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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

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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　個人最大 300万円　法人最大 600万円家賃支援給付金

一律20万円

家賃支援給付金
対　象　①②すべてを満たす事業者
①今年の５月～12月の売上高について、１ヵ月で前年同月比▲50％以上減少または、連続する３ヵ月の合計
　で前年同期比▲30%以上減少している
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がある
申請期限　2021年１月15日（金）まで　　申請方法　電子申請
お問い合わせ先　家賃支援給付金コールセンター TEL0120-653-930

　個人最大 300万円　法人最大 600万円

対　象　新型コロナウイルスの影響により、売上が前年同月比▲30％以上減少している市内事業者
＊窓口申請する際は、事前予約が必要です。　　申請期限　2021年１月15日（金）まで

申請方法　上記２つの申請には、交付申請書に必要書類添付し、郵送または事前予約のうえ相談窓口へ
お問い合わせ先　能代市商工港湾課　TEL0185-89-2186

能代市事業継続支援金能代市事業継続支援金 一律20万円申請はお済みですか？

対　象　下記の全てに該当する市内事業者
１．2020年１月１日及び申請日時点で、能代市内に住所を有する個人事業者（農業収入は対象外）または
　　能代市内に主たる事業所を有する法人
２．2019年度以前に課税された市税等（納期限：2020年３月31日以前）の滞納がない
３．2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある
４．新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年３月～12月の間の連続した６ヵ月間の月平均売上額
　　が、前年同期間の月平均額と比較して30％以上減少している
交付額　前年事業収入月平均額×12×10％－20万円(千円未満切捨)　　申請期限　2021年１月29日(金)まで

新型コロナ関連支援のご案内

持続化給付金 個人最大 100万円　法人最大 200万円持続化給付金

能代市長期影響継続事業者支援金能代市長期影響継続事業者支援金

個人最大 100万円　法人最大 200万円

個人最大 100万円　法人最大 200万円個人最大 100万円　法人最大 200万円

対　象　今年のひと月の売上が前年同月比で50％以上減少している方
申請期限　2021年１月15日（金）まで
申請方法　電子申請
※電子申請が困難な方は…
　当所会館３階にて申請サポートキャラバン隊による申請サポートが行われます。
●開催期間　2020年12月24日（木）～2021年1月15日（金）　（12月29日～1月4日、1月9日はお休みします）
事前予約が必要なため、下記までお電話をお願いします。
電　話　予　約　持続化給付金相談窓口　TEL0120-279-292　IP電話03-6832-6631お問い合わせ先
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新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置

年末金融相談会年末金融相談会
【お申し込み・お問い合わせ】

能代商工会議所　中小企業相談所
電話　0185－52－63429：00～17：00　能代商工会館３階

無料 年末金融相談会
12月30日㈬秘密厳

守

　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少している中小事業者等の固定資産税を2021年度課税
分に限り軽減します。

●対象
　2020年2月～10月までの任意の連続する３か月間の事業収入が前年同期と比べて30％以上減少している中小事
業者等が所有する事業用家屋および償却資産（土地や住宅用の家屋は対象外）
　中小事業者等とは　
　・資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人（大企業の子会社は除く）
　・資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
　・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

●軽減割合 

 

●軽減を受けるための手続き
　中小事業者等は、認定経営革新等支援機関等（注）に、軽減措置の要件に合致しているか確認を受ける必要が
あります。（中小企業庁ＨＰに認定経営革新等支援機関等一覧が掲載されております。）

　申請の流れ

●必要書類
　認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書等を固定資産税係へ提出してください。
　・申告書（認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの）
　　事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることの誓約など　
　・収入減を証する書類（会計帳簿や青色申告決算書の写しなど）　
　・特例対象家屋の事業用割合を示す書類（青色申告決算書の写しなど）
　※認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じもの（コピー可）を提出してください。
　※償却資産の特例対象資産一覧は、毎年行われる申告をもって提出したことになります。

●受付期間
　2021年１月４日（月）～２月１日（月）

お問い合わせ　　能代市役所　税務課　固定資産税係　☎89-2127
　　　　　　　　能代商工会議所　中小企業相談所　　☎52-6342

2020年２月～10月までの任意の連続する３ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率
50％以上減少

30％以上50％未満

軽減率
全額
２分の１

①所定様式申告書の作成および
　提出書類の準備

（注）認定経営革新等支援機関等とは、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関、または
　　　当所を初めとする支援機関、税理士や公認会計士等でも確認をできる場合がありますので、ご確認ください。

