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3/24（水）新入社員合同入社式が開催
総勢70名の社員が参加し、新生活のスタートを切った
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2021年度事業活動方針
　我が国経済は、昨年の米中貿易摩擦・英国ＥＵ離脱など保護主義の広がりによる世界経済の減速感のなか、国内では
一昨年の消費税増税の導入や近年多発・甚大化し全国各地に大きな被害をもたらした台風・豪雨等の大規模自然災害に
より内需に一部陰りも見られましたが、昨年９月に発足した菅政権の一貫した政策の効果もあり総じて緩やかな回復基
調が続き、次世代高速通信５Ｇの運用開始に伴う設備投資需要や東京オリンピック・パラリンピックの経済波及効果も
期待されておりました。
　しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大による文化・スポーツイベントの中止や外出自粛はもとより移動制限・休
業要請等の感染拡大防止措置により経済活動全般が停滞し、観光業や飲食業をはじめ全ての業種・業態にリーマンショ
ック以上の影響が及んでおり、日本経済の低迷の長期化が懸念されております。
　政府においては、中小企業・小規模事業者に対する財政措置や金融措置等の経済対策が急務となっており、新型コロ
ナウイルス感染症の一刻も早い終息に向けてあらゆる手段で迅速な対策を講じていただくとともに、我が国の構造的課
題である「人口減少と少子高齢化」が急速に進む中、今後も地方創生・国土強靭化・働き方改革・女性の活躍・外国人
材の受け入れ等の様々な施策を総動員し経済の好循環を確かなものにして、景気のＶ字回復を図っていただきたいと考
えます。
　また、２０１５年に国連サミットで採択されたSDGs（エス・ディー・ジーズ）は「持続可能な開発目標」の略称で
あり、２０３０年までに国際社会が達成しなければならない共通の目標であります。当会議所はこの趣旨に賛同し、
SDGsに掲げる目標を達成するうえで欠かせない中小企業の取り組みを出来ることから一つ一つ支援してまいりたいと
考えております。
　このような状況を踏まえ、本年度も中小企業・小規模事業者に寄り添いながら、新型コロナウイルス感染症に関する
相談事業をはじめ、各種研修会の開催等のきめ細かな経営支援、情報発信の強化、事業継続力の強化、アフターコロナ
に向けた支援等の施策を通じて商工業者の活力を高め、いっそうの経営強化が図られるよう地域の総合経済団体として
の役割を果たし、地域のニーズに応えられる商工会議所を目指して諸事業を積極的に展開してまいります。

能代商工会議所

地域産業活性化の推進

❶地域活力向上への取組み

❷地域の活性化と賑わいの創出
❸観光振興による経済活性化に向けた事業の取組み

❷新型コロナウイルス感染症に関する相談事業

❹中小企業の事業承継の支援事業
❺経営安定特別相談事業
❻金融支援事業

❼記帳指導事業
❽女性起業への支援事業
❾小規模企業振興委員の活動事業

❸消費税対応に向けた支援事業

1）創業（起業）等への支援　　　　　　　　　　 4）雇用の機会創出と若者の定着
2）能代港の積極的な利活用への取組み　　　　　5）貿易証明発行業務
3）エネルギー産業等の推進　　　　　　　　　　6）防災への取組み

　少子化・高齢化、情報ネットワーク社会の進化、経済活動のグローバル化、ライフスタイルや価値観の多様
化等と大きく変化しています。今後、これらの大きな経済社会の潮流や行政の施策に対応するとともに、｢地域
課題解決への貢献｣、｢まちづくり｣等に対し積極的に取り組み、地域産業の一層の活性化と持続的な発展を推進
していきます。

　商工会議所組織の充実を図りつつ各部会・委員会の活動を積極的に推進するとともに、青年部や女性会の組
織活動も活発化し商工会議所組織をさらに強固なものにしていきます。また、毎月発行している「はまなすだ
より」「ホームページ」などのツールを活用し積極的な情報発信に努め、地域の総合経済団体として、商工業者
の方々からも地域からも信頼を得られるよう職員の資質向上を図り事務局機能を拡充してまいります。

