
Information

アキモク鉄工株式会社
　　　　　　　　　に勤務する

「塚本　優吾」
　　　　　　です。

〔秋田〕能代商工会議所 〒016-0831　秋田県能代市元町11番7号                                    　TEL0185-52-6341　FAX0185-55-2233
（Eメール）n-syoko＠shirakami.or.jp　（ホームページ）http://noshiro-cci.jp/

Facebook
始めました！
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2020年２月５日発行（毎月１回発行）
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2✽夜間個別相談会のご案内

✽2020年度検定試験日程のご案内
✽青年部だより・女性会だより
✽新入社員合同入社式・研修講座のご案内
✽マル経融資のご案内
✽記帳機械化・記帳指導手数料改定のお知らせ
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〔秋田〕能代商工会議所月報

つか もと ゆう ご

業　種：鉄工,非鉄金属,金属
　　　　製品製造業
住　所：能代市扇田字柑子畑1-29
ＴＥＬ：0185-58-3691
ＦＡＸ：0185-58-3688

　今年で入社４年目になりました。

　私は、機械加工について知識ゼロからのスタート

だったため入社当時は覚えることが山積みでした。

現在もまだまだ一人前とは言えない状態ですが、受

注からお客様へ納品するまでの事務作業に大きなや

りがいを感じています。

　これからも丁寧な仕事を心がけて日々精進してま

いりたいと思います。

中小企業相談所 ☎0185－52－6342お問い合わせ先

～2020年3月まで 2020年4月から

記帳機械化手数料　　　　　　　　　　5,000円～　　　　　　8,000円～ 
記帳指導手数料　　決 算 申 告　　　5,000円　　　　　　　8,000円～ 
　　　　　　　　　　消費税申告    
　　　　　　　　　　　　　本則課税　5,000円　　　　　　　8,000円 
　　　　　　　　　　　　　簡易課税　3,000円　　　　　　　5,000円 

※全て税込金額です。

記帳機械化・
記帳指導手数料の
改定のお知らせ

…………………………　会議所からのお知らせ　…………………………

マル経融資をご希望の方へ
マル経融資とは、マル経融資とは、

①お申込み月の第３週目までに下記の書類をご持参のうえ当所へ来所下さい。
※所定の書類⇒直近２期分の決算書・確定申告書、直近試算表、現在の借入
　　　　　　　返済表など　※決算期が２期に満たない場合には、ご相談ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 
  
②融資担当による事業概況の聞き取り

 
③マル経審査会の開催

④日本政策金融公庫による審査

⑤融資決定後、借入申込書の提出

⑥日本政策金融公庫より指定の口座へ入金
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小規模事業者を対象とした無担保・無保証・低金利で融資をする
制度です。※利率1.21％（2020年１月６日現在）
小規模事業者を対象とした無担保・無保証・低金利で融資をする
制度です。※利率1.21％（2020年１月６日現在）

ご融資までの流れご融資までの流れ

１月26日（日）開催

たくさんの灯りで能代の夜をやさしく彩った
「第21回のしろまち灯り」
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確定申告と納税期限
３月16日㈪

金融・記帳・労務
で

経営サポート！

2020年

　年度末に向けた融資や、確定申告等の記帳に関する相談会を夜間に開催いたしますので、ご希望
の方は、事前に当所までお申し込み下さい。

■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。
■当日ご用意して頂く物・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／２期分の決算申告書・借入明細返済表
　　　　　　　　　　　・その他相談に必要な物
■相談員　商工会議所職員（経営指導員・記帳担当職員等）　

■日時　２月２７日㈭・３月２日㈪・３月６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 事前に

お申込みが
必要です。

確定申告と納税期限
事業税・住民税の申告期限

３月16日㈪2020年所得税および復興特別所得税・贈与税

３月31日㈫2020年消費税および地方消費税（個人事業者）

記帳支援のご案内

日々の帳簿の付け方や仕
訳の仕方はもちろん、決
算時に帳簿や決算書類を
持参いただき、当所で決
算書・申告書の作成を支
援します。

当所規定の書類に日々の取引を記入し、１ヵ月
毎に提出していただくと、当所でパソコン入力
をし、毎月の元帳・試算表をお渡しします。

記　帳　指　導 記 帳 機 械 化

１．会員で個人事業主（小規模事業者）の方に限る
２．所得金額は450万円以下の方（青色特典控除前）
３．現在税理士や他団体の指導を受けておられない方 詳しくは当所へお問い合わせ下さい。

