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❷活力ある秋田
［秋田市観光クチコミ大使］
損害保険ジャパン株式会社
常務執行役員
関東・甲信越・北陸本部長

荒井 英一 氏

❸挑戦する企業

株式会社 マツザワ

❹❺2019年度事業報告・収支決算
❼新型コロナウイルス感染症
秋田市の支援施策の紹介

N o .8 3 7

秋田ふるさと検定

株式会社 マツザワ
硬さ試験機などの設計・製造・販売を一貫して行っている企業。2015年11月には、当社の
電動型硬さ試験機が第6回ものづくり日本大賞おいて、東北経済産業局長賞を受賞。

❷活力ある秋田
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秋田への想い

❹ ２０１９年度事業報告・収支決算

［秋田市観光クチコミ大使］
損害保険ジャパン株式会社 常務執行役員
関東本部長・甲信越本部長・北陸本部長

❻会議所レポート
❽春の叙勲・褒章
 経営者のための事業承継対策

祖母の実家が秋田県仙北市角館町。母もそこで
育ちました。長期休みになるといつも秋田へ行っ
ていました。秋田新幹線がなかった時代、奥羽本
線で大曲まで。田沢湖線で角館下車。7時間くらい
かかったんじゃないかな。今でも親戚の方々が住
んでいます。秋田音頭を聞き、秋田のお米、稲庭
うどん・いぶりガッコ・きりたんぽ・はたはた・
春の山菜などをたくさん食べて育ちました。今で
も実家に帰ると秋田のものが食卓にならびます。
今年もタラの芽・こごみ・竹の子・コシアブラ等々
沢山送っていただきました。乳頭温泉郷・玉川温泉・
男鹿半島・田沢湖などたくさんのところに連れて
行ってもらいました。樺細工・曲げわっぱなどは
自宅でも実家でも使っています。もちろん実家の
方が数多くありますが。
バスケットボール部時代の高校三年生。夏のイ
ンターハイは秋田開催。かの有名な能代工業と準
決勝で対決しました。わがチームの応援はほとん
ど家族だけ。完全アウエー状態で圧敗という結果。
選抜されたわかくさ国体（奈良県開催）では東京
都×秋田県。東京都は選抜チーム、秋田県は能代
工業の単独チーム。決勝戦で対決しました。再々
延長の結果、東京都が勝ちました。うれしかったぁ。
その冬にスキーに初チャレンジ。場所は田沢湖
高原スキー場。母の従兄が私の先生。天気は大雪。
いきなり頂上付近まで連れていかれ、何が楽しい
のかさっぱりわからず帰ってきた覚えがあります。
結婚したてのころ父母を連れて家内と 4 人で東
北地方の桜を見に行きました。北上展勝地・弘前城・
角館武家屋敷・桧木内川の桜も最高でした。子供
ができてからも夏休みに秋田にいきました。夜中
と明け方に虫取り（カブトムシやクワガタ）をし
たのを覚えています。
社会人としては大阪・札幌など各地を転勤で回
りましたが、30年目となる 2018年4月に東北担当
となりました。一番喜んでくれたのが母でした。
「一
緒に秋田に遊びに行けるね」と。結局私が東北担

