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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）

　国内経済は、台風・豪雪などの異常気象による大規模自然災害が多発し、全国各地に甚大な被害をもたら
し、さらに深刻な人手不足や原油価格高騰による素材価格の上昇により、先行きの不透明感が増している状況
です。また、新型コロナウイルス感染症拡大の中、東京オリンピック・パラリンピックが開催され一部経済波
及効果が見られました。
　さらに、新型コロナウイルス感染症発生以来２年が経過しましたが、依然として文化・スポーツイベントの
中止や外出自粛はもとより企業にとっては、休業要請などで経済活動全般が停滞し観光業や飲食業を始め全て
の業種及び業態に影響が及んでおり、日本経済の低迷が長期化する懸念が強まっております。
　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など様々な経済対策が講じられてい
る中、DXの推進が急務となっており、新型コロナウイルスの感染拡大の一刻も早い収束に向けて、あらゆる手
段で迅速な対策を講じて頂くと共に我が国の構造的課題である「人口減少と少子化・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など、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、景気の回復を図って頂きたいと考えます。
　また、2015年に国連サミットで採択されたSDGsは「持続可能な開発目標」の略称であり、国際社会共通で
2030年までに達成するための目標であります。当会議所は、趣旨に賛同しSDGsが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支援し、私たちができることから一つ一つ社会貢献に取り組んで参りま
す。
　このような経済状況を踏まえ、当会議所の年会費及び議員会費を昨年同様、半額減免いたします。そして、
本年度も事業者に寄り添った各種相談事業を始め、各種研修会の開催等、きめ細かな経営支援はもとより情報
発信の強化を図ると共に、商工業者が活力を損なわず経営体制の強化が図れるよう地域の総合経済団体として
の役割を果たし、当地域のニーズに応えられる商工会議所を目指して、積極的に事業の展開をして参ります。

１　地域産業活性化の推進
　地域経済は、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、ポストコロナによ
るライフスタイルや価値観の多様化が進み、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共に、｢地域課題解決への貢献｣、｢まちづくり｣等に取り組み、地域産業の一層の活性
化と持続的な発展を推進して参ります。
　①地域活力向上への取組み
１）創業（起業）等への支援 　４）雇用機会の創出と若者の定着
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）災害時の事業再開への取組み

　②地域の活性化と賑わいの創出
　③観光振興による経済活性化に向けた事業の取組み
１）第18回港まつり能代の花火の開催 　３）ポスト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

２　中小企業の経営支援の強化
　小規模事業者に寄り添った経営支援を行うため、相談業務を強化し、中小・小規模事業者の経営改善、DXを
推進することによる生産性の向上、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の企業経営

能代商工会議所　2022年度　事業活動方針能代商工会議所　2022年度　事業活動方針
に関わる事業、さらに創業・起業に対する相談・助言等を積極的に取り組みます。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、世界情勢の変化に伴う仕入・燃料価
格等の高騰が予測されることから、取引価格の適正化を支援します。
　さらに、商工会議所活動の原点である巡回相談及びオンライン相談をもとに、会員のニーズや経営課題等を
把握し、伴走型支援体制で取り組みます。
①DX並びにSDGsの取組みについて   ⑥経営安定特別相談事業
②中小企業・小規模事業者への経営支援事業  ⑦金融支援事業
③新型コロナウイルス感染症対策に関する施策の  ⑧記帳指導事業
　相談事業   ⑨女性起業への支援事業
④消費税対応に向けた支援事業   ⑩小規模企業振興委員の活動事業
⑤中小企業の事業承継支援事業

３　会議所運営・組織力の強化
　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共に、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参ります。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
方々及び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参ります。

１）正副会頭会議、常議員会、部会長会議 ７）各種検定試験の実施
　　及び議員総会の開催 ８）景況調査及びＬＯＢＯ調査等各種調査の実施
２）委員会活動、運営強化 ９）次代を担う青年部、経営を担う女性会活動の
３）各部会の開催による活動、運営強化 　　支援と連携の強化
４）行政及び商工団体等と連携強化 10）受託団体に対する協力
５）移動商工会議所の開催 11）商工会館の管理・運営
６）会員増強対策と各種共済の普及拡大 12）役員・議員の改選

４　関係機関との連携強化
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

５　内部牽制
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

６　その他
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）会報並びに会議案内等の電子化による配信の検討を進めます。
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ほけんの
ファームズ

能 代 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）
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新型コロナ対応支援策のご案内

