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❻新型コロナウイルス感染症
当所の支援事業の紹介

株式会社サンシーアイ
牛乳・乳製品を主力とした健康食品の宅配販売やクリクラブランドのミネラルウォーターなどを販売している
企業。今年2月には、販売技術や経営努力が評価され、牛乳販売店優良事例発表会において最優秀賞の農林
水産大臣賞を受賞した。
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日本の世界一、

秋田の日本一

❹国・県・市 新型コロナ支援施策

［秋田市観光クチコミ大使］
（株）
ＮＨＫグローバルメディアサービス
エグゼクティブ・プロデューサー

危機の中の日本、そして秋田

わく

い

りょう

すけ

涌井良介氏

秋田から日本を元気に

この原稿を書いている時に秋田竿燈まつり開催

日本全体が「崩壊」しないために、集中から分

中止のニュース。そして緊急事態宣言が全国に出

散へ、画一的ではなく多様な力を地方が発揮する

されました。出口は見えていませんが、本来、日

ことで日本を元気にする時ではないでしょうか。

本は世界一、安心、安全な国。各地を取材で訪れ

時には人やモノの流れを逆転させる発想があって

た中で、これほど衛生的で治安が良い国はそうあ

良いと思います。かつては日本海側が交易の幹線、

りません。しかし、日本では当たり前のことになっ

秋田城の歴史は京都にも負けていません。

❻当所 新型コロナ支援事業

ていたために、危機管理が甘くなってしまったと
感じます。
一方で経済、福祉、教育などの危機。日本が直

こうした中で、秋田の発信力が弱いことは、ま
だまだ課題だと思います。私たち “ よそ者 ” こそが、
外からの視点も交えて、秋田の力を発信する役割

❽国際交流員

面している課題でありながら、これまで対策が不

を果たさなければなりません。秋田にいた３年間、

十分だったことにも原因があるのではないでしょ

様々な番組で秋田を日本に、世界に発信してきま

うか。こうした課題に秋田は長い目で向き合い、

した。最近ではテレビを離れて、ターミナルや航

教育や医療などでは日本一優れた成果をあげてい

空機、列車内のメディアなどに、秋田の魅力を伝

るものが少なくありません。東京のスーパーから

えるコンテンツを潜り込ませています。朝の連続

は一時、米までが消えましたが、秋田は食料自給

ドラマの誘致はまだ実現できていませんが、ハリ

率トップクラス。安心して暮らせる強みがありま

ウッドやカンヌで竿燈や曳山が登場する作品が世

す。

界の注目を集める日が来る、そんな夢も抱いてい

今こそが変化の時
日本は転換点を迎えています。避けなければな

きたいと思います。
今は耐える時ですが、秋田でいただいたつなが
りをこれからも生かして、これまで同様に秋田を、

らない「密」は、一極集中の弊害。地方ではそん

秋田と様々なものをつなぐ務めを果たし、秋田の

なリスクが少ないことに、多くの人に気づいてほ

熱を日本に、そして秋田に熱を呼び込む、そんな

しいものです。そしてテレワークは、秋田が抱え

形を創っていきたいと思います。

ている距離というハンデを克服できる変化となり

 補助金等企業支援施策の紹介

ました。インバウンド客の激減はダメージですが、
人気の地域への集中でなく、各地に足を運んでも
らうような戦略に変えてはどうでしょうか。秋田
の持つ適度な距離間や空間は、東京や関西にはな

■略歴
1960年、東京都生まれ。1984年に日本放送協会
（NHK）入局。
ディレクターとしてニュース、ドキュメンタリーを
制作し、中国返還前後の香港特派員など世界数十か

い魅力です。自動車に抜かれると冷やかされる秋

国を取材。BS、ハイビジョン、デジタル放送など

田新幹線、いやいや日本一景色が楽しめる新幹線

新しいチャンネルやメディアの立ち上げにプロデュ

だと自慢しましょう。

ーサーとして数多く携わる。
2015年から2018年までNHK秋田放送局局長

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。

食を通じて健康と
笑顔をお届けする
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株式会社サンシーアイ
か

耕氏

❾会員情報プラザ

3 点目は「経営体質の強化」です。月１回店長
会議を開催し、経営サイクルの PDCA を店長単位
で発案・実行出来るようにし、より主体性をもっ
た活動ができるようにしております。
またその日は社長と常務が退席する時間も設け
ています。この時間は会社に対しての不満・疑問・
改善等を自由に言える時間であり、風通しを良く
することに努めています。ここで出た課題は経営
層が受け止めた上で施策に繋げています。
成果と今後の展望
改革はまだまだ途中ではありますが、従業員も
安定してまいりました。また人材育成や体質強化
の成果の１つとして、昨年盛岡市に新規出店の際
には意欲のある 20 代の社員をリーダーに登用し、
今では会社を牽引する存在になっております。
更に嬉しいことに、弊社の取組が評価され 2020
年 2 月 7 日、牛乳販売店の優良事例発表会におい
て最優秀賞の農林水産大臣賞をいただくことがで
きました。
今 後 の 展 望 と し て は、
創業の思い「情報社会の
中で便利で創造的な商品
（サービス）を開拓する
会社を目指す」に立ち返
り、IT 化により業務全般
の効率化を図りながら地域のお客様によりよい生
活を提案し、一緒に伴走できる会社を目指してま
いります。
最後になりますが、私共と協業できる企業様が
いらっしゃれば是非一緒に地域を盛り上げていき
たいと思っております。