あら

い

えい

いち

荒 井 英 一

氏

当の2年間一度も母と秋田に行くことはありません
でしたが、東北6県をまわる日々が続きました。も
ちろん秋田も。
秋田を数回訪問した際に秋田市観光クチコミ大
使という制度を知ることになります。ただ単純に
秋田の魅力を県外の方々に少しでも広めたいとい
う思いから立候補して観光クチコミ大使にならせ
ていただきました。竿灯まつりには毎年お声かけ
いただき迫力ある演技を間近で見ることができま
した。横手のかまくら、角館のやまぶっつけ、大
曲の花火大会も見ることができました。親戚とも
何度か会える機会を作れたことをうれしく思いま
す。秋田大好きな私にとってはやめられない担当
業務でした。人が、お酒が、温泉が、食が、自然
がどれをとっても最高です。
新型コロナウイルスの影響が出始めた 20年2月
に人事異動発令があり、4月から担当が関東・甲信
越・北陸と内示を受けました。転任のご挨拶も満
足にできず東北を離れることになったことが残念
でなりません。今回お話をいただいたこの商工会
議所報6月号掲載時には新型コロナウイルスが収
束していること、今後ますますの秋田市・秋田県
が活力ある町であり続けることを祈念してやみま
せん。観光クチコミ大使の一員として今後も秋田
の魅力を微力ながら発信し続けていきたいと思い
ます。
最後に、「I LOVE AKITA」。
■略歴
1967年1月11日 東京都生まれ
1985年3月

明治大学付属中野高等学校卒業

1989年3月

明治大学政治経済学部卒業

1989年4月

安田火災海上保険株式会社（現損
害保険ジャパン株式会社）入社

2018年4月

同社

執行役員東北本部長

2020年4月

同 社

常務執行役員

関東本部

長・甲信越本部長・北陸本部長

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。
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世界への挑戦
株式会社マツザワ
代表取締役社長

硬さ試験機を世界に販売

将来展望

数年前より今までの試験機とは構造の異なる電動

タイプの硬さ試験機を開発・販売しております。従
来の硬さ試験機は設置環境や測定する対象の大きさ
が限られておりましたが、電動タイプの硬さ試験機
は従来の弱点を補うことで、より多くのユーザーを
満足させる製品となっております。
この製品は秋田県産業技術センター様、秋田大学
様、小林無線工業㈱様、比内時計㈱様と産学官共
同研究にて開発を行いました。大学や公設試験研究
機関、業種の異なる県内企業様と交流を深めあい時
にはお酒を酌み交わしながら販売までのプロセスを
進めてまいりました。
開発の停滞や資金繰りの問題等多くの困難があり
ましたが、国や県の補助金援助等も受けることがで
き販売に至ることにな
りました。おかげさま
で第６回ものづくり日
本大賞において東北経
済産業局長賞を頂くこ
とが出来ました。
また、先日当社の取組が評価され秋田市「未来応
援」ファンドの支援を受けることになりました。
当社では、通常硬さ試験について、製品の抜き取
りサンプルにより試験を行っておりますが、多くの
ユーザーは全数検査を要望しているため、ユーザー
の製造サイクルや環境に対応したより高速かつ高精
度な製品を提供する必要があり、ファンドを活用し
て新たな硬さ試験機の開発に取り組んでおります。
最近では、国内外のメーカーも追随してきており
ますので、今後は更に一歩先を行く製品開発を行っ
てまいりたいと思います。
P r o f i l e●
■設
立 1995年5月22日
■事業内容	硬さ試験機・自動検査装置の設計・
製造・販売
■所 在 地 河辺戸島字七曲台120-19
■Ｔ Ｅ Ｌ 882-4580
■Ｕ Ｒ Ｌ http://www.matsuzawa-ht.com/index.htm

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

世界には数十社のメーカーがありますが、当社の
製品は品質・精度・耐久性において高い評価を受け
ています。また専門メーカーとしての高い技術力を
用いて多くのカスタム製品を製作しております。
現在の国内と海外販売比率は50%ずつですが、更
なる顧客獲得のために積極的に海外展示会への出展
や代理店とのミーティングを行っております。
当社は小さい会社です
が、機械設計・光学設計・
ソフトウェア・電気回路
等の全ての技術を社内
に持っているため、新し
い開発への取組もスピー
ディかつ確実に行える環
境にあります。

