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新型コロナ対策を実施して営業中！
ポスターの追加配布をご希望の方はご連絡ください。
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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）

確定申告と納税期限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

４月15日㈭　　2021年消費税および地方消費税（個人事業者）

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㈪

◯　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。

マイナンバーカード方式
についてはこちら

ＩＤ・パスワード方式
についてはこちら

e-Taxで電子申告するためには…

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

　国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で申告書を作成してe-Taxで送信する場合、「マイナンバーカー
ド方式」と「ＩＤ・パスワード方式」の選択ができます。
　事前にご用意いただくものやパソコンの利用環境などがそれぞれの方式で異なりますので、ご注意ください。

　ＩＤ・パスワード方式を利用するには、税務署の職員と対面により本人確認を行って発行された「ＩＤ・パスワード
方式の届出完了通知」が必要です。
　お持ちでない方で、発行を希望される方は、運転免許証などの本人確認書類を持参の上、お近くの税務署にお越しく
ださい（ＩＤ・パスワードの発行を希望される方は、お早めにお越しください。）。
※ＩＤ・パスワード方式は、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応ですので、お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。

・マイナンバーカードとマイ
ナンバーカード読取対応の
スマートフォン又はＩＣカ
ードリーダライタを利用し
てe-Taxができます。

・税務署で発行されたＩＤ・パスワード方式の
届出完了通知を利用してe-Taxができます。
・マイナンバーカード及びマイナンバーカード
読取対応のスマートフォン又はＩＣカードリ
ーダライタは不要です。

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を税務署に提出する。

65
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円
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め
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は
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e-Taxで申告していますか NO

NO

NO

NO
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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

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

●「ＩＤ・パスワード方式の届出完了通知」の取得
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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）

　◆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】

　※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。

◆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）のための取組であること。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》
（１）地道な販路開拓等（生産性の向上）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、ウェブサイトの広告）など
（２）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

令和元年度補正予算　

小規模事業者持続化補助金（一般型）小規模事業者持続化補助金（一般型）

申請書類一式の送付締切

補助事業の実施期間

業種　
常時使用する
従業員の数

商業・サービス業
（宿泊業・娯楽業以外）

５人以下

サービス業のうち
宿泊業・娯楽業

20人以下

製造業
その他

20人以下

第５回受付
2021年６月４日（金）消印有効

交付決定日から
2022年３月31日（木）まで

第６回受付
2021年10月１日（金）消印有効

交付決定日から
2022年７月31日（日）まで

第７回受付
2022年２月４日（金）消印有効

交付決定日から
2022年11月30日（水）まで

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。）

補助率

補助対象経費の２/３以内

申請をご検討の方は必ず事前に当所までご連絡ください。

お申込み・お問い合わせ　中小企業相談所　TEL 0185－52－6342

※第８回以降は決まり次第順次受付予定です。
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☆　風は未来のカタチになる☆　風は未来のカタチになる☆　風は未来のカタチになる

株式会社能 代 資 源
〒016－0122　能 代 市 扇 田 字 柑 子 畑 １ － １
電話（0185）70－1300　FAX（0185）58－5599

ハ サ ッ プ

HACCPご存知ですか？ HACCPご存知ですか？
2021年６月
から

完全施行
HACCPとは？
　Hazard  A nalysis and  C ritical  C ontrol  P oint
HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）を把握した上で、原材料の入荷
から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の
安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。

　HACCP方式と従来の製造方法の違いは
従来の抜取検査による衛生管理に比べ、より効果的に問題のある製品の出荷を未然に防ぐことが可能となるとともに、
原因の追及を容易にすることが可能となるものです。

小規模な営業者等
・　食品を製造し、又は加工する営業者であって、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗

においてその施設で製造し、又は加工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの
（例：菓子の製造販売、豆腐の製造販売、食肉の販売、魚介類の販売　等）

・　飲食店営業又は喫茶店営業を行う者その他の食品を調理する営業者（そうざい製造業、パン製造業（消費期限が
概ね５日程度のもの）、学校・病院等の営業以外の集団給食施設、調理機能を有する自動販売機を含む）

・　容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者
・　食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包装で包み小売販売する営業者

（例：八百屋、米屋、コーヒーの量り売り　等）
・　食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し、又は処理する営業を行う者のうち、食品等の取扱いに従事する者の数

が50人未満である事業場（事務職員等の食品の取扱いに直接従事しない者はカウントしない）

HACCPに沿った衛生管理の制度化の全体像
原則、全ての食品等事業者（食品の製造・加工、調理、販売等）に

HACCPに沿った衛生管理の実施が義務付けられます
食品衛生上の危害の発生を防止するために
特に重要な工程を管理するための取組
（HACCPに基づく衛生管理）

コーデックスのHACCP7原則に基づき、食品等事業者自ら
が、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し管理
を行う。
【対象事業者】
◆　大規模事業者
◆　と畜場［設置者、管理者、業者］
◆　食鳥処理場［業者（認定小規模食鳥処理業者を除く。） ］