②認定経営革新等支援機関等に
　よる確認（確認後、不備がな
　ければ押印）

③左記の確認を受けた書類を
　市役所の税務課へ提出
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2020年12月簿記検定試験（２・３級）ネット試験について

宮　川　孝　一

“地産外消で安全・安心”鮮度100％を食卓へ

能代青果地方卸売市場株式
会社

※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。

【お申込み】中小企業相談所　ＴＥＬ 0185-52-6342

経営支援セミナー（オンラインによるセミナー）
 開催日 時　間  テーマ・内容 講　師

 　 14：00～16：00 テーマ：今からでもできる売上ＵＰの方法 渋谷 雄大 氏 12月18日（金） 定員：30名 ※終了後、個別相談会を開催（要予約） （中小企業診断士）
   

確定申告説明会
 開催日 時　間  テーマ・内容 講　師

 2021年２月１日（月） 13：30～15：00 内容：税制改正に伴う確定申告・消費税申告の仕方 水澤 　裕 氏
 2021年２月２日（火） 定員：30名 　　　について  山内 大地 氏
     （税理士）
   

ウィズコロナセミナー
 開催日 時　間  テーマ・内容 講　師

 2021年1月26日（火） 
14：00～16：00 テーマ：インボイス制度について（仮） 星 叡 氏 

  定員：30名 ※終了後、個別相談会を開催（要予約） （税理士）

※会場は全て能代商工会館です
受講・相談料　無料セミナー開催一覧

【お問い合わせ】能代商工会議所　TEL 0185-52-6341

簿記検定試験
期日 2021年2月28日（日）
会場 能代商工会館
受付 2021年1月14日（木）
　　～2021年2月1日（月）

リテールマーケティング（販売士）

2020年12月簿記検定試験（２・３級）ネット試験について

検定試験
期日 2021年2月17日（水）
会場 能代商工会館
受付 2021年1月12日（火）
　　～2021年1月26日（火）

珠算検定試験
期日 2021年2月14日（日）
会場 能代商工会館
受付 2021年1月5日（火）
　　～2021年1月20日（水）

１級・2級・3級

○ネット試験方式の施行開始日
　３級：2020年12月14日（月）～　　２級：2020年12月21日（月）～
※年末年始の2020年12月28日（月）～2021年１月４日（月）は、「テストセンター」は全国で休止となります。
○試験会場
秋田市「テストセンター」で施行致します。
受験者の皆様におかれましては、試験予約時に、受験を希望するテストセンターを予約可能一覧から選択
し、名称や住所、地図等の詳細は試験予約画面等でご確認できます。
○申込受付
日本商工会議所のHPにて11月30日より受付を開始しております。
詳しくは公式HPをご覧ください。（https://www.kentei.ne.jp/32217）

【お問い合わせ】　受験サポートセンター　TEL 03-5209-0553
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能代市大町　☎0185-52-5416

令和２年分年末調整が税制改正により、下記の点が変更となっています！
１．給与所得控除に関する改正

給与の収入金額（Ａ）
改正前

  162万5,000円以下 65万円 55万円
 162万5,000円超 180万円以下 （Ａ）×40％ （Ａ）×40％－10万円
 180万円超 360万円以下 （Ａ）×30％＋18万円 （Ａ）×30％＋8万円
 360万円超 660万円以下 （Ａ）×20％＋54万円 （Ａ）×20％＋44万円
 660万円超 850万円以下 

（Ａ）×10％＋120万円 
（Ａ）×10％＋110万円 

 850万円超 1,000万円以下  
195万円 1,000万円超  220万円

改正後
給与所得控除額

２．基礎控除に関する調整

合計所得金額
改正前

  2,400万円以下  48万円 
 2,400万円超 2,450万円以下 38万円 32万円
 2,450万円超 2,500万円以下 （所得制限なし） 16万円
 2,500万円超   なし

改正後
基礎控除額

３．各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

４．ひとり親控除および寡婦（寡夫）控除に関する改正

※その他の改正については、国税庁公式ＨＰをご確認ください。

改正前

未　　婚　　の
ひ　と　り　親
寡婦（夫）、特別の
寡婦に該当しない人

同一生計の子有
かつ

所得500万円以下
かつ
事実婚無

所得500万円以下
かつ
事実婚無

事実婚無

〈控除額〉

０円

該当

非該当

該当

非該当

非該当

該当

寡　夫
〈控除額〉

27万円

寡　婦
（特別の寡婦を除く）

〈控除額〉

27万円

特別の
寡　婦

〈控除額〉

35万円

非該当

寡　婦

〈控除額〉

0円

ひとり親
〈控除額〉

35万円
（年末調整時の申告）

必要

（年末調整時の申告）

不要

（年末調整時の申告）

不要

（年末調整時の申告）

必要

（年末調整時の申告）

不要

非該当
〈控除額〉

0円

〈控除額〉

27万円

ひとり親
〈控除額〉

35万円

〔　　　　　　　　　〕

改正後

扶養親族等の区分
改正前

 同一生計配偶者 38万円以下 48万円以下
 扶養親族 38万円以下 48万円以下
 源泉控除対象配偶者 85万円以下 95万円以下
 配偶者特別控除の対象となる配偶者 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
 勤労学生 65万円以下 75万円以下

