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はコチラから！

のしろ地域振興券換金　当会館１階にて受付中！
換金日は毎週火・木曜日 10：00～15：00

（祝日の場合は翌営業日）



新型コロナウイルス感染症の影響アンケート結果について
　当所では2020年７月～８月にかけて新型コロナウイルス感染症による地域への影響を調査させて頂きました。
　結果は下記の通りとなり、当所の事業運営・事業所支援へと繋げてまいります。
　ご協力頂き誠にありがとうございました。

業種

対象事業所数　1,249社　回答数　680 枚　 回答率　 54 ％

　　　　　        回答数        割合                 回答数        割合 
 ①小売業　　　 130 19%  　　⑨農林水産業  4  1% 
 ②卸売業  40   6%  　　⑩建設業                 94            14% 
 ③飲食業  42   6%  　　⑪情報通信業                 8  1%
 ④旅行業    1   0%  　　⑫金融・保険業            14  2%
 ⑤宿泊業  10   1%  　　⑬不動産業                 12  2%
 ⑥製造業              107 16%  　　⑭医療・福祉                 55  8% 
 ⑦運輸業  22   3%  　　⑮教育・学習支援  6  1%
 ⑧サービス業  85 13%  　　⑯その他                 46  7%

従業員数
            回答数      割合
① 5人未満      345         51% 
② 10人未満      113         17% 
③ 20人未満        69         10% 
④ 30人未満        40           6%
⑤ 50人未満        46           7% 
⑥100人未満        26           4%
⑦100人未満        25           4%
●うち家族従業員数
　　　　　　　  21           3% 

 Q1.新型コロナウイルス感染症の拡大は、事業活動等に影響をおよぼしていますか。

Q2.Q1で「すでに影響が出ている」と回答した方で、どのような影響が出ていますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答可）

　　　　　　　　　　　　　　回答数
1.すでに影響が出ている　　　　422
2.今後影響が出る可能性がある　147
3.影響はない　　　　　　　　   107 4 2 21 4 7

1 0 7

                                                                                        回答数
1.売上・客数の減少                       362
2.雇用確保が困難                         23
3.売上・受注の増加                         27
4.社員の出勤困難                         13 
5.資金繰りの悪化                         88 
6.感染症防止対策経費によるコスト増        85
7.仕入困難・入手コストの増          49
8.取引先の事業停止（休業、廃業、倒産等）    101 
9.展示会・商談会・イベント等の中止や延期      22  
10.その他                                       22
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（単位：社）



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

地震に備える共済
取り扱いしております

休業対応応援共済
地震危険補償共済
地震危険補償特約

 （火災共済契約に付帯する特約）

Q3.Q1で「すでに影響が出ている」と回答した方で、売上や利益について前年同期と比べて、どの程度の
　  影響がありましたか。

回答数

0         10       20        30        40        50       60        70        80       90      100

1.約10％（増）                6
約10％（減）              65
2.約20％（増）                1
約20％（減）              75
3.約30％（増）                0
約30％（減）              87
4.約40％（増）                0
約40％（減）              30
5.約50％（増）                1
約50％（減）              60
6.約60％（増）                0
約60％（減）              27
7.約70％（増）                0
約70％（減）              22
8.約80％以上（増）               0
約80％以上（減）             27

回答数

0         50       100        150        200        250 

1.何もしていない                          93
2.在宅勤務、テレワーク等の導入             35
3.販売計画の見直し                       125
4.営業規模の調整（一時休業、支店の休業等）    50
5.設備投資の中止・延期                         78
6.雇用の調整（勤務時間短縮、自宅待機等）      65
7.営業日数や営業時間の短縮                     121
8.運転資金の調達（制度融資、銀行融資等）    165
9.雇用調整助成金の活用          64
10.持続化給付金の活用        209
11.県休業協力金の活用          48 
12.市事業継続支援金の活用      148  
13.その他                                                                       35 

Q4.Q1で「すでに影響が出ている」又は「今後影響が出る可能性がある」と回答した方で感染拡大の影響
       に対する。 経営上の対策（予定、検討中を含む）を行っていますか。

