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Facebookは
コチラから！

当所１階にて各種補助金・支援金などのご相談を受付中
新型コロナ感染拡大防止のため、ご来所の際は必ずお電話にてご予約願います。
受付時間 9：00～ 17：00 （平日のみ）
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能代市では、情報通信技術や省エネルギー等に関する新たな設備等を導入して業務の効率化及び生産性の向上を図る事業
者を支援するため、必要な設備等を導入する際の経費の一部を補助します。

　コロナ禍における中小企業の安定的な事業継続を支援するため、従業員等が業務出張後に県内医療機関で自費（自由診
療）によるＰＣＲ等検査を受けた場合に、その費用の一部を補助する制度

〇県内に本店または主たる事業所を有する県内中小企業者（個人事業主を含みます）
※農林漁業、金融保険業、医療業、社会福祉・介護事業、風俗営業など一部の業種は対象外です。
次のすべての項目に該当する場合の自費検査の費用を補助の対象とします。
●経営上必要な県外出張等から帰県した従業員等が、帰県後５日目以降に受けた検査
●発熱や咳など新型コロナウイルス感染症を疑う症状のない従業員等が受けた検査
●自費による検査（行政検査や医療保険の適用が受けられる検査は対象外です。）
●県内の自費検査可能な医療機関で、2021年４月１６日以降に受けた検査（ＰＣＲ検査、ＬＡＭＰ

法検査及び抗原定量検査に限ります。）

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
※申請をされる方は当所へ事前にご相談ください。

補助率：１／２
限度額：１件当たり１万円　（１事業者当たり上限２０件） 

能代市環境産業部　商工労働課　商工労働係　TEL：0185-89-2186

秋田県産業労働部　地域産業振興課　地域産業活性化班　TEL：018-860-2231

能代商工会議所　中小企業相談所　TEL：0185-52-6342

　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2021年１月１日から4月末日まで
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
※既に2020年４月から12月までの休業等期間を対象に秋田県雇用維持支援金の上限額30万円を受給して

いる事業所は対象外となります

１事業者あたり30万円（複数店舗を有する事業者は60万円）

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。

2021年7月30日（金）まで　※当日消印有効

秋田県雇用関係給付金センター
TEL：018-860-2331

〈受付時間〉平日９時～17時
詳しくは秋田県公式ＨＰをご覧ください。

秋田県飲食店緊急支援金事務局
TEL：018-895-5124

次のすべてに該当する中小企業者・個人事業主
・県内に本店又は主たる事業所を有する事業者
・主たる業種が飲食業及び持ち帰り・配達飲食サービス業である事

業者（飲食店：食堂、レストラン、喫茶店、仕出し店、居酒屋、
スナック、バー等）

・2020年12月から2021年４月までのうち、いずれかひと月の売上
が対前年または前々年比50％以上減少している事業者

（2020年１月１日から４月30日までに創業した方も対象になります。）

2021年８月31日㈫まで

郵送または電子申請となります。
詳しくは秋田県ホームページを
ご覧ください。

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当
などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、
学校等休業助成金・支援金コールセンター
TEL：0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を
対象としています。
１．新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
２．最近１か月間の売上高または生産量などが前年同月比５％以上減少している(※)
　　※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
３．労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率）× 助成率

１人１日あたり15,000円もしくは13,500円が上限

本助成金の支給限度日数は原則として１年間で100日分、
３年で150日分ですが、緊急対応期間中（2020年4月1日～
2021年6月30日）に実施した休業などは、この支給限度日
数とは別に支給を受けることができます。

＜一般型＞
上限50万円

経営計画に基づいて実施する地道な販路開拓等のための取組
例：ECサイト開設、チラシ作成、新商品開発、店舗改装など

２／３

上限100万円

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事業
例：テイクアウト・デリバリーサービス導入、ECサイト開設など

３／４
＜低感染リスク型ビジネス枠＞

〔秋田〕能代商工会議所　2021.6.7〈2〉

①コロナ対策設備等導入枠：コロナ対策に係る設備（非接触型検温器、CO2濃度測定器など）ウェ
ブ会議システムの導入など

②ICT技術等設備導入枠：市が実施するICT技術等導入前適正化診断事業により提案された施設・
設備導入に係る経費

③生産性向上技術等導入枠：業務効率化及び生産性向上に資する施設・設備等導入経費
◆補助率：補助対象経費　①　　②　　③
◆上限額：①50万円　②300万円　③200万円

