機器」、次いで「付帯施設」、「車両・運搬具」などだった。
　また、来期実施予定は101事業所中22事業所の21.7％で、前期（20.0
％）と比べ、やや増加した。主な設備投資の計画予定は「ＯＡ機器」、次いで
「車両・運搬具」などだった。

業 種

全 業 種

製 造 業

建 設 業

卸 売 業

小 売 業

サービス業

業 種

製 造 業

建 設 業

卸 売 業

小 売 業

サービス業

合 計

売上DI

‒23.7%

‒33.4%

5.9%

‒8.3%

‒63.1%

0.0%

対 象 数

　４３

　２１

　２０

　３０

　２６

１４０

回 答 数

　３６

　１７

　１２

　１９

　１７

１０１

回 収 率（%）

８３．７%

８１．０%

６０．０%

６３．３%

６５．４%

７２．１%

採算DI

‒25.0%

‒36.1%

‒11.8%

‒25.0%

‒44.5%

5.9%

‒33.3%

‒31.4%

‒23.5%

‒33.3%

‒50.0%

‒29.4%

来期の見通
DI

25.6%

21.9%

37.5%

25.0%

13.3%

33.3%

今期の設備
投資実施

24.2%

9.4%

18.8%

41.7%

20.0%

50.0%

来期の設備
投資計画
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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
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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

会員の窓

●プロフィール
　10年ほど前に、おなごりフェスティバル露店
の手伝いを２～３年行っていた際に｢隣の場所が
あくので自分でやってみないか？｣と声を掛けて
いただき、失敗しながらも試行錯誤して出店回数
を増やし主に能代山本地区のイベントにでられる
ようになってきております。

●力を入れていること
①食品を扱うので、新鮮で衛生的であること。
②炭火焼きの牛串と焼き鳥が売りなので焼き加
減には十分に注意しております。
③お客さんとのコミュニケーション。

●お客様へのメッセージ
①イベントやお祭りの盛り上げに努めるととも
に、次の機会にも気持ちよく来ていただける
よう努力しております。
②東京ディズニーランドのような楽しみはなく
とも、その時その時の流行りを先取りし、地
元ならではの｢お楽しみ｣（電球ソーダ、タピオ
カジュースなど）の提供を行っていきます。

●プロフィール
　能代市、三種町、八峰町の事業系一般廃棄物の回収を主な
業務としており、秋田県内の産業廃棄物及び、医療系感染性廃
棄物の収集運搬も業務として行ってまいりました。
　平成31年３月より、「ご家庭何でも応援隊　能代店」をオープ
ンしました。
●チャームポイント
　平成３１年３月に新規オープンした「ご家庭何でも応援隊　能
代店」に積極的に取り組んでおります。
　３月のオープンから７月末までで、200件以上のお問い合わせ
を頂きました。
　不用品の回収や遺品整理のお手伝い、重量物の移動やプチ引
っ越し、蛍光管の交換やハチの巣駆除、草刈り、木の伐採、お
墓参りの代行などたくさんのご依頼を頂いております。
特に不用品処分に関して、弊社は廃棄物収集運搬の許可（能代市、
三種町、八峰町）を頂いておりますのでご安心ください。
（※許可を持たない人に廃棄物の運搬をお願いすることは法律で
禁じられています。）
●お客様へのメッセージ
　お困りごとがございましたら何でもご相談ください。
　ご相談を頂いた案件につきましては、見積もりを提示し、価格
にご了承を頂いてからの作業となりますのでご安心ください。
心を込めて作業をさせていただきます。
なお、即日対応できない場合もございますのでご了承ください。

能代べらぼう屋
（代表者　若狭　一裕）
〒016-0178　能代市九郎左エ門笹台1-199 
TEL 0185-54-8788
FAX 0185-54-3440

有限会社宮腰商事
（代表者　宮腰　慶聡）
〒016-0171 能代市河戸川字南西山18-9
TEL 0185-52-9542
ホームページ http://gokatei-ouentai.com/shop/noshiro/
メール miya6858@shirakami.or.jp
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『働き方改革』に関するご質問に専門家がお答えします。
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といった具体的なご質問から「働き方改
革」って何をすればいいの？といった素朴な疑問までなんでも社会保険労務士が無料でご相談に応じます。
事業主の方に限らず、ぜひ一般の方もお越しください。

