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始めました！

　

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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〔秋田〕能代商工会議所月報

業　種：飲食業

住　所：能代市東町8-9

ＴＥＬ：0185-53-5243

ＦＡＸ：0185-55-2233

Ｈ　Ｐ：http://www.iki-noshiro.com

エモーショナルダイニング（株）　に勤務する

です。

　エモーショナルダイニング（株）に
入社して10年目になります。
　東町にあります「粋」でホール接客
を担当しています。
　白神山地をはじめとする秋田の食材
は非常に豊かです。その秋田の食材を
中心に提供しております。
　食を通じて喜んで頂き、地域に住む
皆様の幸せづくりに貢献していきたい
と努めております。皆様のご来店を心
からお待ちしております。

「高松 良太」

新たな学び舎　
　能代科学技術高等学校が完成間近（2021年4月開校予定）

秋田県雇用維持支援金
　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀な
くされ、国の雇用調整助成金（緊急雇用安定助成金を含む）を活用し
て雇用環境の維持に努めている県内事業者に対し、支援金を支給する
秋田県独自の給付制度です。

支給対象
秋田県内の事業所において、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、2020年
４月１日から同年12月31日までに実施した休業等に対し、秋田労働局長より雇
用調整助成金等の支給決定を受けた中小企業事業主の方

支 給 額
１事業所あたり、助成金の支給決定回数（月数）に応じて、
１回（月）は10万円、２回（月）は20万円、３回（月）以上は30万円を支給します。

受付期間　2021年２月２６日（金）まで　※当日消印有効
申請受付・お問い合わせ先
秋田県雇用維持支援金センター
ＴＥＬ：018-860-2331

〈受付時間〉平日９時から17時まで　詳しくは秋田県公式ＨＰをご覧ください。
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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）

◯　10万円の青色申告特別控除を受けるための要件に改正はありませんので、これまでと同様となります。

以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
①　e-Taxを利用して申告書及び青色申告決算書を提出する。
②　電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書（注）を税務署に提出する。

（注）正式名称は、「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」です。
　　電子帳簿保存法の対応要件は、国税庁ホームページ「電子帳簿保存法関係」をご確認ください。

【変更点①②】【改正前】 【変更点③】

合計103万円
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控
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税制改正での主な変更点は次のとおりです。
個人の方の所得税について
①青色申告特別控除額が変わります！（現行　65万円⇒改正後　55万円）
②基礎控除額が変わります！　　　　（現行　38万円⇒改正後　48万円）
③「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて
e-Taxによる申告（電子申告）又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除
（以下、「65万円控除」といいます。）が受けられます。

改正前（令和元年分申告まで）

控除額
青色
控除

基礎
控除

65
万円

38
万円

103
万円

10
万円

38
万円

48
万円

合計

要件
記載方法
申告方法

⑴正規の簿記の原則で記帳
（複式簿記）
⑵貸借対照表と損益計算書
　を添付
⑶期限内申告

簡易な記帳

改正後（令和２年分申告以後）

控除額
青色
控除

基礎
控除

65
万円

48
万円

113
万円

10
万円

48
万円

58
万円

合計

要件
記載方法
申告方法

【改正前の「65万円控除」の要件】
+

e-Tax による　
又は　電子帳簿保存電子申告　　　　　　　　　

【改正前の「10万円控除」の要件】

55
万円

48
万円

103
万円 【改正前の「65万円控除」の要件】
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除
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e-Taxで申告していますか NO

NO

NO

NO

NOYES

YES

YES

e-Taxで決算書を
提出していますか

会計ソフトを用いて記帳していますか

会計ソフトは電子帳簿保存法に
対応していますか（注）

電子帳簿保存法の承認申請書を
税務署に提出していますか

65万円控除を受けるためには、
下記の対応が必要です。65万円控除を受けられます。

YES

YES

令和２年分の所得税確定申告から

65万円の青色申告特別控除65万円の青色申告特別控除
の適用要件が変わっております
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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）

確定申告と納税期限

金融・記帳・労務
で

経営サポート！
　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２5日㈭・３月２日㈫・３月５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
４月15日㈭2021年所得税および復興特別所得税・贈与税

４月15日㈭　　2021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

振替日
５月31日㈪

期限が延長に
　　　なりました!!