厚生労働省HP

（　　　　 ）補助率・上限額は
対象枠で異なります

1−2
1−2

2−3

各種補助金のご案内新型コロナ対応支援策のご案内
能代市中小企業等生産性向上支援補助金

PCR等検査中小企業支援事業

小規模事業者持続化補助金
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秋田県雇用維持支援金
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支給対象となる事業主

助 成 率

助 成 額

支給限度日数

雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）

（一般型・低感染リスク型ビジネス枠）

対象となる経費の例

補助率・上限額

お問い合わせ先

5,000円分の食事券が

4,000円で買える！

25％
お得

金融機関（本店・県内全支店） 秋田銀行、北都銀行
スーパー（秋田県内）マックスバリュ、イオンなど 
　　　　　　　　　　※マックスバリュエクスプレスを除く

コンビニ（秋田県内） New Days、KIOSK
延長しました

●利用可能施設／飲食店の一覧は専用ウェブサイトをご覧ください。
※記載の情報は5月21日現在の情報です。

販売期限

販
売
窓
口

使用期限
購入限度

Go To Eat キャンペーン
2021年10月31日㈰まで
2021年11月30日㈫まで
特になし

（１回の購入は５セットまで）
Go To Eat キャンペーン秋田事務局 ☎050-3183-0216
［受付時間］10:00-17:00　※土・日・祝日を除く

お問い
合わせ
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季節料理
会席料理
鍋物料理

能代市上町6－12
☎0185-54-8611㈹

ご宴 会・ご会 席 折詰、丼物、各種弁当
注文・配達承ります

能代商工会館　会場貸出の休止について
　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８月末日
まで会場の一般貸出を休止しております。
　会場貸出を再開する際には、当所ＨＰや月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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※業種別ガイドラインが定められている場合は、そちらもチェックしてください。
ガイドラインはこちら➡

共用部分の消毒 マスクの着用流水での手洗い

体調に異変を感じたら、
　『あきた新型コロナ受診相談センター （コールセンター）』に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご相談ください。
◇受付時間　TEL：018-866-7050 ＜24 時間受付＞
　　　　　　TEL：018-895-9176 ＜8:00~17:00（毎日）＞
　　　　　　TEL：0570-011-567 ＜8:00~17:00（毎日）＞

職場におけるコロナ感染症対策のお知らせ
～各職場でぜひ取り組んでいただきたいポイント～

内閣官房 ガイドライン

●テレワーク、時差出勤の推進 ●気兼ねなく休めるルール、
　雰囲気づくり

●密にならない工夫

●“場の切り替わり”での
　対策・呼びかけ

●基本的な感染防止対策
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ダイニング

実施
日時

参加
予定

能代デュアルシステム推進事業

　デュアルとは、直訳すると「２重制度」という意味で、学校に在籍する生徒が、
企業実習を行うことです。当地域では2004年から実施しており、人材育成に効果
を発揮しています。

能代デュアルシステムとは？

本 年 度 の 実 施 予 定

能代松陽高校、能代科学技術高校、能代高校（定時制）
秋田北鷹高校

●受入企業には、謝金をお支払いいたします。

2021年7月26日㈪～8月20日㈮ 3日～10日
程度

高校生の「企業実習」の受け入れをお願いします。

秋田ふるさと検定2級試験に合格
していること

能代商工会議所　TEL 0185-52-6341

2021年 9月 日

【3級】 2,300円
【2級】 3,600円
【1級】 4,000円

秋田会場／秋田県社会福祉会館（秋田市旭北栄町1-5）
大館会場／大館市立中央公民館（大館市字桜町南45-1）
能代会場／能代商工会館（能代市元町11-7）
大曲会場／大曲商工会議所会館（大仙市大曲通町1-13）
横手会場／横手商工会議所会館（横手市大町7-18）
湯沢会場／湯沢商工会議所会館（湯沢市柳町1-1-13）