ご利用いただける方
手　数　料

会員事業所 会員事業所商工会議所
１ヵ月分の原始記帳を
提出する。

毎月の元帳や
試算表等をお渡し

書類の内容を点検し、
会計ソフトで入力

2020年度　検定試験日程

簿　　　　　記

受験料（税込）

珠算（そろばん）

受験料（税込）

リテールマーケティング
（販売士）

受験料（税込）

第155回 １～３級

第156回 １～３級

第157回 ２～３級

第219回 １～10級段位認定

第220回 １～10級段位認定

第221回 １～10級段位認定

第86回 ２～３級

第87回 １～３級 

 

 

2020年６月14日（日）

2020年11月15日（日）

2021年２月28日（日）

2020年６月28日（日）

2020年10月25日（日）

2021年2月14日（日）

2020年7月11日（土）

2021年2月17日（水）

４月６日（月）～５月15日（金）

９月７日（月）～10月16日（金）

12月21日（月）～１月29日（金）

４月20日（月）～５月28日（木）

８月17日（月）～９月24日（木）

12月７日（月）～１月14日（木）

５月11日（月）～６月19日（金）

12月14日（月）～１月22日（金）

検　定　試　験 試　験　日 受　付　期　間

１級 7,850円　　２級 4,720円　　３級 2,850円

【珠算】　１級 2,340円　　２級 1,730円　　３級 1,530円

　　　　４～６級 1,020円　　７～10級 910円

【暗算】　１～10級 910円

【段位】　珠算・暗算 2,950円　　珠算・のみ 2,550円　　暗算・のみ 1,220円

１級 7,850円　　２級 5,770円　　３級 4,200円

振替日
４月21日㈫
振替日
４月21日㈫
振替日
４月23日㈭

女性創業支援室「オフィス・フォー」入居者募集中‼女性創業支援室「オフィス・フォー」入居者募集中‼

［お問い合せ］　中小企業相談所　TEL：0185－52－6342

　これから創業を考えている女性
の方や、起業して３年以内の女性
の方を支援しやすいよう「女性創
業支援室 オフィス・フォー」を開
設しております。
　室内には、FAX電話、商談ス
ペースや専用ロッカー、専用ポス
ト等の設備を完備し、隣室にはコ
ミュニティルームもあります。

利用できる設備

ご利用料金

カードタッチ式
複合機

ロングコートが
入るロッカー

FAX電話

5,000円
5,000円

登録料（初回のみ）

月額利用料

（税別）
（税別）

※電話・FAX料・コピー代は別途ご負担頂きます。
※水道光熱費等は月額利用料に含まれます。

コミュニティルーム 商談スペース

利用できる設備

カードタッチ式
複合機

ロングコートが
入るロッカー

FAX電話

内覧もで
きます!!
（要予約）

中小企業相談所 TEL：0185-52-6342申込先・問い合せ先　　

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
＋

専用デスク
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確定申告と納税期限
３月16日㈪

金融・記帳・労務
で

経営サポート！

2020年

　年度末に向けた融資や、確定申告等の記帳に関する相談会を夜間に開催いたしますので、ご希望
の方は、事前に当所までお申し込み下さい。

■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。
■当日ご用意して頂く物・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／２期分の決算申告書・借入明細返済表
　　　　　　　　　　　・その他相談に必要な物
■相談員　商工会議所職員（経営指導員・記帳担当職員等）　

■日時　２月２７日㈭・３月２日㈪・３月６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 事前に

お申込みが
必要です。

確定申告と納税期限
事業税・住民税の申告期限

３月16日㈪2020年所得税および復興特別所得税・贈与税

３月31日㈫2020年消費税および地方消費税（個人事業者）

記帳支援のご案内

日々の帳簿の付け方や仕
訳の仕方はもちろん、決
算時に帳簿や決算書類を
持参いただき、当所で決
算書・申告書の作成を支
援します。

当所規定の書類に日々の取引を記入し、１ヵ月
毎に提出していただくと、当所でパソコン入力
をし、毎月の元帳・試算表をお渡しします。

記　帳　指　導 記 帳 機 械 化

１．会員で個人事業主（小規模事業者）の方に限る
２．所得金額は450万円以下の方（青色特典控除前）
３．現在税理士や他団体の指導を受けておられない方 詳しくは当所へお問い合わせ下さい。
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手　数　料

会員事業所 会員事業所商工会議所
１ヵ月分の原始記帳を
提出する。
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2020年度　検定試験日程

簿　　　　　記

受験料（税込）

珠算（そろばん）

受験料（税込）

リテールマーケティング
（販売士）

受験料（税込）

第155回 １～３級

第156回 １～３級

第157回 ２～３級

第219回 １～10級段位認定

第220回 １～10級段位認定

第221回 １～10級段位認定

第86回 ２～３級

第87回 １～３級 

 

