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❷活力ある秋田
[ 秋田市観光クチコミ大使 ]
㈱ハーデス

高田 由香 氏
❸挑戦する企業

アイル合同会社

❹❺2020年度事業計画・予算
❽専門家経営相談

N o .8 3 5

新型コロナウイルス
感染症関連の支援施策

アイル合同会社
障がい児通所事業所とショートステイを併設し、常勤の看護師による小部屋での個別支援サービスを受けられる施設を
経営。代表社員の西方氏は、2019年度秋田県商工会議所女性会連合会女性起業家大賞において、秋田県商工会議
所連合会会長賞を受賞した。

週１回のスポーツクラブでの体操教室の模様
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秋田の可能性

❹２０２０年度事業計画・予算

［秋田市観光クチコミ大使］
株式会社ハーデス
シンガーソングライター

秋田市で生まれ、母子家庭で仕事が忙しかった母
に変わり、私は大自然に囲まれ美しい水が流れる上

たか

だ

ゆ

か

高 田 由 香

氏

がとても素晴らしいことだと思いました。
この勢いでもう少し変わったら嬉しいなと思うこ

❻会議所レポート

小阿仁村で祖母に元気いっぱいに育てられました。

とは、秋田は他県と比べて街中で音楽を奏でること

冬は雪まみれになり、夏は「トンボを 100匹捕まえ

のできる場所が少ないこと。秋田に住んでいる若者

るぞ！」と好奇心旺盛な、歌うことが大好きでやん

が気軽に自己表現できる場所ができたらいいなぁと

ちゃな女の子でした。今思えばとても恵まれた環境

思います。若者が、ライブハウスでいきなり LIVE

で幼少期を過ごしたと思います。

をするというのはハードルが高いため、もっと気軽

歌手になりたいという想いは物心ついた頃からあ

にLIVEができる場所を望む人たちの気持ちと、街

りました。秋田商業高校を卒業後、一度は秋田市内

に賑わいが欲しいと思っている地域の方との気持ち

の企業に就職したものの、夢を諦めきれず勇気を振

は合致していると感じます。広大な土地があるので、

り絞って退職し、上京後メジャーデビューすること

有料イベントという形ではなくとも、自由に歌え、

ができました。

演奏ができる場所が増えると、一歩踏み出そうとす

その後は全国各地でのLIVE活動や、様々なメディ

る人が増えるのかなと思いました。

❽専門家経営相談

アに出演するなど、貴重な経験をさせていただきま

そんな私もまだまだ夢の途中です。私を育ててく

した。
「秋田出身のシンガーです！」と自己紹介を

れた秋田の大地と素晴らしい豊かな心をもった秋田

すると、みなさんとても興味を示され、
「秋田弁喋っ

のみなさんに恩返しできるよう、これまで以上に頑

てみて〜」とかなりの確率で言われます
（笑）
。それ

張っていきたいと思います！

だけ “ 秋田ブランド ” は浸透しているんだなと思っ
たら嬉しくなり、秋田は大きな可能性を秘めている
場所なんだと再認識しました。
ユニット解散後、ソロのシンガーとして活動しよ
うとしていた頃、地元秋田は元気がなくなってきて
いると知り、私に何ができるか分からないけれど、
エンターテイメントで秋田を少しでも盛り上げられ
たらと思い、秋田での活動を増やしていきました。

 新型コロナ支援施策

しかし、私が思っていたよりも色々な問題点があ
り、私だけの力では秋田を元気にするというのは難
しいことを痛感しました。
2020年を迎えて今思うことは、少しずつ秋田は
変わり始めているということです。シャッターが閉
まった商店街を若い世代の方々が、自分たちの力で
また賑わせようとしたり、様々なイベントや取り組
みをしたり、精力的に活動している方が増えたこと

■略歴
1985年秋田市生まれ
音楽活動を始め、
「rhythmic」として2010年にメジャ
ーデビュー。
ユニット解散後、東京と秋田を拠点に全国で活動開
始。
歌手活動をはじめ、ラジオ・CM・声優など活動の幅
を広げる。
プロ野球始球式、プロバスケットボールリーグで約1
万5千人の前で国家独唱を務めるなど、数々のイベン
トにも出演中。
ABS秋田放送ラジオ 毎週水曜日 「エキマイク」
ABS秋田放送テレビ 第1・3月曜日
「快けつ！のどかちゃん」
ABS秋田放送テレビ 第2・4土曜日
「セーフティ・エブリディ」
福岡CROSS FM 毎週土曜日 「高田由香Here!」

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。

発達障害の療育は
一日も早く
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アイル合同会社
代表社員

安らぎの場の提供を

西 方 啓 子氏

入れており、専門員がアドバイスし、支援してい
ます。また、小学校高学年以上の利用者にはパソ
コンによる学習システムを導入し、時間を決めて
短時間に集中できる環境で療育を行っています。
さらに、土崎の Mʼs スポーツクラブと連携し、
週１回体操教室も行っており、体を動かすことに
より発達を促し、ストレス解消の効果を実感でき
るようにしています。
これからの療育の展望