取り扱う食品の特性等に応じた取組
（HACCPの考え方を取り入れた衛生管理）
各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化
されたアプローチによる衛生管理を行う。

【対象事業者】
◆　小規模な営業者等

お問い合せ先　　厚生労働省　　　　　　　　TEL：03－5253－1111
　　　　　　　　（公社）秋田県食品衛生協会　TEL：018－827－6564
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本部／能代市出戸本町19番10号　☎0185－52－6221

バイパス店
向 能 代 店
鹿　渡　店
八　竜　店
天　王　店

☎0185－52－2155
☎0185－55－3318
☎0185－87－3111
☎0185－72－1045
☎018－878－2501

2020年度事業紹介2020年度事業紹介

　あの大雪と突風が嘘のように、寒さも和らぎ春の気配が感じられる頃となりました。会長
という責務を担うこととなり、もう一年が経ちます。
　新型コロナウイルスの影響で多くのイベントや活動が中止になりました。計画を立てては
中止の繰り返しを余儀なくされ歯がゆい思いをした一年でした。「会員の安全を第一に」感
染防止の観点から会員一同が集まることができませんので、初めての試みとして会員の職場
訪問をしてみました。コロナ禍で経営状況にも大きな影響があるにもかかわらず、辛抱強く
耐えている会員の意気込みと一人一人の元気な姿と笑顔を拝見し安堵をしました。
　そんな中でも飲食業は深刻ですが、オンラインを活用し全国に郷土の味と食の豊かさを伝
えている会員もいれば、キッチンカーを新設し生活様式の変化に対応した販売ルートを開拓
するなど女性が持つ感性と実行力に改めて会員の頼もしさを感じました。
　新型コロナウイルスに振り回され翻弄されている間にも、環境問題や少子化問題は深刻です。
　２月に感染予防対策を万全に講習会を実施することができました。フードバンク活動に取り組んでおられる、浄明寺
の藤井真貴子さんを講師にお招きしました。生活に困窮し、今日食べるものがなくて困っている方が現実としているこ
とを知り、女性会でもフードドライブなどを通して応援していきたいと思います。
　最後に、先行きが見えない中での女性会活動の在り方を模索する年になりそうですが、会員の皆様のお力を借りなが
ら運営していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

総会（2020年４月24日） フラワーアレンジメント講習会
　　　　　　（2020年12月28日）

女性会だより

能代商工会議所女性会
会長　越前　文子

　新型コロナウイルス
感染症拡大によりいろ
いろなイベント等が影
響を受けており、感染
症拡大防止のため区域

によっては緊急事態宣言が発令されている。
このような状況の中、待ちに待ったワクチ
ンが日本に上陸、ワクチン接種には優先順
位があるものの、早めの接種により普通の
生活が早く戻ることを願いたい。
　毎年３月15日までの確定申告が、緊急
事態宣言が延長されたため、十分な申告期
間の確保と確定申告会場の混雑回避の徹底
を図るため４月15日まで申告期限を延長
した。感染リスクを軽減するためe-taxの
利用を推奨している。この機会に利用して
みては！　　　　　　　　　　　（三木）

　コロナ禍であっても部会員同士が交流できる観光サービス部会専用の掲

示板を開設します。

　部会員の方々が意見交換・情報提供等を目的とし、会議の資料・画像等を

添付することもでき情報共有の場としてご利用いただきたいと思います。

例えば

・コロナ対策等で使える補助金はないか？　　・イベント情報の周知
・会議での決定事項や動向の把握　　・法改正等への対応の共有
お店や業界のことなど事業に関する内容についてお気軽に書き込み・閲覧す

ることができます。

なお、登録方法等の詳細が決まり次第みなさまにお知らせ致します。

講習会（2021年２月25日）

観光サービス部会掲示板開設のお知らせ

お問い合わせ　能代商工会議所　観光サービス部会担当　0185-52-6341お問い合わせ　能代商工会議所　観光サービス部会担当　0185-52-6341
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会員の窓

　商工会議所の会員になってみませんか？商工会議所では、経営相談や記帳・決算の仕方など様々な面から
会員の皆様をサポートいたします。

▼事業資金を借りたい。───────────────────
　↳マル経資金及び国・県の公的融資制度を斡旋します。
▼事業拡大をしたい、経営課題を解決したい。 ─────────
　↳当所職員がご相談に応じます。また、専門的な相談内容については
　　弁護士や税理士等がご相談に応じます。
▼雇用保険・労災保険の手続きが分からない。 ─────────
　↳労働保険の加入、従業員の雇用・離職の際の手続き等を代行します。
▼記帳の仕方、税務が分からない。 ──────────────
　↳個人事業所の記帳の仕方から決算の仕方まで説明いたします。
　　また、記帳の代行も行っております。

ぜひこの機会にご入会してみませんか？

そのほか……
●会員の皆様に役立つ情報を掲
載した会報誌「はまなすだよ
り」を毎月お届け
●各種経営に関するセミナー・
講演会のご案内・ご参加
●当商工会館が割引利用可能
　など会員特典がございます
※コロナウイルス感染対策の為、3月
末まで一般貸付を休止しています

