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〔秋田〕能代商工会議所月報

各種セミナーを新型コロナ対策のうえ開催中！
皆様のご参加をお待ちしております！



ほけんの
ファームズ

本　　店：〒016-0014　秋田県能代市落合字上前田 123-3
                     TEL.0185-55-1234/ FAX.0185-55-3009
秋田ミサワ支店：〒010-0932　秋田県秋田市川元開和町 13-49
                     TEL.018-823-2460/ FAX.018-888-2124

ファームズ株式会社（旧 株式会社増田保険サービス）

㈱増田保険サービスは、6月1日より社名をファームズ㈱に変更いたしました。 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）
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持続化給付金 法人最大 200万円　個人最大 100万円

法人最大 600万円　個人最大 300万円家賃支援給付金

その他

 

家賃支援給付金
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
　　　　　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
【お問い合わせ先】家賃支援給付金コールセンター TEL0120-653-930

平日・日曜対応8:30～19:00（土曜日・祝日除く）

対　象　新型コロナ感染症の影響により、今年2月以降の任意の期間において事業収入等が前年同期比で20％
　　　　以上減少している事業者
対象の厚生年金保険料
　今年2月から来年1月末までに納期限がくる厚生年金保険料等が対象です。
　既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等についても、遡って特例を利用できます。
申請方法
　申請書を管轄の年金事務所に提出してください。（郵送で申請できます）
　指定期限までの申請が必要です。※「指定期限」は毎月の納期限から25日後です。
【お問い合わせ先】日本年金機構　鷹巣年金事務所　TEL0186-62-1490

厚生年金保険料の納付猶予の特例厚生年金保険料の納付猶予の特例

持続化給付金 法人最大 200万円　個人最大 100万円

法人最大 600万円　個人最大 300万円

対　象　新型コロナ等の影響によって前年同月比で事業収入が50％以上減少した事業所
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】能代市役所　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】能代市役所　TEL0185-52-5221

新型コ ロ ナ 対応支援策のご案内

１年間
猶予できます



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
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小規模事業者持続化補助金　一般型

　

第４回受付
５回以降
順次
受付予定補助事業の実施期間

申請書類一式の送付締切 ２０２１ 年２月５日（金）

交付決定日から
２０２１年１１月３０日（火）まで

小規模事業者持続化補助金　一般型

申請をご検討の方は必ず事前にご連絡ください。

◆手続きの期限等

◆補助対象者
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる小規模事業者および一定の要件を満たした特定非営利活
動法人
【小規模事業者の基準】

◆補助対象経費
機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、
専門家旅費、設備処分費（補助対象経費総額の1/2が上限）、委託費、外注費

◆対象となる事業
策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する地道な販路開拓等（生産性
向上）のための取組、あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化（生産性向上）のため
の取組であること。

《補助対象となり得る取組事例》
⑴地道な販路開拓等（生産性向上）の取組について
　○新商品を陳列するための棚の購入　○新たな販促用チラシの作成、送付
　○新たな販促用ＰＲ（マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告）など
⑵業務効率化（生産性向上）の取組について
　○新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化するなど

◆補助率・補助額
□補助率　　　補助対象経費の2/3以内
□補助上限額　50万円　（75万円未満の場合は、その2/3の 金額を補助します。） 

※また、業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組（事業再開枠）を行う場合は、定額補助（10/10）・上限50万
円を上乗せいたします。なお、事業再開枠は、採択になった方が対象となります。（詳細は公募要領をご確認ください。） 

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業以外）
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
製造業その他

常時使用する従業員の数　　５人以下
常時使用する従業員の数　２０人以下
常時使用する従業員の数　２０人以下

※特定非営利活動法人は「製造業その他」の従業員基準を用います。

お申し込み・お問い合わせ　中小企業相談所　TEL.0185－52－6342
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創業に関するお悩みを解決しませんか？