今後は専門員が、対人関係の促進を目的とした
ソーシャルスキルトレーニングによる療育を取り
入れていく予定にしています。また、月 1 回土曜
日に、一人でも簡単に作れるメニューを皆で協力
して調理し、お昼を食べて片付けるまでの食育に
よる療育を考えております。
さらに、発達障害による不登校の子供には、フ
リースクールとしての役割が出来るよう準備を進
めているところです。現在あるフリースクールは、
発達障害のある全ての子供の通所は難しく、勉強
道具の準備や送迎など、親の負担が大きい状況に
あります。親の負担は、学校に行けない状況だけ
でも精神的に大きく、苦労されているにも関わら
ず、落ち着ける場所が見つからないため、この手
助けができるように、職員一同これからも療育と、
ご家族のレスパイトケアの場を提供すべく愛情を
もって日々努力して参ります。
当社では、子供たちの笑顔と家族からのありが
とうの言葉が頂けるような療育サービスを提供し
ます。心配や不安はたくさんあると思いますが、
その悩みを相談してみませんか？お電話お待ちし
ております。
P r o f i l e●
■設

立 2016年7月

■事業内容 障がい児通所事業、短期入所事業
■所 在 地 保戸野桜町15-39
■Ｔ Ｅ Ｌ 866-1121
■Ｆ Ａ Ｘ 807-7400

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

当社では、保護者向けに子供の発達促進や行動
改善を目的としたペアレントトレーニングを取り

こ
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学習システムを導入し

け い
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平成 26 年 10 月保戸野桜町に開業することがで
きました。
当社は、0 歳から幼稚園児までの児童発達支援と、
小学生から高校生までの障がい児の通所、ショー
トステイができる事業所として、父母の方々が安
心して委ねられる安らぎの場所を目指しています。
土日祝日も希望に応じて営業しており、障がい児
はもとより、家族が一時的に養育から解放され、
休息を取ることで精神的な疲労を軽減するレスパ
イトケアにも対応できるよう、施設見学や相談等
を行っています。
私は、相談に来られた父母の方々に対して、
「困っ
ていることは何ですか？」とお聞きします。本人
のことばかりではなく、仕事、家族、兄弟のこと
など、様々な悩みを抱え、周りの目に怯えながら
相談内容に理解してくれる人も少なく、日々悶々
としている方が多くいます。また、「発達障害かも
しれない」「うちの子は育てにくい」「他の子と何
か違う」など様々な疑問を持ちながらも怖くて 1
歩が踏み出せない方々もたくさんいると思います。
そのため、障がいをもつ子供が社会的に自立する
ことを目的とする「療育」を 1 日でも早く行うこ
とを本人や、家族のためにもお勧めしています。
放っておいたのでは何も進歩がないばかりか、他
の子供との差が広がるばかりです。その結果、小
学校入学時に支援級を勧められることもあります。
当社で児童発達支援した例として、保育園で受診
を進められ、小児科で自閉症スペクトラムと診断
された子供が３年間通所サービスを利用された結
果、小学校の普通学級に入学することができまし
た。保育園や幼稚園では、全くと言っていいほど
子供の遅れについて迂闊にお
話しできない状況になってお
りますので、一日も早く気づ
いてあげ、一歩踏み出して頂
きたいと思います。

か た
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新たな挑戦で元気創出
－ 2020 年度事業計画・予算－

❹２０２０年度事業計画・予算

通常議員総会を 3 月 30 日にホテルメトロポリタン秋田で開催し、
2020 年度の事業計画（案）や一般会計・特別会計収支予算（案）な
どが原案どおり承認された。
総会の冒頭、三浦会頭は新型コロナウイルス感染症の影響について
「商工会議所は会員企業が困っている時こそ、寄り添って真価を発揮
し、頼られる存在でなければならない。感染症の今後の推移を見定め
ながら、会員企業の経営安定と地域経済の建て直しに向け、必要な事
業を適宜実施していきたい」と述べ、対応に理解と協力を求めた。
主な事業は以下のとおり。
新型コロナウイルス感染症の影響により、各種事業が中止または延
期になる可能性があります。

「挑戦する人材」の育成 ～地域を担う人材の確保・育成～
◎外国人材受入への対応
◇外国人材受入相談窓口の開設
◇先進商工会議所視察

❻会議所レポート

◎働き方改革の促進
◇働き方改革推進セミナー～従業員の健康対策等～
◇人手不足対応セミナー～秋田県よろず支援拠点連携～
◇ ICT活用セミナー～ RPA活用・ネットショップ出店～
◇健康経営の普及啓発～情報提供・セミナー開催～

外国人活用促進セミナー

◎企業の人材育成支援
◇ビジネススクール凌雲塾～ WEBセミナー 500講座開講～
◇新規高卒者・中小企業等就職促進セミナー 6月予定
◇新入社員合同入社式の開催～雇用開発協会共催～
就職促進セミナー・情報交換会

