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❹❺消費税軽減税率対策

No.817

株式会社ジェイテクトIT開発センター秋田

昨年 11 月、自動車用組み込み型ソフトウェアの開発を行う、トヨタグループ主要企業である
㈱ジェイテクトの受託会社として設立。様々な No.1 ＆ Only One の技術・商品で世の中に貢
献し成長していきたいという思いを胸に、秋田で働くことを希望する優秀な技術者と、自動運転
社会に向けて更なる発展を目指している。
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秋田の可能性

❹ 消費税軽減税率対策
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私は前の職場の日本政策金融公庫秋田支店勤務

クラスを維持し続けているということにも通じてい

時、秋田商工会議所の会員の皆さまと役職員の方々

るのではないかと思います。いまや県の教育関係者

には大変お世話になりました。この紙面をお借りし

の方が作り上げてきた授業メソッドは、全国学校関

て改めてお礼と感謝申しあげます。

係者のモデルにもなっているとお聞きしています。
秋田を取り巻く環境は確かに厳しいものがありま

❻ 会議所レポート

日頃から秋田の話題を注視していますが、今年は

すが、今回の金足農の選手たちの活躍ぶりや、その

何といってもスポーツ界の 2 つの話題が秋田のみな

背後にある様々な県を挙げての取組、そして教育界

らず全国を明るくしてくれました。

での成果などを見ますと、秋田の地域性などを踏ま

1 つ目は、世界バトミントン選手権大会の女子ダ

えた秋田らしい取組方を工夫していけば、秋田の可

ブルスにおいて、北都銀行バトミントン部所属の永

能性はまだまだいろいろな分野に拡がるのではと私

原・松本選手ペアが優勝、米本・田中選手ペアが第

なりに思うに至っています。

3 位になったことです。以前から北都銀行はバトミ
ントン部の強化に力を入れていると伺っておりまし

金足農の試合後の街頭インタビューで秋田市内

たが、本当に素晴らしい成績です。今後、東京オリ

の方がおっしゃっていた言葉が印象に残っていま

ンピックでの一層の活躍を期待したいと思います。

す。
「金足農の選手から勇気や感動をもらった。次
は大人の番だ」という言葉です。

❽ 会議所レポート

2 つ目は、何といっても夏の甲子園での秋田県立

また、校歌は、選手たちが試合後に全力で歌うと

金足農業高等学校の大活躍です。第 100 回記念大

ともに有名になりました。
「可美（うま）しき郷 我

会での秋田県勢として 103 年ぶり、第 1 回大会の秋

が金足」で始まる歌詞は、
「この道に われら拓（ひ

田中以来の準優勝という見事な成績に改めてお祝

ら）かむ」という一節で締めくくられます。可能性

い申しあげます。

を信じ粘り強く取り組んでいけば、必ずや道は拓け

金足農の活躍ぶりについては、既にいろいろなと
ころで取りあげられておりますが、私が特に気に
なったエピソードを 1 つだけ改めてご紹介させてい

ていくものと思っています。
次は若者たちからバトンを受けとった大人たちの
番です。

ただきます。それは今回の快挙の背景には、平成 11
年から、秋田県内の高校野球関係者による全県を挙
げての強化策の取組があったということです。そう



した取組の成果が 3 年前の成田投手を擁した秋田商

三浦会頭がフィジー共和国名誉領事に

業高校の活躍や、今回の金足農の成績としてあらわ
れました。強化策に基づく指導方針などを選手たち
が前向きに受け止め、日ごろの練習を工夫し、特に
吉田投手は投球フォームの見直しなどに取り組み、
あの剛速球を身に付けていったということです。
こうした県を挙げての取組は、教育界においても、
小中学生の全国学力テストでの成績が、全国トップ

■略歴
昭和 30 年

北海道函館市生まれ

昭和 53 年

北海道大学法学部卒業

同

国民金融公庫入庫
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平成 22 年	日本政策金融公庫秋田支店

国民生活

事業統括
現

在	公益財団法人教育資金融資保証基金仙
台業務センター所長

	
（同基金は日本政策金融公庫が取り扱っ
ている教育資金貸付の保証機関です）

秋田市観光クチコミ大使 …秋田市に縁のある経済人や転勤等で過去に秋田市に在住経験のある方々に、身近な人々へのクチコ
ミやインターネットでの情報発信を通じて、秋田市の観光 PR にご協力いただくため委嘱している。
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挑戦する企業●

No.1＆Only One
株式会社ジェイテクトIT開発センター秋田
代表取締役

秋田県への進出

全世界の社員と同じ思いで

み

今 井 深 見氏

を行い、本社のコア技術開発業務を担っています。
まもなく設立から無事 1 周年を迎えることとなり、
社員一同より一層の努力で業務に取り組んでおり
ます。
また、与次郎駅伝や千秋花火等、秋田のイベント
は積極的に参加させていただいております。秋田の
盛況とともに、社内も士気高く、盛り上げていきた
いと思います。

当社と秋田のこれから

今年９月時点で、優秀なキャリア技術者を20名強
採用しています。県外で経験を積み、秋田へ戻って
きた社員も数多くいます。今年度中に社員 50 名体
制まで拡大する計画です。なお、
首都圏勤務者には、
潜在的なＡターン希望者が数千人規模と考えられ
ているため、今後もそういった人材は絶えることが
ないと見ています。風土豊かな秋田で、技術者とし
てキャリアを発揮できる人材に出逢えることに期待
し、当社は更なる発展を目指します。