徹氏

❾会員情報プラザ

専門メーカーとして高い技術力

安 保

とおる

❼ 新型コロナウイルス支援施策

当社は 1995年に設立した硬さ試験機の製造メー
カーです。元々は東京に本社がある誘致企業の秋田
工場でしたが、親会社の倒産後に秋田の従業員だけ
で再出発し現在に至ります。
硬さ試験機は一般的にはあまり知られておりませ
んが、金属等の素材や加工・熱処理部品が求められ
る品質であるかを検査するため、安全上とても重要
な製品となります。
鉄鋼部品や自動車部品に多く使用されております
が、身近なものではネジや剃刀、硬貨やスマートフォ
ンのガラス等の硬さの検査も当社の製品で測定して
おります。
また、当社は硬さ試験機の設計・製造・販売・ア
フターサービス等の全ての業務を行っており、販売
先は日本全国及び全世界へ商社・代理店を通じて販
売しております。
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通常議員総会

2019年度事業報告・収支決算等を承認

2019 年度は、任期満了に伴う議員選挙・選任及び役員の選任を行うとともに、
スローガン「新たな挑戦で元気創出」を基本方針とし、◇挑戦する人材の育成～
地域を担う人材の確保・育成～、◇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～、◇活力ある秋田の創造～交流・定住人口の増加を目指すまち
づくり～の 3 つの行動指針を柱とし事業を展開した。

「挑戦する人材」の育成
外国人材受入れへの対応

❹ ２０１９年度事業報告・収支決算

・受入検討会、受入対応事業
検討会 4回、
外国人材活用促進セミナー

企業の人材育成支援
・ビジネススクール凌雲塾
11 講座、105社 参加 174名

参加

56名

働き方改革の促進
・人手不足への対応
働き方改革推進、人手不足対応、健康経営セミナー
参加 181名
・ICTの活用促進
ITビジネスツール活用、
RPA活用セミナー
参加 85 名

・新規高卒者・中小企業等
就職促進セミナー
高校生・保護者・学校
関係者 参加 338名
（7月）
・青年部・女性会活動の推進
東北六県女性会
秋田大会
参加 450名（7月）

❻会議所レポート

創業支援
・一貫した創業支援体制
あきた起業塾 71名受講
事業計画書ブラッシュ
アップコース
参加 26名
起業者フォローアップ
セミナー 参加 27名

事業承継
・秋田県事業引継ぎ支援センター
成約 20件／相談 189件
・事業承継相談推進事業
訪問企業 1,837件／診断 222件
後継者育成塾終了 16名

「挑戦する企業」の育成
経営革新支援

❽春の叙勲・褒章

・経営発達支援計画の実行・施策普及
巡回相談 5,785件／窓口相談 3,061件
・小規模事業者持続化補助金等申請支援
申請 39件／採択 37件
・経営安定特別相談
商工調停士 13名／相談 20件
・企業連携強化、ものづくり強化
企業連携セミナー、IoT活用視察 参加 43名
・消費税軽減税率対策窓口等相談
セミナー 4回開催
参加 84名

 経営者のための事業承継対策

地域資源の活用促進
・工芸ブランド構築事業
秋田銀線細工の需要調査、
矢留彫金工房オープン（8月）

新たな販路開拓支援
・伊達な商談会 in AKITA
成立 20件／商談 63件
（参加 23社）

・秋田市在京経済人交流懇談会
参加 210名
ビジネス交流会出展 24社
（10月、東京）
・ワンコイン de「買い物」
「体験」
スタンプラリー 2019
参加 101店舗
応募総数 1,959枚（10月）

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
第6回経済交流会議
（10月韓国江原道）
延辺州との交流推進会設立

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】

❸挑戦する企業

「活力ある秋田」の創造
中心市街地の活性化推進

にぎわい創出と誘客促進
・これが秋田だ！食と芸能大祭典
来場者 17万人超（5月）

・秋田市中心市街地活性化協議会
ウォーキングイベント「秋田歩き愛です」
参加 66名（9月）
・商店街共通駐車券事業サービス券
機械化対応
加盟 27駐車場
（内21箇所機械化対応）
3,352台収容