このようなお悩みお持ちでないですか？

創業個別相談創業個別相談
日　時：2020年12月６日㈰　9：00～、13：00～

12月７日㈪　9：00～、13：00～
会　場：能代商工会館　※お申し込み状況に応じて相談時間が変更になる場合がございます。

相談
無料

このようなお悩みお持ちでないですか？
創業を目指している方
　●やりたいことはあるけど、事業としてやっていけるか不安
　●創業に関する手続き・融資や補助金などの支援策を知りたい
　●事業計画書の作成方法を知りたい など

既に創業している方（創業後3年以内の方）
　●新商品開発や新しい事業に取り組みたい
　●設備資金・運転資金を調達したいなど

要
予
約

創
業
塾

【お申し込み・お問い合わせ先】 中小企業相談所「創業塾」係　TEL 0185－52－6342

参加者募集参加者募集
創業塾卒業生から続々経営者が誕生しています

11月１日㈰

11月８日㈰

第１回

第２回

第３回

日程

9：00～12：00

13：00～16：00

９：00～12：00

時間 内容

創業の心構え
創業に必要な知識と計画

11月８日㈰

11月15日㈰

第４回

第５回

第６回

日程

13：00～16：00

９：00～12：00

13：00～16：00

時間 内容

ビジネスシュミレーション振り返り
創業に必要なマーケティングの知識と活用
ビジネスプラン作成&発表

●講　師／中小企業診断士　橋　本　　泉 氏●講　師／中小企業診断士　橋　本　　泉 氏

経営資源のマネジメント
（ヒト・モノ・カネ・情報の有効活用法）

■日　時：2020年11月１日㈰・８日㈰・15日㈰ 全３日間　9：00～16：00
■会　場：能代商工会館
■対象者：創業・独立開業を目指すサラリーマン、学生、退職者、主婦の方など。

開業して間もない方（３年以内）
■定　員：15名（先着順）　■受講料：4,000円（テキスト代含む。消費税込み）
■締　切：10月23日㈮までにお申込み下さい。

あなたの成功を
応援します!!

創業に興味のある方
創業の夢・アイデアをお持ちではありませんか？

その夢を現実にしてみませんか？
創業について学びたい方など、ぜひご参加ください。

【
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
】

〒016－0825　能 代 市 柳 町 9－23
☎　0185－54－2244
ＦＡＸ0185－54－2247

コースご案内

■きりたんぽ　■ねぎ　■比内地鶏　■まいたけ他きのこ一種
■せり　■ごぼう　■糸こんにゃく　■特製きりたんぽたれ

【２人前】
4,500円
（税込）

【３人前】
6,600円
（税込）

【４人前】
8,800円
（税込）

【５人前】
11,000円
（税込）

きりたんぽの地方発送承ります。きりたんぽの地方発送承ります。
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最低賃金 上がりました！
令和２年10月１日（木）から秋田県の最低賃金が変わりました！

最低賃金 （２円アップ　　）792円
10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。

～新しい働き方・休み方を実践する第一歩として
　　　　　「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入を！～

年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を活用すれば、休暇の分散化にもつながります。

お問い合わせ　能代労働基準監督署　TEL0185－52－6151

※なお、新型コロナウイルス等の影響によって、延期または中止となる場合がございますのであらかじめご了承ください。

　
日　時　10月21日（水） 14：00～16：00
テーマ　キャッシュレスの活用とインボイス制度への対応

※終了後、個別相談会を開催（要予約）
講　師　星　叡 氏（税理士） 
受講料　無料　　定　員　30名　　

日　時　11月１日・８日・15日（毎週日曜３日間）
　　　　９：00～16：00
テーマ　創業前・創業等に関するセミナー
対象者　創業に興味がある方、創業して間もない方
受講料　4,000円　　定　員　15名 
講　師　橋本 泉 氏（中小企業診断士）

　
日　時　12月６日（日）・７日（月）　９：00～（予約制）
テーマ　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※原則１人につき３時間　　
講　師　橋本 泉 氏（中小企業診断士）　　
相談料　無料