秋田でつくるもの

社員と「秋田を模したテーブル」

P r o f i l e●
■設

立

2017年9月

■事業内容	電子制御機器のソフトウェア及びハー
ドウェアの開発、設計、評価及び製造
販売に関する事業
■所 在 地

中通四丁目2-7
日本生命秋田中央通ビル3F

■Ｔ Ｅ Ｌ

827-6767

■Ｕ Ｒ Ｌ

https://www.jtekt-ita.com/

挑戦する企業…意欲的・先進的な取組を行っている会員企業を紹介しています。

 新議員さんの横顔

クルマの基本的な機能の中でも、
「曲がる」機能を
担うのがステアリングです。そのステアリングにつ
いて、世界 No.1 シェアを誇るのが㈱ジェイテクト
です。なかでも世界中のクルマに搭載されている電
動パワーステアリングのソフトウェアは、機能、乗
り心地、操舵性、高い安全性、
全ての要素において欠かすこと
ができないものです。当社では、
自動運転社会の実現に向けた
次世代自動車向けステアリング
システムおよびドライブライン
システム用組み込み型ソフトウ
ェアの受託開発と、同製品の機
ステアリング
能安全設計（ISO26262 など）

❾ 会 員 情 報プラザ

ジェイテクトグループは、社会の信頼に応え、モ
ノづくりを通じて、人々の幸福と豊かな社会づくり
に貢献します。そしてこの企業理念を受け、
「No.1 ＆
Only One ─より良い未来に向かって─」を掲げた
「JTEKT GROUP VISION」は、様々な No.1 ＆
Only One の技術・商品を持つことに誇りを持ち、
世の中に貢献し成長していきたいという思いを込
め、全世界のジェイテクトグループ全社員の共有指
針として胸に刻まれています。

ふか

❼会 議 所 レ ポ ー ト

2017 年 11 月、トヨタグループ主要企業である㈱
ジェイテクトは、自動車用組み込み型ソフトウェア
開発の受託会社として、当社を設立しました。トヨ
タグループのサプライヤーが秋田県に進出するの
は、今回初めてのことです。
高度運転支援・自動運転化への対応が急務とな
っている自動車市場において、高度なソフトウェア
開発が求められるなか、重要なのは技術者の人材確
保でした。秋田で働きたいという希望を持った優秀
な技術者の確保を見込み、秋田での設立となりまし
た。

い

❺ 消費税軽減税率対策

いま
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ご存じですか！
軽減税率は

全ての事業者に
影響があります

2019年10月1日から消費税率が10％に引き上げられます
同時に、軽減税率制度が導入されます

消費税への早急な対応が必要です‼
消費税軽減税率

消費税軽減税率対策

４
●

食品を取り扱っていないので、軽減税率への対応は必要ありませんか？
例えば、
会議用のお弁当など、
軽減税率対象商品を購入した場合、
８％、
10％で
税率ごとに分けて経理処理をする必要があります。
そのため、
ほとんどすべての事業者で経理処理の変更が必要になります。

具体的に、軽減税率はどんな場合に適用されますか？
軽減税率の対象科目は、
「酒類・外食を除く飲食料品」
「週2回以上発行で定期購読される新聞」です。
自社で取り扱っている商品を整理し、
軽減税率の対象になるのか確認が必要です。

※1

※2

❻ 会議所レポート

※2 次の2点を満たすものが「外食」となります。
①テーブル、椅子、カウンターその他飲食に用いられる設備
のある場所において、②飲食料品を飲食させるサービス
※1 軽減税率の対象となる「飲食料品」とは、食品表示法に規定する
「食品」のことを指します。
ただし「飲食料品」であっても酒類と外食等は対象になりません。

❽ 会議所レポート

軽減税率についての詳細は国税庁ホームページでご確認ください。 http://www.nta.go.jp/

2019 年 10 月 1 日からの導入なので、今から準備しなくても良いのではありませんか？
税率８％に上がった時の対応を思い出してください。例えば、
駆け込み需要とその反動、
消費者への告知や
値札の適切な対応、資金繰り、在庫管理、物流での対応などが必要になるため、早目の準備が必要です。
また、軽減税率制度の導入に伴い、
「区分記載請求書等保存方式」が導入され、2023年10月1日からは
「適格請求書等保存方式」
（いわゆる「インボイス制度」）が導入されます。

2019年10月1日
請求書等保存方式

2023年10月1日
適格請求書等保存方式
区分記載請求書等保存方式
（インボイス制度）

 三浦会頭がフィジー共和国名誉領事に

軽減税率の導入により、請求書や領収書の様式を変える必要は
ありますか？
８％と 10％の税率を分けて記載する必要があるため、
請求書や領収書の様式を変更する必要があります。

現在のレジで軽減税率に対応できますか？
今、お使いのレジが軽減税率に対応しているか、
メーカーや販売業者などに確認しましょう。
対応していない場合は、
レジの買い換えやシステムの改修が必要になります。
補助制度については次頁参照

経営上のお悩みは、経営革新等支援機関の当商工会議所へご相談ください【経営支援課 TEL.866-6677】

消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、複
数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等に要する経費の一部を補助することにより、
導入等の準備が円滑に進むよう支援する制度です。