インバウンド対策の推進
・外国人観光客の誘客・受入対応
クルーズ船誘客
「土崎お宝さんぽ」5回開催
参加 98名
・キャッシュレス決済の導入環境の整備
2回開催／参加 170名
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・ギュギュっとあきた
週末イベントリレー
総来場者 27万人超（8月～10月）

秋田の「食」の魅力発信
・秋田かやき普及拡大事業
かやき祭り 来場者 24,000人（9月）
ニッポン全国
鍋グランプリ出場
準グランプリ獲得（1月）

来県者へのおもてなし向上
・秋田ふるさと検定
県内6商工会議所で191名が挑戦（9月）
・寺町観光推進事業
寺町探訪ウォーク／参加 22名（10月）

❼新型コロナウイルス支援施策

・ご当地
グルメフェスティバル
出店 43店
来場者 16万人（8月）

会員企業及び地域の成長・発展支援
要望・提言活動

会員交流・部会活動
・優良社員表彰式
表彰 167名
記念講演 参加 237名（10月）
（10月）
・2020年新年祝賀会
参加 973名（1月）

プレミアム付商品券事業
・秋田市プレミアム付商品券発行
発行総額 6億9千万円
利用可能店舗 1,918店

広報・情報発信
・会員紹介ページ
会員企業のPR、販促支援

新型コロナウイルス対応
・相談窓口開設
相談件数 34件（1/29～3/31）

150社

2019年度 一般会計・特別会計収支決算総括表（2019年4月1日から 2020年3月31日まで）
会

計

名

❾会員情報プラザ

・国への要望活動
秋田港整備促進要望、
高速道路整備促進要望
・秋田県知事との懇談会
中小企業施策の推進、人材確保、
観光誘客の促進等を要望
・秋田市との懇談会
産業振興の推進、人材の確保・
育成、交流・定住人口増加に向けたまちづくりのた
めに必要な34項目を要望

前年度繰越金

単年度収入決算額

収入合計決算額

単位：円
支出決算額

差引残額

一

般

会

計

29,736,538

183,063,772

212,800,310

181,543,267

31,257,043

特

別

会

計

272,430,457

844,028,389

1,116,458,846

832,981,011

283,477,835

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
6 特別積立金特別会計
7 退職給与資金特別会計
総

合

計（Ⅰ＋Ⅱ）

0

180,370,670

180,370,670

180,370,670

0

14,487,800

53,765,949

68,253,749

54,563,546

13,690,203

1,109,707

411,037,278

412,146,985

411,856,940

290,045

134,717

7,263,794

7,398,511

6,214,773

1,183,738

0

147,296,366

147,296,366

147,296,366

0

236,369,633

20,038,828

256,408,461

4,536,000

251,872,461

20,328,600

24,255,504

44,584,104

28,142,716

16,441,388

302,166,995

1,027,092,161

1,329,259,156

1,014,524,278

314,734,878

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

Ⅰ
Ⅱ

❷活力ある秋田

支援金額目標達成のお礼

5／1～
5／31

～飲食店応援ファンドプロジェクト～
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食店を支援するために実施したク
ラウドファンディングが5月31日をもって終了し、支援金額は目標額を大幅に超える
23,765,000円（達成率238％）
、支援者は 2,127人となりました。
ご支援、ご協力をいただきました全ての皆さまに心より感謝申しあげます。
なお、支援者の皆さまには返礼品として10％分を上乗せした飲食券を7月上旬に発送させていただきます。

公共工事等の重点施策を情報共有
～建設部会～

5／15

❻会議所レポート

部会員23名が出席し、秋田県建設部の小野久喜
建設技監と秋田市建設部の楢岡善治次長をゲスト
に迎え懇談した。
小野氏は「公共工事予算は約726億円（平成24
年度低値の153％）。県建設産業担い手確保育成セ
ンターでは、若者の離職防止や県外流出防止、女性
が活躍、ICT活用による生産性向上に向けた取組を
推進する」と説明。続いて、楢岡氏が「河川整備工
事の増額等により、64.4億円を予算計上（対前年
度比118.8％）。今年度から、週休二日制導入の課
題抽出のためモデル工事を実施する」と述べた。
懇談終了後、2020年
度部会活動計画につい
て協議し、全員異議な
く了承した。

