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Facebook
はコチラから！

各種セミナー開催中
詳しくは本誌 5ページをご覧下さい。

（9/21㈫工業部会 BCP（事業継続計画）研修会の様子）



能代市環境産業部　商工労働課　
TEL：0185-89-2186

１．2021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
代市内に主たる事務所を有する法人

２．2020年度以前に課税された市税等（納期限：2021年3月31日以前）の滞納がない
３．2020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、2021年1月～6月の間の連続した3ヵ月間の月平均売上額
が、前々年又は前年の同期間の月平均額と比較して30％以上減少している

※2020年2月～12月末までに創業した方、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者（フ
リーランス等）の方はご相談ください。

比較対象期間（2019年または2020年）の事業収入 ÷ 12 × 12 × 5％ （千円未満切捨）
※事業収入は、新型コロナウイルス関連支援金等を除いたものとなります。

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
※賃金の算定について、小規模事業者は簡略化できます。

１人１日あたり15,000円もしくは13,500円が上限

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
TEL：0120-60-3999　〈受付時間〉 9:00~21:00 （土日・祝日含む全日）
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厚生労働省HP

月次支援金事業コールセンター、申請サポート会場電話予約共通
TEL：0120-211-240 〈受付時間〉8:30～19:00（土日・祝日含む全日）

新型コロナ対応支援策のご案内

お問い合わせ先

お問い合わせ先

お問い合わせ先

対　　象

交 付 額

2021年12月28日(火)まで申請期間 交付申請書に必要書類を添付し、郵送または事前に電話
予約のうえ相談窓口へ
（必要書類についてはお問い合わせください。）

申請方法

両方満たす方のみ対象です。※電子申請のみとなります。
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
　飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を
　受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50％以上減少していること

給付対象

月次支援金

支給対象となる事業主

助 成 率

助 成 額

申請期間

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）

上限20 万円／月 上限10 万円／月 を支給します。中小法人等 個人事業者等

能代市長期影響継続事業者支援金 50 万円個人最大 100 万円法人最大

専用HP

詳しくはHPを
ご覧ください。

11月30日まで
特例措置を延長します

※申請には事前確認が
　必要です。

８月分： ９月１日～10月31日
９月分：10月１日～11月31日

申請サポート会場 アキタスクエア１階（秋田市中通４－14－16）　※毎週土曜日、祝日は休館です。

※申請期間は対象月の翌月から２ヵ月間です。
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商工会議所・商工会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

機械装置費：補助事業計画の遂行に必要な機械装置等の購入に要する費用
広　報　費：ホームページ開設・パンフレット・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用

するために支払われる費用
開　発　費：新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製

造、改良、加工するために支払われる費用　等

 小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助します。

コロナウイルス感染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い、ポストコ
ロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援することを目的とする。

能代商工会議所　中小企業相談所　TEL：0185-52-6342

＜一般型＞

上限50万円

申請期限

実施期間

第7回受付

※第８回受付については改めてご案内します

２／３

＜低感染リスク型ビジネス枠＞※電子申請のみ

上限100万円 ３／４

交付決定通知受領後から
2022年11月30日(水)まで

2022年2月4日(金)消印有効

第４回受付
申請期限

実施期間

第５回受付 第６回受付
2021年11月10日(水)必着
交付決定日から

2022年8月31日(水)まで
交付決定日から

2022年10月31日(月)まで
交付決定日から

2022年12月31日(土)まで

2022年1月12日(水)必着 2022年3月9日(水)必着

機械装置等費：対人接触機会を減らすための機械装置の導入費用等の事業の遂行に必要な機械装置の
購入に要する経費　

広　報　費：補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービスの取組をチラシ等で広報するために
要する費用　

開　発　費：感染拡大防止と事業継続を両立させるための新たなビジネスやサービスに関する新商
品の試作開発に伴う原材料費　等

小規模事業者持続化補助金

補 助 率

対 象 者

補 助 額

締　　切

締　　切

対象経費

対象経費

補 助 率補 助 額

お問い合わせ先

（一般型・低感染リスク型ビジネス枠）

TEL：0185-89-2186

　　　

能代市中小企業等生産性向上支援補助金

お問い合わせ先

対象となる経費の例

補助率・上限額 の

※予算がなくなり次第受付を終了します。

2020年2月1日から令和4年3月31日に納期限が定められているもの

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少が見込まれ、下記の要件すべてに該当する場合
・2021年中の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが2020年に比べて30％以上減少する
　見込みであること
・2020年所得の合計額が1,000万円以下であること
・収入減少が見込まれる種類の所得以外の2020年所得の合計額が400万円以下であること
能代市税務課（新庁舎1階26番窓口）TEL：0185-89-2126お問い合わせ先