❸ 挑戦す る 企 業

軽減税率対策補助金とは

申請方法には、２通りあります。

概

軽減税率制度に
対応するためにレジを
購入したい

使い慣れた
レジを活かしたい

受発注システムの
改修等支援

概

要：軽減税率制度に対応するため、受発
注システムの改修・入替を行う中小
企業者等を支援
補 助 対 象：軽減税率制度に対応するために必要
となる電子的受発注システムの 改修・
入替
補 助 率：2/3
補助上限額：小売事業者等の発注システムの場合
1,000 万円
卸売事業者等の受注システムの場合
150 万円
発注システム・受注システム両方の場合
1,000 万円
申 請 方 法：軽減税率対策補助金事務局が指定し
たシステムベンダー等が「代理申請」
を行います（システムベンダー等が
行うシステム改修・入替の場合は事
前に申請が必要です）
。

❼会 議 所 レ ポ ー ト

要：軽減税率制度に対応するため、レジの新規導入や既存
のレジの改修を行う中小企業者等を支援
補 助 対 象：軽減税率制度に対応したレジ（タブレット等を利用し
たレジ、付属機器も含む）
※具体的な対象機種等は、軽減税率対策補助金事務局
のホームページで公表
補 助 率：2/3（3 万円未満のレジ１台のみ導入する場合は 3/4、
タブレット等は 1/2）
補助上限額：レジ１台あたり20 万円（商品マスタの設定が必要な
場合は 40 万円）
１事業者あたり 200 万円
申 請 方 法：レジ導入後の申請（事後申請）となります。一部販売
店等による代理申請も可能です。

B型

❺ 消費税軽減税率対策

A 型 複数税率対応レジの導入等支援

受発注システムを
改修したい
A-1 型

レジ・導入型

A-3 型

POS レジシステムを
新たに入れたい

今ある
POS レジシステム
を改修したい

B-1 型

受発注システム・指定事業者改修型

受発注システムの
パッケージを自分で
導入したい

モバイル POS レジシステム

A-4 型

POS レジシステム

B-2 型

受発注システム・自己導入型

A 型及び
B－2 型

2019 年９月 30 日までに導入または改修等を完了させ、
2019 年 12 月 16 日まで に申請（事後申請）。

B－1 型

2019 年９月 30 日までに事業を完了することを前提に、
2019 年６月 28 日まで に交付申請。
完了報告書は 2019 年 12 月 16 日までに提出。

お問合せ・申請窓口

軽減税率対策補助金 事務局

TEL：0570－081－222

URL：http://kzt-hojo.jp

（9：00～17：00、土日祝除く）

階層・分野ごとに体系化された研修で企業の中核人材を育成～ビジネススクール凌雲塾【経営支援課 TEL.866-6677】

 新議員さんの横顔

申請受付
期限

レジ・改修型

❾ 会員情報プラザ

タブレット端末の
POS レジシステムを
入れたい

A-2 型
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県内外から177人が挑戦

9／2

～第１３回秋田ふるさと検定～

❹ 消費税軽減税率対策

県内 6 会場で、秋田県の「歴史」
「観光」
「祭り行事」
「自然」
「生活文化」
「産業」の 6 分野の知識を問う秋田ふるさと検定に、最高年齢 90 歳の受
験者を含め県内外の177名が挑戦した。今回は１級3名（合格率16.7％）
、
2 級 39 名（合格率 56.5％）
、3 級 54 名（合格率 60.0％）が合格し、認定
証の交付を受けた。これにより合格者は延べ 2792 名となった。なお、
団体申込による合格企業には、お客様への“おもてなし”の証となる「合
格者のいる店」の認定プレートを進呈している（申請受付中）
。

新潟市の「水と土の芸術祭」を視察
～秋田市中心市街地活性化協議会～

❻ 会議所レポート
❽ 会議所レポート

消費税軽減税率制度導入まであと1年
～第3回消費税軽減税率対策セミナー～

9／11

消費税の引上げまで約 1 年と迫る中、引上げと
同時に導入される軽減税率制度の対策として、セ
ミナーを第一会館本館で開催し、13名が参加した。
はじめに、秋田南税務署審理専門官の若木淳一


三浦会頭がフィジー共和国名誉領事に

氏が来年 10 月 1 日から導入される軽減税率制度
について説明。続いて、
「スマホ・タブレットで始
めるＰＯＳレジ＆会計システム導入セミナー」と題
し、㈱中嶋商店代表取締役の中嶋茂夫氏が講演し
た。中嶋氏からは、軽減税率対策補助金の対象と
なるデバイスで実際に使える
アプリの特徴や、補助金申請
の注意点などの説明があった。
10月23日に第4回「事例で
学ぶ小規模事業だからのＡＩ活
用！」を開催予定で、現在申込
受付中。
中嶋氏

認定プレート

東北一目指し熱戦

9／2・3

芸術文化ゾーン形成によるまちづくりを推進す
るディレクターの役割について学ぶため、委員等
15 名が参加し、
「水と土の文化創造都市」を推進し
ている新潟市の芸術祭を視察した。芸術祭は 5 つ
のプロジェクトで構成され、各々にディレクター
を配置することで、芸術関連施設や市民との連携
を深めている。視察では、活動している市民団体
の代表者や市役所職員等から説明を受けた。
同芸術祭のプロジェクトのディレクターを担当
し、視察のコーディネータを務めた秋田公立美術
大学副学長兼教授の藤浩志氏は、視察を総括し「芸
術文化の風土を作るためには長い年月が必要。将
来の街のあり方を見据えて活動していくことが重
要」と述べた。