 

2020年６月14日（日）

2020年11月15日（日）

2021年２月28日（日）

2020年６月28日（日）

2020年10月25日（日）

2021年2月14日（日）

2020年7月11日（土）

2021年2月17日（水）

４月６日（月）～５月15日（金）
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４月21日㈫
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女性創業支援室「オフィス・フォー」入居者募集中‼女性創業支援室「オフィス・フォー」入居者募集中‼

［お問い合せ］　中小企業相談所　TEL：0185－52－6342

　これから創業を考えている女性
の方や、起業して３年以内の女性
の方を支援しやすいよう「女性創
業支援室 オフィス・フォー」を開
設しております。
　室内には、FAX電話、商談ス
ペースや専用ロッカー、専用ポス
ト等の設備を完備し、隣室にはコ
ミュニティルームもあります。

利用できる設備
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複合機
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理事長　村　岡　淑　郎
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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
＋
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杉名刺・杉ハガキのプリントはお任せください。杉名刺・杉ハガキのプリントはお任せください。

●名刺　●はがき　●伝票　●封筒　●飲食店用メニュー
●カード（ポイント・メンバーズ等）　●パンフレット
●シール　●包装紙　●チラシ　●ポスター
●大判ポスター　●のぼり　　　　　　　　　　など

杉の間伐材をスライスした
名刺・ハガキ台紙を使用。
モノクロからフルカラーまで
幅広く対応いたします。

そ
の
ほ
か
の
印
刷
物
も
、

弊
社
に
お
任
せ
下
さ
い
。

～木ならではの香りが漂います～

〒016 - 0806　秋田県能代市清助町2 -2
TEL 0185-54-6633　FAX 0185-54-6606
URL http://www.hamanasu.co.jp/　E-mail ogp@hamanasu.co.jp

〒016－0822　秋田県能代市東町8－9
TEL             0185－53－5243　FAX 0185－52－3708
URL:http//iki-noshiro.com/　　携帯090－1060－8275

お料理
¥2,500～¥5,000

★御予算など詳細は
　　　　　　　　　お気軽にご相談下さい。
★御予算など詳細は
　　　　　　　　　お気軽にご相談下さい。

＋ 飲み放題
¥1,500（2時間）

令和初の新春のつどい開催 新規就職者（新入社員）合同入社式並びに研修講座について新規就職者（新入社員）合同入社式並びに研修講座について

を開催を開催

能代市地域振興券
　　　　　　　期日迫る！
能代市地域振興券の
　　　　　　　期日迫る！

2020　第18回

観覧席券の前売販売は
・イープラス　２/９（日）10：00～
・一般販売　　５/27（水）9：00～

７月４日（土）19：30開催
港まつり能代の花火

取扱事業所様へ
換金期限換金期限は

使用期限使用期限は
２月24日（月）　まで

３月６日（金）　まで

講
座
内
容

【お問い合わせ先】　能代山本雇用開発協会担当　TEL　0185－52－6341

■日　　時　３月25日㈬　９：００～１７：００（８：４５集合）
■会　　場　プラザ都（能代市柳町９－23）
■参 加 費　能代山本雇用開発協会会員事業所　１名　1,000円
　　　　　　　　　　　〃　　　非会員事業所　１名　4,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記念品・昼食代含む）
■申込〆切　３月６日㈮
■持参していただくもの　筆記用具（ボールペン等、メモ、ノート等）
※研修講座につきましては、事務販売関係だけでなく、技能職等製造業関係に就業された方でも、
　必要とされる知識の習得を目的としております。

■日　　時　３月25日（水）　９：００～１７：００（８：４５集合）
■会　　場　プラザ都（能代市柳町９－23）
■参 加 費　能代山本雇用開発協会会員事業所　１名　1,000円
　　　　　　　　　　〃　　　　非会員事業所　１名　4,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記念品・昼食代含む）
■申込〆切　３月６日（金）
■持参いただくもの　筆記用具（ボールペン等、メモ、ノート等）
※研修講座につきましては、事務販売関係だけでなく、技能職等製造業関係に就業された方でも、
　必要とされる知識の習得を目的としております。

研修講座❶
講師：㈲オフィスタカイ　チーフ講師　高井千恵子　氏
　　　●オリエンテーション　　　●職場の対人能力を図る
　　　●ビジネスマナー重要性⑴　ビジネスマナー重要性⑵　●電話の重要性
講師：能代税務署　　　　　　　　　　　　　　講師：秋田県社会保険労務士会
　　　●新社会人の租税教室　　　　　　　　　　　　●社会保険制度について