　小規模事業者に寄り添った経営支援を行うため、巡回相談を強化し、中小・小規模企業の経営改善、生産性
向上、販路拡大、事業承継、雇用確保・人材育成等に対する支援など企業経営に関わる事業、さらに創業・起
業に対する相談・助言などを積極的に取り組みます。小規模事業者の経営改善、経営基盤の強化を図るため、
経営改善普及事業（中小企業相談所）の充実強化を図ります。
　また、商工会議所活動の原点である巡回相談をもとに、会員のニーズや経営課題等を把握し、新たな需要開
拓に向けた伴走型支援体制で取り組みます。

中小企業の経営支援の強化

❶中小企業・小規模事業者への経営支援事業

会議所運営・組織力の強化

1）日本商工会議所　　　　　　　　　3）秋田県商工会議所連合会・各地商工会議所、商工会
2）東北六県商工会議所連合会　　　　4）東北経済団体連合会

関係機関との連携強化

1）職員のコンプライアンスの徹底や職員会議の定例化
2）監事による内部監査の実施（年２回）
3）外部講師を招いてのコンプライアンス研修

1）職員のスキルアップに努めます。
2）会員に必要とする事業については、年度途中においても柔軟に対応します。
3）月報並びに会議等案内の電子化による配信の検討を進めます。

内部牽制

その他

1）正副会頭会議、常議員会、部会長会議及び議員総会の開催
2）委員会活動、運営強化　　　　　　　 7）各種検定試験の実施
3）各部会の開催による活動、運営強化　 8）景況調査及びＬＯＢＯ調査等各種調査の実施
4）行政及び商工団体等と連携強化　　　 9）次代を担う青年部、経営を担う女性会活動の支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 と連携の強化　
5）移動商工会議所の開催　　　　　　 10）受託団体に対する協力
6）会員増強対策と各種共済の普及拡大 11）商工会館の管理・運営

1）第１８回港まつり能代の花火の開催　　　　　3）アフターコロナに向けた支援
2）能代七夕「天空の不夜城」協議会への支援
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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。

◆手続きの期限等

補助事業の実施期間

第１回受付
申請書類一式の送付締切 2021年５月12日㈬

第３回受付
2021年９月８日㈬

第２回受付
2021年７月７日㈬

交付決定日から
2022年２月28日㈪まで

交付決定日から
2022年４月30日㈯まで

交付決定日から
2022年６月30日㈭まで

※第４回以降も受付予定です。

お申込み・お問い合わせ　中小企業相談所　TEL 0185－52－6342

◆補助対象経費
①機械装置等費　②広報費　③展示会等出展費（オンラインによる展示会等に限る）　④開発費　⑤資料購入費
⑥雑役務費　⑦借料　⑧専門家謝金　⑨設備処分費　⑩委託費　⑪外注費　⑫感染予防対策費（補助金総額の１/４が上限）

令和2年度補正予算　

小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）

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）

サービス業のうち
宿泊業・娯楽業

製造業
その他

◆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
および特定非営利活動法人

◆補助対象事業
ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサー
ビス、生産性プロセスの導入等に取り組み、感
染拡大防止と事業継続を両立させるための対人
接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事
業です。

【小規模事業者の基準】

業種

５人以下 20人以下 20人以下

※特定非営利活動法人は特定の要件を満たす場合に限り対象になります。
◆補助率・補助額

補助上限額補助率
補助対象経費の３/４ 100万円

◆補助対象経費の条件
次の条件をすべて満たす①～⑫の経費となります。
・補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組である
こと
・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に確定できる経費
・原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
・証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
・申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確にな
っていること

◆申請方法
・電子申請のみとなります
・申請は、補助金申請システム
　（名称：Jグランツ）でのみ受
け付けます

・本補助金の申請には、「Gビズ
IDプライムアカウント」の取得
が必要です

・取得には時間がかかりますので
予め利用登録を行ってください

〔秋田〕能代商工会議所　2021.4.8〈4〉
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あらかじめお送りしている年度更新の書類に必要
事項を記入し、期日までに能代商工会議所へお持
ちいただくかお送り下さい。