お問い合わせ先

厚生労働省HP

対象となる事業主

厚生労働省　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）

2022年
6月30日まで
延長します

対　　　象

経済産業省　事業復活支援金 50 万円個人最大 250 万円法人最大

給　付　 額

お問い合わせ先

申 請 期 間

申請サポート会場

公式HP

事前確認で
必要な書類

お電話にてあらかじめご相談ください。

申請方法は電子申請のみとなります。

確定申告には受領印
又はe-tax受信通知が
必要です

コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した
額を一括給付します。

新型コロナの影響で2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月～2021年3月ま
での間の任意の同じ月の売上高と比較して50％以上又は、30％～50％減少した事業者（中堅・中小・小
規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

　給付額 ＝（基準期間（※1）の売上高） ー（ 対象月（※2）の売上高）×5）
※1：2018年11月～2019年3月、2019年11月～2020年3月、2020年11月～2021年3月のいずれかの期間
※2：2021年11月～2022年3月のいずれか基準期間と同じ月

１．本人確認書類（個人事業者等、法人代表者）例）マイナンバーカード（オモテ面）運転免許証（両面）
　　※法人の方は、履歴事項全部証明書が必要です。
２．確定申告書類の控え
　・（中小法人等の場合）2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
　・（個人事業者の場合）2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分
※確定申告書の控えに収受日付の押印又は、受診通知メールのいずれも存在しない場合には、
　提出する確定申告書類の年度の「納税証明書」をご準備ください。
３．2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類（売上台帳、請求書、領収書など）
４．2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
５．法人代表者または個人事業者等の本人が自署した宣言・同意書
※以前に一時支援金または月次支援金を受給された方は、事前確認が不要になります。
　また、登録確認機関と「継続支援関係」に当たる方は、事前確認を簡略化することができます。

　　アキタスクエア１F（秋田市中通4-14-16）※毎週土曜日・祝日はお休みです。
　　　申請サポート会場にご来場する前に、以下の①～③のご対応をお願いいたします。
　　　①申請仮登録ページ又は相談窓口で申請 I D の発行
　　　②必要書類の準備
　　　③登録確認機関での事前確認を受ける　

2022年5月31日(火)まで

事業復活支援金事業コールセンター・電話予約窓口共通　
TEL：0120-789-140 / 03-6834-7593　〈受付時間〉 8:30~19:00 （土日・祝日含む全日対応）
　

　　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

　　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・祝日含む全日対応）

人と緑の元気を創るために
　　一歩ずつ進んでいきます!!

株式会社　中野造園
〒016-0001
能代市外荒巻字北山ノ上13
TEL/FAX  0185-57-4408
HP  http://nakanozouen.com
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日本商工会議所　小規模事業者持続化補助金（一般型）

労働保険年度更新のお知らせ
◆会議所に事務委託をしている事業所
4/18㈪まで

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。

◆事務委託をしていない事業所
6/1㈬～7/11㈪まで

期日までに最寄りの監督署でお手続きください。

問い合わせ　TEL：0185－52－6341　能代市商工会議所　労働保険事務組合担当
※2022年度から雇用保険料率が改正される予定です。

　能代商工会議所では事業主の方から委託を受けて、労働保険の業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を困っている等、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。

●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？

通常枠
（現行）類型 特別枠（新設）

補助率
補助上限

2/3
50万円

賃金引上げ枠
2/3または3/4

卒業枠

200万円

後継者支援枠 創業枠インボイス枠
2/32/3

100万円

能代市落合字中大野台116－12　TEL 0185－52－5679

・片栗うどん
・東雲うどん
・しらかみ美人
・ノシロチーネ
・あきた舞妓うどん

通常枠対象業者　
　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
特別枠（新設）対象業業者
・インボイス枠　免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組む小規模事業者
・賃金引上げ枠　販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より＋30円以上とした小規模事業者
・卒業枠　販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者
・創業枠　産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者
・後継者支援枠　販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリストに選ばれた小規模事業者
対象事業　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。
補 助 額

締め切り　第８回：2022年６月３日㈮　　第９回：2022年９月中旬　　第10回：2022年12月上旬
　　　　　第11回：2023年２月下旬

お問い合わせ先　能代商工会議所　中小企業相談所　
　　　　　　　　TEL：0185－52－6341

申請される方は当所へ事前にご相談下さい
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通常議員総会を開催

「商工会議所福祉制度キャンペーン」
実施のお知らせ

珠算優良生徒表彰式2021年度

　３月22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

市総合体育館で開催しました。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11名の生徒が表彰されました。

「商工会議所福祉制度キャンペーン」
実施のお知らせ

　ベストウイズクラブでは、「福祉制度キャンペーン」を５/１～６/30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井頂きますよう
お願い申し上げます。