将来展望を見据えた港湾要望を決議
～秋田港振興会役員会・通常総会～

27名が出席し、ホテル
大和で開催した。三浦廣
巳会長が「秋田港を拠点
とした地域活性化が図ら
れるよう、港湾計画に位置付けられた事業の早期実
現について、国に対し積極的に要望していく」と
あいさつ。議事では、2020年度の事業計画・予算
などを原案どおり承認したほか、「港湾関連予算の
確保」、
「洋上風力発電事業の拠点化に向けた支援」、
「クルーズ船の寄港回復および受入環境整備への支
援」、
「外郭施設の整備促進」、
「津波対策施設整備へ
の支援」「自動運転検証等への支援」の 6項目を要
望することとした。
引き続き、秋田港の整備事業等について、東北地
方整備局秋田港湾事務所長の渡辺淳一氏と、秋田県
建設部港湾空港課長の伊藤邦昭氏より情報提供い
ただいた。

❽春の叙勲・褒章

三浦会長を再任

5／27

～秋田日沿道早期建設期成同盟会総会～
22名が参加し、秋田ビューホテルで開催。2019年度事業報告・収支決算、2020
年度事業計画・収支予算および役員改選案を原案通り承認した。
三浦廣巳会長は「日沿道は鶴岡市から小坂町までが 2026年度に全線開通する見通
しとなった。高速道路は繋がってこそ真価が発揮される。引き続き一日も早い全線開
通に向け、国に対して強力に要望していきたい」とあいさつ。
任期満了に伴う役員改選では、三浦会長が再任されたほか、副会長、理事、監事も
全員再任された。役員の任期は 2020年4月1日より2022年3月31日まで。

 経営者のための事業承継対策

保険とリース、相続・事業承継の
ご相談はお気軽にどうぞ！
！
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再任された三浦会長

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
代表取締役社長

〒 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

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】

◆新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
【内

◆新型コロナウイルス感染症対策地域産業支援事業
【内

※詳細は秋田市のホームページをご覧ください。
【お問合せ】秋田市緊急経済対策コールセンター TEL：803-6861
受付時間：午前 8時30分から午後5時15分まで（5月30日（土）〜6月28日（日）までは土日含む）

「秋田商工会議所


共済・保険制度推進パートナー 2020」に
2社を認定

❾会員情報プラザ

昨年度、当所共済・保険制度の利用などをきっか
けとした新会員の紹介にご協力いただき、目標件数
を達成された保険会社2社を「秋田商工会議所 共
済・保険制度推進パートナー2020」として認定い
たしました。
（認定期間：2020年4月1日～2021年3月31日）

❼ 新型コロナウイルス支援施策

容】秋田県が行った休業申請等の対象とはならず、かつ国の「持続化給付金」の受給要件を満た
さなかった中小企業者や小規模事業者などに対して、市独自に支援金を交付する
【支給対象】次のすべての要件を満たす方
• 秋田市内に本社、本店、おもな事業所を有していること（業種は問いません）
• 前年同月と比較して売上げが30％以上50％未満減少していること（1月から12月のうち
1か月）
• 国の「持続化給付金」の対象となっていないこと
• 県・市の協力金の対象となっていないこと（営業時間短縮要請に該当しない飲食店を含む）
【支給金額】事業者20万円（複数店舗を所有していても同一金額です）
【申請期間】2020年6月15日
（月）から開始を予定しており、交付までは
申請受理から7日～10日程度かかる見込み