◎創業・起業人材の育成支援
◇あきた起業塾
◇事業計画書ブラッシュアップコース
◇起業者フォローアップセミナー

◎事業承継支援
◇秋田県事業引継ぎ支援センター・後継者人材バンク
◇事業承継セミナー・個別相談会

「挑戦する企業」
の育成～秋田の強みを活かした産業振興の推進～
❽専門家経営相談

◎経営革新支援
◇国の経営発達支援計画の実行・施策普及・支援先巡回強化
◇小規模事業者に対する事業計画策定・補助金申請支援
◇経営安定特別相談、再生計画作成支援
◇企業連携・ものづくり強化～企業視察・情報交換会～
◇税務相談、消費税インボイス制度等周知
◎新たな販路開拓支援
◇伊達な商談会 in AKITA 10月予定
◇秋田市在京経済人交流懇談会 11月予定
◇電子商取引の利用促進支援～オンラインショップセミナー～
◇「買い物」「体験」スタンプラリー 10月予定
◇ FOODEX JAPAN 秋田県ブース協賛

 新型コロナ支援施策

◎新技術等への対応
◇建設技術先進視察 10月予定
◇次世代移動通信システム5Gセミナー

経営計画策定セミナー

11月予定

◎地域資源の活用促進
◇工芸ブランド構築事業
～県ものづくり展示ホールでの試作品展示～
◎環日本海経済交流の推進
◇中国延辺州・ロシア沿海地方・韓国江原道との経済交流
◇国際交流大使交流事業
◇経済ミッション～タイ等～
新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談や症状がある方の連絡先【あきた帰国者・接触者相談センター TEL.866-7050またはTEL.895-9176】

◎中心市街地の活性化推進
◇芸術文化ゾーン活用研究会・トライアル事業実施
◇あきた歩き愛です事業～中心市街地ウォーキングイベント～
◇秋田市商店街共通駐車券事業～磁気サービス券併用システム～

❸挑戦する企業

「活力ある秋田」の創造～交流・定住人口増加を目指すまちづくり～

◎インバウンド対策の推進
◇外国人観光客誘客・受入対応、クルーズ船誘客～土崎お宝さんぽ～
◇東北・新潟の情報発信事業「東北ハウス」協賛

❺２０２０年度事業計画・予算

◎にぎわい創出と誘客促進
◇これが秋田だ！「食と芸能」大祭典
◇ギュギュっとあきた週末イベントリレー 9月～10月予定
◇秋田・酒田交流事業、北前船フォーラム in 秋田 10月予定
◇寺町観光推進事業～光る絵本展～
◇秋田市ナイト観光検討委員会〜ライトアップ実施〜 7月下旬予定〜

土崎お宝さんぽ

◎来県者へのおもてなし向上
◇秋田ふるさと検定 9/6予定
◎秋田の「食」の魅力発信
◇ご当地グルメフェスティバル 8/3～6予定
◇ニッポン全国鍋グランプリ・
グランドチャンピオン大会出展支援 10月予定
秋田かやき祭り 9/26-27予定

イメージ
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◎その他・人口減への対応
◇秋田の観光創生推進会議への参画
◇あきた結婚支援センター事業 PR と運営支援
◇休日保育の拡充等、自然減対策の検討・要望

東北ハウス

秋田かやき／ニッポン全国鍋グランプリ

会員企業及び地域の成長・発展を支援する事業
◎要望提言活動
◇国・秋田県・秋田市への要望提言活動の実施

❾会員情報プラザ

◎会員交流・部会活動
◇第63回優良社員表彰式・記念講演会 10月予定
◇2021年新年祝賀会 1／5 予定
◇8部会活動～業界の課題解決・情報提供～

要望活動

◎広報・情報発信
◇あきた商工会議所報発行
◇会員紹介ページ利用促進による会員企業 PR
◎組織強化・拡大
◇新会員募集～共済・保険推進パートナー制度～
◇退会防止対策～会員交流懇談会・会員巡回活動～

新年祝賀会

会 計 名
Ⅰ．一般会計
Ⅱ．特別会計
１ 経営改善普及事業特別会計
２ 共済制度等特別会計
３ 特定退職金共済制度特別会計
４ 秋田市商店街共通駐車券事業特別会計
５ 受託事業特別会計
合
計

単位：千円

2020年度
183,383
757,015
196,401

2019年度
190,692
742,869
186,004

増
減
△ 7,309
14,146
10,397

62,527
326,026
5,931
166,130
940,398

64,866
312,169
7,166
172,664
933,561

△ 2,339
13,857
△ 1,235
△ 6,534
6,837

県民生活に関する相談（感染や予防、健康管理に関することを除く。）や商工関係の相談（企業の資金繰り等に関する相談）
がある方の連絡先【新型コロナウイルス感染症 県民相談窓口 TEL.860-3313】

 新議員さんの横顔

2020年度の事業会計予算（2020.4.1～2021.3.31）

❷活力ある秋田

事業計画作成のポイントを学ぶ
～事業計画作成セミナー～

3／4

❹２０２０年度事業計画・予算
❻会議所レポート

地域の需要動向や環境の変
化に対応した持続的な経営を
行うために必要な計画策定に
向け、Ｍ.Ｓコンサルティング
の佐瀬道則代表を講師に迎え
佐瀬氏
て「 事 業 計 画 作 成 セ ミ ナ ー」
を開催し、24名が受講した。
佐瀬氏は「事業計画とは、企業が将来の経営活動
について意思決定を行い、その行動予定を具体的に
表現することである。さらに、事業計画作成に当
たっては、戦略策定のためのＳＷＯＴ分析、４Ｃ・
４Ｐ分析等で自社分析を行うほか、事業コンセプ
トが細部まで統一されている『一貫性』、漠然的で
はない『具体性』、個々の企業にとっての『新規性・
革新性』などを考慮することがポイントとなる」と
述べた。