❼市内中小企業景況調査

P r o f i l e●
■設
立
1955年 加藤商店を設立し牛乳販売店を創業
1985年 現社長が後継し、社名をサンシーアイに改組
1993年 御所野イオンショッピングセンターと茨島
生協内にファーストフード店出店
1999年 ニラ南蛮らーめん「宝介」を３店舗展開
2009年 飲食事業を撤退し、牛乳販売店に経営資源を
集中
■事業内容 ・雪印メグミルク・森永乳業を中心とした
乳製品の宅配専門店
・クリクラブランドのミネラルウォーター
販売
■所 在 地 土崎港中央6-10-10
■Ｔ Ｅ Ｌ 845-0422
■Ｕ Ｒ Ｌ http://www.sansiai.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。

新議員さんの横顔

成り立ち
弊社は乳製品やミネラルウォーターなどの販売
を生業にしております。本社は土崎港曳山まつり
で有名な土崎港に位置し、秋田・岩手県に支店を
４店舗構えております。
主な取扱商品は、牛乳・ヨーグルト等の乳製品
です。個人のお宅や企業様等、約 6700 軒のお客様
とお取引をさせていただいております。
成長阻害の課題
秋田県内の多くの企業様の大きな悩みだと思い
ますが、人手不足や働き方改革による効率化への
対応は弊社でも喫緊の課題でありました。人材が
安定せずノウハウが溜まらず、募集してもパート
さんが集まらないことがビジネスの成長阻害要因
となっておりました。
導き出した解決方法
そこで、弊社では試行錯誤の末に特に下記の 3
点のことに注力いたしました。
1 点目は「待遇の見直しと業務の効率化」です。
まずはパートではなく正社員としての採用を増や
すことに決めました。併せて採用にあたり土・日
曜日の完全週休二日制、有給休暇の推進、社有車
の増車等を進め、より働きやすい環境づくりに力
を注いできました。これにより応募者も増えてま
いりました。
その上で、コストアップをカバーできるように
配達の効率化や営業手法の見直し、事務作業の IT
化を進めてまいりました。
2 点目は「従業員育成」です。社員が成長し、
その実感を得るために情報共有や勉強会を行って
おります。
内的なものとしては、お客様とのやり取りや提
案における悩み事を社員同士が情報共有するコ
ミュニケーションシートを作成し、共に向上しあ
う環境を作りました。
外的なものとしては仕入先との勉強会です。お
取引のある仕入先様との情報交換を密に行い全国
の情報を分析しながら地域で活かせる施策への落
とし込みを行っております。
また「内臓脂肪を減らす」、「目のピント調整を
してくれる」など機能性の高い商材を扱いお客様
にご提案するにあたっても商品知識の勉強は欠か
せないものとなっております。
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新型コロナウイルス感染症の
国、県、市の支援施策の紹介
≪秋田県≫
◆新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
【内

容】新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、秋田県の要請・協力依頼に応じて、施

❹国・県・市 新型コロナ支援施策

設の休業等に全面的に協力いただいた中小企業・個人事業主に対し、協力金を支給
【支給対象】秋田県の要請に応じて、一定期間、施設の休業（飲食店等の食事提供施設の場合は
営業時間の短縮を含む）に全面的にご協力いただいた中小企業・個人事業主
※協力金給付対象施設に関しては、秋田県のホームページなどで確認できます。
【要

件】・4月25日から 5月6日の期間中に、休業等の要請に全面的にご協力いただくこと
・2020年4月21日以前に開業しており、営業の実態がある事業者
・県内の事業所の休業等を行った場合（県外に本社がある事業者も対象）
※全面的な協力とは、4月25日午前0時から 5月6日までのすべての期間において、

❻当所 新型コロナ支援事業

休業等にご協力いただくことをいいます。
【支給金額】事業者30万円（県内に所在する事業所が複数の場合60万円）
【申請期間】2020年5月7日
（木）～6月15日（月）
【申請方法】郵送及び電子申請（オンラインでの申請）
※郵送及び電子申請が困難であれば、例外的に持参による申請を受け付けます。
【支 給 日】5月中旬から順次支給
【お問合せ】秋田県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金相談コールセンター
TEL：860-5071

❽国際交流員

受付時間：午前9時～午後5時（土・日・祝日含む）

≪秋田市≫
◆新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
【内

容】県が実施する協力金に上乗せする形で、県が対象としている施設の協力事業者に対
して、1事業者あたり20万円、2施設以上有する事業者に40万円を支給予定
※詳細は秋田市のホームページなどで5月中旬頃に公表される予定です。

【お問合せ】秋田市役所

商工貿易振興課

TEL：888-5726

 補助金等企業支援施策の紹介

◆支援施策等の最新情報をメルマガで配信しております。未登録の方は是非ご登録く
ださい。ご登録は「maga@akitacci.or.jp」宛に企業名をお知らせください。
◆新型コロナウイルスに関する経営相談窓口（TEL：866-6677 当所経営支援課）

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】

◆持続化給付金
【内

容】新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、
事業全般に広く使える給付金を支給

❸挑戦する企業

≪国≫

【支給対象】・2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比
で50％以上減少した月が存在すること
・2019年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、今後も事業を継続す
る意思がある事業者
①資本金の額または出資の総額が10億円未満の法人
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が 2,000人以下である法人
【支給金額】法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限
【売上減少分の計算方法】
前年の総売上 （事業収入）―（前年同月比▲50％月の売上げ×12ヶ月）
【申請期間】2020年5月1日
（金）～ 2021年1月15日
（金）
【申請方法】Web上での電子申請

❺国・県・市 新型コロナ支援施策

・法人の場合は、上記に加え、次のいずれかであること

※ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」を開設す
【支 給 日】電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付
【お問合せ】持続化給付金事業コールセンター

