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能 代 税 務 署 か ら の ご 案 内

2023年10月１日からインボイス制度が始まります

登録申請手続はお済みですか？登録申請手続は、電子申請（ ）でお早めに！

 

 

定員 主な対象者
10:00～11:30 12名 消費税の仕組みから知りたい方向け
13:30～15:00 12名 主に消費税の課税事業者の方向け
10:00～11:30 12名 消費税の仕組みから知りたい方向け
13:30～15:00 12名 主に消費税の課税事業者の方向け
10:00～11:30 12名 消費税の仕組みから知りたい方向け
13:30～15:00 12名 主に消費税の課税事業者の方向け

【会　場】能代合同庁舎　３階会議室　能代市末広町４－２０

【申込先】能代税務署法人課税部門　０１８５－５２－８１２３（直通）

　     説明会は、事前予約制により、各回とも定員になり次第、受付を終了します。
　     会場駐車場は、利用台数に限りがありますので、公共の交通機関等をご利用ください。

消費税のインボイス制度に関する説明会

　     税務署では、事業者の方を対象に消費税のインボイス制度説明会を開催します。
日　　時

10月27日（木）

11月24日（木）

12月14日（水）

　制度開始の2023年10月1日から登録を希望される方は、原則2023年3月31日が提出期限で
すが、今後、申請手続きが非常に混み合うことが予想されますので、登録を予定されている方
は早めのご準備をお勧めしております。

インボイス制度
特設サイト

● インボイス制度が始まると、買手は、消費税の仕入税額控除のために、原則として売手が交
付するインボイス（適格請求書）を保存する必要があります。

● インボイスには、登録番号の記載が必要です。
● 税務署へ申請手続を行うことで、登録番号を取得することができます。
（インボイスを交付しようとする売手は、申請手続が必要です。）

《消費税のインボイス制度（適格請求書等保存方式）に関するお知らせ》

 
● 個人事業者の方はスマートフォンからの電子申請（ ）が便利です。
● を利用される方は、国税庁ホームページ
「インボイス制度特設サイト」内の申請手続からお進みください。

ご自宅からスマホで申請できます！！

大　森　三四郎
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創業に関するお悩みを解決しませんか？

創業個別相談会創業個別相談会
日　時：2022年12月11日㈰・12日㈪　9：00～、13：00～　

　

　
※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

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

要予約

創業塾 参加者募集
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？
創業に興味のある方・創業について学びたい方など、ぜひご参加ください。

● 氏

■日　時：2022年11月6日㈰・13日㈰・20日㈰ 全３日間　9：00～16：00

■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

■講　師：中小企業診断士　橋　本　　泉 氏 　
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1日㈫までにお申込み下さい。

あなたの夢を
応援します!!

※休憩　12：00～13：00

会場はすべて能代商工会館です。
新型コロナウイルス感染拡大状況によりオンライン開催になる場合がございます。

相談
無料

日程 内容

創業の心構え
創業に必要な知識と計画

日程 内容

経営資源のマネジメント
ビジネスシミュレーション振り返り

日程 内容

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

【お申し込み・お問い合わせ先】 中小企業相談所「創業塾」係　TEL 0185－52－6341

カリキュラム

11 6 11
13

11
20

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）

企業を取り巻く様々なリスクに備える商品をご提案致します
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能代市 　商工労働課　TEL：0185-89-2186

2022年1月～12月の間の連続した6ヵ月間の月平均売上額が2019年～2021年いずれかの年の同期間
月平均額（個人で白色申告の場合は、比較対象年の月平均額）と比較して30％以上減少していること
※2021年2月1日から2021年12月31日までの間に創業した場合で、前年同期間が存在しない場合は、創業
月から12月までの間の事業収入の月平均額と比較して30％以上減少していること

お問い合わせ先・申請先

お問い合わせ先

対  象  者

対  象  者

補助金額等
締　    切

2023年1月31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

申請方法

日本商工会議所　

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

小規模事業者等

〔補助金額〕50～200万円　〔補助率〕2/3～3/4　　

補助金額等 〔補助金額〕5～450万円　
〔補助率〕1/2～3/4（補助金額・補助率は応募枠によって異なります。）　　

お問い合わせ頂くか公式HPをご覧下さい。

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

お問い合わせ先

対  象  者

補助金額等

経済産業省

新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、
思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等