※「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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

［お問い合せ］　能代商工会議所　ＴＥＬ：0185－52－6341

　３月29日（火）、当所通常議員総会を開催し、2022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は下火になっておらず、ロシ
アによるウクライナ侵攻の影響も懸念される中、能代地域は洋上風力、中国木材の進出、高速道路や港
の整備など明るい方向も見えている。商工会議所として市民に寄り添い、積極的にサポートしていきた
い」と述べられました。そのほか、日本商工会議所より議員20年勤続者５名と、東北六県商工会議所連
合会より議員10年勤続者７名が表彰されました。

受賞者
　石 川 珠 算 教 室　佐々木仁愛・平塚　麻衣・笠原　結月・菅原　陽依
　なりた珠算教室　渡部　眞央・櫻田　　新・櫻田　悠太・成田　愛翔・田森　啓太
　荒川そくさん教室　藤田　龍輝・堀内　千奈
　

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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会員の窓
●プロフィール…

　2011年３月３日にオープンし、今年で11年目を

迎えました。店内はお座敷となっており、小さなお

子様を連れた家族等も入店しやすい環境となってお

ります。また、お座敷で座ることが苦手なお客様の

ためにテーブル席も用意しております。

 

●力を入れていること…

　店内定番メニューのネギみそラーメンや豪麺の他

にも季節・期間限定メニューのクラムチャウダーヌ

ードル（現在は販売終了しております。）等、試行

錯誤しながら少し変わったメニューを提供しており

ます。また、お客様にご要望等がございましたら、

お答えしていきたいと思います。

 

●メッセージ…

　コロナウイルスの影響により、外出、外食する機

会が少なくなってきている中、定番メニューから少

し変わったメニューまで幅広く提供しておりますの

で是非お越しください。 

麺屋　ちょ古蔵
（代表者　佐藤　里美）
能代市鰄渕字古屋布141－2
TEL 0185－58－5335
営業時間　昼11：00－15：00　
　　　　　夜17：00－20：00
　　　　　（火曜日11：00－14：00）

４月４月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間

 11日㈪ 能代の花火実行委員会 アリナス 14：00

 19日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30

５月５月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間

 
17日㈫

 金融相談 能代商工会館 10：30

  常議員会 プラザ都 14：00

 27日㈮ 通常議員総会 プラザ都 15：00

〔新入会員〕
◇彩紫工房　里山
　部　会：商業
　代表者：佐藤　勝悦
　住　所：能代市能代町字赤沼33－73
　ＴＥＬ：090－3752－8981　
〔代表者変更〕
○佐藤石油（株）能代南給油所
◇新　佐藤　吉保
　旧　佐藤　八彦 
〔住所・TEL・FAX変更〕
○あきた白神農業協同組合
◇新　能代市字一本木47
　旧　能代市富町2－3
◇新　TEL 0185－58－3000　FAX 0185－58－2002
　旧　TEL 0185－52－5191　FAX 0185－52－9648

会員短信
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業　種：歯科助手

住　所：能代市上町10-23

ＴＥＬ：0185-54-6630

ＦＡＸ：0185-54-6632

URL http://www.dental-suzuki.net/

鈴木歯科医院　に勤務する

です。

　私は、前職の仕事を生かし手先を使う仕事

がしたかったため、鈴木歯科医院に入社しま

した。歯科助手の仕事は初めてで日々学びの

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、毎日やりがいを感じなが

ら働くことができています。

　まだ入社して1年程度しか経っていません

が、これからも患者様に安心して治療を受け

ていただけるよう、患者様に寄り添い細やか

な気配りや臨機応変に対応できるよう努めて

いきたいと思います。

「長谷川 瑠南」
は せ がわ る な

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
『無担保・無保証・低金利』の融資制度です。

お問い合わせ先　中小企業相談所　☎0185－52－6341

　

⑴申込月の第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。
　①直近２期分の決算書・確定申告書
　②直近試算表
③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。

⑵融資担当による事業概況の聞き取り　

⑶申込月の翌月にマル経審査会の開催

⑷日本政策金融公庫による審査

⑸融資決定後、借入契約書の提出

⑹日本政策金融公庫より申込月の翌月末頃
に指定の口座へ入金

度
程
半
月
か
１
約
で
短
最
で
ま
金
入

（注）なお、コロナ枠の一部対象者は、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
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）

利率（年）
運転
資金

設備
資金

７年
（１年） 1.23％10年

（２年）

上記利率より
－0.9％
（注）

10年
（３年）

10年
（４年）

※2022年
　4月1日現在