TEL：0120-115-570

受付時間：［5月・6月］午前8時30分～午後7時（土・日・祝日含む）

◆雇用調整助成金の特例措置の拡充
【内

容】経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して

❼市内中小企業景況調査

る予定

雇用の維持を図った場合に休業手当、賃金等を助成
【助 成 率】大企業 2/3

中小企業 4/5
❾会員情報プラザ

中小企業 10/10（要件を満たしている場合）

大企業 3/4

【支給上限額】1日1人当たり 8,330円
【支給限度日数】1年間で100日
別枠：緊急対応期間（2020年4月1日～2020年6月30日まで）
【お問合せ】秋田労働局

職業対策課

TEL：883-0010

※各支援施策の詳細については、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。

・

の

ー

奥羽住宅産業株式会社
ト

さ

■お問い合わせ

0120-444-877

〒 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

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

★もちは餅屋へおまかせ！★

ース、

～コロナに負けるな！
「宅配＆テイクアウト」
応援特設サイト～
【目

❹国・県・市 新型コロナ支援施策

的】外出自粛により事業の売上が減少していることから、
当所ホームページに特設ページを開設し、
宅配やテイクアウトを提供する店舗およびサービス内容をPRすることで、会員事業所の売上
確保を支援します。
【事業概要】
（1）参加対象

下記 2 つの要件をどちらも満たす方
①原則、当所会員かつ秋田市内に店舗等を構えている事業所
②宅配（発送含む）
、テイクアウトを提供する小売店・飲食店
（2）申込方法 特設サイトにアクセスし、専用フォームで申込み（提供する商品、
サービスの写真 1 枚を登録。スマートフォンからも申込可能）
https://www.akitacci-subsc.com/
（3）参 加 料 無 料

❻当所新型コロナ対策事業

～商取引支援「ビジネスモールSOSモール」～
【目

的】生産ラインの一時停止による工期延長化、学校休校や外食店の一時休業等による賞味期限の
迫る食料品の過剰在庫の発生など、新型コロナウイルス関連で事業者が打撃を受けているこ
とから、全国の商工会議所・商工会が運営する商取引支援サイト「ビジネスモール」を活用し、
県内外の会員事業所との販路開拓を支援します。
【事業概要】
（1）参加対象

❽国際交流員

原則、当所会員かつ秋田市内に店舗等を構えている事業所
例 1：「過剰在庫を抱えている」
例 2：「納期に遅延が生じ、新たな仕入先を模索している」など
（2）申込方法 ①当所HP「ビジネスモール SOSモール」のリンクより申込み
②登録後、全国の26万会員の中から目的の取引を検索
https://www.b-mall.ne.jp/sos/search
（3）利 用 料 無 料
※上記の各事業の詳細については当所ホームページ（https://www.akitacci.or.jp/）からも確認できます
ので、ご覧ください。
【お問合せ】秋田商工会議所まちづくり推進課 担当：藤原
e-mail：machi@akitacci.or.jp TEL：866-6676 FAX：862-2101
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CREATE YOUR MIND

KAPPAN

ホームページ した
リニューアルしま

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】
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会員事業
所
秋田商工会議所
限定
新型コロナウイルス対策支援事業

全業種が悪化。特に小売・サービス・製造業は、
東日本大震災時と比べ悪化

〈業況DI値〉

1～3月期

調査対象数250社、有効回答数205社
（回答率82.0％）

■業況DI値（全産業）

■売上額・完成工事額DI値（全産業）

10

10

0

0

▲20

▲24.0

▲30

▲24.8

▲18.9
▲21.8

■ 来期見通し

▲20.2

▲20

▲26.7
▲26.7

▲30.8

0

▲15.0

▲17.5

▲17.3

H31.1～3

2019.4～6

■ 来期見通し

今期
前期比
Ａ
Ａ−前期
▲ 42.8 -15.4
▲ 7.0 -12.0
▲ 41.5
-4.0
▲ 43.3
-4.3
▲ 73.1 -30.6
▲ 51.2 -28.7

▲20

▲28.6
▲32.0

2020.4～6

来期見通 今期比
Ｂ
Ｂ−Ａ
▲ 53.0 -10.2
▲ 40.5 -33.5
▲ 48.7
-7.2
▲ 51.4
-8.1
▲ 65.0
+8.1
▲ 59.5
-8.3

▲60

H31.1～3

2019.4～6

全 産 業
建 設 業
製 造 業
卸 売 業
小 売 業
サービス業

2019.7～9 2019.10～12 2020.1～3

今期
前期比
Ａ
Ａ−前期
▲ 45.6 -17.0
▲ 6.8 -16.5
▲ 51.2 -16.2
▲ 51.4 -15.7
▲ 63.4
-6.3
▲ 58.6 -34.2

■設備投資

▲24.2

▲18.5
▲19.7

◆ 今期

▲15.6

■ 来期見通し
▲22.1

▲18.7

▲22.9

▲28.3

▲40

▲45.6

▲50

▲30

▲35.6

▲21.9

▲56.4
2020.4～6

来期見通 今期比
Ｂ
Ｂ−Ａ
▲ 56.4 -10.8
▲ 36.4 -29.6
▲ 53.7
-2.5
▲ 62.2 -10.8
▲ 75.0 -11.6
▲ 57.2
+1.4

▲42.6

▲50
▲60

H31.1～3

全 産 業
建 設 業
製 造 業
卸 売 業
小 売 業
サービス業

2019.4～6

2019.7～9 2019.10～12 2020.1～3

今期
前期比
Ａ
Ａ−前期
▲ 42.6 -20.5
▲ 7.0 -12.0
▲ 48.7 -13.7
▲ 40.5
-2.4
▲ 65.0 -35.0
▲ 53.7 -41.5