〔補助金額〕100万円～１億円（※）　〔補助率〕1/3～3/4（※）
※補助金額・補助率は応募枠や従業員数で異なります。

事業再構築補助金事務局コールセンター　
TEL：0570－012－088、03－4216－4080〈時間〉9:00～18 :00（日・祝日を除く）

お問い合わせ先

対  象  者

対象事業

締　    切

小規模事業者持続化補助金（一般型）

事業再構築補助金

IT導入補助金
中小企業、小規模事業者等（業種により要件が異なるため、詳しくはお問い合わせ下さい。）

〔通常枠〕製品・サービスの生産・提供など、生産性向上のためプロセスの改善と効率化に資する方
　　　　　策として、事務局に登録されたITツールを導入する事業
〔デジタル化基盤導入枠〕会計ソフト・決済ソフト・PC・タブレット等を導入し、インボイス制度も
　　　　　見据えたデジタル化を進めるためのITツールの導入する事業
〔セキュリティ対策推進枠〕サイバー攻撃被害が供給制約や価格高騰を潜在的に引き起こすリスクや
　　　　　生産性向上を阻害するリスクを低減することを目的とした事業

各枠の締切は公式HPをご覧ください。

締　    切 各枠の締切は公式HPをご覧ください。

電子申請のみになります。

電子申請のみになります。

IT導入支援事業コールセンター　TEL：0570－666－424〈時間〉9：30～17：30（土日・祝日を除く）

　◎小規模事業者とは右に該当する法人、
　　個人事業、特定非営利活動法人が対象
　　です。

業　　種 常時使用する従業員数
５人以下
20人以下
20人以下

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）
宿泊業・娯楽業
製造業その他

（独）中小企業基盤整備機

（電子申請）

（電子申請）

置きぐすりのご用命は

神山スパーク薬品
こ  う      や ま

〒016-0161　能代市松長布301-15　   TEL.0185-54-2011



セミナー開催一覧
インボイス制度対策セミナー（オンラインセミナー）

開催日　11月22日（火）

時　間　１8：００～20：００

内　容　インボイス制度について　

講　師　川 口　宏 之  氏
　　　　　（公認会計士・コンサルタント）  　　　

※会場はすべて能代商工会館です。
　受講料・相談料：無料

事業再構築セミナー（オンラインセミナー）
開催日　12月6日（火）

時　間　１４：００～１６：００

内　容　ローカルのハンディを
　　　　　プラスに転換する戦略（仮）
講　師　大 木　ヒ ロ シ  氏
　　　　（ジャイロ総合コンサルティング 会長
　　　　　　　　　　　　　　兼コンサルタント）

※なお、新型コロナウイルス等の影響によって、延期または中止となる場合がございますのであらかじめご了承ください。
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【お申込み・お問合せ】中小企業相談所　ＴＥＬ０１８５－５２－６３４1　

秋田県内すべての労働者に適用されます！

2022年10月１日（土）から秋田県の最低賃金が変わりました！

最低賃金 （31円アップ　853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

）
１時間
あたり

受動喫煙防止対策助成金のご案内
　2022年9月1日から、事業場内で最も低
い賃金の引き上げ、設備投資等を行った中
小企業、小規模事業所等への「業務改善助
成金」が拡充されました。
　詳しくは業務改善助成金コールセンター

TEL.0120-366-440　
　または秋田労働局雇用環境・均等室

TEL.018-862-6684
までご照会ください。

◉マナーからルールへ◉

　2020年4月１日から原則屋内禁煙が義務化さ
れています。
　飲食店等を営む中小企業事業主が、健康増進法
で定める既存特定飲食提供施設に「喫煙専用室、
指定たばこ専用喫煙室を設置・改修」する場合に、
100万円（飲食店を営んでいる場合は費用の3
分の2、それ以外は２分の1）を上限として助成す
る制度がございますので、ご活用ください。
※詳しくは秋田労働局健康安全課まで
　お問い合わせください。
　　　　　TEL.018-862-6683

業務改善助成金
制度が拡充されました

集客に強いホームページ製作します！
●HP製作 ●スマホ対応 ●ネットショップ ●セキュリティ ●SEO対策

ご相談お見積もり無料

TEL.0185-74-6708
URL : https//kanata-factory.co.jp
Mail : info@kanata-factory.co.jp