Q5.現在、困っている事、不自由な事、国・県・市・商工会議所へのご要望等についてご記入ください。
        なお、合計141件のご意見を頂戴し、主な内容は次の通りとなります。
○いくら宿個人で誘客の施策をうっても、人が動かなければ意味がない。集客力のある観光資源が能代にはないため、市全体で誘客をはからなけ
　ればプレミアム宿泊者も他に流れて、空振りになる可能性がある。
○今後売上の減少は確実で、来月以降の資金の調達ができずにいる。持続化給付金の持続給付希望。
○高齢化が進む中、仕事イベント等でやる気や希望を持って前向きに頑張っていたのに、このような静かな状態が長く続くと皆さんのやる気が失わ
　れていくようで不安です。一日も早く活気のある能代に戻ってほしい。
○マスク、ガウン等の感染防御用品の入手が困難になっている。
○業務依頼者（県外）が来能を控えているため業務が遅れ処理ができない案件が多くなっている。しかしながらこれらの依頼者は状況を見て必ず来
　能することになるので特別に資金繰りに影響を与えるものでない。
○人が集う展示卸売会が無くなり、予約又は売上が見通せない。
○とにかく客足が鈍い。購買意欲を掻き立てるような施策を。
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【お問い合わせ先】　家賃支援給付金コールセンター TEL 0120-653-930  平日・日曜対応 8:30 ～ 19:00（土曜日・祝日除く）

 

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.
安田保険プランナー 検索

※申請書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。
【お問い合せ先】日本年金機構 鷹巣年金事務所　TEL0186-62-1490

対　象　新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月と比べて 30％以上減少している市内事業者
申請に必要なもの
　●2019 年の確定申告書類の控え　●売上が減少した月の事業収入額がわかる書類　●通帳の写し　
　●個人事業主の場合は本人確認書類
※窓口で申請する際には、必ず事前予約が必要です。
【お問い合わせ先】　能代市商工港湾課TEL0185-89-2186（平日午前９時～午後４時）

家賃支援給付金 法人最大 600万円　個人最大 300万円法人最大 600万円　個人最大 300万円

能代市事業継続支援金 20万円

対　象　①②すべてを満たす事業者
①5月～ 12月の売上高について、１ヵ月で前年同月比▲50％以上 または、連続する 3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
②自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

申請期限　2021 年 1月中旬

算定方法▷申請時の直近 1ヵ月における支払賃料（月額）に基づき算定した給付額（月額）の 6倍

国民年金保険料免除の特例

対　象　新型コロナウイルス感染症の影響により、2020 年 2月以降に収入が減少し、所得が相当程度まで下がった方
内　容　個人が納める国民年金保険料が全部・一部免除や猶予
申請内容　申請書類を市区町村の年金担当窓口に提出

雇用調整助成金 １人あたり日額上限　15,000円
対　象　１. 新型コロナ感染症の影響により事業活動が縮小　　申請期限　２０２０年 12月３1日㈭
　　　　２. 直近１ヶ月の売上又は生産量が前年同月比で５%以上減少
　　　　３. 労使間の協定に基づき休業を実施し、休業手当を支払っている　
【お問い合わせ先】　秋田労働局TEL０１８-８８３-００１０　ハローワーク能代TEL０１８５-５４-７３１１

詳しくは厚生労働省の
HPご覧ください

持続化給付金 法人最大 200万円　個人最大 100万円
雑所得等で確定申告した方、今年の１月～３月に創業した方も対象です。
【お問い合わせ先】TEL0120-279-292　IP 電話：03-6832-6631　日曜～金曜 8:30～19:00（土曜日・祝日を除く）

その他
納税が猶予される特例があります。
対　象　市県民税、法人市民税、軽自動車税（種別割）、固定資産税、国民健康保険税

【お問い合わせ先】TEL0185-89-2128
　　　　水道料金等のお支払についてのご相談に応じます。【お問い合わせ先】TEL0185-52-5221

〜〜〜新型 コ ロ ナ 関 連 支 援 策のご案内〜 〜〜
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能代商工会議所 TEL.0185-52-6341［お問合せ先］