講師：㈲オフィスタカイ　チーフ講師　高井千恵子　氏
　　　●オリエンテーション　　　●職場の対人能力を図る
　　　●ビジネスマナー重要性⑴　ビジネスマナー重要性⑵　●電話の重要性
講師：能代税務署　　　　　　　　　　　　　　講師：秋田県社会保険労務士会
　　　●新社会人の租税教室　　　　　　　　　　　　●社会保険制度について

研修講座❷ 研修講座❸

　１月６日（月）プラザ都にて当所新年のつどいを開
催し、会員や行政関係者約300人に参加いただきま
した。
　広幡会頭より、「この地域ならではの思い切っ
た取り組みで閉塞感を打破する年に」との挨拶が
あり、市長をはじめとする来賓の方々よりご挨拶
をいただきました。
　参加者の方々は、年頭の挨拶を交わしながら親
交を深め、新年の幕開けとなりました。

　１月６日（月）プラザ都にて当所新年のつどいを開
催し、会員や行政関係者約300人に参加いただきま
した。
　広幡会頭より、「この地域ならではの思い切っ
た取り組みで閉塞感を打破する年に」との挨拶が
あり、市長をはじめとする来賓の方々よりご挨拶
をいただきました。
　参加者の方々は、年頭の挨拶を交わしながら親
交を深め、新年の幕開けとなりました。

　１月22日（水）・23日（木）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
622名が参加。
用意された会頭
賞（ブルーレイレ
コーダー、ポータ
ブルテレビ）やア
クサ賞（掃除機、
ふとん乾燥機、炊
飯器）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。

　１月23日（木）プラザ都において「能代商工
会議所青年部・ＯＢ会合同新年会」が開催され
ました。能代市長（代理：能代市商工港湾課　
課長 大谷　勉 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68名の方々が出席しました。
　能代商工会議所青年部 会長 田中秀範より
挨拶があり、更なる躍進の年となることを決
意しました。続いて来賓の皆様のご挨拶、ＯＢ
会の越前由高会長のご発声で乾杯し、参加者
が祝宴で親睦を深め、合同新年会は大盛況の
うちに閉宴となりました。

　１月27日（月）プラザ都にて
新春講演会および新年会を開催いたしました。
　講師に中小企業診断士の佐瀬　道則　氏をお迎
えし、「人口減少時代に生き残る経営革新力とは～
発想の転換で未来
につながる経営を
～」と題し、ご講演
いただきました。
　新年会ではスタ
ジオジャム、ＮＳ
Ｄ１０１の方々を
お招きし、ウエル
カムパフォーマン
スとしてダンスをご披露いただき、拍手喝采の中
開会となりました。
　ビンゴ等のゲームを行い、会員同士の親睦を深
め、最後には毎年恒例のお杉音頭で締めくくり、今
年も笑顔のあふれるスタートを切りました。

共済制度
大福引き大会大福引き大会

ホームページ：http://www.noshiro.yeg.jp
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杉名刺・杉ハガキのプリントはお任せください。杉名刺・杉ハガキのプリントはお任せください。

●名刺　●はがき　●伝票　●封筒　●飲食店用メニュー
●カード（ポイント・メンバーズ等）　●パンフレット
●シール　●包装紙　●チラシ　●ポスター
●大判ポスター　●のぼり　　　　　　　　　　など

杉の間伐材をスライスした
名刺・ハガキ台紙を使用。
モノクロからフルカラーまで
幅広く対応いたします。

そ
の
ほ
か
の
印
刷
物
も
、

弊
社
に
お
任
せ
下
さ
い
。

～木ならではの香りが漂います～

〒016 - 0806　秋田県能代市清助町2 -2
TEL 0185-54-6633　FAX 0185-54-6606
URL http://www.hamanasu.co.jp/　E-mail ogp@hamanasu.co.jp

〒016－0822　秋田県能代市東町8－9
TEL             0185－53－5243　FAX 0185－52－3708
URL:http//iki-noshiro.com/　　携帯090－1060－8275