秋田会場の様子

～第67回東北珠算競技大会～

9／9

山形市「山形ビッグウイング」で、東北各地から
選抜された265名（秋田県選手42名）が熱い戦い
を繰り広げた。小学校、学校（中学・高校）
、一般の
部で、個人総合、団体、フラッシュ暗算、読上暗算、
読上算、6県対抗競技種目により日頃の練習成果を
競い合った。そろばん東北一は宮城県の森拓磨選
手（㈱石巻青果）
。本県成績は下記の通り。
個人総合

【小学校の部3位】
高山皐
（八橋小）
、
鈴木愛菜
（八橋小）
【学校の部優良賞】
照井楓
（秋大附属中）
【一般の部優良賞】
石澤真太郎
（秋田大）

団体

【学校の部3位】
秋大附属中

フラッシュ暗算【小学校の部2位】
高山皐
（八橋小）
読上暗算

【小学校の部2位】
高山皐
（八橋小）
【一般・学校の部2位】
石澤真太郎
（秋田大）

読上算

【小学校の部 2 位】伊藤凜（五城目小）
【一般・学校の部 3 位】淡路柚希（羽城中）

ブランドづくりを成功させるために
～東経連フォーラムin秋田～

9／12

東北経済連合会会員、県内商工
会議所議員など 110 名が参加し、
ホテルメトロポリタン秋田で開催。
東北経済連合会の活動等を紹介後、
静岡県立大学経営情報学部教授 ･
岩﨑氏
学長補佐の岩﨑邦彦氏が「地域と会
社を強くするブランドづくり～どうすれば「強い
ブランド」が生まれるのか～」と題し講演した。
岩﨑氏は「ブランドはお客様の心の中にあり、お
客様の心の中にイメージが浮かべば勝ちである。
品質・安心・安全は重要だが、品質を越えた尖った
部分があるか、お客様をひきつける独自性がある
かがポイントとなる。
『引きつける』は『惹きつけ
る』と書き換えられる。チャレンジ精神を持って
実際に行動に移すということがブランドづくりに
は欠かせない」と述べた。

事業再生計画・経営改善計画の策定のご相談に応じます【秋田県中小企業再生支援協議会 TEL.896-6150】

～第３回建設部会～

9／11

企業の体質を筋肉質に
～第2回理財部会（オープン）～

9／25

9／11

厚生労働省との共催で 15 名が参加し、仕事と育
児・介護両立支援セミナーを開催。
はじめに、中央育児プランナーの伊井伸夫氏が
育児復帰支援プランについて説明し、
「本プラン
は、円滑な育休の取得および取得後の職場復帰を支
援するとともに、業務効率化や企業の価値向上に
つながる可能性がある。策定にあたっては、支援
制度や助成金等を活用してほしい」と述べた。
続いて、中央介護プランナーの菊地加奈子氏が
介護支援プランについて説明し、
「40 ～ 50 代の 8
割が仕事と介護の両立に不安を抱えている。従業
員の離職リスクを減らすためにも休業制度の周知
を図り、仕事と介護を両立しながら安心して働く
ことができる支援環境が必要である」と述べた。

中小企業振興基本条例の制定に向け意見交換
～第３回商業部会（オープン）～

9／26

湯沢市の秋田エプソン㈱を視察
～第2回工業部会～

❾会 員 情 報プラザ

24 名が参加し開催。秋田市では中小企業の振
興に関する施策を総合的に推進するため、年内に
制定を目指している秋田市中小企業振興基本条例
（仮称）について、秋田市産業振興部副理事の古仲
環氏をゲストに招き意見交換を実施した。参加者
からは「市として、中小企業振興の基本的な考え方
を明確にすることは重要」
「人口減少が顕在化す
る中、若者らが秋田市で暮らしたくなるような市
独自の条例の制定に期待する」
「来年度予定して
いる指針策定を前倒しするべき」などの意見が出
された。古仲氏は
「現在ホームページ上でパブリッ
クコメントを募集している。様々な意見を反映さ
せていきたい」と述べた。
市では、10 月に第 3 回検
討委員会を開催し、来年 2
月の施行を予定している。

❼会 議 所 レ ポ ー ト

32 名が参加し開催。日本銀行秋田支店長の吉
濱久悦氏をゲストに迎え、
「今後の国内経済の動
向分析」をテーマに懇談した。
「日銀の 6 月短観によると、全国の景況感はバ
ブル期以来の高水準の圏内にある。県内経済は、
個人消費、公共投資、設備投資ともに増加基調に
あり、回復している。人口減少・高齢化が進む中、
景気回復の道筋を確かなものにし、秋田県に若年
層が残るような好循環を実現するためにも、きわ
めて緩和的な金融環境を活かして、設備投資を通
じて企業が生
産性・収益性
を一 層 高 め、
筋肉質になる
ことが重 要 」
と述べた。

～第３回専門サービス部会（オープン）～

❺ 消費税軽減税率対策

16 名が参加し、
「建設業の担い手確保・育成等
に係る支援策」をテーマに懇談した。
はじめに、秋田県建設産業担い手確保育成セン
ター推進員の森山千恵子氏と三浦寿哉氏が、セン
ターの取組を説明。森山氏は「女性の働きやすい
職場は、ワークライフバランスを重視する今の若
者のニーズと合致するので取り組んでほしい」、
三浦氏は「企業はもっと積極的に高校を訪問し、
企業の情報を提供することが重要」と述べた。
続いて、ポリテクセンター秋田訓練課長の平野
直樹氏からセンターの取組と開催予定のセミナー
について、秋田県あきた未来創造部次世代・女性
活躍支援課主査の柏崎綾子氏と主事の山岡彩音
氏から補助金について説明していただいた。