働き方改革で魅力ある職場づくり
～第3回理財部会（オープン）～

サービス業のマーケティング動向

㈱小室経営コンサルタント代表取締役の小室秀
幸氏を招き、「サービス業のマーケティングに関す
る動向」について懇談。部会員29名が参加した。
小室氏は、「サービス業は、従業員の満足度を
向上させるための活動であるインターナルマーケ
ティングが重要になる。従業員が不満を抱えたま
ま接客するとそれが顧客に伝わってしまう。また、
これまでは“市場シェア”が重要視されてきていた
が、人口減少によって新規顧客が
減少するため、顧客の囲い込みに
よりリピーターを増やす“顧客シェ
ア”にシフトしている。こうした中、
SNSが登場し、顧客一人ひとりに
対する顧客維持活動が可能になっ
た」と述べた。
小室氏

蓮の花をライトアップ
3／11

❽専門家経営相談

働き方改革をテーマに、秋田労働基準監督署の
袴田周氏、秋田製錬㈱の三浦隆宏氏、㈱リーテッ
クスの呉宮正浩氏、斉藤貴久氏を招き開催。部会
員等29名が参加した。
初めに袴田氏が、時間外労働の上限規制や年次
有給休暇の取得義務化などの法改正や、働き方改
革へ取り組む企業への支援内容を説明した。
また、自社での取組事例として三浦氏は「業務
の振返りとフィードバックの回数を増やし、社員
の自律的なキャリア形成を図っている」、呉宮氏と
斉藤氏は「社員の不満を解消しながら自立型人材
を育成することで、社員
間の日常会話の中から業
務効率化を進めていくこ
とを目指している」など
と述べた。

3／6

～専門サービス部会（オープン）～

～第3回秋田市ナイト観光検討委員会～

3／11

秋田市における都市型
観光の魅力アップを図る
た め、 第3回ナイト観光
検討委員会を開催。委員
13名が参加した。
これまでの意見を基
開催模様
に、第1弾事業として「蓮まつり（案）」を事務局
から提案。ハード事業としては、千秋公園大手門お
堀の蓮の花に広小路歩道と中土橋から集中的にラ
イトアップする計画。また、賑わい創出ソフト事業
では、既存イベントとの連携の他、秋環連等と連
携した夜観光サービスや、旅館ホテル組合と連携
した朝観光サービスなどを計画した。委員からは、
「蓮の花を利用した仕掛けが必要」、「飲食店で蓮を
連想できるメニューを期間限定で提供する」などの
意見が出された。次回の開催は4月を予定しており、
ソフト事業の実施に向け関係者と準備を進める。

 新型コロナ支援施策

全ゆる物流のお役立ちに努めます。
マルウンマークの

秋田運送 株式
会社

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

代表取締役社長

近藤

俊一

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

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】
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～商業部会（オープン）～

～第3回秋田市中心市街地活性化協議会～

～健康経営セミナー～

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

秋田中央交通株式会社
高速バス予約センター

仙 秋 号
秋田駅東口発 宮交仙台高速バスセンター発
7：00 発
8：00 発
9：00 発
10：00 発
11：00 発
12：00 発
15：00 発
16：30 発
18：00 発
18：50 発

8：00 発
9：20 発
10：40 発
12：00 発
14：15 発
15：20 発
16：20 発
17：30 発
18：15 発
19：00 発

TEL.018(823)4890
URL https://www.akita-chuoukotsu.co.jp

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

▶運賃
（大人）
片道… 9,900円
往復…17,000円

▶運賃
（大人）
片道…4,300円
往復…7,800円

❾会員情報プラザ

フローラ号

仙台

お 得 で 快 適 な 高速バス

秋田

東京

社会保険労務士

3／24

健康経営セミナーをイヤタカで開催。四代目秋田
県住みます芸人のきり亭たん方氏が「職場を元気に
するお笑いコミュニケーション」と題し、高座を披
露した。きり亭たん方氏は「落語界は上下関係が厳
しく、1日でも先に入門した人が先輩。ある時、電
車が遅れて遅刻してしまい、正直に理由を説明した
ら、面白くないと怒られた。落語家を目指すなら、
常日頃から笑わせることを考えなさいということ
であった。笑うことでナチュラルキラー細胞が増え
病気になりにくいと言われている。一人で笑っても
効果があるようだが是非、落語で笑っていただきた
い」と述べた。
続いて、アクサ生命㈱秋田支社の黒沢支社長が健
康優良法人認定取得に向けた健康習慣アンケート
や健康経営アドバイザーによるセミナー実施等の
サポートについて説明したほ
か、当所からは会員向けサー
ビスの活用方法と共済・保険
制度について情報提供した。

