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東北ＩＴｂｏｏｋ株式会社
ＩＴｂｏｏｋホールディングスの東北地区初の事業会社として 2019 年 5 月に設立。
幅広い知識・経験・人脈を強みに、秋田の魅力と可能性を伝える取組を行っている。
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秋田はきっと良い日が来る
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秋田での思い出
平成 27 年 6 月着任の日、秋田出身の義父に東京
駅でのサプライズ見送りを受け、不安と希望を胸に、
こまちで秋田に向かった日の事、そして出張では何
回か訪れた秋田でしたが、降り立った駅前の寂しい
風景に驚いた事を今でもはっきりと覚えています。

❻ 会議所レポート

山梨の田舎出身の私は秋田の若者と同様、東京
に憧れ大きなマーケットで仕事をしたいと希望し、
入社以来 25 年間東京で仕事をしてきました。しか
し秋田での仕事と生活が私の人生観を 180 度変え
ることになるのです。
駅ビルとメトロポリタンを運営する会社に勤務し
ましたが、中心市街地活性化を目的とした「ノーザ
ンステーションゲート秋田」の旗のもと、駅ビルと
駐車場の改修に取り組みました。また、節目の周年
を迎える会社の経営改善という事で意識改革や前

❽ 市内企業景況調査

向きな施策に一丸となって取り組んで頂いた社員
の皆様には本当に感謝をしています。
それから公私にわたり、温かく楽しい時間を過ご
させて頂いた秋田の皆様には感謝以外の言葉は見
つかりませんが、これからもっと恩返しをしなけれ
ばならないとの思いを強くした矢先の平成 29 年の
夏に、サラリーマンの悲哀である新潟への転勤命令
が。

新潟での仕事
 正副部会長紹介

新潟駅は百年に一度という規模の大工事が進行
中です。私はその変わりゆく新潟駅の中に、商業施
設や県内外の方が交流できる施設の開発を担当し

お

また

やす

のり

小 俣 康 則

私が秋田での経験によって思いを強くした今後の
使命だと思っています。
ご承知の通り新潟は日本酒王国ですが、日本酒の
会には必ず秋田の酒を持っていきＰＲしています。
アウェイではありますが、クチコミ大使の役目です
し、秋田のほうが「美人だ」
「郷土料理が美味しい」
「お祭り文化がすごい」等、ムキになって話をしてい
る自分は、もはや秋田人です。

地方の時代は来る
私の家は東京にありますが、オリンピックの開催
を喜ぶ一方で生活するにも仕事をするにも相当不便
な状況になると予想しています。テレワークが推奨
されていますし、現実これを機に進行していくと
思っています。仕事をする場所を選ばない時代が来
るとすれば、絶対豊かな地方はチャンスですし、事
実新潟でもＩＴ系の会社が移転してきたという話を
聞いています。それが故に各地方の「豊かさ」の魅
力度がキーになります。秋田には他には負けない魅
力がたくさんありますが、その魅力を表現出来る場
がもっと生まれると全体としてのおもてなし力が上
がると考えています。想いを持った方が交流する場
の開設と起業や既存のアセットを活用する支援等
が更に活性化すればと願っています。私は「豊かさ」
とは何よりその土地の人間力であると思っています
ので、それこそ秋田の最大の強みであると確信して
います。
■略歴
昭和 42年

山梨県大月市生まれ

ています。秋田駅も私が離れた以降も様々な施設

平成 2年

筑波大学基礎工学類卒業

が開業し、27 年ぶりに駅前の地価が上昇したという

同

東日本旅客鉄道株式会社入社

ニュースは本当にうれしいものでした。新潟県も今
後地方の課題は進行していくので、駅を中心とした
街づくりによって活性化をしていきたいというのが、

氏

年

平成 27年

秋田ステーションビル株式会社
代表取締役社長

平成 29年

現職

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。

秋田のプラットフォーマー
を目指す
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東北ＩＴｂｏｏｋ株式会社
取締役

秋田・北日本の ICT 拠点として

「働き方改革」に取り組む秋田の企業のために

「RPA」による課題解決

九 島 正 広氏

働き方改革に繋げることができます。弊社は、全国
初となる産官学が連携し設立した秋田 RPA 協会の
事務局として、RPA の啓発と普及そして活用を行
うことで、秋田県内の事業活性化と働き方改革のた
めの支援・地域課題の解決に向けた活動を行って
いるほか、相談にも応じています。

弊社の強み─ Communication ＆
Collaboration で秋田に人を呼び込む─

全国に様々な業種のグループ企業がある弊社は、
幅広い知識・経験・人脈が大きな強みです。自社
開催のセミナーやイベントは、県外から積極的に企
業・事業・人を呼び込み
実 施しています。その大
きな目的は、県内企業に、
「まだ秋田にない製品や技
術を伝えること」
、その一
方で、他地域の企業に「秋田の魅力と可能性を伝え
ること」があります。そのような背景から、弊社オフ
ィスの一角を“tococo”と銘打ち、Communication
（co）と Collaboration
（co）が生まれる・つながる
（to）
スペースとして提供しています。また、誘致企業で
ある弊社は、事業を通して秋田で発展を遂げる事に
より、積極的な雇用の創出や県内の産業振興、地方
創生に寄与したいと考え、
民間企業、自治体なども
含め、ICT をベースとし
た経済振興を図る目的の
ための共通の場「プラット
フォーム」として、東北ＩＴ
ｂｏｏｋを活用していただけるように整備、推進してま
いります。
P r o f i l e●
■設
立 令和 1（2019）年 5 月 7 日
■事業内容 ・地域包括コンサル ・ニアショア
・クラウドサービス ・人材育成
・外国人労働者受入事業
など
■所 在 地 秋田市東通仲町 4 番 1 号
秋田拠点センターアルヴェ 14 階
■Ｔ Ｅ Ｌ 018-838-0238
■Ｕ Ｒ Ｌ https://www.t-itbook.co.jp/