　
日　時　11月27日（金） 14：00～16：00
テーマ　働き方改革とテレワークの導入について（仮）

※終了後、個別相談会を開催３名まで（要予約）
講　師　水野　悠美子 氏（シニアコンサルタント）
受講料　無料　　定　員　30名

セミナー開催一覧　※会場は全て能代商工会館ですセミナー開催一覧　※会場は全て能代商工会館です

ウィズコロナセミナー（詳しくは同封のチラシをご覧ください。）ウィズコロナセミナー（詳しくは同封のチラシをご覧ください。） 創業個別相談会（オンラインによる個別相談会）創業個別相談会（オンラインによる個別相談会）

創業塾（オンラインによるセミナー）創業塾（オンラインによるセミナー） 働き方改革セミナー　～テレワークについて～働き方改革セミナー　～テレワークについて～

【お申込み】中小企業相談所　ＴＥＬ：0185-52-6342

〒016－0825　能 代 市 柳 町 9－23
☎　0185－54－2244
ＦＡＸ0185－54－2247

コースご案内

■きりたんぽ　■ねぎ　■比内地鶏　■まいたけ他きのこ一種
■せり　■ごぼう　■糸こんにゃく　■特製きりたんぽたれ

【２人前】
4,500円
（税込）

【３人前】
6,600円
（税込）

【４人前】
8,800円
（税込）

【５人前】
11,000円
（税込）

きりたんぽの地方発送承ります。きりたんぽの地方発送承ります。
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～のしろ地域振興券　取扱事業所のみなさまへ～

【換金場所】能代商工会議所または二ツ井町商工会
【換金期限】2021 年 1月 28日㈭まで
　　　　　  期間内の毎週火曜日と木曜日（祝日の場合は翌営業日）

【受付時間】午前 10：00 ～ 午後 3：00
【持  ち  物】受領した振興券、来所される方の印鑑（シャチハタ可）、取扱事業所番号

【換金方法】その場で持参された当該金額分の小切手を振り出しします。
　　　　　◎振興券は100枚ごとに束ねたものと100枚未満の端数分を分けてご持参ください。

振興券の換金は週２回の小切手振出
手数料
無　料

（※1）・振興券裏面に
・振興券は事前にミシン目から切り離してください。

取扱事業所名の記入又は押印がないものは換金できません。

（※2）登録時に発行した『 N 』又は『 F 』から始まる、登録申込書に記入されている番号です。

（※1） （※2）

お問い合わせ　（公財）全国中小企業振興機関協会　TEL 03－5541－6688 

営業主任
袴田 光子

對馬 万里子

副　長
坂口 昌大

事　務
関 加奈子

丸岡 竜太郎山谷 麻美三沢 雅彦

〈キャンペーン期間：11月30日まで〉

所　長
類地 康治

当所職員ならびに共済業務の受託者でありますアクサ生命担当者が
訪問した際には、何卒よろしくお願い申し上げます。

ご協力の
お願い

【お問い合わせ】
　アクサ生命保険㈱  大館営業所能代分室
　TEL0185－55－2580

泉 ゆうみ 大塚 和貴子

「パートナーシップ構築宣言」を構築しませんか
　大企業と中小企業による新たな共存共栄関係の構築」に向け、官民が一体となって『パートナーシップ構築宣
言』の策定・登録・公表を推進する仕組みが創設されました。
登録すると…
ポイント①　「宣言」はポータルサイト上に公表されます。
ポイント②　「宣言」企業は「ロゴマーク」を使うことができます。　
ポイント③　一部の補助金の優先採択を検討しています。

熊谷 真理子
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会員の窓

●プロフィール…

　おかげさまで創業38年迎えました国道７号線沿いに

あるイタリアンレストランです。

　幅広い世代のお客様方が御来店くださり、豊富なメ

ニューはもちろん、その季節しか食べれないパスタや

デザートもご用意しております。

　ベースとなるトマトソース等は全て手作りソースで

提供しておりますので、ぜひ一度ご賞味ください。

●お店で力を入れていること…

　最近ではインスタグラムを通じて、いろんな方々に

お店の情報も知って頂けるよう発信しています。

　これからは洋食に合うような地酒（日本酒）にも力

を入れていこうかと考えております。ぜひ、お楽しみ

にしてて下さい。   

●お客様へのメッセージ…

　コース料理やテイクアウト、お席だけのご予約、大

人数での貸し切り予約も承っておりますのでお気軽に

ご相談下さい。 

リストランテ　ボーネージュ
（代表者　柴田　絢一朗）
〒016ー0878 能代市字臥竜山36ー9
TEL・FAX 0185ー52ー5609
インスタグラム　beauneige1104
定休日　月曜日（祝日の場合は翌日）