【2・3級】学歴・年齢・性別・国籍などに制限はありません
◎2級からの受験や2・3級の併願受験可

【 1 級 】
◎2・3級との併願受験不可

◎高校生以下は各級とも一律1,000円

【 3 級】10：30～12：00（90分）　
【1・2級】13：30～15：10（100分）

2021年6月7日（月）～8月6日（金）申込期間

【1日集中コース】で開催します!!
3級 7/31 ・ 2級 8/1

受験対策講習会のご案内

検定合格者には携帯用の認定証を
交付します。また、企業申込による
合格企業には「合格者のいる店」の
プレートを進呈いたします。

合格証明

〈主催〉秋田県商工会議所連合会　〈後援〉秋田県、秋田県観光連盟、秋田魁新報社

秋田ふるさと検定とは・・・
秋田県の歴史、観光、祭り・行事、自然、生
活文化、産業の6分野についての知識を
学び、「ふるさと秋田」の素晴らしさを再
認識するとともに、県民一人ひとりが身近
な観光案内人として秋田の魅力を積極的
に伝え、お客様に対する「おもてなしの
心」の向上を目的に実施いたします。

プレート

1級検定

第15回

第13回

2級検定

級検定
第16回
3級検定

5

インターネットからも受付けています！！
http://www.akitacci.or.jp/

携帯用認定証

秋　田　太　郎
000-0000

27 9 1

試験
会場

試験
時間

受験
資格

受験料
（税込）

お申込
み

アクセ
ス

秋田・大館・能代・大曲・横手・湯沢の6地区で開催！

価 格 1,980円（税込）
※県内6商工会議所、県内主要書店で販売

秋田ふるさと検定公式
テキスト最新版（2020年６月発行）

＜事務局校：秋田県立能代松陽高等学校＞
TEL：0185-89-2021　FAX：0185-52-2112

能代デュアルシステム
推進事業運営委員会

秋田県商工会議所連合会監修／秋田文化出版発行

お問い合わせ先

申込み・お問い合わせ先



5,500円（税込）
5,500円（税込）

［お問い合わせ先］　中小企業相談所　TEL：0185－52－6342

女性創業支援室「オフィス・フォー」入居者募集中‼
　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。

※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。

利用できる設備

ご利用料金

FAX電話 個別専用ロッカーカードタッチ式
複合機

登録料（初回のみ）

月額利用料

商談スペース

専用デスク

コミュニティルーム

内覧もできます!!
（要予約）

はたらく
大集合
るま
く

■日開催
日時

能代港4万トン岸壁開催
場所

2021年7月11日
10：00～16：00

第18回港まつり能代の花火　今季の開催を見合せます！
　新型コロナウイルス感染症拡大の状況を考慮し、誠に残念ではありますが、７月１０日（土）に予定していた
「第１８回港まつり能代の花火」の開催を見合せることといたしました。事情ご賢察のうえ、何卒ご理解くださ
いますようお願い申し上げます。
　一日も早く新型コロナウイルス感染症が終息を迎え、再び皆様とご一緒に「港まつり能代の花火」を楽しむ
日が訪れますよう切に願っております。

能代商工会議所 会頭  広 幡 信 悦
お問い合わせ先 能代商工会議所  花火担当　TEL：0185-52-6341

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

能代商工会議所青年部・みなと祭り実行委員会
能代市
0185-52-6341（能代商工会議所内）
http://www.noshiro-yeg.jp/

お問
合せ

主催
共催
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会員の窓

●プロフィール
　りぼん就労支援・生活介護センターは、平成28年2月
から開所しています。就労継続支援A型、B型、生活介
護の3つのサービスを行っている多機能型事業所です。
　就労支援の場や日中活動の場を提供しています。

●力を入れているところ
　現在の利用者数は、3つのサービス合わせて45名程と
なっています。週1回から5回まで、自分の体調・ペース
に合わせて利用ができます。作業は、パンや弁当惣菜の
製造・販売、のしろねぎの生育・出荷、草取りや洗車、
創作活動など多岐にわたってあります。

●お客様へのメッセージ
　営業時間 7：00～ 14：00頃 売り切れ次第（パン屋
さんの営業時間）
　自社で作っているパンや惣菜弁当は店頭販売の他、市
内の高校で販売したり車での移動販売を行っています。
また、のしろねぎは市場等に出荷・販売していますので、
ぜひ一度ご賞味ください。
　施設の活動の様子をFacebookにて宣伝・発信もして
いるので、よかったら見てください。

りぼん就労支援・生活介護センター
（代表者　畠山　悦子）
〒016-0179　能代市浅内字押出162番1
TEL 0185-55-1100
HP  http://dreamhope-nakayoshi.jp/
社会福祉法人ドリームホープなかよし（公式ホームページ）