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。

 行事予定

弊社は 2019 年 9 月に設立した「秋田 RPA 協会」
の事務局としての一面を持ち合わせています。秋田
県の調査によると、県内企業の RPA の導入率はわ
ずか 0.4％です。働き手の高齢化が叫ばれる本県で
は、今までのやり方を変えることに抵抗がある企業
も多いようですが、ICT 技術の導入は、働き方改革・
コスト削減などの課題解決に直結した効果が見込
めます。中でも「RPA」は、実際に働いている方の
現場の意見・作業をもとに、本来、人がやらなくて
もいい作業を自動化することで、業務の高効率化、

ひ ろ

❾ 会員情報プラザ

近年キーワードになっている「働き方改革」です
が、単に働き手の不安や不満を解消するやり方が分
からないということもありますが、実は働き方改革
には、IT ツールをうまく使うことが効果的なことが
多いのです。例えば、手持ちのスマホがそのまま使
えるコミュニケーションツール、これまでの手書き
帳票類をその場で取り込むことが可能な OCR（デ
ータ読み取り）ツールなどがあります。弊社にも県
外から単身赴任している社員や、小さな子どもを育
てながら働く社員がいます。自社でもテレワークな
ど ICT 技術を用いた体制・制度を積極的に取り入
れる事で、秋田で働き方改革に向き合う企業の活
用シーン・企業課題にあわせた実現可能な支援プ
ランをご提案しています。

ま さ

❼会議所レポート

東北ＩＴｂｏｏｋは、親会社ＩＴｂｏｏｋホールディングス
の東北地区初の事業会社として、また令和初の秋田
県・秋田市の誘致企業として 2019 年 5 月に設立し
ました。主な事業内容は、地域包括コンサル・人材
育成・ニアショア・クラウドサービス・外国人就労
受入支援・自治体クラウド支援などです。ＩＴｂｏｏｋ
ホールディングスグループは、IoT、AI、ビッグデ
ータ、クラウドコンピューティング等の新技術を効
率的、効果的に活用した付加価値の高いサービスを
官公庁、独立行政法人、地方自治体等の公共機関や
民間企業等に提供しています。これらのノウハウを、
秋田で必要とされる形に変えてご提供することで、
豊かな社会の創造に貢献していきます。

し ま

❺ 会議所レポート

く

❷ 活力あ る 秋 田

栄えある受賞おめでとうございます !
瑞宝単光章
鳥 海 一 房 氏 赤玉 代表
消防功労。昭和 55 年秋田市消防団土崎南分団に入団。平成 8 年副団長にて退団するまで、17 年
間にわたり地域の安全に寄与した。
昭和 45 年、家業の赤玉食堂を継ぎ現在に至る。

黄綬褒章
賢 木

新

悦 氏 ㈱都市整備 取締役会長

業務精励。昭和 48 年入社。同 59 年代表取締役社長就任。平成 25 年から現職。同 22 年日本補
償コンサルタント協会東北支部長に就任し、同 26 年より日本補償コンサルタント復興支援協
会副会長、同 28 年より日本補償コンサルタント協会副会長を歴任。同 30 年、国土交通大臣表
彰（建設事業関係功労）。同 19 年度より大曲商工会議所副会頭。

秋の叙勲・褒章

４
●

藍綬褒章
長谷部

光

哉 氏 アーセプトコンサルティング㈱ 代表取締役

税理士功労。昭和 60 年長谷部光哉税理士事務所開業。平成 23 年税理士法人化し代表に就任。
同 15 年から 23 年まで東北税理士会常務理事。同 25 年から 29 年まで同会副会長兼同会秋田県
支部連合会長。同 27 年から 29 年まで日本税理士会連合会常務理事兼国際部長を務め、業界
の発展に寄与した。

2020 年 4 月 1 日
施行

約 120 年ぶり民法
（債権法）改正の主なポイント
「社会・経済の変化への対応」の観点からの改正項目

「国民一般に分かりやすい民法」
とする観点からの改正項目

➡

➡

❻会議所レポート

企業の契約などに影響があります。対応の必要性をご確認ください

●債権の消滅時効期間が変わります！

❽ 市内企業景況調査

種類が多く
複雑

➡

例外として設けられていた業種ごとに異なる短期
の消滅時効を廃止し、消滅時効期間を原則 10 年か
ら 5 年に統一（ケースによっては最長 10 年）

→ 時効期間の判断を容易化

●法定利率が柔軟になります！
年 5％で固定

（商取引は 6％）

➡

法定利率を現行の年５％から年３％に引き下げた
上、市中の金利動向に合わせて変動する制度を導入

→法定利率についての不公平感の是正

●約款についての規定が新設されます！
規定なし

正副部会長紹介

➡

定型約款を契約内容とする旨の合意や表示があれば
個別の条項に合意したものとみなすが、信義則に反
して相手方の利益を一方的に害する条項は無効と明
記
→取引の安定化・円滑化