秋田県能代市元町4-11

【定休日】
日・月・祝
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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 三浦 里美  所　長

類地 康治
事　務
関 加奈子

◉木材・建設部会
　赤塚電気工事（株）　　　　　赤　塚　健　二
　（株）丸越　　　　　　　　　越　後　春　彦
　（株）清水企業　　　　　　　清　水　　　靖
　（株）鈴喜代　　　　　　　　鈴　木　隆　宏
　（株）鈴光　　　　　　　　　鈴　木　英　雄
　（株）ナガト　　　　　　　　長　門　一　攻

３号議員１２名・２号議員２８名選任
　９月１６日開催の１号２号議員協議会で選任された
10名の銓衡委員にて構成する銓衡委員会を開催し、
次の12名が３号議員に選任されました。
　また、9月２６日から 28日に各部会を開催し、
次の28名が２号議員に選任されました。

（有）トミゼン    　　　　　　越　前　由　高
大髙建設（株）　　　　　　　大　髙　慎　司
（株）ハムセンター秋田　　　大　髙　光　晴
（株）都亭　　　　　　　　　大　谷　直　子
あきた白神農業協同組合　 　 工　藤　寿　博
東北木材（株）  　　　   　    　丹　　　哲　男
能代市畠町商店街振興組合　  塚　本　真木夫
（資）第一タクシー　　　　　中　嶋　吉　博
中田建設（株）　　　　　　　中　田　　　潤
（株）秋田銀行能代支店　　　中　山　　　悟
アキモク鉄工（株）　　　　　花　下　智　之
能代電設工業（株）　　　　　山　田　　　倫

◉商業部会
　（有）大和農園
　（株）セキト
　（有）松雲堂
　（株）塚本建材店
　（株）テラタ
　（株）水木金物
　越後屋菓子店
◉工業部会
　（有）ソーキテック
　元祖檜山納豆（株）
　（株）厨房市場
　（株）北羽新報社
◉観光サービス部会 
　能代飲食業組合
　（株）魚松
　（株）グラッツ
　（株）ホームドライ
◉公益・理財部会
　（株）能代興産
　東北電力ネットワーク（株）能代電力センター
　　　　　　　　　　　　　
　（株）北都銀行能代支店　
　戸松土地建物取引商会
　エース自動車販売（株）
　ファームズ（株）
　能代運輸（株）　

3号議員

２号議員

２号議員

大　塚　和　浩
関　戸　　　優
塚　本　　　正
塚　本　広　明
寺　田　雅　彦
水　木　秀　郎
渡　辺　　　功

佐　藤　忠　之
西　村　省　一
平　川　義　明
山　木　泰　正

井　上　智　雄
宇佐美　　　正
塚　本　民　雄
渡　邊　正　人

梅　田　佳　洋

佐　渡　雅　樹
鈴　木　　　幹
戸　松　清　一
畠　山　信　悦
増　田　淳　一
與　語　奨　太

能代商工会議所
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月日 行　　　事 会場 時間

月日 行　　　事 会場 時間

能代商工会館 11：0018日㈫ 能代商工会館 10：30

能代商工会館 12：00

26日㈬ プラザ都 17：00
プラザ都 18：00

25日㈫ 能代商工会館 11：00

金融相談
第 3回選挙委員会
第 226 回珠算能力検定試験
第 4回選挙委員会
常議員会
能代商工会議所青年部第 2回通常総会
能代商工会議所青年部創立 35 周年記念式典