振替日
５月24日㈪

申込先・問い合せ先　　中小企業相談所 TEL：0185-52-6342
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担　　保 無担保

無担保

●新型コロナウイルス感染症特別貸付のご案内

融資限度額

担　　保

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の１ま
たは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ヵ月間等の売上高（注１）または過去６ヵ月（最近１ヵ月を含みます。）の平均売

上高が前３年のいずれかの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ヵ月未満の場合等は、最近１ヵ月間等の売上高または過去６ヵ月

（最近１ヵ月を含みます。）の平均売上高（業歴６ヵ月未満の場合は、開業から最近１ヵ
月までの平均売上高）が次のいずれか（注２）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
（注１）「最近１ヵ月間等の売上高」には、最近１ヵ月間の売上高に加え、「最近14日間以

上１ヵ月未満の任意の期間」における売上高を含みます。
（注２）最近14日間以上１ヵ月間未満の任意の期間における売上高と比較する場合は、上

記（１）～（３）の売上高を日割り計算し、当該期間に対応する日数を乗じて算出し
た売上高。

　
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的　　　　　　　　国民生活事業　8,000万円
要因等により必要とする設備資金及び運転資金　　　　　　　　中小企業事業　6億円（いずれも別枠）

設備資金20 年以内（５年以内）  
運転資金15 年以内（５年以内）

国民
生活
事業

中小
企業
事業

当初３年間：基準利率－0.9％　３年経過後：基準利率

基準利率（※1）

当初３年間：基準利率－0.9％　３年経過後：基準利率

基準利率（※1）

ご利用いただ
ける方　　　

お使いみち

利率（年）
（利子補給制度あり）

返済期間
（うち据置期間）

6,000万円以内の部分　

6,000万円を超える部分

3億円以内の部分

3億円を超える部分

●マル経融資（コロナ枠）
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１ヵ月間等の売上高または過去６ヵ月（最近１ヵ
月を含みます。）の平均売上高が前３年のいずれかの年の同期と比較して５％以上減少している
またはこれと同様の状況にある方で当所の経営指導を受けている小規模事業者

別枠1,000万円

設備資金10年以内（４年以内）
運転資金 7年以内（３年以内）

ご利用いただ
ける方　　　

融資限度額

利率（年）
（利子補給制度あり）

返済期間
（うち据置期間）

※１　基準利率は、国民生活事業1.26％～、中小企業事業1.11％～（2021年１月４日時点）
※２　特別利率Ｆは、1.21％（2021年１月４日時点）
※３　一定の要件を満たす方は、特別利子補給制度を融資後３年間まで受けることができ実質無利子となります。
　　　３年経過後は各制度における当初の利率となります。

制度が拡充されました!!

能代商工会議所女性会 新春講演会　中止のご案内
　本誌新年号に掲載しておりました１月25日の新春講演会は中止とさせていただきました。
　ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

お問合せ先　能代商工会議所女性会　TEL５２－６３４１

【当初３年間】特別利率Ｆ（※２）－0.9％
【４年目以降】特別利率Ｆ（※２）

高年齢者雇用に係る就業確保措置をお願いします
　高年齢者雇用安定法の改正（令和３年４月）により、高年齢者が雇用を希望する場合は、希望者全員の65歳まで
の雇用確保（義務）に加え、70歳までの就業機会の確保が事業主の努力義務となりました。
　高年齢者の70歳までの就業機会を確保するためには、次のいずれかの確保を講ずる必要があります。
　①　70歳までの定年引き上げ
　②　定年制の廃止
　③　70歳まで継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入
　④　70歳まで継続的に業務委託契約締結する制度の導入
　⑤　70歳まで継続的に以下の業務に従事できる制度の導入
　　　ａ．事業主が自ら実施する社会貢献事業　
　　　ｂ．事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業