お料理
¥2,500～¥5,000

★御予算など詳細は
　　　　　　　　　お気軽にご相談下さい。
★御予算など詳細は
　　　　　　　　　お気軽にご相談下さい。

＋ 飲み放題
¥1,500（2時間）

令和初の新春のつどい開催 新規就職者（新入社員）合同入社式並びに研修講座について新規就職者（新入社員）合同入社式並びに研修講座について

を開催を開催

能代市地域振興券
　　　　　　　期日迫る！
能代市地域振興券の
　　　　　　　期日迫る！

2020　第18回

観覧席券の前売販売は
・イープラス　２/９（日）10：00～
・一般販売　　５/27（水）9：00～

７月４日（土）19：30開催
港まつり能代の花火

取扱事業所様へ
換金期限換金期限は

使用期限使用期限は
２月24日（月）　まで

３月６日（金）　まで

講
座
内
容

【お問い合わせ先】　能代山本雇用開発協会担当　TEL　0185－52－6341

■日　　時　３月25日㈬　９：００～１７：００（８：４５集合）
■会　　場　プラザ都（能代市柳町９－23）
■参 加 費　能代山本雇用開発協会会員事業所　１名　1,000円
　　　　　　　　　　　〃　　　非会員事業所　１名　4,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記念品・昼食代含む）
■申込〆切　３月６日㈮
■持参していただくもの　筆記用具（ボールペン等、メモ、ノート等）
※研修講座につきましては、事務販売関係だけでなく、技能職等製造業関係に就業された方でも、
　必要とされる知識の習得を目的としております。

■日　　時　３月25日（水）　９：００～１７：００（８：４５集合）
■会　　場　プラザ都（能代市柳町９－23）
■参 加 費　能代山本雇用開発協会会員事業所　１名　1,000円
　　　　　　　　　　〃　　　　非会員事業所　１名　4,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記念品・昼食代含む）
■申込〆切　３月６日（金）
■持参いただくもの　筆記用具（ボールペン等、メモ、ノート等）
※研修講座につきましては、事務販売関係だけでなく、技能職等製造業関係に就業された方でも、
　必要とされる知識の習得を目的としております。

研修講座❶
講師：㈲オフィスタカイ　チーフ講師　高井千恵子　氏
　　　●オリエンテーション　　　●職場の対人能力を図る
　　　●ビジネスマナー重要性⑴　ビジネスマナー重要性⑵　●電話の重要性
講師：能代税務署　　　　　　　　　　　　　　講師：秋田県社会保険労務士会
　　　●新社会人の租税教室　　　　　　　　　　　　●社会保険制度について
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講師：能代税務署　　　　　　　　　　　　　　講師：秋田県社会保険労務士会
　　　●新社会人の租税教室　　　　　　　　　　　　●社会保険制度について
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催し、会員や行政関係者約300人に参加いただきま
した。
　広幡会頭より、「この地域ならではの思い切っ
た取り組みで閉塞感を打破する年に」との挨拶が
あり、市長をはじめとする来賓の方々よりご挨拶
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えし、「人口減少時代に生き残る経営革新力とは～
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会員の窓 もう、チェックした？ 秋田県の最低賃金

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）
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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
し
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

●プロフィール…
　地元橋梁メーカーにおいて20年勤務した経験を生か
すため、2013年に独立創業致しました。
　主に鋼製橋梁の分野で新設橋梁・橋梁補修に関する
設計業務を行っております。
　自宅の一室に事務所を設け橋梁メーカー、建設コン
サルタントよりお仕事のご依頼を頂いております。
●お店で力を入れていること…
　現在、高度成長期に建設された多くの橋が物理的寿
命を迎えており、通行車両の大型化による荷重増加や
大規模地震への耐性向上などから、架替えを含めた補
修・補強対策が急務となっております。
　このような背景から橋に求められる多くの設計業務
のうち、当方においては鋼製構造をメインに強度計算、
図面作成、工事数量算出などを請け負い、新工法などを
積極的に取り入れた成果を納品させて頂いております。
●お客様へのメッセージ…
　安全性・利便性はさることながら、現場に即した施
工性の良い設計を念頭においております。
　橋梁設計に関わらずその他鋼構造物の設計、AutoCAD
を使用しての工場製作用図面や施工計画図などの作成
も行っており、必要がありましたら現場へ赴き寸法計
測等も行います。
　「社内や協力会社の技術者が忙しくて手が足りない」
などのお悩みがございましたらご連絡ください。

●プロフィール…
　当社はHondaのカーディーラーを運営しておりま
す。
　昭和59年に創業、平成11年に現在地に店舗を移転
し今年で36年目を迎えます。平成18年には現在の法
人名株式会社ORISONへ社名を変更致しました。
　当社の社名ORISONの由来は、逆から読むと
NOSIRO（能代）と読みます。我が社の社名は、地
元、能代山本地域を主体とした営業エリアの中で
『地元地域密着』をモットーに地元の皆様に充実し
たカーライフ生活を送っていただきたく、また、そ
のお役に立ちたいとのことからつけられました。
●お客様へのメッセージ…
　HondaCars能代では、はじめての方でもお気軽に
ご来店いただけるお店づくりを心掛けております。
クルマに関するご相談はもちろん、展示車を見たり、
試乗したり、カタログをお持ち帰り頂くだけでも大
歓迎です。今はご購入のタイミングではないという
方でもお気軽にご来店ください。スタッフ一同、皆
様のご来店を心よりお待ちしております。