改正後
合計所得金額要件
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使用期限は　 　まで

のしろ地域振興券の期限が近づいています
使用期限は　12月31日（木）　まで

のしろ地域振興券の期限が近づいています

～のしろ地域振興券　取扱事業所のみなさまへ～
【換金期限】2021年1月28日㈭まで
【換金場所】能代商工会議所または二ツ井町商工会

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。

※振興券裏面に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。

  

手数料
無　料

　恒例の「新春のつどい」を下記のとおり開催いたします。
　つきましては、皆様と共に新春を祝し新年の更なる飛躍の糧としたく、年明け早々にご多忙とは存じ
ますが、皆様のご参加を心よりお待ちしております。

　　　2021年

　　　１月５日(火)　18：00～19：00（受付開始16：30～）
※検温等の実施に伴い、入場時の混雑が予想されますので、なるべくお早めにお越しください。
・お越しいただく方は必ずマスクの着用をお願いいたします。
・乾杯をはじめ飲食の提供はございません。お帰りの際に折り詰めとお酒をお渡しします。

　　　プラザ都（能代市柳町9-23）
事前にご購入いただいた参加券をお忘れない様お願いいたします。

中 止 の 判 断
　2021年１月４日（月）までに能代保健所管内（能代山本郡内）で新型コロナ感染者が発生した場
合、中止とさせていただきます。
　中止が決定した場合、その旨を北羽新報と能代商工会議所ホームページ等にてお知らせします。
　なお、参加費をお支払いいただいた方々には、１月５日に開催会場のプラザ都にて、参加券と折り
詰め・お酒を引き換えさせていただき、引き換えは１月５日（15：30～18：30）の１日限りとさせ
ていただきます。あらかじめご了承ください。

【お申込み・お問い合わせ】　新春のつどい担当　TEL0185-52-6341

日
時

会
場
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会員の窓

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）

●プロフィール…
　カーコーティングロードと申します。元々車が好きで、車
関係の仕事をしたいと思いディーラーに入社しました。車
関係の仕事を約25年間勤務し、能代に帰郷しました。ビュー
のコーティングに出会い、今年３月に本格稼働しお客様の
ニーズに応えています。

●お店で力を入れていること…
　他にはない【常温硬化液体ガラス】というガラスでコーティ
ングします。車の表面にガラスの板を付けるようなイメー
ジです。コーティングの施工から６時間で90％が硬化しま
すが、残りの10％は硬化に約１ヵ月かかります。完全硬化に
なると、水滴が「とどまらない」ボディが完成し、すべすべの
ボディに光沢性が高い仕上がりになります。汚れに強く劣
化防止を施し、お客様に長く車を使っていただくために時
間をかけて施工します。当店では、秋田県内の車販売店様か
らもコーティングのご依頼があります。

●お客様へのメッセージ…
　当店おすすめの「ビューのガラスコーティング剤」は、秋
田県産業技術センターに協力を得て作られた商品です。ガ
ラスコーティングは最高のボディコーティングです。とに
かく長期間の持続力が魅力であり、お客様の車を守ります。
ぜひ、ガラスコーティングを体験してみませんか？
※完全予約制になりますので、お問い合わせください。

カーコーティング　ロード
（代表者　高橋　朗）
〒016ー0014 能代市落合字上釜谷地70ー5
TEL・FAX 0185ー54ー3919
ホームページ http://viewprocarcoatroad.wixsite.com/carcoatingroad
メール roadcarcoat@gmail.com

12月12月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間
 15日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 18日㈮ 経営支援セミナー 能代商工会館 14：00

 30日㈬ 年末金融相談会 能代商工会館 09：00

１１月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間
 15日㈫ 新春のつどい　 プ ラ ザ 都 18：00

 19日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 26日㈫ ウィズコロナセミナー 能代商工会館 14：00