お問い合せ
ハローワーク能代
TEL　54－7311

▶▶▶２０２１年度　検定試験のご案内◀◀◀

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

●簿記検定
 回数 級 日程

 158 
１～３級

 2021年  6月13日（日） 

 159  2021年11月21日（日） 

 160 ２・３級 2022年  2月27日（日） 

●珠算検定（そろばん）
 回数 日程

 222 2021年  6月27日（日） 

 223 2021年10月24日（日） 

 224 2022年  2月13日（日） 

●リテールマーケティング（販売士）検定

2021年度より、１～３級
すべてをネット試験方式で
７月から施行する予定とな
ります。詳細につきまして
は決定次第お知らせいたし
ます。

２・３級、簿記初級、原価
計算初級についてはネット
試験も実施しております。
詳細は公式HP(https://www.
kentei.ne.jp/32217)をご
覧ください。

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

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

〒016－0822　秋田県能代市東町8－9
5810             LET －53－ 5810 XAF　3425 －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）
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担　　保 無担保

無担保

●新型コロナウイルス感染症特別貸付のご案内

融資限度額

担　　保

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の１ま
たは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ヵ月間等の売上高（注１）または過去６ヵ月（最近１ヵ月を含みます。）の平均売

上高が前３年のいずれかの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ヵ月未満の場合等は、最近１ヵ月間等の売上高または過去６ヵ月

（最近１ヵ月を含みます。）の平均売上高（業歴６ヵ月未満の場合は、開業から最近１ヵ
月までの平均売上高）が次のいずれか（注２）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
（注１）「最近１ヵ月間等の売上高」には、最近１ヵ月間の売上高に加え、「最近14日間以

上１ヵ月未満の任意の期間」における売上高を含みます。
（注２）最近14日間以上１ヵ月間未満の任意の期間における売上高と比較する場合は、上

記（１）～（３）の売上高を日割り計算し、当該期間に対応する日数を乗じて算出し
た売上高。

　
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的　　　　　　　　国民生活事業　8,000万円
要因等により必要とする設備資金及び運転資金　　　　　　　　中小企業事業　6億円（いずれも別枠）

設備資金20 年以内（５年以内）  
運転資金15 年以内（５年以内）

国民
生活
事業

中小
企業
事業

当初３年間：基準利率－0.9％　３年経過後：基準利率

基準利率（※1）

当初３年間：基準利率－0.9％　３年経過後：基準利率

基準利率（※1）

ご利用いただ
ける方　　　

お使いみち

利率（年）
（利子補給制度あり）

返済期間
（うち据置期間）

6,000万円以内の部分　

6,000万円を超える部分

3億円以内の部分

3億円を超える部分

●マル経融資（コロナ枠）
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１ヵ月間等の売上高または過去６ヵ月（最近１ヵ
月を含みます。）の平均売上高が前３年のいずれかの年の同期と比較して５％以上減少している
またはこれと同様の状況にある方で当所の経営指導を受けている小規模事業者

別枠1,000万円

設備資金10年以内（４年以内）
運転資金 7年以内（３年以内）

ご利用いただ
ける方　　　

融資限度額

利率（年）
（利子補給制度あり）

返済期間
（うち据置期間）

※１　基準利率は、国民生活事業1.26％～、中小企業事業1.11％～（2021年１月４日時点）
※２　特別利率Ｆは、1.21％（2021年１月４日時点）
※３　一定の要件を満たす方は、特別利子補給制度を融資後３年間まで受けることができ実質無利子となります。
　　　３年経過後は各制度における当初の利率となります。

制度が拡充されました!!