能代商工会館 10：30
能代商工会館 9：00
能代商工会館 9：00

1日㈫

6日㈰

能代商工会館 9：0023日㈰

プラザ都 17：00

14日㈪

13日㈰

プラザ都 11：00

15日㈫

20日㈰

能代商工会館 10：30
能代商工会館 9：00
能代山本広域交流センター 9：00

臨時議員総会
金融相談
創業塾
創業塾
能代商工会議所女性会創立 50 周年
記念事業 記念式典・講演会
金融相談
創業塾
第 162 回日商簿記検定試験

●プロフィール

　1978年4月　ワタナベデンキ創業（三種町）　　　　

　1986年6月  株式会社ワタナベデンキ設立　　　　

　2019年8月  本社を能代市に置く

●お店で力を入れているところ

　創業以来、電気工事業、設備工事業に力を入れておりま

す。また、太陽光発電、風力発電等の再生可能エネルギー

事業にも取り組んでおり、多数のユーザー様のご要望に

沿った工事も任せていただいております。

●お客様へのメッセージ

　弊社の社是「顧客第一」　　　　　　　　　　　　　　

顧客第一の信念に徹し、絶えず変化してやまないお客さ

まのご要望に応える努力である。この社是の通り、お客さ

まの立場に立って、ご要望に応えることを弊社の理想と

し、社員一同邁進する所存です。

株式会社ワタナベデンキ
（代表者　 渡部　慶哲）
〒016-0171 　能代市河戸川字大須賀37-1
TEL:0185-74-5308
営業時間：8：00～17：00
定休日：土日祝日（土曜日は第2・第4のみ）

行　事　予　定1010月月

1111月月

秋の味覚、紅葉、等々
　　楽しみですね（*＾＾*）♪

　すっかり秋の陽気となり、朝晩は冷
え込むことが多くなってきました。
　今年は、新型コロナウイルス感染対

策を行いながらイベントが多く開催されていま
す。にぎわいが戻りつつありますがまだまだ感染
対策は欠かせません。
　行楽シーズンにもなりますので、皆様も健康に
気をつけながら楽しんでいただけたらと思ってい
ます。（高崎　祐弥）

〔事業所名変更〕
◇新　秋田海陸（株）能代営業所
　旧　秋田海陸運送（株）能代営業所

〔代表者変更〕

　新　支店長　西本　一史
　旧　支店長　鈴木　　幹

　

会員短信

新入会員
◇ 森林資源バイオエコノミー推進機構（株）

◇ （株）北都銀行能代支店　

　代表者　高田　克彦
　部会：公益・理財部会
　住所：能代市字海詠坂11-1 木材高度加工研究所内
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住鉱テック株式会社能代工場
 に勤務する 「柴田　将」です。

しば た しょう

職　業：製造業
住　所：能代市扇田字扇渕12-6
ＴＥＬ：0185-58-3500　ＦＡＸ：0185-58-3770
ホームページ：https://www.sumiko-tec.co.jp/ 

ナイ
スガイ

月
●日時　
2022年 11 14 日（月）

14：30～16：00
●会場　 プラザ都

能代市柳町９番23号

【経歴】

能代商工会議所女性会 創立50周年記念講演

テーマ　「私が社長です。」

　
講師 アパホテル株式会社  代表取締役社長

元 谷 芙美子　氏
（もとや　ふみこ）

福井県福井市生まれ。福井県立藤島高等学校卒業後、福井信用金庫に入
社。22歳で結婚し、翌1971年、夫の元谷外志雄が興した信金開発株式会
社（現アパ株式会社）の取締役に就任する。1994年2月にアパホテル株式
会社の取締役社長に就任。会員制やインターネット予約システムをいち
早く導入し、全国規模のホテルチェーンへと成長させる。2006年早稲田
大学大学院公共経営研究科修士号を取得し、2011年には同博士課程を
修了。現在、アパホテル株式会社取締役社長をはじめ、アパグループ11社
の取締役、日韓文化協会顧問、株式会社SHIFT社外取締役、株式会社ティ
ーケーピー社外取締役を務める。
アパホテルネットワークとして全国最大の703ホテル107,415室（建築・設
計中、海外、FC、アパ直参画ホテルを含む/2022年9月28日現在）を展開。

●参加定員

●参  加  費

●お申し込み先　10月12日（水）より受付開始。　
　能代商工会議所　女性会担当　TEL.0185-52-6344

300名 （定員になり次第締切いたします。）

無料 （事前にお申し込みが必要になります。）

　私の主な仕事は、機械設備の設定や操作、製品材料の交換、製品の取り出し
などです。
日々の仕事では、先輩方に教わりながら行っていた作業が1人でできるようにな
ることで達成感が得られ、1つの作業を任された時には責任とともにやりがいを
感じます。
　今後は、どんな場面にも対応できるように多くの知識を身に付けること、製
品の製造工程において時間短縮を図り生産効率化を進めること、今後さらに品
質の向上を目指して一生懸命頑張っていきたいと思います。

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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