佐藤橋梁設計
（代表者　佐藤　博基）
能代市寿域長根10番地58
TEL 090－5185－5936
メール hiroki-sato@stbr-design.jp

株式会社ORISON
HondaCars能代　能代東店
（代表者　佐々木　豊和）
能代市字下関111番地
HP：https://dealer.honda.co.jp/hondacars-noshiro/

２月２月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間

３月３月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間

 09日㈰ 第218回珠算検定 能代商工会館 09：00 

 18日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 23日㈰ 第154回日商簿記検定試験 能代商工会館 09：00

 24日㈪ 能代市地域振興券の使用期限日

 27日㈭ 夜間個別相談会 能代商工会館 17：30

 02日㈪ 夜間個別相談会 能代商工会館 17：30 

 03日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30 

 06日㈮ 能代市地域振興券の換金期限日 

 16日㈮ 夜間個別相談会 能代商工会館 17：30

 17日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 25日㈬ 雇用開発協会 新入社員合同入社式・研修講座 プラザ都 09：00

〔事業所名変更〕
◇新　（株）東京海上日動パートナーズ東北
　　　　秋田支店　能代支社
　旧　東海日動パートナーズ東北
　　　　秋田支店　能代支社
　　
〔代表者名変更〕
◇長門テント
　新　長　門　孝　典　　旧　長　門　鉄　男

会員短信

もう、チェックした？ 秋田県の最低賃金
秋田県最低賃金

（すべての産業に適用されます）

特定最低賃金
（25年10月改定日本標準産業分類）

最低賃金額

（時間額）

８９１円
元.12.25発効

８３３円
元.12.25発効

８７３円
元.12.25発効

８６１円
元.12.25発効

適用する使用者
適用除外労働者

この欄に掲げる労働者は、上記の
秋田県最低賃金が適用になります〔　　　　　　　　　　〕

最 低 賃 金 額 効 力 発 生 日

時間額７９０円 令和元年10月3日

非 鉄 金 属 製 錬 ・ 精 製 業
（非鉄金属合金製造業を含む）

電子部品・デバイス・電子回路、
電池、電子応用装置、その他の
電気機械器具、映像・音響機械
器具、電子計算機・同附属装置
製造業
（光ディスク・磁気ディスク・
磁気テープ、電気音響機械器具
製造業を除く）

自 動 車 ・ 同 附 属 品 製 造 業

自 動 車 （ 新 車 ）、 自 動 車
部 分 品 ・ 付 属 品 小 売 業

次に掲げるいずれかの産
業を営む使用者
⑴　左端欄の産業
⑵　左端欄の各産業にお
いて管理、補助的経済
活動を行う事業所

⑶　純粋持株会社（管理
する全子会社を通じて
の主要な経済活動が左
端欄の各産業に分類さ
れるものに限る。）

⑴　各産業共通
・18歳未満又は65歳
以上の者

・雇入れ後６ヶ月未満
の者であって、技能
習得中の者

・清掃、片付けその他
これらに準ずる軽易
な業務に主として従
事する者

⑵　電子部品・デバイス
等製造業のみ
・電子部品の組立又は
加工の業務のうち、
主として卓上におい
て行う組線、巻線、
はんだ付け、取付け
又は検査の業務に主
として従事する者

チェックマん！
最低賃金制度の
マスコット！！

最低賃金未満の労働契約は無効です。

なお、次に掲げる賃金は、最低賃金額の
計算には含まれません。
　⑴　精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
　⑵　臨時に支払われる賃金
　　　　　　　　　　　（結婚手当など）
　⑶　１ヶ月をこえる期間ごとに支払われ
　　る賃金）（賞与など）
　⑷　時間外、休日及び深夜労働に対する
　　賃金

詳しくは、秋田労働局賃金室又は労働基準
監督署に問い合わせてください。

　能代労働基準監督署
（TEL0185－952－6151）

秋田労働局労働基準部賃金室
TEL018－883－4266
秋田労働局ホームページ
URL  http://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/

　「天空の不夜城」の運行も今年で８回目を

迎えます。

　昨年の12月には中部地方の放送局「ＣＢＣ

テレビ」の「本能Ｚ」という番組内で、「一生に一度は生で見

るべきお祭り」と題して「天空の不夜城」が紹介されるなど、

全国からも注目される祭りにまで育ってまいりました。

　今年も全国から沢山のお客様が来てくれることを願って

います。（柳原）
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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）
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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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じ
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！