能代商工会議所女性会 新春講演会　中止のご案内
　本誌新年号に掲載しておりました１月25日の新春講演会は中止とさせていただきました。
　ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

お問合せ先　能代商工会議所女性会　TEL５２－６３４１

【当初３年間】特別利率Ｆ（※２）－0.9％
【４年目以降】特別利率Ｆ（※２）

高年齢者雇用に係る就業確保措置をお願いします
　高年齢者雇用安定法の改正（令和３年４月）により、高年齢者が雇用を希望する場合は、希望者全員の65歳まで
の雇用確保（義務）に加え、70歳までの就業機会の確保が事業主の努力義務となりました。
　高年齢者の70歳までの就業機会を確保するためには、次のいずれかの確保を講ずる必要があります。
　①　70歳までの定年引き上げ
　②　定年制の廃止
　③　70歳まで継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入
　④　70歳まで継続的に業務委託契約締結する制度の導入
　⑤　70歳まで継続的に以下の業務に従事できる制度の導入
　　　ａ．事業主が自ら実施する社会貢献事業　
　　　ｂ．事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業

お問い合せ
ハローワーク能代
TEL　54－7311

▶▶▶２０２１年度　検定試験のご案内◀◀◀

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

●簿記検定
 回数 級 日程

 158 
１～３級

 2021年  6月13日（日） 

 159  2021年11月21日（日） 

 160 ２・３級 2022年  2月27日（日） 

●珠算検定（そろばん）
 回数 日程

 222 2021年  6月27日（日） 

 223 2021年10月24日（日） 

 224 2022年  2月13日（日） 

●リテールマーケティング（販売士）検定

2021年度より、１～３級
すべてをネット試験方式で
７月から施行する予定とな
ります。詳細につきまして
は決定次第お知らせいたし
ます。

２・３級、簿記初級、原価
計算初級についてはネット
試験も実施しております。
詳細は公式HP(https://www.
kentei.ne.jp/32217)をご
覧ください。

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

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

〒016－0822　秋田県能代市東町8－9
5810             LET －53－ 5810 XAF　3425 －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）
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会員の窓

●プロフィール…
　能代市浅内、幸和機械（株）さんの隣にあるマージャン店
です。おひとり様でのご来店はもちろん、ご友人、お仲間な
ど、どなたでも大歓迎です。
　４卓全て全自動で、１ゲーム300円からとなり、セット料
金だと１時間１卓1,000円（４名様でお越しの場合１人あた
り250円）となります。お待ち頂く時間には、マンガや雑誌
を取り揃えておりますので、くつろぎながら過ごせます。駐
車場は10台まで駐車できますので、お仕事帰りのちょっと
したお時間にもお立ち寄り頂けます。
●お店で力を入れていること…
　当店スタッフは、「プロのいるお店」です。初めての方に
は、スタッフが楽しんで頂けるようレッスンも行っておりま
すので、マージャンの楽しさを存分に味わってください。
　マージャンは指先を動かしながらプレイするので、脳の活
性化にも繋がります。また、ドキドキ・ワクワクする駆け引
きを楽しめるのは、マージャンの醍醐味だと思います。
　「興味はあるけど、やったことがない」「できるけど、雀
荘に行ったことがない・・・」「なかなかマージャン仲間が
見つからない」などなど・・・きっかけは様々ですが、思い
立ったら当店でプレイしてみてください！
●お客様へのメッセージ…
　コロナ禍ではありますが、おかげさまで常連の方を初
めとした皆様にお越し頂いております。マージャンは、
ゲームやアプリなどでも楽しめますが、牌を触りながら
する「生のマージャン」は、その何倍も楽しんで頂けます！
　いつでもお楽しみ頂けるようにコロナ対策を万全にし
てお待ちしておりますので、お気軽にお越しください。

まーじゃんカフェ　パオ
（代表者　名古屋　潤）
能代市浅内字押出140－3
TEL 0185－54－7655
ホームページ  http://www.mahjong-pao.com/price.html
定休日　水曜日