対象となる国民健康保険税

対象となる世帯

国民健康保険税の減免制度

※申請をされる方は当所へ事前にご相談ください。

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、社名をファームズ㈱に変更いたしました。
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創業に関するお悩みを解決しませんか？

このようなお悩みお持ちでないですか？

創業個別相談創業個別相談
日　時：2021年12月５日㈰

12月６日㈪
　9：00～、13：00～
　9：00～、13：00～

会　場：能代商工会館　※お申し込み状況に応じて相談時間が変更になる場合がございます。

相談
無料

このようなお悩みお持ちでないですか？
創業を目指している方
　●やりたいことはあるけど、事業としてやっていけるか不安
　●創業に関する手続き・融資や補助金などの支援策を知りたい
　●事業計画書の作成方法を知りたいなど

既に創業している方（創業後5年以内の方）
　●新商品開発や新しい事業に取り組みたい
　●設備資金・運転資金を調達したいなど

約
予
要

創
業
塾

【お申し込み・お問い合わせ先】 中小企業相談所「創業塾」係　TEL 0185－52－6342

参加者募集
オンラインで開催します

11月14日㈰

11月21日㈰

第１回

第２回

第３回

日程

9：00～12：00

13：00～16：00

9：00～12：00

時間 内容

創業の心構え
創業に必要な知識と計画

11月21日㈰

11月28日㈰

第４回

第５回

第６回

日程 時間 内容

ビジネスシミュレーション振り返り
創業に必要なマーケティングの知識と活用
ビジネスプラン作成&発表

●講　師／中小企業診断士　橋　本　　泉 氏●講　師／中小企業診断士　橋　本　　泉 氏

経営資源のマネジメント
（ヒト・モノ・カネ・情報の有効活用法）

■日　時：2021年11月14日㈰・21日㈰・28日㈰ 全３日間　9：00～16：00
■会　場：能代商工会館
■対象者：創業・独立開業を目指すサラリーマン、学生、退職者、主婦の方など

開業して間もない方（5年以内）
■定　員：15名（先着順）　■受講料：4,000円（テキスト代含む。消費税込み）
■締　切：11月5日㈮までにお申込み下さい。

あなたの成功を
応援します!!

創業に興味のある方
創業の夢・アイデアをお持ちではありませんか？

その夢を現実にしてみませんか？
創業について学びたい方など、ぜひご参加ください。

13：00～16：00

9：00～12：00

13：00～16：00

一般家庭のゴミから企業のゴミまで
店舗のゴミ

会社のゴミ

引越のゴミ

生　ゴ　ミ

粗 大 ゴ ミ

工場のゴミ

工事のゴミ

イベントのゴミ

迅速・親切 お見積無料 産業廃棄物 …秋田県全域
一般廃棄物 …能代・山本郡内

畑クリーンサービス株式会社
ハタ

〒016-0122　能代市扇田字扇渕 4－13（能代工業団地内）
TEL.0185-74-6203      FAX.0185-74-6204　 （代）



セミナーのご案内
インボイス制度対策セミナー

開催日　　　　　　　  時間　　　　　　         テーマ・内容　　　　　    　 　　　講　師    　　　

10月 19日
火曜日

１４：００～１６：００
個別相談会あり（要予約）

知らないと損をする！
インボイス制度セミナー 渡 邉 一 成  氏（税理士事務所　所長）

工業部会主催　BCP( 事業継続計画 ) 研修会
開催日　　　　　　　  時間　　　　　　         テーマ・内容　　　　　    　 　　　講　師    　　　

10月 29日
金曜日 １４：００～１６：００ 事業継続計画について 杉 浦 健 治  氏

（東京海上日動火災保険㈱　秋田支店）

インボイス制度対策講習会
開催日　　　　　　　  時間　　　　　　         テーマ・内容　　　　　    　 　　　講　師    　　　

１２月15日
水曜日

１1月17日
水曜日 １８：３０～２０：３０

１４：００～１６：００

インボイス制度について 　 星　叡 氏（税理士）

会場：能代商工会館　　受講料：無料

経営計画作成セミナー
開催日　　　　　　　  時間　　　　　　         テーマ・内容　　　　　    　 　　　講　師    　　　

10月 28日
木曜日

１４：００～１６：００
個別相談会あり（要予約）

持続化補助金申請にもつながる！ 水 上 洋 介  氏（中小企業診断士）
経営計画作成セミナー
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【お申込み・お問合せ】中小企業相談所（ＴＥＬ０１８５－５２－６３４２）