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

●プロフィール…
　地元橋梁メーカーにおいて20年勤務した経験を生か
すため、2013年に独立創業致しました。
　主に鋼製橋梁の分野で新設橋梁・橋梁補修に関する
設計業務を行っております。
　自宅の一室に事務所を設け橋梁メーカー、建設コン
サルタントよりお仕事のご依頼を頂いております。
●お店で力を入れていること…
　現在、高度成長期に建設された多くの橋が物理的寿
命を迎えており、通行車両の大型化による荷重増加や
大規模地震への耐性向上などから、架替えを含めた補
修・補強対策が急務となっております。
　このような背景から橋に求められる多くの設計業務
のうち、当方においては鋼製構造をメインに強度計算、
図面作成、工事数量算出などを請け負い、新工法などを
積極的に取り入れた成果を納品させて頂いております。
●お客様へのメッセージ…
　安全性・利便性はさることながら、現場に即した施
工性の良い設計を念頭においております。
　橋梁設計に関わらずその他鋼構造物の設計、AutoCAD
を使用しての工場製作用図面や施工計画図などの作成
も行っており、必要がありましたら現場へ赴き寸法計
測等も行います。
　「社内や協力会社の技術者が忙しくて手が足りない」
などのお悩みがございましたらご連絡ください。

●プロフィール…
　当社はHondaのカーディーラーを運営しておりま
す。
　昭和59年に創業、平成11年に現在地に店舗を移転
し今年で36年目を迎えます。平成18年には現在の法
人名株式会社ORISONへ社名を変更致しました。
　当社の社名ORISONの由来は、逆から読むと
NOSIRO（能代）と読みます。我が社の社名は、地
元、能代山本地域を主体とした営業エリアの中で
『地元地域密着』をモットーに地元の皆様に充実し
たカーライフ生活を送っていただきたく、また、そ
のお役に立ちたいとのことからつけられました。
●お客様へのメッセージ…
　HondaCars能代では、はじめての方でもお気軽に
ご来店いただけるお店づくりを心掛けております。
クルマに関するご相談はもちろん、展示車を見たり、
試乗したり、カタログをお持ち帰り頂くだけでも大
歓迎です。今はご購入のタイミングではないという
方でもお気軽にご来店ください。スタッフ一同、皆
様のご来店を心よりお待ちしております。

佐藤橋梁設計
（代表者　佐藤　博基）
能代市寿域長根10番地58
TEL 090－5185－5936
メール hiroki-sato@stbr-design.jp

株式会社ORISON
HondaCars能代　能代東店
（代表者　佐々木　豊和）
能代市字下関111番地
HP：https://dealer.honda.co.jp/hondacars-noshiro/

２月２月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間

３月３月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間

 09日㈰ 第218回珠算検定 能代商工会館 09：00 

 18日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 23日㈰ 第154回日商簿記検定試験 能代商工会館 09：00

 24日㈪ 能代市地域振興券の使用期限日

 27日㈭ 夜間個別相談会 能代商工会館 17：30

 02日㈪ 夜間個別相談会 能代商工会館 17：30 

 03日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30 

 06日㈮ 能代市地域振興券の換金期限日 

 16日㈮ 夜間個別相談会 能代商工会館 17：30

 17日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 25日㈬ 雇用開発協会 新入社員合同入社式・研修講座 プラザ都 09：00

〔事業所名変更〕
◇新　（株）東京海上日動パートナーズ東北
　　　　秋田支店　能代支社
　旧　東海日動パートナーズ東北
　　　　秋田支店　能代支社
　　
〔代表者名変更〕
◇長門テント
　新　長　門　孝　典　　旧　長　門　鉄　男

会員短信

もう、チェックした？ 秋田県の最低賃金
秋田県最低賃金

（すべての産業に適用されます）

特定最低賃金
（25年10月改定日本標準産業分類）

最低賃金額

（時間額）

８９１円
元.12.25発効

８３３円
元.12.25発効

８７３円
元.12.25発効

８６１円
元.12.25発効

適用する使用者
適用除外労働者

この欄に掲げる労働者は、上記の
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次に掲げるいずれかの産
業を営む使用者
⑴　左端欄の産業
⑵　左端欄の各産業にお
いて管理、補助的経済
活動を行う事業所
⑶　純粋持株会社（管理
する全子会社を通じて
の主要な経済活動が左
端欄の各産業に分類さ
れるものに限る。）

⑴　各産業共通
・18歳未満又は65歳
以上の者

・雇入れ後６ヶ月未満
の者であって、技能
習得中の者

・清掃、片付けその他
これらに準ずる軽易
な業務に主として従
事する者

⑵　電子部品・デバイス
等製造業のみ
・電子部品の組立又は
加工の業務のうち、
主として卓上におい
て行う組線、巻線、
はんだ付け、取付け
又は検査の業務に主
として従事する者