意思能力
意思能力（判断能力）を有しない状
態になった方がした法律行為は無
効であることを条文に明記
将来債権の譲渡
将来債権の譲渡（担保設定）が可能
であることを条文に明記
賃貸借契約
賃貸借終了時の敷金返還や原状回
復に関する確立したルールを条文
に明記

●個人保証の要件が厳しくなります！

事業資金が主な債務となる個人の保証契約

制限なし

➡

事業用の融資について、経営者以外の保証人につ
いては公証人による保証意思確認手続を新設
保証人が個人である根保証契約は、極度額を書面
等で合意しない限り無効
 →安易に保証人となることによる被害の発生防止

◎詳しくはこちらでご確認ください
法務省民事局参事官室
TEL 03-3580-4111 ㈹
URL http://www.moj.go.jp/

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】

11／12

～運輸交通部会総会24名参加～

～専門サービス部会総会25名参加～

県あきた未来創造部あきた未来戦略課長の久米寿
氏を招き、秋田県の人口減少対策について、第１期あ
きた未来総合戦略での取組と、次年度からスタートす
る第2期戦略の骨子案について懇談した。
久米氏は「人口減少には、未婚化・晩婚化・晩産化
の進行や 3 子以降の出生割合の低下、県外就職・進学
による若年層の転出、新規学卒者の受け皿不足、都
市と地方の格差（賃金・有効求人倍率）などの様々な
原因が考えられる。第１期戦略の効果を検証し、第
2 期戦略では①産業振興、②新しい人の流れづくり、
③結婚・出産・子育ての希
望をかなえる社会づくり、
④新たな時代に対応した
地域・人づくりの 4 つを基
懇談の様子

本目標に取り組んでいく」
と述べた。

日本経済は回復基調

11／13

～理財部会総会33名参加～

11／14

日本銀行秋田支店長の村國聡氏を招き、
「わが国経
済の現状と課題」をテーマに懇談。
村國氏は、
「日本経済の輸出全体は伸び悩んでいる
が、電子部品などの情報関連では在庫調整が進んでい
る。今後、5Ｇ通信関係の基地局投資やスマートフォ
ンなど、ＩＴ関連の需要は来年にかけて持ち直してい
くと予想される。企業の売上高経常利益率は海外経
済減速の影響で低下しているものの、過去と比較して
水準が高く、設備投資も増加傾向。公共工事も、受注
が増える見通しにある。個人消費については家電を
中心に増税前の駆け込み
需要が見られたが、前回の
増税時と比較してその規
模は小さく、増税後の反動
も小幅と予測される」と述
村國氏
べた。

 行事予定

保険とリース、相続・事業承継の
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
〒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

❾会員情報プラザ

公益社団法人秋田県シルバー人材センター連合会専
務理事兼事務局長の茂木重雄氏を招き、
「超高齢社会に
おける労働力の確保について～シルバー人材センター
の役割と現状～」をテーマに懇談。
茂木氏は、秋田県のシルバー人
材センター事業の課題として「①
高齢化率が高い地域ほど事業の拡
大が進まない、②女性会員および
茂木氏
高年齢者の就業割合が低い、③事
業に対する固定的なイメージが定着し、ホワイトカ
ラー層を対象とした就業機会が不足している」点を挙
げ、
「今後は、高年齢者に対する事業周知を図り、女性
会員の入会率向上と就業以外の地域貢献の場を確保
する必要がある。また、安全就業の更なる推進による
信頼確保と、多様な就業ニーズへの対応による社会的
評価の向上が必要である」と述べた。

11／12

❼会議所レポート

シルバー人材活用の動向を聞く

～商業部会総会42名参加～

❺ 会議所レポート

東日本電信電話㈱秋田
支店ビジネスイノベー
ション部第一バリューク
懇談の様子
リエイト担当の濱名眞穂
氏を招き、音声翻訳機ポケトークの活用方法等につ
いて実機体験も交え懇談した。
濱名氏は「ポケトークの特徴は、①低コスト、②
74 言語に対応する等マルチ翻訳が可能、③長文や方
言等も瞬時に翻訳可能であること。ポケトークを活
用することで、外国人観光客からの突発的な要望へ
の対応や最新の情報提供など、おもてなし力の向上
が期待できる。自社ではフリー Wi-Fi の導入により
県内の観光客受入基盤の整備に貢献してきたが、今後
は Wi-Fi 接続時のウェブ広告表示機能や QR 決済、
AR・VR を用いた魅力発信等により県内企業等の収
益増に貢献していきたい」と述べた。

秋田県の人口減少対策

❸ 挑戦す る 企 業

ポケトークでおもてなし力向上

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

〒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

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】

❷ 活力あ る 秋 田

次世代移動通信システム５Ｇを学ぶ
～情報通信部会総会25名参加～

11／14

❹ 秋の叙勲・褒章

日本電気
（株）
新事業推進本部長
の永井研氏を招き、
「人・モノ・コト
を豊かにつなぐ～ 5Ｇ時代の社会
価値創造とは～」をテーマに懇談。
永井氏は、
「5 Ｇは『人』のコミュ
ニケーションだけでなく、ＡＩ
・
Ｉ
ｏ
Ｔによる『人』
『モノ』
『コト』が
永井氏
つながる次世代通信システム。4
Ｇを発展させた『超高速』に加えて、長距離通信でも
ずれが生じにくい『超低遅延』や『多数同時接続』と
いった新たな特徴を持つ。今後は、事件・事故の予
兆を検知する高度警備サービスや、災害現場等での
建機遠隔操縦、会場でタイムリーに情報を把握でき
るスポーツ観戦ＡＲなど、様々な活用が期待される。
5 Ｇ事業は、想像を飛び越えたところに本領を発揮
すると思う。どこで活用できるか現場の皆様の意見
をいただきたい」と述べた。