会 員 短 信
〔新入会員〕
　◇(株)明昭不動産
　　部　会：公益・理財
　　代表者：梅田　尚洋　
　　住　所：能代市東町3－7
　　ＴＥＬ：0185－88－8260
　　ＦＡＸ：0185－88－8261
〔 F A X変更〕
　○あきたの材木屋
   　FAX　新　(0185)74－5133
　　　　　旧　(0185)74－5089
〔事業所変更〕
○みちのくコカ・コーラボトリング(株)秋北営業所
　　事業所名　新　みちのくコカ・コーラボトリング(株)秋北営業所
　　　　　　　旧　みちのくコカ・コーラボトリング(株)能代営業所
　　住所　新　大館市岩瀬字羽貫谷地山下10-1
　　　　　旧　能代市五雲岱16-8
   　TEL　新　(0186)54－0006
　　　　　旧　(0185)54－4701
   　FAX　新　(0186)54－0008
　　　　　旧　(0185)55－2247

〔新入会員〕
　◇(株)明昭不動産
　　部　会：公益・理財
　　代表者：梅田　尚洋　
　　住　所：能代市東町3－7
　　ＴＥＬ：0185－88－8260
　　ＦＡＸ：0185－88－8261
〔 F A X変更〕
　○あきたの材木屋
   　FAX　新　(0185)74－5133
　　　　　旧　(0185)74－5089
〔事業所変更〕
　○東日本旅客鉄道(株)東能代駅
　　事業所名　新　東日本旅客鉄道(株)東能代駅
　　　　　　　旧　JR東日本東北総合サービス(株)能代駅
　　代表者　新　駅長　瓜田　昭彦
　　　　　　旧　駅長　梅田　克教
　　住所　新　能代市鰄渕字下悪戸60
　　　　　旧　能代市元町14－40
   　TEL　新　(0185)70－1700
　　　　　旧　(0185)52－0867
   　FAX　新　(0185)58－3765
　　　　　旧　(0185)54－5225
○みちのくコカ・コーラボトリング(株)秋北営業所
　　事業所名　新　みちのくコカ・コーラボトリング(株)秋北営業所
　　　　　　　旧　みちのくコカ・コーラボトリング(株)能代営業所
　　住所　新　大館市岩瀬字羽貫谷地山下10-1
　　　　　旧　能代市五雲岱16-8
   　TEL　新　(0186)54－0006
　　　　　旧　(0185)54－4701
   　FAX　新　(0186)54－0008
　　　　　旧　(0185)55－2247

　あっという間に12月に入り、2020年も残す

ところ1ヵ月を切りました。今年は、新型コロ

ナウイルス感染症の影響で異例な年となりまし

たが、10月には『劇場版   　鬼滅の刃       　無限列車編』が公開さ

れ、公開１カ月で興行収入233憶円を超えるなど、未だにブ

ームが続いています。これからクリスマス、お正月と大きな

イベントが続きますが、感染症対策をしっかりして気持ちよ

く2021年を迎えたいものです。　　　　　　（登藤　舞花）
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業　種：木工業
　　　　（建具・木製サッシ製造販売）
住　所：能代市河戸川字大須賀100
ＴＥＬ：0185-54-3214
ＦＡＸ：0185-54-3215
Ｈ　Ｐ：http://www.wk-koshiyama.co.jp/

すなお

株式会社コシヤマ　に勤務する

です。

　県外でＩＴ系の仕事をしていました。自分
のやりたい仕事であり、やりがいも感じてお
りましたがどうしても実家で経営している会
社を忘れられず色々と悩みましたが転職を決
意し、㈱コシヤマに入社しました。
　元々、ものづくり自体は好きだったため環
境にすぐ慣れはしましたが、まだまだ覚える
仕事が沢山あり、大変ではありますがやりが
いを感じております。また、専門的な仕事も
覚えていき、覚えた知識を幅広く生かしてい
きたいと思っています。
　これから家づくりをする際に木製玄関ドア
や木製サッシを使いたいお客様がいましたら、
是非とも声をかけてください。

「腰山 純尚」

能代商工会館 会場貸付の休止について能代商工会館 会場貸付の休止について
　能代商工会議所では、新型コロナウイルス感染
症対策のため、2021年３月末日まで会場の一般貸
付を休止する予定です。
　会場貸付を再開する際には、当所ＨＰや会報等でお
知らせ致します。
　ご不便をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお
願い申し上げます。

能代商工会議所 年末年始の営業 について
ご迷惑をおかけしますが、12月30日（水）～１月４日（月）はお休みとさせて頂きます。

（※12月30日（水）は「年末金融相談会」（本誌P３参照）のみ開催しております。）