秋田・長崎屋発
22：00
ハイアット・リージェンシー東京発
21：40

チャットワークでも
お問合せ頂けます。

秋田市卸町 1-3-2 秋ト協ビル
TEL 018-853-5005

笑いの力で職場を元気に！

︵新宿︶

助成金情報
中小企業活性化サポート

委員等23名が参加し、ルポールみずほで開催。
本協議会の3検討会から本構想に関わる直近の取組
等について報告があった。推進方策検討会（国交省
秋田港湾事務所）は、シベリア鉄道の利用促進に向
けた日露間パイロット事業の調査結果や極東ロシ
ア航路の輸出入実績を報告。インフラ整備検討会
（秋田県港湾空港課）は、秋田港やアクセス道路の
整備動向を、ポートセールス対策検討会（秋田県商
業貿易課）は、貨物発掘支援策や航路開設に係る補
助制度を説明した。
三浦会長は「今年度から、公益財団法人環日本海
経済研究所の新井洋史調査研究部長・主任研究員
に顧問に就任いただく。また、輸送トライアルや、
秋田県内におけるインフラ
整備は進んでおり、構想実
現に向け、着実に前進して
いる」と述べた。

3／23

31名 が 参 加 し、 ホ ー ル80
で 開 催。2020年 度 の 事 業 計
画（案）
・収支予算（案）を協
議し、原案どおり承認された。
新たな事業計画として「歩き
愛です」への協力、夏季の蓮の花ライトアップや朝・
夜観光への取組、各種団体と連携する賑わいソフ
ト事業からなる「蓮まつり ( 案 )」への実施協力お
よび中心市街地に定期的な賑わいを形成し、新た
な交流や商機を創出するため、千秋公園を含む「広
小路一帯の歩行者天国化」に向けた調査・研究の実
施などを盛り込んだ。
また、報告では「あきた芸術劇場」や「秋田市文
化創造館」の進捗状況と実施予定のプレ事業の実施
状況のほか、千秋公園をより魅力ある賑わい空間と
することを目的に実施する社会実験「東側ポケット
パークでの移動販売車出店」の実施、北都銀行の「ク
ロッセ秋田」や JR 秋田支社の「ノーザンステーショ
ンゲート秋田」の進捗等を情報共有した。

3／17

❼会議所レポート

2020年度の事業計画を承認

～秋田港シーアンドレール構想推進協議会～

❺２０２０年度事業計画・予算

キャッシュレス・ポイント還元制度の県内利用状
況、消費税増税に伴う活性化策の第2弾となるマイ
ナンバーカードに付加されるマイナポイントおよ
びプラスチック製買物袋の有料化の最新情報を提
供するため、（一財）秋田経済研究所および秋田市
の関係部署からゲストを招き、オープン部会で開
催。28名が参加した。
ポイント還元制度については登録店数が人口1千
人あたり6.9店舗で全国42位。利用機会は「スー
パー」が最も多く約78％、決済手段は「クレジッ
トカード」が約88％、消費者の約69％が制度を利
用しているという結果となった。マイナポイントに
ついては、2万円の前払い等で最大2万5千円分の
支払いに利用できる制度で、9月から実施予定。袋
の有料化については、原則、全ての小売業者が対象
となる。価格は自らが設定する必要があり、7月か
ら実施予定。

構想実現に向け前進

❸挑戦する企業

キャッシュレス等の最新情報

❷活力ある秋田

専門家が経営相談に応じます

相談無料・秘密厳守

当所では、資金繰りや需要の低迷による経営計画の見直しなど、皆様が抱えている様々な経営課題
に対し、「経営・法律・労務・税務・創業・事業計画・知的財産・事業承継・雇用」の各分野の専門家
による個別相談を実施し、課題解決のお手伝いをしております。

私たちがアドバイスいたします

〜当所が委嘱する商工調停士 12 名〜

木元 愼一

山本 隆弘

田口 幹夫
（税理士）

（社会保険労務士・中小企業診断士）

債権回収、事業承継など法
律に関する相談に応じます。

債権管理、契約チェックな
ど法律問題全般に関する相
談に応じます。

経営改善、事業再生など経
営・税務に関する相談に応
じます。

経営力強化のための人事制度
構築や業務改善など、労務・経
営に関する相談に応じます。

（弁護士）

（弁護士）

小笠原 浩之

❹２０２０年度事業計画・予算
❻会議所レポート

（中小企業診断士）

（中小企業診断士）

（中小企業診断士・ITコーディネータ）

藤﨑 學

齋藤 昭彦

事業計画の見直し、収益確
保の戦略構築など経営に関
する相談に応じます。

経営改善、マーケティング、
収益確保など、どんな経営
課題でも相談に応じます。

顧客の開拓、人財の活用、会
社の目標づくりなど経営に関
する相談に応じます。

商標、特許、実用新案など
知的財産に関する相談に応
じます。

佐藤 善友

泉田 雅俊

佐瀬 道則

杉舘 俊彦

（弁理士）

❽専門家経営相談

（公認会計士・税理士）

（ITコーディネータ・６次産業化プランナー）

（社会保険労務士）

祝 修二

相場 忠義

経営計画策定、後継者育成
相談、M&A に係る手続な
ど経営・事業承継に関する
相談に応じます。

新分野開拓、補助金申請、
IT 導入など経営・IT 支援に
関する相談に応じます。

雇用契約作成、就業規則作
成などの外国人材受入に関す
る相談に応じます。

外国人材受入のための就労
ビザ申請や許認可取得と、
会社の廃業・閉鎖などの行
政手続に関する相談に応じ
ます。

○相談方法

（行政書士）

まずはお問合せください。相談日時を調整し、必要となる資料等を事前にお伝えしたうえで、後日
面談させていただきます。
必要に応じ、専門家相談を活用した経営面での支援のほか、金融機関・秋田県信用保証協会・秋田県
中小企業再生支援協議会と連携した金融面の支援、秋田県事業引継ぎ支援センターと連携した事業承継
の支援など幅広い分野で対応させていただきます。