❻ 会議所レポート

プロ人材雇用とＩＣＴ施策で課題解決
～工業部会総会31名参加～

11／18

❽ 市内企業景況調査

秋田県プロフェッショナル人材戦略拠点の吉崎和
夫マネージャーと秋田県産業政策課デジタルイノ
ベーション戦略室の大西勝班長を招いて、それぞれ
事業および施策について懇談。
吉崎氏は、
「ミッション掲示型の求人により、企業
の経営課題解決に向けた人材獲得を支援している。
多様な人材需要に対応するため引き続き事業を進め
ていくので、企業活性化のため幹部候補人材やエキ
スパート等プロフェッショナル人材を求める方は積
極的に相談してほしい」と説明。
大西氏は、
「課題先進県と言われる秋田県において
は、この逆境をチャンスと
捉えチャレンジする必要
があり、デジタルイノベー
ション推進による産業振
興・地域課題の解決に向け
取り組む」と述べた。
（左から）吉崎氏、大西氏

 正副部会長紹介

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
代表取締役社長

本社

近

藤

俊

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

東北ＤＣの概要を説明
～観光料飲部会総会39名参加～

11／18

2021 年 4 月から 9 月にかけて開催される「東北デ
スティネーションキャンペーン」について、秋田県観
光振興課の観光推進ディレクターの佐々木晃久氏
と、東日本旅客鉄道㈱秋田支社の営業部観光推進室
長の柴田亜希子氏の 2 名をゲストに懇談。
佐々木氏は「本県の魅力度は低くないが、宿泊者数
は全国 42 位と苦戦している」と現状を説明し、
「外か
らの目線を意識して情報を発信し、宿泊や消費に繋
げたい」と述べ、東北ＤＣのロゴマークについても
「積極的に活用し機運を盛りあげていただきたい」と
呼び掛けた。柴田氏は今回初めての試みとなる航空
会社と高速道路会社と
が連 携 したプ ロ モ ー
ションを紹介し、広域周
遊・インバウンド誘客・
企業連携などの特徴に
ついて情報提供した。
東北ＤＣのロゴマーク

原価管理で会社を強く！
～建設部会総会29名参加～

11／18

樋渡サポートサービ
ス代表の樋渡忍氏を招
き、
「私が現場で経験し
た原価管理について」
をテーマに懇談。
樋渡氏は、
「黒字にす
る方法は、経費削減や売上拡大より原価管理が効果
的。受注契約する前に実行予算の利益率が目標利益
率を達成できていなかった場合、①排除、②統合（一
緒にする）
、③交換（順序を変える）
、④単純化－の 4
つの法則に従って工程の再検討が必要。人手不足の
中、現場が忙しい等の理由から工程管理ができない
中小企業では、
『終わってみたら赤字だった』
『忙し
いけど儲からない』と経営が行き詰ってしまう傾向
や恐れがある」と家業の建設会社での実体験や、よろ
ず支援拠点コーディネーターとしての支援事例を踏
まえた情報提供があった。
電気は〈安全・安心〉が第一！

電気設備の保守管理は東北電気保安協会へ
私たちが選ばれる理由
トラブル発生時の迅速な対応
技術力と組織力で信頼の点検
災害時は広域応援体制で対応
一般財団法人

東北電気保安協会
秋田事業所 ℡ :018-863-6355

New!

デマンド監視新時代
・初期費用なし
・自動負荷制御標準
◇エネルギー監視サ
ービス
電力量見える化
＋
自動負荷制御

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】

～芸術文化ゾーン活用研究会～

11/3、
10

11／16

東北経済連合会会員、県内商工会議所議員など約
100 名が参加し、ホテルメトロポリタン秋田で開催。
講師に（公財）環日本海経済研究所名誉研究員の辻
久子氏を招き、
「環日本海交流の夢と課題」と題し講
演した。辻氏は、ロシアとの貿易事例について、
「富
山県の伏木富山港では、県が試験輸送の経費を助成
し、ロシア極東コンテナ航路の取扱量が増加した。
また、鳥取県の境港は、韓国・DBS クルーズフェリー
の船舶を利用して環日本海を巡る定期フェリーを就
航し、県が１便当たり 100 万円を助成している。環
日本海の定期国際航路は、釜山
トランシップで世界と繋がって
いる。ロシアとの直行航路を考
えるのであれば、貨物の確保に
向けて日本海側の港が連携する
必要がある」と述べた。
辻氏

首都圏企業とのビジネス交流を深める
～秋田市在京経済人交流懇談会～

11/19

産業経済の活性化と首都圏企業とのマッチングの
場を創出することを目的として、秋田市との共催に
より東京都文京区のホテル椿山荘東京で開催。秋田
市にゆかりのある在京経済人や、秋田市観光クチコ
ミ大使など約 220 名が参加した。
第１部のビジネス交流会では企業・団体 24 ブース
が出展。商品や事業 PR を行い、参加者同士で積極
的に商談や意見交換が交わされた。第２部の懇談会
では穂積志秋田市長があいさつで近年の市内への企
業進出の実績を報告し、更なる企業進出を呼び掛け
た。また、新たなビジネスチャンスを掴むため参加
者 同 士 で交 流 を深 めて
いた。その後、中締めは
三浦会頭が務め、
「在京
の皆 さんの力 添 えを頂
きながら、秋田をさらに
元 気 にしたい 」と述 べ
あいさつをする三浦会頭
た。