❺ ２０１９年度事業報告・収支決算

容】秋田県緊急事態措置等による要請に応じて、施設の休業又は営業時間の短縮に全面的に協力
した市の中小企業者や個人事業主に対して、県の協力金に上乗せする形で、秋田市新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止協力金を交付する
【支給対象】次のいずれの要件を満たす方
• 秋田市に事業所を有していること
• 秋田県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給を受けていること
【支給金額】事業者20万円（秋田市に休業等に協力した施設が 2 箇所以上有する事業者は 40 万円）
【申請期間】2020年5月18日
（月）～ 6月30日（火）
【申請方法】電子申請および郵送

❸挑戦する企業

新型コロナウイルス感染症の秋田市の支援施策の紹介

―福利厚生の充実やリスクへの備えに、
アクサ生命保険株式会社
商工会議所会員向け共済・保険制度を
秋田支社
黒沢晃支社長

是非ご利用ください―

〒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

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（6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】

新議員さんの横顔

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

東京海上日動火災保険株式会社
秋田支店
小沼広史支店長

❷活力ある秋田

栄光ある受章おめでとうございます
瑞宝中綬章
吉 村
昇氏

秋田大学

学事顧問

❹ ２０１９年度事業報告・収支決算

教育研究功労。1969年に秋田大学大学院鉱山学研究科修士課程修了。秋田大学教授等を
経て学部長などを歴任ののち、2008年に同大学長に就任。長年にわたって教育研究に尽力
した。2020年から同大学事顧問。2008年から2014年まで当所顧問。

旭日双光章
内 村 和

人氏

大洋ビル管理㈱

代表取締役社長

警備業功労。1969年に旧㈲秋田大洋ビジネスに入社。1992年に旧秋田大洋ビル管理㈱代
表取締役社長に就任。1999年から秋田県警備業協会の会長を務めており、業界の振興・発
展に尽力している。2016年から当所議員。

旭日双光章
桑 原
功氏

㈱桑原

取締役会長

❻会議所レポート

交通安全功労。1960年に桑原商店を創業。1981年に代表取締役社長に就任。2019年から
現職。2009年から秋田地区交通安全協会の会長、2015年から秋田県交通安全協会の会長を
務めており、業界の振興・発展に尽力している。

６月１日から高卒求人受付開始

～新規高卒者求人要請～
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佐竹敬久秋田県知事、甲斐三照秋田労働局長、安田浩幸秋田県教育長が、
来春の高校卒業予定者に対する早期求人票の提出と人材の定着・確保に向
けた企業の魅力発信と職場環境の整備を要請するため、三浦廣巳秋田県商
工会議所連合会会長をはじめとする経済団体の代表らに要請書を手渡した。
佐竹知事は「新型コロナウイルス感染症の影響により産業構造が一変し、
前年とは雇用環境が全く異なる状況となっている。首都圏への一極集中が
要請書の受領
感染拡大の弊害を及ぼしている今こそ、地方が活性化し、その力を雇用に
結びつけることが必要である」と話し、三浦会長は「大手企業の採用活動に影響が及んでいる今こそ、地元
中小企業が採用するチャンスでもある。例年どおりの就職活動が制限を受けている中、地元中小企業の魅力
を幅広く伝えられるよう取り組んでいく」と述べた。
高校生がひとりでも多く県内に就職・定着できるよう会員企業の皆様のご協力をお願いします。

 経営者のための事業承継対策

事業主のみなさまへ
6月1日から来春の高卒者を対象とした求人受付を開始しました。
企業の将来を担う優秀な人材の確保と若年者の地元就職による活力ある地域づくりのため、早期の
求人提出により学生・生徒への企業情報・採用情報を発信し、若い人材を確保してください。
また、県内ハローワークでは、学校求人の作成等に係るサポートを、ハローワーク内に事業所相談
コーナーを開設し、高卒者の採用のお手伝いしておりますので、ぜひ、ご相談ください。
 田新卒応援ハローワーク ( ハローワークプラザ御所野 )
問い合わせ先 秋
TEL：889-8609
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】