▲50.7

2020.4～6

来期見通 今期比
Ｂ
Ｂ−Ａ
▲ 50.7
-8.1
▲ 30.2 -23.2
▲ 56.1
-7.4
▲ 51.4 -10.9
▲ 59.0
+6.0
▲ 58.6
-4.9

■経営上の問題点

今期で最も多かったのは、建設業
（19件）
、
次いでサービス業
（18件）
、
製造業、卸売業、小売業、サービス業で「需要の停滞」を第1位
製造業
（15件）
の順となっている。
に挙げている。建設業は「従業員の確保難」を第1位に挙げている。
今期

来期

実施
していない
67

実施
33

建設業

19件

製造業

15件

売業

8件

小売業

8件

計画なし
71

11件

製造業

17件

売業

8件

小売業

11件

サービス業 12件

サービス業 18件

（3月16日～27日時点。今後の業務への
影響及び具体的な対策）を実施。
■業務への影響
回答のあった 200件中、②
「今後に大き
なマイナスの影響が見込まれる」が 59件
29.5％、次いで④「今後に小さなマイナス
の影響が見込まれる」の 46件23.0％、①「既
に大きなマイナスの影響が出ている」の 44
件22.0％の順となった。
■3/16 ～27 時点及び今後の業務への影響

29.5

59

18.0

36

23.0

46

7.5

15

100.0 200

第1位
従業員の確保難
需要の停滞
需要の停滞
需要の停滞
需要の停滞

■具体的な影響
回 答 の あ っ た 481件 中、 ③「 製 品・ 商
品・サービスなどの売上の減少」が 110件
22.9％、次いで①「従業員の労務・健康管
理における不安や心配」の67件13.9％、②
「イベント・会合等の中止・延期・縮小」の
63件13.1％の順となった。
選択肢
構成比（％） 件数
①従業員の労務・健康管理における
13.9 67
不安や心配
②イベント・会合等の中止・延期・
13.1 63
縮小
③製品・商品・サービスなど売上
22.9 110
の減少
④日本国内における取引や商談、
8.7 42
往来の減少
⑤感染予防対策費用の増加
5.2 25
⑥サプライチェーン物流の停滞
7.5 36
⑦予約キャンセルの増加
5.2 25
⑧資金繰りの悪化
8.3 40
⑨日本国内における生産の減少
4.4 21
⑩設備投資の中止や延期、縮小
5.0 24
⑪中国との取引や商談、往来の減少
2.1 10
⑫中国以外の海外取引や商談、往
1.0
5
来の減少
⑬その他
2.7 13
合 計
100.0 481

件数
8
17
18
16
14

％
18.6
44.7
52.9
43.2
34.1

■具体的な対策
回答のあった 361件中、②
「マスク、消
毒液等の備蓄」が 78件21.6％、次いで①「従
業員への注意喚起・対応マニュアルの作成」
の 73件20.2％、③「出張の見合わせ」の 58
件16.1％の順となった。
なお、⑭「対策なし・対策は行わない」も
20件5.5％あった。
選択肢
構成比（％） 件数
①従業員への注意喚起・対応マニュ
20.2 73
アルの作成
②マスク、消毒液等の備蓄
21.6 78
③出張の見合わせ
16.1 58
④生産・販売計画の見直し
12.7 46
⑤当面の事業資金調達
11.1 40
⑥在宅勤務の導入（テレワーク等） 1.7
6
⑦時差出勤の導入
1.3
5
⑧代替調達先の確保
6.1 22
⑨電子商取引の導入
0.6
2
⑩物流ルートの変更
2.5
9
⑪海外との取引や商談、往来を国
0.0
0
内に変更
⑫中国以外の国との取引や商談、
0.0
0
往来を強化
⑬その他
0.6
2
⑭対策なし・対策は行わない
5.5 20
100.0 361
合 計

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】

新議員さんの横顔

構成比（％） 件数
22.0 44

建 設 業
製 造 業
卸 売 業
小 売 業
サービス業

❾会員情報プラザ

【付帯調査】
新型コロナウイルス感染拡大に
よる影響に関する調査

選択肢
①既に大きなマイナスの影響が出
ている
②今後に大きなマイナスの影響が見
込まれる
③既に小さなマイナスの影響が出
ている
④今後に小さなマイナスの影響が見
込まれる
⑤影響はない。今後も影響は見込
まれない
合 計

計画あり
29

建設業

❼市内中小企業景況調査

全 産 業
建 設 業
製 造 業
卸 売 業
小 売 業
サービス業

2019.7～9 2019.10～12 2020.1～3

▲53.0

▲10

▲13.5

▲40

▲42.8

▲50

◆ 今期

▲16.1

▲30

▲27.4

▲40

▲60

▲10

今期のDI値は、全産業で▲42.6 と前期
と比べ、マイナス 20.5 ポイントの大幅な
悪化。（業種別では、小売業が▲65.0、サー
ビス業が▲53.7、製造業が▲48.7 と東日本
大震災直後（平成23年1−3月期・小売業▲
50.0、サービス業▲48.6、製造業▲25.8）と
比べ悪化した）
来期は、▲50.7と今期と比べ悪化の見通
し。
（業種別では、建設業を除く4業種で▲
50を下回る見通し）
10