従業員がずっと働きたくなる会社へ

❸ 挑戦す る 企 業

積極的な取組で担い手確保を

9／11

親族・従業員・第三者～会社の事業承継のご相談に応じます【秋田県事業引継ぎ支援センター TEL. 883-3551】

 新議員さんの横顔

部会員 16 名が参加し、プリンターヘッド部品や超精密部品の製造組立など独自の技術を活用しながら新
分野へ事業展開をしている秋田エプソン㈱を視察。
はじめに、代表取締役会長の井上直志氏が企業概要を説明した。井上氏は「2009 年にセイコーエプソン
㈱の直接子会社となり、国内製造の重点拠点として成
長してきた。2016 年に新工場を増築し、現在はプリ
ンティング事業、ウエアラブル事業、生産技術事業の 3
事業部に分かれ、各々が大きな柱となり、固有技術と管
理技術の強化を図っている。将来的には、プリンター
ヘッドの生産能力を現在の 3 倍に向上させたい」と述
べた。その後、3 事業部の工場内を、各担当者から説明
秋田エプソン㈱正面玄関にて
を受けながら見学した。

❷ 活力あ る 秋 田

ギュギュっと秋の芸文祭の実施内容を共有
～芸術文化ゾーン活用研究会～

9／12

❹ 消費税軽減税率対策

31 名が参加し開催。これまで研究会で協議を
重ねてきた連携イベント「ギュギュっと秋の芸文
祭」について、芸文期間中の企画展などの情報を集
約したリーフレットが完成し、その内容を共有す
るとともに、広く市民に向け PR していくことを
確認した。今後は、10 月 6 日に開催する公開トー
クを通じて、芸術文化への親しみを感じてもらう
ための企画を進める。
また、芸術文化ゾーンによるまちづくりを推進
するディレクターの役割について学ぶため、9 月
2・3 日に実施した新潟市の「水と土の芸術祭」の
視察結果を報告。プロジェクト毎に各々ディレク
ターを配している特徴や、市民の理解を得るため
の長期的な取組の必要性、市民主導型の推進体制
の重要性を説明した。

SNSを活用した集客手法を学ぶ
～秋田市商店街連盟～

9／20

❻会議所レポート
❽ 会議所レポート

秋田市商店街連盟に加盟する商店街の会長ら13
名が参加。所有率が 80％を占めるスマートフォ
ン向けの情報発信ツールを活用するため、
「SNS を
活用した商店街への集客」と題し、SNS 活用講習
会を開催した。講師の宮崎デザイン事務所代表・
宮崎昌裕氏は、秋田県よろず支援拠点のコーディ
ネーターとしても活躍している。講習会では、商
店街が実施するイベントや、各個店の売出しの周
知・集客に向け、SNS の開設から投稿方法、投稿
内容のポイント等を学んだ。宮崎氏は「インター
ネットの普及に伴い、4 マス広告（テレビ・ラジオ・
新聞・雑誌）は弱体化し、SNS が情報発信の主役と
なりつつある。個人のアカ
ウントを充実させ、楽しみ
ながら運営することが重要」
と述べた。

東北大会へ向けて準備スタート
～東北六県商工会議所女性会連合会秋田大会第1回実行委員会～

9／14

来年 7 月 11 日に秋田市で開催する「東北六県商
工会議所女性会連合会秋田大会」へ向け、県内商工
会議所女性会会長など 26 名が参加し、実行委員会
を開催。
はじめに、秋田県商工会議所女性会連合会の西
村悠子会長が「今年の夏は、金足農業高校の甲子園
準優勝や、クルーズ船の秋田港への寄港など、秋
田が大変賑わった。この賑わいの中、来年も来秋
する皆様を温かいおもてなしの心で迎えられるよ
う、準備に協力をお願いしたい」とあいさつした。
続いて、実行委員長に西村悠子会長のほか、副
委員長 5 名、実行委員 19 名を選任した。
協議では、大会テーマやスケジュール、講演会
講師の選定、アトラクション候補などについて活
発な意見を交わした。

県内産業の「稼ぐ力」向上を
～第１回議員懇談会～

9／27

役員・議員等71名が参加し、ホ
テルメトロポリタン秋田で開催。秋
田県副知事の川原誠氏が就任2ヶ月
の所感・所信について講演した。
川原副知事は「秋田は自然環境や
川原副知事
伝統行事などが大変素晴らしく、観光資源が非常に
豊富で、地域の一体感が強い。そんな秋田の元気創
造には民間企業の活力が重要。良いものを妥当な
価格で販売する工夫が県内産業の『稼ぐ力』向上に
つながる。そのためには、経済・産業の変革、うね
りをつかむ必要があり、各分野の優秀な人材の確保
が必須。地元企業の皆さんには、クリエイティブな
人材や若手の活躍を促すチャレンジをお願いした
い」と述べた。
続いて、当所役員・議員の永年功労者に対し、東
北六県商工会議所連合会からの感謝状を伝達した。