6月 行 事 予 定
月日 行　　事 会　場 時間

7月 行 事 予 定
月日 行　　事 会　場 時間

会員短信
〔代表者変更〕
◇成田建設㈱
　新　代表取締役社長　成田圭一郎
　旧　代表取締役社長　成田　保

〔事業所名変更〕
◇新　㈱中野造園
　旧　中野造園

〔住所変更〕
◇㈱市川スチールエンジニアリング
　新　能代市仁井田白山83-2
　　　※事務所の移転
　旧　能代市能代町中川原26-706

◇やなせ運送
　代表者　梁瀬　功也
　部会：公益・理財
　住所：能代市川反町3-11
　電話：090-2791-4125

◇㈱インデナース
　代表者　大塚　隆志
　部会：公益・理財
　住所：能代市長崎25-5 コーポキモト102号
　電話：050-8880-0569
　FAX：0185-74-6703

◇SNACK DEEP
　代表者　牧野　理華
　部会：観光サービス
　住所：能代市柳町415
　電話：090-7339-9537

◇OYASHIRO COFFEE
　代表者　大髙　翔
　部会：観光サービス
　住所：能代市檜山字霧山下4-1
　電話：090-9084-5306
　FAX：0185-58-5109

◇hair salon Migushi
　代表者　戸松　慶太
　部会：観光サービス
　住所：能代市字養蚕脇22-8
　電話：0185-74-8144

新入会員の紹介
◇Gigs＆Bar Witch
　代表者　納谷　青佳
　部会：観光サービス
　住所：能代市柳町9-28 2F
　電話：090-3646-8198

金融相談

金融相談

能代商工会館

能代商工会館

10：30

10：30

6日㈫

20日㈫

つぶ

　や
き

つぶ

　や
き

つぶ

　や
き

つぶ

　や
き

つぶ

　や
き

　２０２１年もあと１か月が過ぎると半年

経過します。ついこの間はスーパームーンと

皆既月食が重なると話題になりました。あ

いにく曇っていたので月食はリアルタイムでは見れなかっ

たものの、２２時ころ空を見ると神々しく光る月があたり

を明るく照らしていて、とても神秘的でした。 （伊藤）

10日㈭

13日㈰

15日㈫

27日㈰

常議員会

第158回日商簿記検定試験

金融相談

第222回珠算能力検定試験

プラザ都

能代商工会館

能代商工会館

能代商工会館

12：00

9：00

10：30

9：00
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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）

マル経融資制度のご案内 マル経融資制度とは小規模事業者
を対象とした

お問い合わせ先　中小企業相談所　☎0185－52－6342

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。

　直近２期分の決算書・確定申告書、直
近試算表、現在の借入返済表など
※決算期が２期に満たない場合はご相談下さい。

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
（入金目安はお申込み月の翌月最終週です。）

入
金
ま
で
最
短
で
約
１
か
月
程
度

なお、コロナ対策枠の一部対象者は、特別利子補給制度に
より融資後３年間は実質無利子となります。

ご融資までの流れ

融資金額

2,000万円

上記と別枠で
1,000万円

返済期間
（うち据置期間）

運転
資金

設備
資金

通
常
枠

コ
ロ
ナ
枠

７年
（１年） 1.21％10年

（２年）

上記利率より
－0.9％

７年
（３年）

10年
（４年）

利率（年）
※2021年
　5月6日現在

　

能代運輸株式会社  本社営業所 に勤務する

「佐藤 瑠莉」です。
さ とう る り

 　昨年の4月に入社し、2年目になりました。
　入社後総務部で社会人としての基本を習得
後、今年1月に本社営業所に配属されました。
乗務員さんから提出された運転日報をシステ
ムに入力することが主な仕事でした。
　４月からは米の保管業務やウイング部門の
補助をしています。米の品種、等級、年産や入
出庫予定表作成、確定、米の受注入力を主に習
得しています。
　10月の米の繁忙期までにある程度仕事を覚
え、先輩社員の負担を少しでも減らせるように
頑張ります。

業　種：運送業
住　所：能代市河戸川字北西山144-2
ＴＥＬ：0185-55-1337
ＦＡＸ：0185-54-3349
ホームページ：
https://www.noshirounyu.co.jp/

『無担保・無保証・低金利』『無担保・無保証・低金利』
で融資をする制度です。