▲9.7

◆ 今期

▲10

■採算（経常利益）DI値（全産業）

❺国・県・市 新型コロナ支援施策

今期のDI値は、全産業で▲45.6と前期と
今期のDI値は、全産業で▲42.8と前期と
比べ大幅に悪化。特に小売業は▲73.1、
サー 比べマイナス17.0ポイントの大幅な悪化。
ビス業は▲51.2、製造業は▲41.5と東日本 （業種別では、建設業を除く4業種で▲50
大震災直後（平成23年1−3月期・小売業▲ を下回った。特に小売業、製造業はそれぞ
46.9、サービス業▲50.0、製造業▲40.6）と れ東日本大震災直後（平成23年1−3月期・
小売業▲45.4、製造業▲50.0）と比べ悪化し
比べ悪化。
来期は、▲53.0と今期と比べ悪化の見通 た）
来期は、▲56.4と今期と比べ悪化の見通
し。（業種別では、小売業、サービス業、
し。
（業種別では、今期に引き続き、建設
卸売業が▲50を下回る見通し）
業を除く 4 業種で▲50を下回る見通し）

❸挑戦する企業

秋田市内
企
業
景況調査

❷活力ある秋田

ズドラーストヴィチェ（こんにちは）

ロシア

Здравствуйте 秋田在住の国際交流員です
「冬を送る祭り」

国際交流員

大

民国

日本

人民
国

シャバラ・エカテリーナ氏

❹国・県・市 新型コロナ支援施策

秋田はやっと春が来て、暖かくなってきた。秋田に来てから8ヶ月が経ち、ロシアのことを懐かしく思うように
なって来た。ロシアでは冬が寒くて長いので、春を祝う行事がたくさんある。その一つの「マースレニツァ」とい
うお祭りを紹介したいと思う。
マースレニツァは長く続いた冬の終わりと暖かい春を迎えるための行事であり、7日間にわたって祝うロシアの
伝統的なお祭りだ。毎年、時期が異なり、今年は 2月24日から 3月1日までだった。お祭りのシンボルはブリヌイ
というロシア風クレープとロシアの寒い冬を象徴する藁人形だ。ブリヌイは太陽のような丸い形で、古代のロシア
で崇拝されていた春を司る太陽神ヤリーロに捧げるものだった。ブリヌイを多めに作り、
一週間ずっと食べ続けるのはお祭りの特徴だ。
元々東スラヴ人の儀式的な行事であり、ロシアがキリスト教を導入するずっと前から行われてきた古い祭りであるため、毎日の儀式
が決まっていた。
1日目は「迎えの日」と呼ばれ、ブリヌイを作り始め、藁人形を作り、マースレニツァをお祝いするのに必要な準備を済ます日だった。
2日目は「戯れの日」と呼ばれ、村の若い人が顔合わせをし、結婚相手を探す日だった。
3日目は「ご馳走の日」と呼ばれ、ブリヌイ以外様々な美味しい料理を作る日だった。また、義母がお婿さんに対して好意を表し、食
事に招待し、ブリヌイをご馳走することになっていた。
4日目は「お祭り騒ぎの日」と呼ばれ、朝から晩まで踊ったり、歌ったり、遊んだりする日だった。
「広い木曜日」とも呼ばれる。
5日目は「義母の夜の日」と呼ばれ、お婿さんが義母を家に招待し、ブリヌイをご馳走する日だった。
6日目は「小姑の集いの日」と呼ばれ、若いお嫁さんが小姑とその女友達を自宅に招待する日だった。
7日目は「送りの日」と呼ばれ、自分が何か悪いことをしてしまったことを友人や親類に許しを請い、
同じように他の人を許さなければならない日だ。一般的に
「許しの日曜日」
とも呼ばれる。マースレニツァ
の最後の日であるため、
冬を象徴する藁人形を燃やすことで春を招く。
7日目の風習は今でも残っている。
現在でも、ロシアの各地で様々なマースレニツァのイベントが行われており、ロシア人はマースレニ
ツァの伝統を守ろうと努めている。ロシア人にとって身近なお祭りなので、私も冬の終わり頃になると、
ロシア風クレープ（ブリヌイ） お母さんの美味しいブリヌイを食べたくなる。

❻当所 新型コロナ支援事業

【プロフィール】 秋田県企画振興部国際課 国際交流員 シャバラ・エカテリーナ（ShabalaEkaterina）
ロシア連邦ウラル地方生まれ。高校1年生から日本語の勉強を始める。2016年9月から日本の大学
（関西地方）へ1年間の短期語学留学
を経験。2019年6月にロシア・ウラル地方の大学を卒業（専攻は東洋学）。2019年8月に「語学指導等を行う外国青年招致事業（JETプロ
グラム）」により秋田県へ赴任。県国際課の国際交流員（CIR）として、翻訳業務のほか、県民向けの外国文化紹介など、秋田県の国際化の推
進に貢献している。趣味は弓道、アニメ、読書など。