途上国全般の課題

新型コロナ禍に
顕在化した新たなニーズ

SDGs 視点の社会課題

農業、廃棄物処理、防災、
エネルギー、インフラ等

保健医療、デジタル化、
非接触技術等

まちづくり、安全な水、
クリーンエネルギー等

問い合わせ先：【㈱コーエイリサーチ＆コンサル
ティング・七十七リサーチ＆コンサルティング㈱
共同事業体】電話：050-5601-1824
委託元：(独)国際協力機構（JICA）東北センター

調査特設サイトに飛びます
http://resource.k-rc.co.jp/

　貴社の技術・製品・ノウハ
ウが開発途上国・新興国の力
になります。
　特に以下の分野にご関心
のある企業様は、QRコードか
ら登録をお願いします。

▶ ▶お子さまの教育資金を「国の教育ローン」がサポート！
（日本政策金融公庫）

【ご融資額】　お子さま１人あたり３５０万円以内
【金    　利】　年１．６６％　固定金利
　　　　　　※「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円
　　　　　　　（所得1３2万円）以内の方」または「子ども３人
　　　　　　　以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得3５6万円）以
　　　　　　　内の方」は年１．２６％（2021年５月６日現在）
【ご返済期間】１５年以内
　　　　　　※「交通遺児家庭」、「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年
　　　　　　　収200万円（所得1３2万円）以内の方」または「子ども
　　　　　　　３人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得3５6万
　　　　　　　円）以内の方」は１８年以内
【お使いみち】　入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷
　　　　　　　金･家賃など
【ご返済方法】　毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
【保　　　証】　（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）

　詳しくは、
　ＨＰ（「国の教育ローン」で検索）または教育ローンコールセンター
　（０５７０－００８６５６（ナビダイヤル）
　または （０３）５３２１－８６５６）までお問い合わせください。

高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした
公的な融資制度です。

〒016－0825　能 代 市 柳 町 9－23
☎　0185－54－2244
ＦＡＸ0185－54－2247

コースご案内

■きりたんぽ　■ねぎ　■比内地鶏　■まいたけ他きのこ一種
■せり　■ごぼう　■糸こんにゃく　■特製きりたんぽたれ

【２人前】
4,500円
（税込）

【３人前】
6,600円
（税込）

【４人前】
8,800円
（税込）

【５人前】
11,000円
（税込）

きりたんぽの地方発送承ります。
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＜キャンペーン期間：11月30日まで＞

当所職員ならびに共済業務の受託者でありますアクサ生命
担当者が訪問した際には、何卒よろしくお願い申し上げます。

ご協力の
お願い

【お問い合わせ】
　アクサ生命保険㈱  大館営業所能代分室
　TEL0185－55－2580

参与
袴田 光子 三沢 雅彦 丸岡 竜太郎 泉 ゆうみ 大塚 和貴子  所　長

類地 康治
事　務
関 加奈子

名刺・ハガキ類
24時間スマート納品挑戦中！

マスコットキャラクター
みちのくん

☎

ボ
ク
の
看
板
が

　 

め
じ
る
し
だ
よ
！

国道
101号線

加盟店

〒016-0897 秋田県能代市昭南町６の１　5 0185-54-1359

名刺・封筒・伝票印刷承り
ます。

印刷の専門店
さついん せん もん てん

個人の方でも企業の方でも、印刷のことなら印刷専門店の当社にご相談ください。

（0185）54-3706

は
ん
こ

ゴ
ム
印

はじめ
  ました

受付中!!