期日までに最寄りの監督署でお手続きください。

　TEL：0185-52-6341 能代商工会議所 労働保険事務組合担当問い合わせ

●事業主の事務の手間が省けます。
●労働保険料の金額に関わらず３回に
　分割納付できます。

●労災保険に加入することができない事業主や
　家族従業員等も、労災保険に特別に加入する
　ことができます（特別加入制度）。

どんなメリットが
あるの？

◆会議所に事務委託をしている事業所 ◆事務委託をしていない事業所

6/1㈫～7/12㈪まで4/20㈫まで

労働保険年度更新のお知らせ

港まつり能代の花火
開催日　７月１０日（土）
協賛金募集なしのお知らせ

　能代商工会議所では事業主の方から委託を受けて、労働保険の事務を代行しています。
　ハローワークへ行く時間がなかなか作れない、人手不足のための事務処理に困っている等、労働保険の
対応に苦慮している中小事業主のみなさんは、当事務組合をご利用ください。

７月10日
開催日

㊏

　現在、第18回港まつり能代の花火の開催に向けて、鋭意取り組んでおります。
　例年、企業または個人の皆様から多くのご協賛を頂いておりましたが今年度はご協賛金の募
集を見送ることと致しました。（※スポンサーは募集しております。）
　今後も能代の花火を通じて、更なる地域の活性化に貢献して参りますので、よろしくお願い
申し上げます。

港まつり 能代の花火港まつり 能代の花火
ご協賛金募集の見送りについて

お問合せ先：能代の花火実行委員会（能代商工会議所）　TEL　0185-52-6341

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５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。
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※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし全国各地の商工会議所および
アクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

　３月23日（火）、日頃から珠算技能の習得に
努力している生徒を表彰する珠算優良生徒表彰
式を能代商工会館で開催しました。対象者は、
１年以上の皆勤者、珠算能力検定試験１級合格
者、その他生徒の模範となる者等いずれかに該
当する生徒となっており、今年度は４名の生徒
が表彰されました。

　ベストウイズクラブでは、「福祉制度キャンペーン」を5/６～6/30に実施いたします。本キャンペー
ンは『商工会議所福祉制度』を会員の皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉向上にお役立ていただく
ことを主な目的としています。
　『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金準備他、入院・介護・老後に備えた
様々な保障ニーズにお応えするものです。
　商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺いした際には是非ともご協力頂きますよう
お願い申し上げます。

｢商工会議所福祉制度キャンペーン｣
実施のお知らせ

珠算優良生徒表彰状伝達式2020年度

受賞者

［お問い合せ］　能代商工会議所　TEL：0185–52–6341

通常議員総会を開催
　３月３０日（火）、当所通常議員総会を開催し、2021年度事業計画（案）並びに一般会計、特別会計の
収支予算（案）が承認されました。広幡会頭からは「新型コロナウイルス感染症により様々なイベント等
が中止となったが、商工会議所としてコロナ渦の時こそ市民に寄り添い支援していきたい」と述べられま
した。総会の中で今年度は、新型コロナウイルス感染症対策としての年会費の減免、「能代の花火」につ
いて説明された。

〈石 川 珠 算 教 室〉　斎藤　祐真
〈なりた珠算教室〉　田代　神奈
〈荒川そくさん教室〉　銭谷　孟磨

富樫　凛紅
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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

単独型短期入所　生活介護施設（定員40名）

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

やさしい風 上町センター

やさしい風 ショートステイ

会員の窓

●プロフィール
　リブウトアートワークは2014年に起業した、グラ
フィック表現をベースとしたデザインサービスの事
務所です。お客様のイメージやメッセージを魅力的
に伝えるお手伝いをします。
●力を入れているところ
　目に見える表現だけではなく、意図や要望、目
的を理解し、未来を見据えた効果的で適切な企画
の提案やデザイン制作をいたします。ブランディン
グをはじめとするロゴマークや名刺、封筒、パンフ
レット、パッケージなどはブランドや企業の価値を
高めます。お客様に安心感を与えられるよう丁寧に
取り組み、一つ一つ大切に企画やデザインの制作
をいたします。
●お客様へのメッセージ
　デザイン事務所と聞くと敷居が高く感じられるか
もしれませんが、チラシ・ポスターやグッズ制作、
商品・モデル撮影、動画撮影や編集、ドローン撮
影などもご相談がありましたらお気軽にご連絡くだ
さい。