信用の証し
「会員章プレート」を掲げて
会議所会員をＰＲ
※販売価格 2,200円
（税込）
弥生

飲食業

黒澤 俊子

❽国際交流員

863-8760
大町五丁目 1-3
（八番館ビル 2F）

（LLC）CHERISH

㈱東祥ホリディ
スポーツクラブ秋田
フィットネスクラブ運営

沓名 裕一郎
884-7799
東通仲町 5-64

㈱土佐製作
圧縮機部品加工

土佐 雄一
862-3811
川尻町字大川反 170-25

多機能型重症児者
ディサービス にのに

炭火焼 鳥夢

八代 美千子
838-6125
御野場一丁目 2-2

853-7414
広面字近藤堰添 107-1
（ハウスアーバン広面）

障がい児者ディサービス

飲食業

佐藤 俊

 補助金等企業支援施策の紹介

やきとり てる吉

KuKuRu

㈱ハートクリエーション

㈱リピドームラボ

飲食業

エステサロン

建築業

リピドーム解析受託業務

鎌田 貴康

伊藤 美華里

谷口 輝美

中西 広樹

873-5115
金足追分字海老穴 267

090-1377-0086
桜台二丁目 15-10

827-4066
泉北四丁目 17-26

801-7003
柳田字糠塚 1-2

Luida Relation ㈱

km企画

Dining 想

秋田県eスポーツ協会

ビジネス旅館 小野

海外物販事業

住宅新築リフォーム

飲食業

中村 新

鎌田 弘美

三浦 敏広

須藤 晃平

802-0624
広面字土手下 14-2

834-2864
牛島東四丁目 3-66

866-1237
大町一丁目 3-22

050-3646-0965
中通三丁目 3-10
（秋田スカイププラザ7階S2内）

小野 ワカ
846-9077
飯島道東二丁目 14-14

満点学習塾

もみがらエネルギー㈱

アイテック

㈱アグリコネクト農土歌

北川フーズ㈱

もみがら加工販売

家電全般施行

農業関連資材販売

飲食業

874-9266
新屋扇町 82-3
（セントラルパーク 1F）

田村 登司

伊藤 貴広

鈴木 学

北川 朝春

0185-47-8070
御所野元町五丁目 4-8

090-4556-4543
新屋割山町 5-10

838-4802
広面字糠塚 56-1

827-4700
保戸野千代田町 2-23

秋田エナジー㈱

㈱ S・P・A
からだ元気治療院秋田店

保育園運営

加藤 未希

802-0487
茨島四丁目 3-36
（秋田アスレティッククラブ内）

学習塾

森川 博士

電力削減商品販売

小田原 毅

853-7746
山王二丁目 7-36
（山王ソラリスビル4F）

針・灸、あん摩治療院

小坂 仲人

883-0600
保戸野すわ町 8-12
（千秋モール1階）

e スポーツの振興事業

旅館業

四季彩

餃子 玖

㈱アースワン

飲食業、仕出し

飲食業

介護サービス事業

中島 綾香

北田 圭

嵯峨 了

824-5175
旭北栄町 135

893-5909
中通四丁目 9-4

829-0123
御所野堤台二丁目 2-19

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】

より良い人生のためにメンタルケアを
なかこうじ
メンタルクリニック
院長

佐々木 一彦
佐々木 智康

住所／中通二丁目2－7
トラストワンビル4F
TEL ／853-7031
営業時間／診療時間はウェブサイ
トをご参照ください。
定休日／金・日曜日、祝日
URL ／https://www.nakakoji.clinic/
Web予約は24時間

2018年11月に開院し、心のバランスを崩した方のメ
仕事内容や職場環境への適応に悩む方が増えておりま
す。県内外の企業をサポートする産業医としての知識と
経験も活かし、働く方の相談対応やアドバイス、ストレ
スチェック、復帰支援にも対応しております。快適な職
場環境のお手伝いをしておりますので気になることがあ
りましたらご相談ください。

ツアープロのクラブサービスをあなたに
代表

松田 信

菅原 久典

今年の2月27日にオープンしたホルモン専門店「サモ
エド」。群馬県のブランド肉「上州牛」と「上州豚」の
ホルモンを直送で仕入れて提供している。テーブル毎に
ロースターが並び、気取らない大衆居酒屋の雰囲気が漂
う中、定番メニューに加え、のどナンコツやアカセンと
いった希少部位、秋田県産の食材を使用したサイドメニ
ューを味わうことができる。おすすめは部位6種を盛り
合わせた「サモエド盛り」。1人前 690円で2人前より注
文が可能。

患者さん同士が対面にならないように
配慮した待合室

エムズゴルフ工房㈱

代表取締役

住所／中通4-11-12 1階
TEL ／ 853-4853
営業時間／ 17：00～24：00

（土日祝は16：00～営業）
定休日／不定
URL ／https://www.hormonesamoyed.jp/

ゴルフクラブのカスタムオーダー専門店です。
ブリヂストン初代クラフトマンの代表 松田 信が制作
いたします。例えば車をカスタマイズするようにゴルフ
クラブもカスタムするイメージで、日本のこだわりのブ
ランドロマロ、エポンゴルフ、三浦技研、ロッディオ、
バルドなど一つ上の所有感を満たせるゴルフクラブをご
提供いたします。
ヘッド、シャフト、グリップを選んだり、さらにこだ

サモエド盛り（塩）迷ったらコレ！

健康・体形管理をサポート
健康・栄養クラブ

クレインズルーム
代表取締役

小玉 千鶴

住所／御所野元町6-12-12
TEL ／829-1300
営業時間／10：00～21：00
（完全予約制）
定休日／不定休

お医者様に「痩せなさい」と言われている方必見！
健康管理士・ウエルネスコーチが、体組成チェックに
よりライフスタイルを分析し、適切な食生活と運動指導
で健康的に痩せるためのサポートをいたします。さらに

❾会員情報プラザ

住所／将軍野桂町31-1
TEL ／845-9444
営業時間／10：00 ～17：00
定休日／月曜・第3日曜
URL／https://www.amz-golf.com
ネットショップ取扱／
楽天市場、ヤフーストア他

店舗の外観

❼市内中小企業景況調査

院長の二人

ほるもん酒場サモエド
秋田駅前店

❺国・県・市 新型コロナ支援施策

ンタルケアを行っております。近年は仕事が多様化し、

秋田駅前にホルモン酒場がオープン

❸挑戦する企業

わが社の自慢

「筋肉強化」、「生活習慣病改善」、「アンチエイジング」
など、多数コースメニューを取り揃えております。まず
は、お気軽にご相談ください（初回特典：カウンセリン
グ＆ボディスキャン＆栄養指導 1回