外国人材受入のポイントを学ぶ

11／22

外国人材の受入を検討している企業等 56 名が参加し、当所ホール 80 で開催。ASEAN インターンシップ推
進協会の鈴木洵市副理事長は「外国人材雇用のポイントは、①信用できる人材確保ルートを見つけること、②採
用面接は直接実施すること、③在留カードを確認すること等が挙げられる。多様な受入方法の中でもインター
ンシップ制度は、国外大学のバックアップのもと試験的に人材を受け入れることができ、大学卒業後に高度化
人材として受け入れられる可能性がある等のメリットがある」と述べた。
また、㈲ワイアンドエムエムのクリエンクライ・ラワンクル代表代行は「実習生の大半はＳＮ
Ｓで繋がっている。企業と実習生間のトラブルを書き込みされると企業のイメージダウンに直
（左から）鈴木氏、ラワンクル氏 結するので、ＳＮＳへの書き込みについて、事前に話合いルール化したほうが良い」
と述べた。
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】

 行事予定

～外国人材活用促進セミナー～

❾会員情報プラザ

新 規 30 店 舗 を含 む 101
店舗が参加し、9 月 29 日か
ら実 施 したワ ン コ イ ン de
「買い物」
「体験」スタンプラ
リー 2019 が 10 月 31 日で
終了。昨年を上回る 1,959
抽選会の様子
通の応募の中から抽選が行われ、113 名の当選者が
決定。参加店共通お買物券等の景品が贈呈された。
参加店からは「例年より来店のお客様の数が多
かった」
「初めて来店されたお客様もいて、良いＰＲ
の機会になった」
「毎年楽しみにされているお客様
が多く、良い企画だと感じた」などの意見があったほ
か、応募者からは「こういった企画は毎年やってほし
い」
「複数のお店でお買い物することになるため、地
域の活性化に繋がる」
「初めてのお店に気軽に入れ
た」などの感想が寄せられた。

11／7

❼会議所レポート

113名の当選者決まる
～ワンコインde「買い物」
「体験」スタンプラリー2019抽選会～

～東経連フォーラムin秋田～

❺ 会議所レポート

まちの新しい楽しみ方
を発見する「マチアルキ」
を実施。11 月 3 日には参
加 者 21 名 が事 前 に配 布
されたマ ッ プ を参 考 に、
面白そうなお店や施設な
11/3 店主と交流
どを巡り「まちあるきツアー」を作るワークショップ
が行われ、民間ギャラリーのココラボラトリーやク
ラフトビールを製造・販売する BREWCCOLY など
を訪問し、魅力を探った。また、11 月 10 日に第 2
弾を実施。参加者 8 名が、駅前商業施設の一角で作
品 を制 作 している芸 術
作家らと交流し、作品に
込 めた想 いなどを知 る
機 会 とな っ た。 第 3 弾
は 12 月 15 日開催予定。
完成した作品の説明を
受けることとしている。 11/10 芸術作家の想いを探る

環日本海交流の取組について聞く

❸ 挑戦す る 企 業

中心市街地の魅力を探る「マチアルキ」を実施

❷ 活力あ る 秋 田

秋田市内
企
業
景況調査

建設業は横ばい、製造業、卸売業が
改善、小売業、サービス業は悪化。

〈業況DI値〉

7 〜9 月期

調査対象数250社、有効回答数207社
（回答率82.8％）

■業況DI値（全産業）

■売上額・完成工事額DI値（全産業）

■採算（経常利益）DI値（全産業）

❹ 秋の叙勲・褒章

今期のＤＩ値は、全産業で▲20.2 と

今期のＤＩ値は、
全産業で▲9.7と前

今期のＤＩ値は、全産業で▲15.6 と

前期と比べわずかに改善。来期は、▲

期と比べ改善。
来期は、
▲32.0と今期と

前期と比べ改善。来期は、▲22.9 と今

26.7 と今期と比べ悪化の見通し。

比べマイナス22.3 ポイントの大幅な悪

期と比べ悪化の見通し。

化の見通し。
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■設備投資
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■経営上の問題点

❻会議所レポート

今期で最も多かったのは、
製造業（21 件）
、
次いでサービ
ス業（18 件）
、
建設業（15 件）
の順となっている。
今期

製造業、
卸売業、
小売業で「需要の停滞」
を第１位に挙げて
いる。
建設業は「民間需要の停滞」
「従業員の確保難」
、
サービ
ス業は「従業員の確保難」
を第１位に挙げている。