秋田の食文化「かやき」を発信
～第5回秋田かやき祭り～

9／28
・29


三浦会頭がフィジー共和国名誉領事に

秋田駅前アゴラ広場を会場に 13 店舗が出店し開催。
金土の 2 日間で延べ１万７千人が来場した。
今年は「定番かやきの食べ比べ」と題し、各店舗から味
噌、塩、醤油、塩魚汁をベースとした「昔なつかしクジラ
塩魚汁かやき」「牛スジ煮込みのだまこかやき」「日本海
ふるまい大鍋の大行列
かやきを味わう来場者
秋田ずわい蟹汁かやき」「ラク
レットチーズの豚キムチかやき」等のバラエティに富んだかやきが提供された。
土曜の 17 時から 500 食限定で実施した「秋田牛かやき」ふるまい大鍋には大
行列ができ、わずか 30 分で終了するほどの好評を博した。その後も会場内は、
かやきを楽しむ来場者で賑わった。
提供された秋田牛かやき
もしもの備えに、業務上・業務外を問わず 24 時間保障～生命共済制度【総務課 TEL.866-6674】

疲れた頭をリフレッシュ！！
㈱ビー・エイチ
テラス

Terrace beauty ＆ refresh
代表取締役

加藤 直樹

住所／山王臨海町4-6
アナザーワンビル1F
TEL＆FAX／838-7654
営業時間／10:00～18:30
（土日～17:30）
定休日／月曜・第３日曜
URL／https://terrace-beautyrefresh.amebaownd.com/

㈲サンショウ
代表取締役

加賀屋 眞悦

創業 15 年、介護される方・介護する方・介護の現場に
笑顔があふれることを目標に、日々頑張っております。
経験豊富な営業スタッフが、安全に安心して暮らせる
ような環境づくりや、お身体に合った福祉用具の選定な
どをお手伝いします。
レンタル商品・購入品など、お役にたてる品を多数準
備してお待ちしておりますので、是非、お気軽にご相談
ください。詳しくはホームページをご覧ください。

化学調味料不使用の手作り餃子
餃子の餃天
代表取締役

外川 天平

由利本荘市から秋田市広面の大学病院入口交差点付近
に移転し３年になります。名物はなんといっても無添加
で、化学調味料不使用の皮から手作りした餃子。この餃
子が５個付いた餃子定食（550 円税込）や、定番のからあ
げ定食（650 円税込）が人気です。また、会議所主催のワ
ンコインスタンプラリーにも参加しており、通常 690 円
の味噌・塩・醤油ラーメンが 10 月末までワンコイン 500
円で楽しめます。是非一度ご来店ください。

完全手作りの受注生産です
アトリエ ハ短調
代表

伊藤 秀星

住所／寺内字三千刈459
ピアネス三千刈
TEL／863-7757
URL／http://hatancho.moo.jp/
E-mail／syusei@kaigisho.ocn.ne.jp

当アトリエは昭和 53 年に会議所の会員となりました。
時代の変革に伴い、現在はインターネットで注文を受け、
こだわりの革製品を作っています。なかでも、ご希望の
サイズに合わせて作る「聖書カバー」や「ブックカバー」
は、全国にとどまらず海外のお客様からもご愛用いただ
き、大変喜ばれております。当アトリエのオリジナルデ
ザイン、皮革、そして手染め・縫い…他では出来ないやり
方、こだわりの革製品をホームページでご覧ください。

９
●

会 員 情 報プラザ

住所／広面字蓮沼90-1
TEL／831-6788
営業時間／11:00～15:00
17:00～21:00
定休日／無休
URL／https://www.rakuten.co.
jp/gyouza-gyouten/

取扱商品の一例

❼会 議 所 レ ポ ー ト

店舗外観

今、
話題のドライヘッドスパ

㈱テンジョイ

住所／山王沼田町６-29
カルディア山王1階
TEL／874-7441
営業時間／9:00～18:00
定休日／土日祝
URL／http://sanshou-egao.com

❺ 消費税軽減税率対策

山王の美容室 brave の姉妹店として、４月にオープン
した女性専用サロン。落ち着いた店内では、ヘッドスパ
による頭皮ケア、アロマオイルを使ったボディケア・フッ
トケア等により、極上の癒しと全身へのリフレッシュ効果
を提供します。特に人気のメニューが、髪をぬらさずに頭
皮をほぐすドライヘッドスパ（写真）。肩こりや眼精疲労
回復・リフトアップ効果や小顔効果が期待できます。秋
田ではまだ数少ない技術を当店でぜひご体感ください。

福祉用品と介護リフォームの専門店

❸ 挑戦す る 企 業

わが社の自慢

 新議員さんの横顔

店舗外観
大人気の餃子

ファスナータイプとブックカバータイプ

簿記・販売士・ビジネス実務法務等々、社員のスキルアップに商工会議所検定のご活用を！

❷ 活力あ る 秋 田

三浦会頭がフィジー共和国名誉領事に就任
〜スポーツ・文化・経済の交流促進へ〜

❹ 消費税軽減税率対策

三浦廣巳会頭（秋田日産自動車㈱代表取締役会長）がフィジー共
和国名誉領事に就任することとなり、９月１日、秋田拠点センター・
アルヴェにおいて佐竹知事、穂積秋田市長ら約 250 人の出席のも
と、在日フィジー共和国大使館主催による就任式が行われ、イシケ
リ・マタイトガ特命全権大使より三浦会頭に任命状が授与された。
また、名誉領事就任と同時に、秋
田市に東北地区を管轄する「在秋田
フィジー共和国名誉領事館」が開設
イシケリ・マタイトガ大使（右端）
された。同国の名誉領事は江別、横
浜、別府に配置されているが、東北地区は平成 28 年に在仙台名誉総領事が亡
くなってから不在となっていた。このため、社会人ラグビーの秋田ノーザン
ブレッツに同国出身選手が在籍するほか、県・秋田市が同国とスポーツ交流に
関する基本協定を結ぶなど、相互交流を進めている秋田からの名誉領事就任
について、大使から依頼を受けたもの。
出典・外務省