500円）
。

わりの方はロフト角、ライ角、長さ、バランス、グリッ
店舗は完全予約制となっておりますので事前にお電話
でお申込みをお願いいたします。

➡
Before

After（2 カ月後）
筋肉強化で健康的な理想のボディに

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！

新議員さんの横顔

プの太さ等ご相談に応じながら対応させていただきます。

❷活力ある秋田

2020年度 補助金等企業支援施策の紹介
【日本商工会議所】
◆小規模事業者持続化補助金
【内

❹国・県・市 新型コロナ支援施策

容】小規模事業者を対象に、経営計画に基づき商工会議所の支援を受けながら実施する販路開
拓等の取組に対して補助
【対象経費】機械装置等費、広報費、展示会等出展費等、販路開拓の実施計画に必要な経費
【補助金額】限度額 50万円、経費の2／3以内
【募集期間】第2回締切 2020年6月5日（金）
（コロナ特別対応型）
第3回締切 2020年10月2日（金）
第4回締切 2021年2月5日（金）
【お問合せ】秋田商工会議所 経営支援課 TEL：866-6677

【秋

田

県】

◆ふるさと起業家応援事業
【内

容】起業や新分野への事業展開に要する経費の一部を、クラウドファンディング型のふるさと
納税により集めた寄付金をもとに支援するもの
【対象事業】地域資源を活用した事業、地域課題の解決に資する事業
【補助金額】寄付額に加え、県からの上乗せ補助の合計額
※上乗せ補助の限度額100万円（補助率 1／2）
、但し事業拠点開発費に限る。
【募集期間】5月29日（金）まで
【お問合せ】商業貿易課 TEL：860-2244

❻当所 新型コロナ支援事業

◆かがやく未来型中小企業応援事業

❽国際交流員

＜製造業向け＞
【内
容】自社の生産性向上や競争力強化を図ろうとする、県内中小製造企業の新規性の高い取組に
対し、ソフト・ハード両面から支援するもの
【対象経費】新商品の開発・生産・販売、新分野進出、新たな生産方法に要する経費
【補助金額】限度額 500万円、経費の1／3以内
【募集期間】第1回 6月15日（月）
～7月 31日
（金）
予定 ※第2回は時期未定
【お問合せ】地域産業振興課 地域産業活性化班 TEL：860-2231
＜非製造業向け＞
【内
容】自社の強みやIoT等の先進技術を活かした県内中小企業の新規性の高い取組に対し支援する
もの
【対象経費】新商品・サービスの開発・生産・販売、サービス提供プロセスの改善等による生産性向上、
新分野進出に要する経費
【補助金額】限度額 500万円、経費の1／3以内
【募集期間】第1回 5月11日（月）
～6月10日
（水）
まで ※第2回は9月頃を予定
【お問合せ】商業貿易課 TEL：860-2244

【秋

田

市】

◆中心市街地商業集積促進事業
【内

 補助金等企業支援施策の紹介

容】秋田市中心市街地内（中心市街地活性化基本計画で定める地域）の空き店舗および大型商
業施設内の空きテナントへの出店に係る費用の一部を補助
【対象経費】
（1）改装費
限度額 100万円、経費の2／5以内
（2）宣伝広告費 限度額
20万円、経費の2／5以内
（3）賃借料等
限度額 150万円、経費の1／2以内、補助期間24カ月分
※賃借料に対する補助期間は区域により異なる場合があります
【募集期間】2021年1月29日（金）
まで
【お問合せ】商工貿易振興課 商工振興担当 TEL：888-5728
補助金の詳細は、当所ホームページ≫経営支援情報≫国・県・市等補助金・助成金情報
（https://www.akitacci.or.jp）より確認できますので、ご覧ください。
■お問合せ先 秋田商工会議所 経営支援課 TEL 866-6677
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（4月1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

5/15
5/18
5/19
5/27

時間

場所

15：00～
16：00～
12：30～
11：00～

当所 7 階
ホテル大和
当所 7 階
秋田
ビューホテル
17：00～ 〃
13：30～ 当所 7 階
18：30～ 秋田キャッスル
ホテル

※新型コロナウイルス感染症の影響により、各種行事
が中止または延期になる可能性があります。

暑中見舞広告

募集のお知らせ

経営のヒント！

新型コロナウイルス
感染症対策サイト

新型コロナウイルス感染症対策サイト
■国の支援策
検

国税庁 /
新型コロナウイルス感染症に
関する対応等について

検

千葉 利昭 氏

秋田商工会議所会員の皆様こんにちは。
今回新しく議員を任されることになった医療
法人千成会の千葉利昭と申します。何分若輩者
であり至らぬ点が多々あると思いますので、皆
様のお力添えで任務を全うしたいと考えており
ます。
さて、医療法人千成会は秋田市の山王十字路
のそばにある「旭北歯科医院」と、秋田駅前のフォ
ンテ AKITA4 階にある「遠藤歯科クリニック」
の 2 つの歯科医院を開業しています。従業員は
2 院合わせて 25 名。そのうち歯科医師は 6 名お
ります。「なによりも患者さんのために」を理念
に基づき日々診療を行っております。
旭北歯科医院は平成 27 年、完全リニューアル
しました。院内は完全バリアフリーとし、車い
す対応の方や体の不自由な方の治療も可能にな
りました。また、多目的トイレも完備し車いす
や人工肛門の方にも利用可能となりました。さ
らに、在宅訪問診療にも力を入れており、4 台
の歯科往診車両を使って、毎日通院困難な患者
さんの自宅や施設、病院等にお伺いしています。
現在、秋田市歯科医師会の会長も兼務してい
ます。今後ともよろしくお願いいたします。