来期

第１位
建設業
製造業
実施して
実施
（35％） 卸売業
いない
小売業
（65％）
サービス業

15件
21件
8件
10件
18件

建設業
製造業
計画あり 卸売業
計画なし
（33％）
（67％）
小売業
サービス業

15件
14件
12件
10件
17件

件数

建 設 業 民間需要の停滞、従業員の確保難

％

8 19.5%

製 造 業 需要の停滞

15 37.5%

卸 売 業 需要の停滞

17 50.0%

小 売 業 需要の停滞

11 28.2%

サービス業 従業員の確保難

11 27.5%

※業種別のＤＩ値等は、当所ホームページをご覧ください。

❽市内企業景況調査

11/15

日本商工会議所青年部主催 ビジネス復興事業
～全国の商工会議所青年部の絆が深まる～

 正副部会長紹介

全国の商工会議所青年部会員約 180 名が参加し、
「災害から復興へ～地域を全国のＹ
ＥＧの力で～」をテーマとしたビジネス復興事業を秋田ビューホテルで開催。被害を
受けた際に自社はどのように対処するか、復興するにはどのようなビジネスで再生す
べきかについて、東日本大震災で被災した３名の経験者より講演いただいた。
建設会社を経営する菅原渉氏は、津波の被害を唯一免れたダンプカー 1 台を用いた、
自衛隊とのがれき撤去作業などのボランティア活動や、交流があったインドネシアに
協力を受けながらの海外進出、飲食店の再生について語った。染色工房を経営する藤
村さやか氏は、結婚を機に気仙沼市へ移住。地
域再生に向け、女性が働きやすい環境を目指し
ながら染色工房を立ち上げたことを伝えた。気
藤村さやか氏の講演
仙沼信用金庫復興支援部長である藤村栄治氏
は、津波により通帳を無くした市民に対し、正確な残高が未定ながら
も、一人 10 万円を上限に払い戻す地域の絆の経験などを伝えた。
その後、グループディスカッションで復興における課題を話し合い、
発表が行われた。
秋田 YEG からは約 40 名が参加し、３年後に秋田市で開催される予定
の全国大会に向け、
全国の YEG メンバーと交流を深めることができた。
グループディスカッション後の発表
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】

備長炭で焼き上げる究極の焼肉
株式会社

（炭火焼肉

久

久）

代表取締役

小原 久実

住所／中通4-17-15
TEL／080-9332-0829
営業時間／
月～金 11：30～14：00
月～土 17：00～22：00
定休日／日曜、
第1及び第3月曜日

大切なひとのために清潔空間を
株式会社東創建
／クリクラ新屋
代表

佐々木 満

住所／新屋割山町6-10
TEL／0120-71-7149
FAX／018-823-0355
営業時間／9：00～17：00
定休日／土日祝
URL／https://tosoken-inc.com

店舗内観

インフルエンザ対策にもおすすめ！
！

秋田で麻雀するなら、ステップで！

素材にこだわる日本一高い納豆を

マージャンカフェ
ステップ
代表

マージャンカフェステップは全国的にも数少ない禁煙
の麻雀屋さんです。４名様のご利用はもちろんのこと、
お 1 人でもお気軽にお越しください。清潔で明るい空間
では、上級者の方をはじめ、点数計算が苦手な方、初心者
さんや女性のお客さまもお 1 人でご来店されてお金を賭
けない麻雀ゲームを楽しんでおられます。ドリンクバー、
駐車場、wi-fi などが無料で利用できます。麻雀の好きな
オーナーと楽しいスタッフ達でお待ちしております！

納豆専門店

二代目福治郎
代表

古屋 和久

住所／大町1丁目3-3
TEL／863-2926
FAX／863-2916
営業時間／10：00～18：00
定休日／日曜・年末年始
URL／https://www.fukujiro.
com/(オンラインショップ有り)

価格競争にはあえて加わらず、最高級の素材で最高級
の納豆づくりにこだわる日本で唯一の高級納豆専門店。
初代から受け継いだ独自製法で、手間を惜しまずに作
られた納豆は、すべて国産高級大豆を使用しており、じっ
くり低温熟成した納豆にしか出せない大豆本来の甘みが
楽しめます。ご自宅用はもちろん、お歳暮・お年始など
にギフト詰め合わせが好評です。まずは、今月号とくと
く情報便に同封の当店チラシをご覧ください。

９
●

会員
議情
所報
レプ
ポラ
ーザ
ト

小松 俊亮

住所／山王沼田町11-27
TEL／018-838-6360
営業時間／平 日 12：00〜24：00
土日祝 10：00〜22：00
定休日／不定休

❼会
優良
議社
所員
レ表
ポ彰
ー式
ト

除菌剤の市場は、消費者の様々な細菌・ウイルス感染
への防衛意識の高まりから、年々拡大しております。宅
配水のクリクラが新たに市場に送り出した、次亜塩素酸
水溶液 ZiACO（ジアコ）。クリクラの原水（RO 膜処理水）
を原料に、クリクラの製造工場で作られた低濃度で弱酸
性～中性の安心・安全な次亜塩素酸水溶液です。安心な
ノンアルコ－ルミストで快適除菌、ウイルス・菌・ニオイ・
花粉対策に！詳細は同封のチラシをご確認ください。

❺会
新役
議員
所・
レ
議ポ
員ー
紹ト
介

一日中肉のことばかりを考えている男が秋田駅前に
オープンした焼肉屋です。当店では素材の味を十分に引
き出すため、冷凍保存を行っておりません。新鮮な素材を、
炭火焼という最高の調理法で皆様にお届けします。無煙
ロースターを使用しているため、臭いもほとんど気になり
ません。夜は焼肉 6 種にキムチ、サラダなどの前菜が付い
た「友久コース（5,890 円税抜）
」がオススメ。
「善言良友」
のコンセプトのもと、皆様に肉で感動を提供します。