※在秋田フィジー共和国名誉領事館：秋田市寺内大小路 207−38 秋田日産自動車㈱内

❻会議所レポート

保険とリース、相続・事業承継の

働き方改革

ご相談はお気軽にどうぞ！
！
株式会社

北日本ベストサポート

経営者目線の
セミナーしてます。

中小企業活性化サポート

〒010-0967 秋田市高陽幸町8番17号 岸ビル内
TEL.018-883-1888 ㈹ FAX.018-883-1822
URL http://www.knbs.jp

秋田市卸町 1-3-2 秋ト協ビル
TEL 018-853-5005

社会保険労務士

高橋 朱実

社会保険労務士
社会保険労務士

冨沢 克次
武田 明子

❽会議所レポート

一般貨物輸送・ＪＲ貨物コンテナ・倉庫・大型クレーン作業・重量物運
搬 / 据付・引っ越し・海上コンテナ輸送・輸出/輸入通関業務・フェリー

秋田運送株式会社
代表取締役会長
代表取締役社長

本社

石
近

田
藤

治
一

010-0802 秋田市外旭川字水口 155 － 1
TEL 018-824-1081 FAX 018-862-8751
URL http://akitaunso.co.jp
MAIL : akitaunsou@akitaunso.co.jp



平成30年度「税を考える週間」

三浦会頭がフィジー共和国名誉領事に

公益社団法人

日時

哲
俊

11月16日

午後3時～午後４時30分

◆お申し込み方法◆

会場

秋田南法人会

記念講演会

秋田キャッスルホテル

青少年健全育成のカリスマ

（秋田市中通1-3-5 TEL018-834-1141）

で

ぐち

やす

ゆき

出口 保行 氏

講師

＊お申し込みいただいたみなさまの個人情報は講演会の事務手続きにのみ使用させて
いただきます。

演題 「攻める防犯という考え方
～今、
私たちができること～」

国税に関する申告や、納税・申請・届出
などの手続きはe -Taxで！

公益社団法人

秋田南法人会

入場
無料

東京未来大学 こども心理学部部長

事務局まで代表者の氏名・連絡先・参加人数を電話またはFAXでお知らせください。

●受付時間：平日の10：00～16：00 ●締切日：10月29日
（月曜日）

定員150名

〈事務局〉〒010-0061 秋田市卸町3-6-3ｂ秋田卸センター別館内

TEL 018-866-2630

FAX 018-866-2631

小規模事業者（従業員20人以下、商業・サービス業は 5人以下）向け、無担保・無保証人・低利（8月24日現在 1.11％）の
「マル経融資」をご利用ください。【経営支援課 TEL.866-6677】

行事

時間

場所

10/16 秋田市在京経済人交流懇談会 16：30～ ホテル椿山荘
東京
10/22 第61回優良社員表彰式

15：00～ ホテルメトロ
ポリタン秋田

10/23 消費税軽減税率対策セミナー 13：00～ 第一会館本館
10/24 ビジネススクール凌雲塾「コミ
ュニケーション力向上研修」

18：00～ イヤタカ

10/25 常議員会

12：00～ 当所７階

11/1 運輸交通部会・県建設部との
意見交換会

16：00～ ホテルメトロ
ポリタン秋田

11/7 ビジネススクール凌雲塾
「接客向上研修」

9：30～ 当所７階

11/9 “お寺でよる活”
１１月はクリスマスリース

19：00～ 妙覚寺

新年祝賀会の事前案内

秋田県最低賃金が改定されました
平成 30 年 10 月 1 日から、24 円引き上げられ

時間額
「762 円」となりました。
お問合せ

秋田労働局賃金室 TEL 833-4266

甲斐 博之 氏

弊社は秋田港に面した場所にあり、主要製品
は電気亜鉛と濃硫酸です。1972 年の操業開始か
ら生産能力を段階的に増強し、現在は 210,000t/
年の生産体制を構築しました。亜鉛製錬所とし
て国内最大規模の生産能力を誇っています。
小坂製錬をはじめとする DOWA グループ各
社と資源ネットワークを構築することで、亜鉛精
鉱に含まれる金、銀、銅、レアメタルなど数多く
の有価金属を高収率で回収することが可能と
なっています。環境負荷を最小に抑えた製造プ
ロセスをもって資源を供給することで、持続可能
な社会を実現することの一端を担うべく活動し
ております。
これからの亜鉛を取り巻く環境として、需要先
である自動車の生産が海外移転で減少傾向にあ
り、今後も厳しさを増して行くものと推測してい
ます。そういった中でも「地域社会に貢献する世
界で最も安全で競争力のある亜鉛製錬所」を目指
して、無事故・無災害・無公害の安定操業を続
けていけるよう努力してまいります。
商工会議所の活動を通し、秋田の商工業の振
興発展、地域社会の活性化に貢献することができ
れば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