■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

❾会員情報プラザ

経済産業省 /
新型コロナウイルス感染症関連

理事長

❼市内中小企業景況調査

本誌は会員企業をはじめ、関係官庁・団体などへ毎
月5,400部お届けしております。7月号恒例の本広告を
夏のごあいさつや企業ＰＲなどに是非ご活用ください。
◆広告サイズ
縦 6cm×横 3.5cm
◆掲載料金
7,700 円（税込）
◆掲載事項
①事業所名 ②住所 ③代表者名
④ TEL ⑤マーク など
◆申込締切日
6月1 日（月）
◆お申込 ･ 問合せ 秋田商工会議所 企画振興課
ＴＥＬ866-6679

医療法人千成会

❺国・県・市 新型コロナ支援施策

建設部会
秋田港振興会総会
常議員会
秋田日本海沿岸東北自動車
道早期建設期成同盟会総会
0/00 通常議員総会
6/3 秋田市中心市街地活性化協
議会
6/5 秋田異業種交流会総会

❸挑戦する企業

新議員さんの横顔

新型コロナの

申請承ります。

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

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

雇用調整助成金

秋田商工会議所

飲食店応援ファンドプロジェクト

けるな!!
負
に
ナ
ロ
コ

No.836

秋田市の大好きな

飲食店を
支援特典

令和二年五月十日
（毎月一回十日発行）

応援しよう!!

5

M ay.2020

支援金＋10％ の

プレミアム付飲食券

通巻八三六号

実施目的

支援先のお店

秋田市民の皆様が笑顔で集える飲食店を将来に残していくた
めにも、市民総出でご支援をお願いします！

スケジュール

●期 間：2020年5月1日(金)〜5月31日(日)迄
●設定額：1口5,000円 ※1店舗につき上限20口：10万円
●支援リターン：5,000円支援の場合、5,500円分の飲食券を発行
※支援(出資)という性質上、いかなる理由においても返金は
致しかねます。予めご了承ください。

本プロジェクトのメリット
支援方法・参加店

●飲食店は、支援金を売上の前倒しとして受け取ることが可能となります。
●設定額：1口5,000円
●支援金に10％のプレミアム分を加えた飲食券により、コロナウイルス感染症が
※1店舗につき、お一人様 20口10万円まで
落ち着いた後に、お得に飲食することができます。

の影響により売上減少や資⾦繰りに
⽀障をきたす中⼩企業者を⽀援する
支援の申込み
参加店一覧はコチラ
特別保証制度を設けております

＊詳細・ご相談は当協会まで

の支援ができます。複数の飲食店への支援
お問い合わせください
も可能です。支援する飲食店の数に上限は
■お問い合せ…
秋田商工会議所 まちづくり推進課 担当：田村、
伊藤、
渡邉 （秋田市旭北錦町1-47）
ありません。
TEL 018-866-6676
FAX 018-862-2101
E-mail machi@akitacci.or.jp
●支援リターン：5,000円支援の場合、
5,500円分の飲食券を発行
秋⽥東営業室／秋⽥⻄営業室
TEL.018-863-9016 ／TEL.018-863-9018
●参加店：右記 QRコード参照
〒010-0923 秋⽥市旭北錦町1-47 秋⽥県商⼯会館２階
※支援
（出資）という性質上、いかなる理由に ［支援申込・
参加店一覧］
おいても返金は致しかねます。
パソコン・スマートフォンからの申込みが不可能な方など、ご不明な点については下記にお問合せください。
（問合せ先）秋田商工会議所 まちづくり推進課 担当：田村、伊藤、渡邉（秋田市旭北錦町1-47）
TEL 018-866-6676 FAX 018-862-2101 E-mail machi@akitacci.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

スケジュール 支援内容
スケジュール・支援方法
https://www.cgc-akita.or.jp
2020/5/1
✓F
 AN AKITA
（秋田魁新報社）
のクラウドファ
スケジュール
支
援
方 法
～5/31 ンディングを通じ、支援金を募集します。
※参加店から支援したい飲食店を指定して
FAN AKITA(秋田魁新報社)のクラウドファンディングを通じ支援金を募集します。
5／1〜5／31
参加店から支援したい飲食店を指定してご支援ください。
（支援する飲食店数に上限はございません）
ください。
※支援のお申込みについては、下部QRコードよりお願いします。
6/ 中旬
✓参加店に対し、支援金を送金します。
6／中旬
参加店に対し、支援金を送金します。
7/ 上旬
✓支援者に対し、支援した参加店で利用で
きるプレミアム付き飲食券を当所から送
7／上旬
支援者に対し、支援した参加店で利用できるプレミアム付き飲食券を当所から送付します。
付します。
新型コロナウイルス感染症
2021／2／28迄
プレミアム付き飲食券ご利用期間。
2021/2/28 迄 ✓プレミアム付き飲食券ご利用期間。

相場哲也

新型コロナウイルスがあらゆる業種に影響を及ぼしており、とりわけ、飲食業界は急激な来店客の減少により、
新型コロナウイルスがあらゆる業種に影響を及ぼしており、と
支援したい飲食店を参加店一覧から選んでください。
※参加店一覧情報：下部QRコード参照
りわけ、
飲食業界は急激な来店客の減少により、
深刻な状況に
深刻な状況にあります。こうしたことから、秋田商工会議所では会員事業所の当面の資金繰りを支援するため、
あります。こうしたことから、秋田商工会議所では会員事業所の
クラウドファンディングを活用した支援
（出資）金募集プロジェクトを実施します。秋田市民の皆様が笑顔で集え
募集期間・支援設定額
当面の資金繰りを支援するため、クラウドファンディングを活用
る飲食店を将来に残していくためにも、市民総出でご支援をお願いします！
した支援(出資)金募集プロジェクトを実施します。

編集発行人

実施目的

発行◎秋田商工会議所

お気に入りの・気になる飲食店をクラウドファンディングで
支援するプロジェクトです。（5/31 迄）