お問合せ先

秋田商工会議所経営支援課 TEL 866-6677

 新型コロナ支援施策

★もちは餅屋へおまかせ！★

現 場 に 、未 来 が や っ て く る 。

住宅リフォームのプロ集団

奥羽住宅産業株式会社
バリトン伊藤さん

■お問い合わせ

0120-444-877

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】

マス

ウマい酒と肴、アリ〼
酒蔵熊親爺

住所／大町四丁目３-７
TEL ／866-9084
営業時間／月～木18：00～24：00
（L.O.23:30）
金・土18：00～26：00
（L.O.25：30）
定休日／日曜日

代表

佐藤 政勝

自分好みの餃子を楽しみませんか
ぎ ょ う ざ きゅう

餃子玖

住所／中通4丁目9-4
TEL ／893-5909
営業時間／月～木11：00～14：00
金・土17：00～24：00
定休日／日曜日

代表

北田 圭

この看板と暖簾が目印！

1番人気の特製餃子（400円）

幅広い実践授業が魅力！

雷から人命・財産を守る！

学校法人伊藤学園

秋田情報ビジネス専門学校

鎌田 麻衣子

株式会社エステック
代表取締役

佐々木 武美

住所／新屋松美ガ丘南町2-9
TEL ／862-8111
FAX ／862-9004
営業時間／ 8：30～17：30
定休日／土日祝祭日（お客様ご要
望時は別途協議）

弊社は、落雷から人命及び財産を守ることをポリシー
として営業しております。
近年、技術の進歩により機器が精密化しており、パソ
コン及び家電製品などがいい例です。ところが、精密化
が進むほど 雷に弱くなってきております。専門スタッ
フが、雷による機器の破損及び火災等から人命・財産を
守るため、装置の設置プランをご提案します。
調査・お見積方は、ご相談下さい。また、リフォーム
や電気工事のご相談も承っております。

様々な犬種と触れ合えます

雷被害時のライフラインの確保を！

 新議員さんの横顔

2014年4月に開設した「ペットビジネス科」。トリマ
ー、動物看護、ペットショップ店員として活躍する人材
を養成している。基礎となる美容、健康管理のほか、業
界のプロが直接指導するデザインカット、西・東洋医学、
アロマ、手作り食に至るまで幅広い実践授業が魅力。社
会人を経て改めて夢を叶えるために入学し、商工会議所
のご支援のもと秋田市内にペットサロンを開業した卒業
生も。ペットビジネス科の活動の様子はInstagramをご
覧ください！

❾会員情報プラザ

ペットビジネス科
担当代表

住所／中通4-3-11
TEL ／831-2535
FAX／835-9350
URL ／https://www.ito-gakuen.
ac.jp/aibc/
Instagram／@itogakuen.aibc

❼会議所レポート

秋田市民市場の近くに、秋田では珍しい餃子専門店が
2019年 11月にオープン。焼き餃子 9種類と水餃子 3種
類の計 12種類の餃子があり、調味料は定番の醤油・ラ
ー油・酢のほか、ネギ塩ダレ・ゴマダレ・梅ダレなど種
類が豊富で自分好みの餃子を楽しむことができる。ラン
チは餃子定食 500円、唐揚げ定食 600円などリーズナ
ブルで大変人気のため、品切れの場合もある。仕事帰り
に餃子とビールで一杯ひっかけてみてはいかがでしょう
か。（※金額は全て税別）

❺２０２０年度事業計画・予算

赤れんが郷土館脇のすずらん通りに構える、知る人ぞ
知る隠れ家的名店。店主厳選の多彩な地酒と、それぞれ
に合わせた季節料理が自慢です。相性抜群の酒と肴に魅
了されたリピーターは、地元秋田に限らず県外にも。串
焼きやお刺身など定番のおつまみのほか、馬刺しや馬レ
すいぜん
バ刺し、ダチョウ刺しなど、呑兵衛垂涎の珍味も種類豊
富に取り揃えています。イチオシは熊本直送の馬刺し各
種（700円～）。店名に惑わされず是非ご注文を！

❸挑戦する企業

わが社の自慢

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

新型コロナウイルス感染症関連支援施策の紹介
新型コロナウイルス感染症の流行により、中小企業等の経営面や資金面への影響が懸念されることから、
国、県、市では企業を支援するため施策を講じています。ここでは一部の施策を紹介しますので、是非ご活
用ください。

金融・資金繰り
◆新型コロナウイルス対策マル経

◆新型コロナウイルス感染症特別貸付

❹２０２０年度事業計画・予算

当所の経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政
策金融公庫が無担保、無保証人で融資を行う制度
【対
象】最近1か月の売上高が前年または前々年の同
期と比較して5%以上減少している方
【資金使途】運転資金、設備資金
【融資限度額
（別枠）
】 1,000万円
【金
利】経営改善利率 1.21%→0.31%
当初 3 年間▲ 0.9%引下げ
【問合せ先】秋田商工会議所 経営支援課
TEL：866-6677