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。

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）「はまなす共済」「はまなす共済」共済制度

配当金のお知らせ
《平成31年度配当金がつきました。》

〈保険年齢　※15～60歳の方〉
口数（死亡保険金）

１口（50万円） 889円
1,778円
2,667円
3,557円
4,446円

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

配当金額

ご利用いただける方

通常枠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新型コロナ対策枠

お使いみち
2,000 万円 別枠1,000 万円融資限度額

●マル経融資（小規模事業者経営改善資金）

当所の実施する経営指導を受けている小規模事業者
の方

左記に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により
直近１ヵ月の売上が、前年又は前々年の同期と比較し
て５％以上減少している方
●利子補給制度あり（※２）

ご返済期間
（うち据置期間）

設備資金10年以内（２年以内）
運転資金７年以内（１年以内）

設備資金10年以内（４年以内）
運転資金７年以内（３年以内）

設備資金および運転資金 設備資金および運転資金

利率（年）※３ 特別利率Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　当初３年間：特別利率Ｆ－0.9％　３年経過後：特別利率Ｆ

ご利用いただける方

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化を来している方であって次の（１）又は（２）の
いずれかに該当し、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる方
（１）最近１ヵ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して５％以上減少している方
（２）業歴３ヵ月以上１年１ヵ月未満の場合は、最近１ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して５％以上
　　減少している方
　　① 過去３ヵ月（最近１ヵ月を含みます。）の平均売上高
　　② 令和元年12 月の売上高
　　③ 令和元年10 月から12 月の平均売上高

お使いみち

融資限度額

設備資金20 年以内（５年以内）  運転資金15 年以内（５年以内）ご返済期間
（うち据置期間） 担　　保 無担保

●新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金及び運転資金

国民生活事業　8,000万円　　中小企業事業　6億円　（いずれも別枠）

利率（年）
（※１）

国民生活事業

中小企業事業

4,000 万円以内の部分            　当初３年間：基準利率－0.9％　３年経過後：基準利率
4,000 万円を超える部分　　　 基準利率（※1）
2億円以内の部分                　      当初３年間：基準利率－0.9％　３年経過後：基準利率
2億円を超える部分　　         　 基準利率（※1）

※１　基準利率は、国民生活事業1.36％～、中小企業事業1.11％～（2020年9月1日時点）
※２　利子補給制度は、融資後３年間までとなり、３年経過後は基準利率となります。
※３　特別利率Fは1.21％（2020年9月1日時点）
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます

ご加入の皆さんには、個々にご連絡の上、9月中旬に口座振込
させていただきます。
※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）

●利子補給制度あり（※２）
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　当所では下記の通りセミナーの開催を予定しております。新型コロナ感染症対策を十分に行って実施致しますので、
ご参加のほどよろしくお願いします。
　また、新型コロナ感染症の拡大状況に応じて、やむを得ず延期・中止もする場合もございますので、あらかじめご
了承ください。
　なお、下記のセミナー・相談会は、全て講師を招かずにオンライン（会場にてプロジェクターを投影）での開催と
なります。

【お申込み・お問合せ】中小企業相談所（ＴＥＬ０１８５－５２－６３４２）

名刺・ハガキ類
24時間スマート納品挑戦中！

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

加盟店

〒016-0897 秋田県能代市昭南町６の１　5 0185-54-1359

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）54-3706

は
ん
こ

ゴ
ム
印

はじめ
  ました

受付中!!