❸挑
新戦
役す
員・
る議
企員
業紹介

わが社の自慢

 行事予定

店舗内観

ご来店お待ちしております。

通常の3倍の時間で熟成
させた「日本一高い納豆」

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！

各部会総会で選任

理財部会

❷ 活力あ る 秋 田

8 部会の正副部会長出揃う

東海林利夫、高田眞千、平野敬悦、

実施している。

村山公雄

㈱秋田銀行
取締役会長

運輸交通部会

❹ 秋の叙勲・褒章

受けて、業界や地域の課題解決のための取組を

【副部会長】岡田淳、北林貞男、

湊屋 隆夫

会員企業は、業種により 8 つの部会にそれぞ
供・意見交換を行うほか、部会員の要望・提案を

所属業種＝金融・保険・証券、物品賃貸 等

黒沢晃、斉藤永吉、斎藤孔一、

任期：2019年11月1日～2022年10月31日

れ所属する。各部会では、例会や総会で情報提

部会長

部会長

所属業種＝自動車小売、鉄道、旅客・
貨物運送、倉庫、自動車整備 等

【副部会長】赤上信弥、石黒寿佐夫、
伊藤宏基、木村英明、小谷浩、

11 月中に各部会は総会を開催し、任期満了に

部会長

所属業種＝小売、卸売 等

【副部会長】一ノ関勝義、大高俊平、
小国輝也、小野寺英紀、境田幸子、

前川浩、松島輝、三浦征善、

秋田海陸運送㈱
代表取締役社長

観光料飲部会

商業部会

（敬称略、氏名五十音順）

佐々木宏行、佐藤功、髙橋政志、

西宮 公平

伴う正副部会長の選任などを行った。

山中謙治、渡邉綱平

部会長

所属業種＝一般・遊興飲食店、宿泊、
旅行 等

【副部会長】吾妻伸二、柴田良朗、

進藤 政弘
㈿秋田市民市場
理事長

部会長

【副部会長】相場栄利、石郷岡誠、
石塚広行、佐藤謙治、猿田知久、
小宅

錬

北光金属工業㈱
代表取締役社長

中村真一郎、西村俊治、新田盛久、
藤澤正弘、前田亘、武藤真人

所属業種＝総合・職別・電気・設備工事、
建築材料卸、
不動産、
廃棄物処理 等

【副部会長】開發邦彦、近藤嘉之、
清水洋一、田口清光、田村典美、
加藤 憲成
㈱英明工務店
代表取締役

中村瑞樹、長門孝一、七山慎一、
長谷川尚造、林明夫、三沢直樹

長沢秀行、増子敦、渡邉綱一郎

部会長

所属業種＝医療・福祉・介護、教育、
理美容、士業、生活関連サービス 等

【副部会長】伊藤里花、内村和人、
岡本啓一、小畑悟、北嶋正、
鈴木嘉彦、千葉利昭、中安留美、

杉本 公彦

林德彦、船木寛、本庄敏久、

㈱ RB advance
代表取締役

情報通信部会

建設部会

❽市内企業景況調査

部会長

武島利幸、富樫林太郎、

高橋善健、竹島知憲、大門一平、

㈱ユーランドホテル八橋
代表取締役

升谷昇平、吉田進

所属業種＝鉱業、
電気・ガス、
鉱物・金属
材料等、
機械器具卸 等

鈴木清、鈴木雅人、髙木浩一、

松村 讓裕

辻篤志、那波尚志、畠山豊、

専門サービス部会

工業部会

❻会議所レポート

佐々木清、進藤文仁、鈴木信夫、

水野勇気、森川恒

部会長

所属業種＝放送、広告、印刷、通信、
インターネット付随サービス 等

【副部会長】相川克哉、赤川靖宏、
江畑佳明、大渕宏見、齋藤和美、
太田 聡

㈱秋田魁新報
取締役総合営業本部長

佐藤誠一、末廣健二、畠山紀夫、
松浦寛、栁沼秀光

 正副部会長紹介
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（12 月2 日現在 1.21％）の
「マル経融資」をご利用ください。【経営支援課 TEL.866-6677】

エイジフレンドリーパートナー
になりませんか
行事

時間

場所

検索

エイジフレンドリーパートナー

2020 年東北 ･ 新潟の情報発信拠点事業
「東北ハウス」の実現に向けて
ご協賛企業を募集いたします

１．事業目的

2020 年東京オリンピック・パラリンピックは、東日本大震災

から 10 年の節目でもあるため「復興五輪」として開催される。

秋田商工会議所 年末年始休業のお知らせ
期間：12月28日〜1月5日

事業を開催する。
２．事業概要

経営に役立つ
サイトを紹介

国税庁動画チャンネル／国税庁

期間
会場

３．協賛金

税の手続きや国税の内容等、税に関する情報を動画配
信しています。これからの時期に必要な「年末調整の仕方」
「消費税軽減税率制度の申告」について、事例を交え動画
で分かり易く紹介しています。是非ご活用ください。

国税庁

信し、各地域の交流人口拡大・消費拡大を図るため「東北ハウス」

検索

①高輪ゲートウェイ駅前（メイン会場）ほか
②三井住友銀行東館ライジング ･ スクエア

 本事業にご賛同いただける企業様に協賛をお願いしており
ます。１口 2 万円以上のご協力をお願いします。

４．申込締切

2020 年 3 月 31 日（火）

詳細は、東北ハウス専用ホームページをご覧ください。
https://www.tohokuhouse.jp
協賛のお申込みは、当所ホームページをご覧ください。
http://www.akitacci.or.jp
（お申込・お問合せ）
秋田商工会議所 企画振興課（TEL：866-6679）