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）

専用デスク
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～大福引き大会　延期のお知らせ～

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

 14日㈰ 第221回珠算能力検定試験 能代商工会館 19：00

 16日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 17日㈬
 リテールマーケティング検定試験 能代商工会館 19：00

  新春講演会 プラザ都 14：00

 25日㈭ 夜間個別相談会 能代商工会館 17：30

 28日㈰ 第157回日商簿記検定試験 能代商工会館 19：00

 
02日㈫

 金融相談 能代商工会館 10：30 

  夜間個別相談会 能代商工会館 17：30

 25日㈮ 夜間個別相談会 能代商工会館 17：30

 16日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

〔事業所名・代表者名変更〕
◇新　(株)藁工品のささやす
　　　大　塚　康　弘
　旧　佐々保商店
　　　佐々木　修　一

〔住所変更〕
◇美と癒しsalon ノン
　新　能代市向能代字上野越17-2
　旧　能代市出戸本町1-5　コーポ佐藤106

会員短信

能代商工会議所共済制度

～大福引き大会　延期のお知らせ～
　2月3日（水）・4日（木）に開催を予定しておりました「大福引き大会」を、県内の
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期することといたしました。
　ご加入の皆様には日程が決まり次第ご案内いたしますのでご理解のほどよろしくお願い
申し上げます。

問い合わせ先　　能代商工会議所（共済福引き担当）　TEL 52-6341

小切手の入金または現金化できる締め切りは２月12日（金）です。
お忘れのないようにお願い致します。

※のしろ地域振興券の換金は１月28日（木）で終了しています。

のしろ地域振興券　取扱事業所のみなさまへ

　国内で新型コロナウイルスの感染者が確認
されてから１年が経過した、昨年は同ウイル
ス感染症拡大の影響により、東京オリンピッ

クをはじめ、ありとあらゆる行事が中止や延期となった。
当初は早い段階で治療法の確立や効果的なワクチンの開発
により鎮静化できるものと思っていたが、現在も感染症の
拡大は変異しながら続いており世界中が深刻な状況に陥っ
ている。失われた時間を取り戻すべく世界が一致団結して
協力し合い、一日も早い治療法が確立されることを願って
やまない。（柴田）



Information

〔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！

　

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）

2021年２月号 第621号
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〔秋田〕能代商工会議所月報

業　種：飲食業

住　所：能代市東町8-9

ＴＥＬ：0185-53-5243

ＦＡＸ：0185-55-2233

Ｈ　Ｐ：http://www.iki-noshiro.com

エモーショナルダイニング（株）　に勤務する

です。

　エモーショナルダイニング（株）に
入社して10年目になります。
　東町にあります「粋」でホール接客
を担当しています。
　白神山地をはじめとする秋田の食材
は非常に豊かです。その秋田の食材を
中心に提供しております。
　食を通じて喜んで頂き、地域に住む
皆様の幸せづくりに貢献していきたい
と努めております。皆様のご来店を心
からお待ちしております。

「高松 良太」

新たな学び舎　
　能代科学技術高等学校が完成間近（2021年4月開校予定）

秋田県雇用維持支援金
　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀な
くされ、国の雇用調整助成金（緊急雇用安定助成金を含む）を活用し
て雇用環境の維持に努めている県内事業者に対し、支援金を支給する
秋田県独自の給付制度です。

支給対象
秋田県内の事業所において、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、2020年
４月１日から同年12月31日までに実施した休業等に対し、秋田労働局長より雇
用調整助成金等の支給決定を受けた中小企業事業主の方

支 給 額
１事業所あたり、助成金の支給決定回数（月数）に応じて、
１回（月）は10万円、２回（月）は20万円、３回（月）以上は30万円を支給します。

受付期間　2021年２月２６日（金）まで　※当日消印有効
申請受付・お問い合わせ先
秋田県雇用維持支援金センター
ＴＥＬ：018-860-2331

〈受付時間〉平日９時から17時まで　詳しくは秋田県公式ＨＰをご覧ください。