【秋田働き方改革推進支援センター】
相談用フリーダイヤル： 0120-695-783
※上記ダイヤルに繋がらない場合は、 Tel : 018-865-5335 (有料）

お問合せは
こちらまで

珠算（そろばん）（第 217、218回）

▶▶▶▶ 2019年度下期　検定試験のご案内 ◀◀◀◀

回数
217 2019年10月27日㈰ 2019年08月19日㈪～2019年 9月26日㈭
218 2020年 2月 9日㈰ 2019年12月 2日㈪～2020年 1月 9日㈭

検定試験施行日 申込受付期間

日商簿記検定（第 153、154回）
回数
153 2019年11月17日㈰ 2019年10月 1日㈫～2019年10月25日㈮
154 2020年 2月23日㈰ 2019年12月16日㈪～2020年 1月24日㈮

検定試験施行日 申込受付期間

リテールマーケティング（販売士）（第 85回）
回数
85 2020年 2月19日㈬ 2019年12月16日㈪～2020年 1月24日㈮

検定試験施行日 申込受付期間

【お申込み・お問合せ先】　能代商工会議所  各検定担当  TEL 52-6341

秋田働き方改革推進支援センター
出張相談会のご案内

相談会開催日時 毎月第 4水曜日 13:00～16:30 
会場：能代市役所新庁舎 2階 相談室 9

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）

金融相談

常議員会

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

110：30

12：00

9：30

9月 行 事 予 定
月日 行　　事 会　場 時間

17日㈫

20日㈮

23日㈪

金融相談

のしろ産業フェア

金融相談

能代商工会館

能代市総合体育館

能代商工会館

10：30

10：00～16：00

9：30～15：00

10：30

月日 行　　事 会　場 時　間

1日㈫

5日㈯

6日㈰

15日㈫
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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　FAX0185-55-2233（会員の購読料は会費に含まれております）

会 員 短 信
〔事業所名変更〕
◇新　さくらキャピタル不動産㈱
　旧　㈱グローバルコーポレーション
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　８月が終わり暑さもいくらか和
らいできました。しかし、まだま
だ熱中症には注意が必要です。
室内にいても熱中症にかかるリス
クはあるので、油断せずにこまめ

な水分補給を心掛けていきたいですね。
　さて、今月の１４日にはおなごりフェスティバルが
開催されます。能代の夏はまだ続きます。体調を整
えながら最後まで盛り上がっていきましょう。

（幸坂朋美）

　４月に入社し４か月が経ちました。
　中学校・高校で地元の高齢者の方々と交流する
機会があったため介護の仕事に興味を持ちまし
た。また、パソコン操作や簿記が得意だったため
事務仕事にも興味を持ち、ワープロ検定や簿記検
定を取得しました。
　そのため、事務の仕事をしながら介護の仕事に
も携わることのできるやさしい風に入社しました。
　仕事内容は主に、接客や電話対応、パソコン操
作等ですが介護施設の事務ということで介護の
資格がなくてもできるようなこともしています。
　仕事が大変な時でも利用者様と会話し、笑い合
うことで元気になり、頑張ることができます。
　今後も自分の仕事はしっかりとやり、利用者様
とのコミュニケーションを大事に頑張っていき
たいです。

（株）やさしい風
　　　　　　　　  に勤務する

「市川　咲奈」
　　　　　　です。

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

掲 示 板

11月10日日 ※詳しくは10月号に掲載します。

お知らせ
会員親睦ゴルフコンペ 日付変更

業　種：介護事務
住　所：能代市向田表
    　　　　　　　６番地２
ＴＥＬ：0185-70-1955

い ち か わ さ き  な

●９月１７日(火)、１０月９日(水)
　１８時～２０時
●会場は能代市民プラザ
●参加無料(事前申し込み必要)
●お問い合わせは

　☎018－836－3331
　起業者を呼び込める商店街づくり支援事業
　㈱シービジョンズ内「動き出す、商店街プロジェクト｣

商店街のみらいをつくる！
動き出す講演会