2022年！！一点物の
カレンダー販売中！！
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最低賃金
上がりました！

2021年10月１日（金）から秋田県の最低賃金が変わりました！

最低賃金 （30円アップ　822円 　

【お問い合わせ】秋田県労働局　労働基準部賃金室　TEL018-883-4266
　　　　　　　　能代労働基準監督署　　　　　　　TEL0185-52-6151

）

能代商工会館
会場貸出の再開について

休止しておりました会場貸出を、2021 年
11 月 1 日（月）より再開致します。
ご希望の方は、担当までご連絡ください。
　　　　　　　（TEL：0185-52-6341 会場担当）

　秋が深まり始め、皆さんはいかがお過ごし
でしょうか。
　秋といえば「〇〇の秋」を想像します。今

年はオリンピックが開催され、スポーツの秋として楽し
むのにいい機会ではないでしょうか。食欲が高まる季節
でもありますが、外での運動にも最適な季節となりまし
た。また各地で野生動物の出没が相次いでいますので、
外で運動する際にはお気をつけください。
　感染対策を行い、これからの行楽シーズンを楽しめた
らと思っています。（高崎　祐弥）

19日㈫ 能代商工会館 14：00
19日㈫ 能代商工会館 10：30

28日㈭ 能代商工会館 14：00
29日㈮ 能代商工会館 14：00

24日㈰ 能代商工会館 9：00

月日 行　　　事 会場 時間

金融相談
インボイス制度対策セミナー
第 223 回珠算能力検定試験
経営計画作成セミナー
BCP 研修会

14日㈰ 能代商工会館 9：00
2日㈫ 能代商工会館 10：30

21日㈰ 能代商工会館 9：00

16日㈫ 能代商工会館 10：30
17日㈬ 能代商工会館 18：30

28日㈰ 能代商工会館 9：00
21日㈰ 能代商工会館 9：00

月日 行　　　事 会場 時間

金融相談
創業塾
金融相談
インボイス制度対策講習会
創業塾
第 159 回日商簿記検定試験
創業塾

●プロフィール
　元々電気屋の事務所だった敷地を半分もらい受け、改
装し２０１８年８月７日にオープンしました。
　定休日は毎週月曜日、第１火曜日、第３日曜日になり
ます。ご予約は主にネット又はお電話にて受け付けてい
ますが、一人での営業のため電話に出れない場合がござ
います。
　Migushiでは、髪のケアメニューを厳選し用意してい
ますので、今の現状の髪質に合わせて提案させていただ
きます。

●お店で力を入れているところ
　美髪になるための人気メニューの１つ美髪矯正シルク
レッチ。ダメージ等によりなくなってしまった水分を髪
の内部に定着・固定させ、しなやかな美髪に導く技術にな
ります。
　特別なお手入れもなく、２～３ヵ月持続するメニュー
です。（クセが強く、伸ばしたいという方は美髪縮毛矯正
がおすすめです。） 

●お客様へのメッセージ
　３６５日のうち、美容室でケアできるのは平均的にみ
ますと約９回～１２回と言われています。“その貴重なお
時間の中で”、しっかりとしたケア方法や美容師の分身で
もある、お客様に合ったシャンプートリートメント（ホー
ムケア）で美髪になりましょう。

hair salon Migushi
（代表者　戸松　慶太）
〒016-0838 　能代市字養蚕脇22-8
TEL: 0185-74-8144

行　事　予　定1010月月

1111月月

住　所：能代市上町6番6号 　TEL                                      0185‒52‒0545  　FAX 0185‒52‒2345

TEL                                      0185‒70‒1955  　FAX 0185‒70‒1977
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秋田エコプラッシュ株式会社
 に勤務する 「畠山 稜汰」です。

はたけ やま りょう た

　2019年12月に秋田エコプラッシュ株式会社に入社してから、1年半程経ちました。   
以前勤めていた電気工事の経験を活かして「保全課」で機械の点検や工場内の安全確保を
全般に行っています。初めは作業内容の違いに戸惑っていましたが、上司や職場の先輩方
から、時には厳しく仕事について教わっています。弊社では、『リサイクルを通して地球
も人も豊かに』を企業理念として、一般家庭から出るお菓子の袋やレジ袋や、事業所から
排出される廃プラスチックを資源として再生したり、その再生した原料を活用し大型射出
成型機でプラスチック製品を成型製造しています。
　今までは何気なく捨てていた廃プラスチックも今の仕事についてからは、より一層分別   
に関して意識しています。リサイクル業に携わる者として今まで以上にリサイクルに興味
関心を持って仕事をしていきたいと思っています。

職　業：製造業
住　所：能代市扇田字扇渕１１番地１
ＴＥＬ：0185-58-5600　ＦＡＸ 0185-58-5601
ホームページ https://www.ecoplash.co.jp/index.html  

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‼

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するために「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

専用デスク

内覧も
できます!!
（要予約）

コミュニティルーム 商談スペース

ナイ
スガイ