経営に役立つ
サイトを紹介

経営計画つくるくん／中小企業基盤整備機構
「経営計画の大切さは理解しているが、どうやって作

成すれば良いか分からない」と悩んでいる方におすす

めです。選択肢から選び、最小限の文字入力により、
最短わずか 30 分で経営計画が作成できます。是非ご
活用ください。

つくるくん

検索

www.kappan.co.jp/
本
社 〒011-0901 秋田市寺内字三千刈110-1 TEL.018-888-3500（代） FAX.018-888-3505
東 京 営 業 所 TEL.03-5927-8101 名古屋営業所 TEL.052-251-5080

〒011-0901
〒013-0044
〒017-0872
〒018-3301
〒016-0878
〒015-0041

秋田市寺内字後城322-3
横手市横山町2-3
大館市片山町3丁目13-40
北秋田市綴子字大堤道下95-2
能代市字臥竜山39-4
由利本荘市薬師堂字谷地97-1

TEL 018-845-1141 FAX 845-5079
TEL 0182-32-2612 FAX 33-4540
TEL 0186-42-1335 FAX 42-1356
TEL 0186-63-1451 FAX 63-0130
TEL 0185-52-5151 FAX 54-8183
TEL 0184-22-3134 FAX 24-3582

ステンレス、スチール、アルミのことなら
製作から施工まで …

〒010-1601 秋田市向浜一丁目6 - 1
TEL 018-874-7881 FAX 018-874-7882
URL : http://www.sasakiss.co.jp

会員向けメールマガジン配信中！経営に役立つ情報をお届けしています
ご登録は「maga@akitacci.or.jp」宛てに企業名をお知らせください【企画振興課 TEL.866-6679】

 新議員さんの横顔

国が推進する
「健康経営優良法人
認定制度」
において 2017 年度に
引き続き2018年度も認定されまし
た。この制度は、地域の健康課題
に即した取り組みや国が進める健
康増進の取り組みをもとに、特に
優良な健康経営を実践している法
人を顕彰する制度です。

本
社
横手支店
大館営業所
北秋田営業所
能代営業所
由利本荘営業所

❾会 員 情 報プラザ

経営のヒント！

代表取締役会長兼社長

❼会 議 所 レ ポ ー ト

平成31年秋田商工会議所新年祝賀会を、1月7日
（月）17時から秋田キャッスルホテルで開催いたし
ます。正式なご案内は、11月にＦＡＸまたは郵送さ
せていただきますので、ぜひご参加ください。
お問合せ 秋田商工会議所 総務課 TEL866-6674

秋田製錬株式会社

❺ 消費税軽減税率対策

専門サービス部会

9：30～ 当所７階

新議員さんの横顔

❸ 挑戦す る 企 業

月日

★

秋田商工会議所 寺町観光研究会

No.817

寺町探訪ウォーク

9/8
★

★

誓願寺、大悲寺、浄弘寺、普傳寺、
釈迦堂光明寺の５寺院を巡り歩
き、ご住職から寺院や寺町の歴
史を教えていただきました。

★

★

第 2 金曜は ＂お寺でよる活＂

9/14 ９月は日本酒

★

鱗勝院で、福禄寿酒造㈱代表取
締役社長の渡邉康衛氏を講師に
招き、日本酒について教えてい
ただいたほか、４種類の日本酒
を飲み比べしました。

★
★
★

10

★

これからの 第 2 金曜は ＂お寺でよる活＂

★

平成三十年十月十日
（毎月一回十日発行）

・10 月はイタリアン精進
・11 月はクリスマスリース
★

Oct.2018

★

※詳細はホームページでご確認ください。

★お申込・問合せ

秋田商工会議所 寺町観光研究会
（企画振興課内）ＴＥＬ866-6679

秋田商工会議所 総務課 連絡先 TEL 866-6674

中小企業者等の省エネ設備の導入に
最大100万円の補助金を交付します
LED
対

空調
象

ボイラー

者

・中小企業者（個人事業主を含む）
・医療法人
・社会福祉法人

対象経費
設計費、工事費、設備費
測量・試験費

※諸経費、消費税は含みません。

補

助

率

補助対象経費の１／３

※千円未満は切り捨て、上限 100 万円

変圧器

秋田市

断熱/保温 インバータ など

補助金の交付を受けるには、無料の省エネルギー
診断結果が必要です。
下記の診断実施機関に直接お申込みください。
・一般財団法人省エネルギーセンター（東北支部）
・あきた省エネプラットフォーム

まずはお問合せください！
お

問

合

秋田市環境部環境総務課
〒010-8560
秋田市山王一丁目１番１号
電話 018-888-5704

せ

秋田市旭北錦町一番四七号（秋田県商工会館内）
ＴＥＬ（〇一八）八六三─
四一四一

(例)

相場哲也

※
「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。

アクサ生命保険株式会社
秋田支社 秋田営業所
〒010-0921 秋田県秋田市大町3-5-1 秋田大町ビル6階
TEL018-862-1670

編集発行人

ベストウイズクラブでは、
「福祉制度キャンペーン」を9/18 ～ 11/30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
非ご協力いただきますようお願い申しあげます。

発行◎秋田商工会議所

通巻八一七号

『商工会議所福祉制度キャンペーン』実施のお知らせ