年会費【個人事業所＝10口～、法人事業所＝12口～】 ※1口＝1,000円

ぜひ、ご紹介下さい！商工会議所会員募集中

【お問い合わせ・お申込み先】 総務課 会員担当　 TEL 0185－52－6341

こんなことありませんか？

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…
　失われた歯の形や機能を回復し、見た目を損なわ
ない様に歯を復元することを歯科技工といい、その
ための製作物を歯科技工物といいます。私たち歯科
技士と歯科医師、歯科医院のスタッフ様と連携し、
患者様お一人お一人に合わせて様々な歯科技工物を
提供し長い一生の折々の場面で患者様の歯とお口の
健康を支えています。 
●力を入れていること…
　食べる・話す・見せるという機能を回復すること
を基に、今後は歯科業界もデジタル化が加速し口腔
内スキャナー（IOS）の歯科診療のデジタル化を見据
えCADCAMによる技工物の製作を行いフルデジタ
ルの補綴物治療にも積極的に携わりたいと思います。 

●メッセージ…
　よく美味しく食べることが一番の幸せとも言いま
す。患者様の健康を支えるために陰ながら当社は製
作現場から研究開発等、日々研鑽を積んでいます。
何よりも美しく食べることのできる美味しい口元を
目指したいと思います。 

Dental studio 健
（代表者　斎藤　健司）
能代市花園町1－11
TEL 0185－54－6622
ホームページ  https://www.dental-studio-ken.com
営業時間　9：00～18：00
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３月３月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間

 
16日㈫

 金融相談 能代商工会館 10：30

 　 常議員会 能代商工会館 12：00

 30日㈫ 議員総会 プラザ都 12：00

４月４月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間

 26日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

 20日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

〔新入会員〕
◇（有）笠井工務店
　部　会：木材・建設
　代表者：笠井孝人
　住　所：能代市字姥懐104-11
　ＴＥＬ：58-5700　FAX：58-4871　
〔事業所名変更〕
◇新　東光産業（株）能代支店
　旧　（株）東光商会能代店　
〔TEL・FAX変更〕
　○能代機械工業会
◇新　TEL 55-0607　FAX54-7111
　旧　TEL 74-6324　FAX74-6325　
〔代表者変更〕
　○（有）ビー・エヌカンパニー　リストランテ　ボーネージュ
◇新　柴田　絢一郎
　旧　柴田　勝規
　

会員短信

能代商工会議所　会頭賞を授与能代商工会議所　会頭賞を授与
秋田県立能代工業高等学校　３学年　藤　谷　葉　汰　さん

　藤谷さんは、基本的生活習慣が確立されており３年間精勤で、話をしていても礼儀正しく接するため、清々しさを
感じさせ、また、責任感が強く与えられた仕事を最後まで諦めずに完結させようと努力する姿勢は他の模範であり、
周囲からの信頼も厚い人物です。成績は、１年次から常に良好で行動力もあり、実習等の作業でも説明を素早く理
解し実行していました。３年次には高校生ものづくりコンテスト秋田県大会測量部門において、全県１位を獲得し、
東北大会では３位に入賞されました。
　卒業後は地元企業である建設会社に就職することとなっており、先輩方と協力し率先して業務に取り組み、能代の
将来を支えてくれる人物として活躍すると期待されることから、卒業にあたり会頭賞を授与しました。

　１月25日（木）・26日（金）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621名が参加。用意された会頭賞（ポータブルテレビ、液晶テ
レビ）やアクサ賞（炊飯器、ドラ
イブレコーダー、コードレス掃除
機）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いた
だきました。

共済制度福引大会を開催共済制度福引大会を開催共済制度福引大会を開催



Information

お問い合わせ先 中小企業相談所 ☎0185－52－6342
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マル経融資とは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。

　

マル経融資とは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。
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ご融資までの流れ
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、直近資産表、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

なお、コロナ対策枠の一部対象者は、特別利子補給制度により実質無利子となります。

融資制度
運転資金

通常枠 コロナ対策枠
2,000万円
７年（１年）
10年（２年）
1.21％

別枠1,000万円
７年（３年）
10年（４年）

左記利率より－0.9％
融資資金返済期間（うち据置期間）

利率（年）※2021年３月１日現在
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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：製造業

住　所：能代市字下内崎63-13

ＴＥＬ：0185-54-3131

ＦＡＸ：0185-54-2433

URL http://www.sekito.jp

株式会社　セキト　に勤務する

です。

　以前から事務の仕事に興味があり、また地
元の会社で働きたいと考え（株）セキトの総
務部に入社しました。
　総務の仕事は初めてで、入社３年目になる
今でも日々学びの連続ですが、先輩方の優し
い指導のおかげで徐々に仕事も覚え、出来る
事も増えてきました。
　業務内容も幅広く、繁忙期は他の部署のサ
ポートにまわったりと大変な時期もあります
が、とてもやりがいを感じながら働くことが
出来ています。
　今後も初心を忘れず、笑顔で頑張っていき
たいと思います。

「播磨 美里」
はり ま み さと

マル経融資制度のご案内