働き方改革

❾会員情報プラザ

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 …

① 7 月 18 日～ 8 月 9 日、② 8 月 24 日～ 8 月 30 日

経営者目線で
支援しております。

〒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

❼会議所レポート

経営のヒント！

この機を捉え、被災地の復興及び東北・新潟の魅力を世界に発

❺会議所レポート

12/17 合同部会忘年会
18：00～ イヤタカ
（商業・工業・理財・運輸交通）
12/26 常議員会
12：00～ 当所 7 階
1/6 秋田商工会議所新年祝賀会 17：00～ 秋田キャッスル
ホテル
1/14 青年部新年祝賀会
19：00～ ホテルメトロ
ポリタン秋田
1/22 秋田県商工会議所女性会連 16：30～ 秋田キャッスル
合会新年祝賀会
ホテル
1/23 企業連携セミナー
14：00～ ホテルメトロ
ポリタン秋田
1/24 ネットショップ出店プログラム 13：00～ 当所 7 階
〜国内ＥＣ出店編〜
1/30 合同部会（建設・観光料飲・専 18：00～ アキタパーク
門サービス・情報通信）
ホテル

秋田市では、高齢者や障がいのあるかたにやさしい取
組を継続的に実施する事業者・団体等を「エイジフレン
ドリーパートナー」として登録し、民間と協力して「エイ
ジフレンドリーシティ（高齢者にやさしい都市）」の実現
を目指しています。随時受付しておりますので、ぜひご
登録ください。
お問い合わせ 秋田市長寿福祉課 018（888）5666

➔

月日

❸挑戦する企業

秋田市の事業者・団体等のみなさまへ

中小企業活性化サポート
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

 行事予定

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】
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公演スケジュール 前 売 券［ 自 由 席 ］ 前 売 チ ケ ッ ト イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

好 評 発 売 中！

〜22日（日）

【 一 般 】 3,500円
1月15日（水） 【小中学生】 1,500円
〜26日（日）
※当日券各500円増、価格は税込みです。

◎わらび座 …………………………………0187-44-3332
◎チケットぴあ ………［Pコード561-832］0570-02-9999
◎ローソンチケット ……［Lコード：21700］0570-084-002

【コンビニ
（情報端末機）
受付】
◎ローソン［Loppi］
◎ファミリーマート
［Famiポート］
◎セブンイレブン

【インターネット予約】

◎わらび座オンラインチケット ………………… https://www.warabi.jp/info/gettii.html
◎なかいち@4の3内「さきがけニュースカフェ」店頭でも取り扱っております。

お問い合わせ ■チケット予約・公演……わらび座劇場事業本部 0187-44-3332（月〜土 9:00〜17:30）MAIL:o-kita@warabi.or.jp
■その他……………………秋田市観光文化スポーツ部文化振興課 018-888-5607

「Run!与次郎!」ホームページ https://www.warabi.jp/yojiro

相場哲也

主催：ミュージカル「Run!与次郎!」公演事業実行委員会（秋田市、秋田市教育委員会、秋田商工会議所、秋田魁新報社、羽州街道交流会）

編集発行人

上演会場：秋田市にぎわい交流館AU 3階 多目的ホール（エリアなかいち内）

発行◎秋田商工会議所

2020年

【電話予約】

通巻八三一号

2019年12月14日（土）

公益財団法人産業雇用センターは失業なき労働移動をサポートします。
・お気軽にご相談、
連絡ください。
当センターの全職員は皆様方のご期待、
ご要望に応えるべく努力いたします。

当センターの4つの特色

■企業間の人材マッチングをサポート

1 30年以上の実績と信頼

3 全国ネットのサービス

経済・産業団体と厚生労働省の協

全国 47 都道府県に事務所があり、

力で設立された公益財団法人で、

全国ネットでサービスを提供して

30 年以上の実績と信頼を得てい

おります。

ます。

■優秀な人材の育成、
職場の活性化をサポート
・経験豊富な講師が、活力ある職場づくりを
各種セミナーを通じてお手伝いします。

登

ご利用は無料
録
相 談

あっせん

企業との間で出向・移籍による支
援をしております。

針に基づき厳守いたします。

ハローワーク等と併用が可能
ハローワーク等と併用し、全国ネットで
の再就職・人材確保の支援が可能です。

裁判所●

秋田県庁●

市民グラウンド

●秋田市役所

山王大通り

● アイデックスビル

●日本銀行

木内
●
広小路
千秋
公園

東カン秋田ビル
秋田県庁●
第二庁舎

みずほ
銀行●

山王十字路

産業雇用安定センター

ホームページは
こちらから

中央通り
秋田駅

FAX 018-883-4215

メールでもお問合わせいただけます  Akita-2@sangyokoyo.or.jp
ホームページもご覧ください

は、当センターの個人情報保護方

独自の人材情報を提供

産業雇用安定センター 秋田事務所

TEL 018-823-7024

企業情報・個人情報に関しまして

当センター独自の人材情報を提供し、
再就職・人材確保の支援が可能です。

〒010-0951 秋田市山王3-1-7 東カン秋田ビル4階

sangyokoyo.or.jp

人材が余剰の企業と不足している

4 企業・個人情報は厳守

秋田銀行本店●

公益財団法人

成立（再就職）

2 雇用調整対象者に再就職支援

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

・人材を必要としている企業の皆様へ
⇒人材情報の提供・斡旋をします。
・雇用調整を検討している企業の皆様へ
→従業員様の再就職をサポートします。