のしろ地域振興券　
取扱事業所です

能代商工会議所セミナーのご案内

無料

インボイス制度対策セミナー（オンラインセミナー）
開催日　　　　　　時間・場所　　　　　　　　テーマ・内容　　　　　    　 講師    　　　　受講料

9月１7日
木曜日

13：30～ 15：00
プラザ都（柳町）

インボイス制度の概要と
実務上対応のポイント

河 合 正 尚 氏
（中小企業診断士）

4,000円　　

創　業　塾（オンラインセミナー）
開催日　　　　　　時間・場所  　　　　　　　テーマ・内容　　　　　         講師    　　　　受講料

１１月　１日
　　　　８日
　　　１５日

（毎週日曜３日間）

９：００～１６：００

能代商工会館

○内　容：創業・起業に
　　　　　　　関するセミナー
○対象者：創業したい方
　　　　　創業して間もない方

橋 本     泉 氏
（中小企業診断士）

10名

定　員

無料

創業塾個別相談会（オンライン相談会）
開催日　　　　　　時間・場所  　　　　　　　テーマ・内容　　　　　         講師    　　　　受講料

１２月　６日
日曜日

１２月　７日
月曜日

９：００～

能代商工会館

○内　容：創業前・創業後に
　　　　　関する個別相談会
○対象者：創業塾受講者等
（※１人につき２～３時間程度）

橋 本     泉 氏
（中小企業診断士）

のしろ地域振興券 取扱事業所一覧
2020 年 7 月 29 日～ 8月 14 日受付分

業　種 業　種取扱店名 取扱店名
ばりや
ラグノオ いとく能代北店
ラグノオ いとく能代ショッピングセンター店
ラグノオ いとく能代南店
カフェ・レストラン　マッキーズ
きっちん　福
トレンタ能代店
レストラン・ボーネージュ
あかねや水産能代店
スナック　レジーナ
若大将　能代店
配食のふれ愛　能代店

たなか耳鼻咽喉科医院
能代南内科内視鏡クリニック
能代山本医師会病院
わたなべ内科医院
能代モータースクール
まつや
大塚スタジオ
秋田ツーリストセンター

グルメ 暮らし

医療
健康
介護

教育・習い事

カフェ

レストラン

飲み屋

スイーツ
医院
診療所

資格

旅行業・代理店

洋服

旅行宿泊

美容ファッション

※最新の取扱事業所一覧は、能代市のホームページ、
または、能代商工会議所のホームページにて公開
　されております。

カメラ・DPE

弁当・宅配
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業　種：介護士

住　所：能代市浅内字頭無上217-2

ＴＥＬ：0185-88-8500

ＦＡＸ：0185-88-8502

に勤務する

　「児玉 美優莉」
こだま みゆり

　人とコミュニケーションをとることが好きだったこと、ま
た自分の祖父が亡くなったことをきっかけに、介護の仕事
の道へ進みたいと思うようになりました。そうした中で、な
かよしショートステイと出会い、入社しました。利用者と接
する時は、この人は今どのようなことをして欲しいのかを
察して行動し、相手が話しやすいように、まずは自分から心
を開くことを心がけています。
　利用者の方に「ありがとう」と声をかけていたいただくこ
とや、そのご家族の方からも感謝されることがあり、そのよ
うな感謝の言葉を励みに日々仕事に臨んでいます。
　これからは「介護福祉士」の資格を取り、より幅広い分野
の仕事に挑戦できるように頑張ります。また、町中でも困っ
ている方がいたら声をかけるなど、多くの人の手助けをし
たいです。

ス
マイル さんス
マイル さん

なかよしショートステイ

です。

Information

下記のとおり、検定試験の日程をご案内いたします。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の事項にご留意していただきますよう
お願いいたします。
　　　１．試験会場への入場時に検温を行わせていただきます。
　　　２．会場内では、必ずマスクを着用してください。
　　　３．試験当日に発熱等の症状がある方は受験をお断わりする場合がございます。
　　　４．新型コロナウイルス感染状況によっては検定試験が中止になる場合があります。

2020年12月14日（月）～  2021年  1月22日（金）

2021年 2月28日（日） 2020年12月21日（月）～  2021年  1月29日（金）

●リテールマーケティング（販売士）検定
施行日 申込受付期間

施行日 申込受付期間
2020年11月15日（日） 2020年10月  1日（木）～  2020年10月19日（月）

●珠算検定（そろばん）・暗算検定・段位認定試験
級 施行日 申込受付期間

2020年10月25日（日） 2020年  9月  7日（月）～  2020年  9月24日（木）
2021年 2月14日（日） 2020年12月  7日（月）～  2021年  1月14日（木）

●日商簿記検定

2021年 2月17日（水）

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

▶▶▶▶　２０２０年度下期　検定試験のご案内　◀◀◀◀

1～10級
1～10級

級
1～3級

級
1～3級

2・3級