日本政策金融公庫等が、業況が悪化した事業者に対し、
別枠の融資枠を設けて無担保で融資を行う制度
【資金使途】運転資金、設備資金
【融資限度額（別枠）
】
中小事業 3 億円、国民事業 6,000 万円
【金
利】中小事業 1.11%→0.21%
国民事業 1.36%→0.46%
当初 3 年間▲ 0.9%引下げ
【問合せ先】日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル
TEL：0120-154-505

◆経営安定資金（新型コロナウイルス感染症対策枠） ◆産業活力創造資金（緊急経営支援資金枠）

❻会議所レポート

売上（直近 3 カ月の受注高または売上高）の減少に直面
している中小企業者に対し、通常枠とは別枠で支援
【資金使途】運転資金、設備資金
【融資限度額
（別枠）
】5,000 万円
【金
利】年1.35%
セーフティネット保証4号該当者 1.15%
【保証料率】0.35%～1.40%
【問合せ先】秋田県 産業政策課 団体・金融班
TEL：860-2215
秋田県信用保証協会 本所
TEL：863-9011

売上減少に直面している中小企業者などに対し、通常枠
とは別枠で支援
【資金使途】運転資金、設備資金
【融資限度額
（別枠）
】3,000 万円
【金
利】年1.75%
セーフティネット保証4号該当者 1.55%
【保  証  料】無料（市が全額補助）
【問合せ先】秋田市 商工貿易振興課
TEL：888-5728

販路開拓

雇用関係

◆小規模事業者持続化補助金

◆雇用調整助成金の特例措置

❽専門家経営相談

小規模事業者が経営計画を作成し、その計画に基づき販 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた
路開拓や生産性向上等のために行う取組を支援
事業主が、労働者に対して雇用の維持を図った場合に休
 同申請 100万〜500万円、
【補  助  額】～50 万円 共
業手当、賃金等の一部を助成


起業塾修了者
100万円
【助  成  率】大企業
1/2、中小企業 2/3


【補  助  率】2/3
【支給限度日数】１年間で100 日
【受付締切】6 月 5 日、10 月 2 日、2 月 5 日
【問合せ先】秋田労働局 職業対策課
【問合せ先】秋田商工会議所 経営支援課
TEL：883-0010
TEL：866-6677

※上記の各支援施策の詳細および他の支援策等については、当所ホームページ (https://www.akitacci.
or.jp/) より確認できますので、ご覧ください。

日本年金機構からのお知らせ
▶社会保険手続きには、便利な電子申請をご利用ください !
 新型コロナ支援施策

電子申請の
メリット
日本年金機構

いつでも ! 電子申請なら、夜間休日問わず 24 時間 365 日申請が可能です。
どこでも ! 自宅や職場からインターネットを使ってどこからでも申請できます。
時間・コストの削減 ! 申請する際の移動にかかる時間や交通費、郵送費等のコスト削減が
期待できます。
電子申請

検索

▶令和2年4月から、さらに電子申請が利用しやすくなります !
「G ビズ ID」から無料で取得できる ID・パスワードにより、電子証明書がなくても電子申請
が可能になります !
G ビズ ID

検索

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（3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】

月日

行事

4/27 常議員会

時間

場所

12：30～ 当所 7 階

※新型コロナウイルス感染症の影響により、各種行事を中止また
は延期にしております。

経営に役立つ
サイトを紹介

新型コロナウイルス感染症対策サイト
■国の支援策

経済産業省 /
新型コロナウイルス感染症関連

検索

■秋田県の支援策
美の国あきたネット /
新型コロナウイルス感染症について

検索

ご相談はお気軽にどうぞ！
！

きららグループは７つの法人からなり、約450
人の職員が在籍しております。高齢者や障碍者・
児童福祉が中心ですが、それ以外にも、人材派遣・
紹介、不動産、資格取得スクール、調剤薬局な
ど福祉以外の事業も手掛けています。昨年度は
宅配弁当とトリマー養成の秋田ペット美容学院の
営業譲渡を受けました。
今後もこの時代状況から営業譲渡が増加して
いくと予想されますが、業種・所在地を問わず可
能な限りお引き受けしていきたいと考えておりま
す。
そして、地元に拠点を置きながらも、積極的に
全国・世界に事業所を置き、交流することで関係
人口と定住者を増加させると同時にマーケットを
開拓していくことが重要と考えております。地元
を大切にする心を決して失わず、秋田が日本で
最も将来への希望と幸福感を持つことが出来る
街になる事を目指して、微力ですが、精一杯やっ
ていく所存です。
戦争がなく可能性に満ちた時代、日本、秋田に
生まれたことを心から感謝して日々精進して参り
ます。ご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申
し上げます。