チェックマん！
最低賃金制度の
マスコット！！

最低賃金未満の労働契約は無効です。

なお、次に掲げる賃金は、最低賃金額の
計算には含まれません。
　⑴　精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
　⑵　臨時に支払われる賃金
　　　　　　　　　　　（結婚手当など）
　⑶　１ヶ月をこえる期間ごとに支払われ
　　る賃金）（賞与など）
　⑷　時間外、休日及び深夜労働に対する
　　賃金

詳しくは、秋田労働局賃金室又は労働基準
監督署に問い合わせてください。

　能代労働基準監督署
（TEL0185－952－6151）

秋田労働局労働基準部賃金室
TEL018－883－4266
秋田労働局ホームページ
URL  http://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/

　「天空の不夜城」の運行も今年で８回目を

迎えます。

　昨年の12月には中部地方の放送局「ＣＢＣ

テレビ」の「本能Ｚ」という番組内で、「一生に一度は生で見

るべきお祭り」と題して「天空の不夜城」が紹介されるなど、

全国からも注目される祭りにまで育ってまいりました。

　今年も全国から沢山のお客様が来てくれることを願って

います。（柳原）



Information

アキモク鉄工株式会社
　　　　　　　　　に勤務する

「塚本　優吾」
　　　　　　です。

〔秋田〕能代商工会議所 〒016-0831　秋田県能代市元町11番7号                                    　TEL0185-52-6341　FAX0185-55-2233
（Eメール）n-syoko＠shirakami.or.jp　（ホームページ）http://noshiro-cci.jp/

Facebook
始めました！

2020年２月号 第609号

2020年２月５日発行（毎月１回発行）

February 
2✽夜間個別相談会のご案内

✽2020年度検定試験日程のご案内
✽青年部だより・女性会だより
✽新入社員合同入社式・研修講座のご案内
✽マル経融資のご案内
✽記帳機械化・記帳指導手数料改定のお知らせ

■ＴＯＰＩＣＳ［トピックス］

〔秋田〕能代商工会議所　2020.2.5〈8〉

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）

〔秋田〕能代商工会議所月報

つか もと ゆう ご

業　種：鉄工,非鉄金属,金属
　　　　製品製造業
住　所：能代市扇田字柑子畑1-29
ＴＥＬ：0185-58-3691
ＦＡＸ：0185-58-3688

　今年で入社４年目になりました。

　私は、機械加工について知識ゼロからのスタート

だったため入社当時は覚えることが山積みでした。

現在もまだまだ一人前とは言えない状態ですが、受

注からお客様へ納品するまでの事務作業に大きなや

りがいを感じています。

　これからも丁寧な仕事を心がけて日々精進してま

いりたいと思います。

中小企業相談所 ☎0185－52－6342お問い合わせ先

～2020年3月まで 2020年4月から

記帳機械化手数料　　　　　　　　　　5,000円～　　　　　　8,000円～ 
記帳指導手数料　　決 算 申 告　　　5,000円　　　　　　　8,000円～ 
　　　　　　　　　　消費税申告    
　　　　　　　　　　　　　本則課税　5,000円　　　　　　　8,000円 
　　　　　　　　　　　　　簡易課税　3,000円　　　　　　　5,000円 

※全て税込金額です。

記帳機械化・
記帳指導手数料の
改定のお知らせ

…………………………　会議所からのお知らせ　…………………………

マル経融資をご希望の方へ
マル経融資とは、マル経融資とは、

①お申込み月の第３週目までに下記の書類をご持参のうえ当所へ来所下さい。
※所定の書類⇒直近２期分の決算書・確定申告書、直近試算表、現在の借入
　　　　　　　返済表など　※決算期が２期に満たない場合には、ご相談ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 
  
②融資担当による事業概況の聞き取り

 
③マル経審査会の開催

④日本政策金融公庫による審査

⑤融資決定後、借入申込書の提出

⑥日本政策金融公庫より指定の口座へ入金

お
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金
ま
で

最
短
で
約
１
か
月
程
度

お
申
込
み
か
ら
入
金
ま
で

最
短
で
約
１
か
月
程
度

小規模事業者を対象とした無担保・無保証・低金利で融資をする
制度です。※利率1.21％（2020年１月６日現在）
小規模事業者を対象とした無担保・無保証・低金利で融資をする
制度です。※利率1.21％（2020年１月６日現在）

ご融資までの流れご融資までの流れ

１月26日（日）開催

たくさんの灯りで能代の夜をやさしく彩った
「第21回のしろまち灯り」