リブウト アートワーク
（代表者　藤田　喜彦）
〒016-0831 秋田県能代市元町4‐6
　　　　　　  マルヒコビルヂング（6月移転予定）
TEL 090-5599-2952／ 090-5595-8061
メール reboot.artwork@gmail.com

金融相談 能代商工会館 10：30

4月 行 事 予 定
月日 行　　事 会　場 時間

20日㈫

5月 行 事 予 定
月日 行　　事 会　場 時間

会員短信 新入会員の紹介
〔電話変更〕
◇やきとり西村屋
　新　TEL 54-3470
　旧　TEL 070-1610-2553

〔代表者変更〕
◇（株）越前谷商店
　新　代表者　越前谷厳吾
　旧　代表者　越前谷敬治
◇いとく能代ショッピングセンター
　新　店長　石川　広孝
　旧　店長　菅原　　巧
◇（株）北都銀行能代支店
　新　支店長　鈴木　　幹
　旧　支店長　幸野谷　寛
◇秋田県信用保証協会能代支所
　新　支店長　奈良　寿朗
　旧　支店長　平ノ内恵美

◇郷土料理炉ばた たむら

　代表者　田村　　一

　部会：観光サービス

　住所：能代市柳町13-17

　電話：0185-54-5067

　FAX：0185-54-5067

◇エース進学塾 能代教室

　代表者　佐々木　竜平

　部会：公益・理財

　住所：能代市字昇平岱24‐18

　電話：0185-74-5615

　FAX：0185-74-5616
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き
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　や
き

つぶ

　や
き
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　や
き

つぶ

　や
き

　４月、風和らぐ春。待ちに待った季
節がやってきました。
　「お花見スポット」も気になります

が、ちょっと気分を変えて近場の“花スポット”を巡り
のんびりと散策などはいかがでしょうか。きっと新し
い発見があるはずです。

金融相談

金融相談

常議員会

通常議員総会

能代商工会館

能代商工会館

能代商工会館

プラザ都

10：30

10：30

12：00

未定

4日㈫

18日㈫

27日㈭

（高杉）
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Information

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：サービス業

住　所：能代市柳町9-23

ＴＥＬ：0185-54-2244

ＦＡＸ：0185-54-2247

メール：plazamiyako@shirakami.or.jp

株式会社  都亭 に勤務する

です。「籾山 雅稀」
もみ やま まさ き

　株式会社都亭に入社して２年目になります。

　現在宴会サービス係に配属され、慣れない

ながらも一つ一つ取り組んでおります。

　人との対面、接客など苦手な部分もありま

すが先輩の指導のもと積極的に日々努力して

おります。

　現在は、宴会サービスも含め一階喫茶ベル

での接客応対にも取り組んでおります。

　まだまだ半人前ですが、一生懸命「笑顔」

をもって接客、おもてなし致しますので、是

非お越し下さい。

親切・信用・感動をお客様へ

TEL：0185-52-0408： FAX：0185-89-1187
 本社:秋田県能代市河戸川上西山51-33

無料
様々な形で、お客様の経費削減を応援します！

●業務用コンピュータ ●業務用ソフト ●モノクロ・カラー複合機
●中古複合機 ●ネットワークカメラなど    お気軽にご相談ください。

お客様のニーズに合わせてご提案させていただきます！

おかげさまで建設現場の皆様にも好評をいただいております

お見積りご相談承り中

レンタルコピー機 好評貸出中
レンタルは、最短１ヶ月から承ります。詳しくは営業担当まで