ホテルメトロポリタン秋田別館
２０２１年春ＯＰＥＮ

❾会員情報プラザ

保険とリース、相続・事業承継の

鈴木 嘉彦 氏

❼会議所レポート

経営のヒント！

代表取締役

❺２０２０年度事業計画・予算

秋田商工会議所 2020 年度定期人事異動（４月１日付）
▷秋田県へ復帰（総務企画部長）小野貴宏
▷総務企画部長兼企画振興課長
（総務企画部部長待
遇兼企画振興課長）伊藤智
▷秋田県中小企業再生支援協議会事務局員・課長代
理（秋田県中小企業再生支援協議会事務局員・主
事）斎藤真弓
▷まちづくり推進課課長代理（企画振興課主事）
野越睦
▷経営支援課課長代理（経営支援課主事）
時田修
▷総務課主事（まちづくり推進課主事）
髙橋祥子
▷企画振興課主事（総務課主事）土肥和世
▷企画振興課主事（まちづくり推進課主事）
早川翔太
▷企画振興課主事（総務課主事・秋田県派遣）山岡樹宗
▷まちづくり推進課主事（企画振興課主事）
伊藤佳徳

(株)きららホールディングス

❸挑戦する企業

新議員さんの横顔

〒 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

 新議員さんの横顔

TEL.018(831)2222
https://akita.metropolitan.jp/

TEL.018(834)1911
http://www.caoca.net/

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】

リスクに備えるなら、
商工会議所会員向け

充実の共済・保険制度を！

従業員の生活を支える

商工会議所共済制度

No.835

会員企業の福利厚生充実を実現

役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます

生命共済制度

定期保険（団体型）+ 商工会議所自家給付制度

人材の確保と定着化に向けた退職金制度の確立にご活用いただけます

特定退職金共済制度

新企業年金保険

●従業員1人につき、1口1,000円から最高30口まで加入できます
●過去勤務期間の通算の取扱いができます
●事業主が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます（法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条）

商工会議所保険制度

全国制度だから割安な保険料で充実
した補償を実現



事業活動リスクに対する補償のモレ・ダブリを解消し、一本化して加入したい…

ビジネス総合保険制度

業務災害補償プラン

病気やケガによる休業時の所得減に備えるなら

休業補償プラン

●経営者本人や従業員が病気やケガで働けなくなった場合に、その間の所得をカバー
●入院中のみならず自宅療養期間中の就業不能も補償
●就業外での病気・ケガまで補償（24時間365日、国内外問わず）
●介護による休業、1年を超える長期休業も補償
●全国商工会議所のスケールメリットにより、保険料が最大62.5%割引※1
※1 割引率は引受保険会社により異なります。
・記載の内容は、制度概要を示したものです。ご加入にあたっては、パンフレット・重要事項説明書を必ずご覧ください。
・詳しくは、下記の引受保険会社へお問い合わせください。

生命共済制度・特定退職金共済制度
［引受保険会社］
アクサ生命保険株式会社
［お問合せ先］
アクサ生命保険会社秋田営業所 TEL 018-862-1670
秋田商工会議所 総務課
TEL 018-866-6674
パンフレットをダウンロードできます。
→ https://www.akitacci.or.jp/kyosai/

ビジネス総合保険制度・業務災害補償プラン・
休業補償プラン

［引受保険会社］
あいおいニッセイ同和損害保険㈱
損害保険ジャパン日本興亜㈱
東京海上日動火災保険㈱
三井住友海上火災保険㈱（五十音順）
パンフレットをダウンロードできます。
→ https://hoken.jcci.or.jp

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

●パートやアルバイトを含む全従業員を包括補償。派遣、委託作業者のほか、【事故例】
飲食業
建設業
下請負人も補償
過重労働が原因で、脳に 現場監督が長時間労働に
●
「従業員のケガ」と「企業の賠償リスク」にダブルで備えることが可能
重篤な障害を負い、寝た よりうつ病を発症し自殺。
●政府労災で認定された精神障害、脳・心疾患などの 疾病や自殺なども補償 きりになった。
●パワハラ・セクハラによる法律上の賠償責任を補償（オプション）
判決容認額：
判決容認額：
1億9,400
万円
9,905万円
※1
●全国商工会議所のスケールメリットにより、保険料が最大約58%割引

相場哲也

労災事故とそれによる企業の賠償リスクに備えるなら

編集発行人

●賠償責任リスク
（製造物責任、リコール、情報漏えい、施設、業務遂行等）【事故例】
設備工事（賠償責任の補償） 物流業（財産の補償）
を総合的に補償
マンションのスプリンク
受託貨物（電子ピアノ）
●事業休業補償により災害
（火災、風災、水災、雪災、地震等）に遭った際の
ラー設備から漏水し、戸 の運搬中、トレーラーが
事業継続資金を補償
室に水濡れ被害が発生。横転し、貨物を破損させ
●情報漏えいの補償に加え、サイバー攻撃の際の対応費用も補償
設備業者が訴えられた。 た。
損害額：約 7,990万円
損害額：約 775万円
●全国商工会議所のスケールメリットにより、保険料が最大約33%割引※1

発行◎秋田商工会議所

通巻八三五号 

企業の「もしも」に備える

4
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令和二年四月十日
（毎月一回十日発行）

●病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます
●ガンや6大生活習慣病で入院した場合、ガンで先進医療を受けた場合は一時金が支払われます
●毎年収支計算し、剰余金が生じた場合は配当金として払戻いたします
●掛金は1口月額 795円（15〜60歳）
から加入できます
●医師による診査は不要です（告知のみでお申込み）
●秋田商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金等）が付加されています
●役員・従業員のために負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます（法人税基本通達 9-3-5、直審 3-8）