10月10月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間
 20日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 25日㈰ 第220回珠算能力検定試験 サンウッド 09：30

1111月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間
 13日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 15日㈰ 第156回日商簿記検定試験　 能代山本広域交流センター 09：00

 17日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 29日㈰ 第71回秋田県県北珠算競技大会 能代市総合体育館 09：00

会 員 短 信
〔新入会員〕
　◇デンタルスタジオ健
　　部　会：公益・理財
　　代表者：斎藤　健司
　　住　所：能代市花園町1－11
　　ＴＥＬ：0185－54－6622
　　ＦＡＸ：0185－54－6622
　◇Lounge Jura
　　部　会：観光サービス
　　代表者：高橋　樹羅
　　住　所：能代市柳町10－2　ステラビル2F
　　ＴＥＬ：070－2010－0910
　◇スナックAika
　　部　会：観光サービス
　　代表者：川村　ルスディオラ
　　住　所：能代市大手町5－12
　　ＴＥＬ：0185－55－0580
〔代表者変更〕
　○能代オリエンタルモーター（株）　取締役社長
　　新　齋藤　裕　　旧　長澤　剛
　○（株）ユアテック能代営業所　所長
　　新　木村　智　　旧　尾形　勝美

　秋田県で合同就職面接会を実施したニュース
を耳にし、去年の今頃のことを思いだします。
しかし、コロナ禍の中で去年とは違い、今後オ

ンラインでの説明会や面接試験等が予想されます。私自身も
オンラインの経験はないですが、直接企業の説明を聞いたり、
実際に企業に訪問することで、企業や先輩社員の雰囲気を感
じることができ安心できるため、早くコロナがおさまり、普
段通りの就職活動に戻ってほしいです。　　　（杉本　崚）



Information

　

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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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）

業　種：介護事業
住　所：能代市字鳥小屋33-1
ＴＥＬ：0185-88-8244
ＦＡＸ：0185-88-8255
Ｈ　Ｐ：www.shouhouen.co.jp

あおやなぎ やすお

株式会社松峰園　ショートステイ松峰園　に勤務する

です。

【お問合わせ】　Go To トラベル事業　コールセンター
　　　　　　　　受付時間　10：00～19：00　年中無休
　　　　　　　　ナビダイヤル　0570-017-345　IP電話　03-6747-3986

　高齢の祖父母の存在をきっかけに介護の道を志
し、株式会社松峰園に入社しました。
　介護職は利用者様の数だけ異なる支援の方法が
あり、様々な経験や専門的な知識、コミュニケー
ション能力のみならず、一人ひとりに合わせた臨
機応変な対応が求められる、とてもやりがいのあ
る仕事だと感じています。
　利用者様に安心、安全な日常生活を過ごしてい
ただけるよう、目の前の利用者様と真摯に向きあ
う介護員を目指していきたいと思います。

旅行代金の15％相当額を地域共通クーポン

として旅行者に配布します。

お１人１泊6,000円が上限
（日帰り旅行は3,000円）

飲食店の方へ
地域共通クーポン取扱店舗になる
には Go  To  Eat 事業の加盟店
登録が必要です。
お問合わせ：050-3183-0216

「青柳 靖雄」

地域共通クーポン取扱店舗登録　10月１日より開始地域共通クーポン取扱店舗登録　10月１日より開始

支払額

＋

総額の

65％
旅行代金割引（給付額）

地域共通クーポン
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額
の

旅
行
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金
総
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％
）
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