個別のオーダーメイド施術を実施
すみ治療院

住所／広面字樋ノ下7-2
TEL ／827-5783
定休日／日曜日、第2・第4木曜日
URL／
http://linktr.ee/masasumihikage

院長

日景 正純
営業時間／月・水・金
火・土
木・祝

8：00～13：00／14：00～22：00
8：00～13：00／14：00～19：00
8：00～13:00

ネイルで最高の笑顔を
㈱米澤

NAIL SALON
Lapis（ラピス）
ネイルサロン代表

住所／泉北四丁目14-12
TEL ／827-3005
営業時間／ 9：30～18：30（予約制）
定休日／日曜日
URL／http://nail-lapis.com

米沢 舞

Lapis では「笑顔」「幸福」「プロフェッショナル」の
コンセプトを掲げ、ネイルを通してお客様の最高の笑顔

施。短時間で痛みと不調を改善へと導きます。肩こりや

を引き出すお手伝いをさせていただいております。
初めての方や爪のトラブルでお悩みの方も、JNA認定

どの改善から、負担の少ない産前の妊婦さんへの施術、

1級ネイリストが親身にカウンセリングし施術いたしま

産後の骨盤調整といった女性特有の悩みに対するケアに

すので、安心してご利用いただけます。オフィスネイル

も対応いたします。

やこだわりネイルなど、お客様の理想的な指先を確かな

もちろん、お子様連

技術と安心の価格設定で再現いたしますので、お気軽に

れでの来院も大歓

ご相談ください。ご来店を心よりお待ちしております。

迎です。月・水・金
曜 日 は22時 ま で 受
で、仕事帰りに是非
お立ち寄りくださ
い。
施術の様子

気になる症状は一度ご相談を
あをによしリハビリ
脳神経外科クリニック

𠮷岡  正太郎

長く脳卒中の急性期医療に携わり、脳卒中の発生予防

ママ達による子育て支援
合同会社

住所／茨島4丁目3-36
秋田アスレティッククラブ内
（チェリッシュ）
TEL ／070-6493-1983
営業時間／【カフェ】10：00～14：00
【保育園】7：30～18：30
定休日／【カフェ】火・金・土・日曜日、祝日
【保育園】日曜日、祝日
URL ／https://cherish-akita.com/

CHERISH
代表社員

加藤 未希

保育士や子育てサポーター、ベビーマッサージやヨガ、

と再発予防の重要性を強く感じ、秋田にも脳を専門的に

メディカルアロマやエステなど様々な資格を持つスタッ

診る、かかりつけ医が必要と昨年開業。日頃の健康相談

フが従事し、幅広い子育て支援事業を展開しております。

から生活習慣病の管理、また、脳神経外科専門医として、

子供連れの方もゆっくりと食事が出来るカフェ運営、
お出掛けスポットなどの子育て情報を掲載したフリーペ

ます。脳卒中やパーキンソン病、脊髄脊椎疾患、術後の

ーパーの発行、2019年4月から小規模保育園を開園しま

後遺症に対する専門的リハビリテーションも提供し、患

した。活動支援していただける企業スポンサーも随時募

者様に適したリハビリプランをご提案いたします。

集しておりますので、是非一度当社HPをご覧ください。

マルチCTスキャン、リハビリ完備
各種キャッシュレス決済に対応

発行中のフリーペーパー

笑顔あふれるスタッフ達

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

頭痛・めまい・物忘れなど神経系疾患の診療を行ってい

𠮷岡院長

❾会員情報プラザ

院長兼理事長
脳神経外科専門医

住所／土崎港相染町字沼端77-33
TEL ／838-6771
営業時間／ 9：00～12：00
14：00～17：30
定休日／月・日曜日、祝祭日
URL ／https://awoniyoshi.com
(web予約は24時間)

おしゃれなネイルと清潔な店内

❼ 新型コロナウイルス支援施策

付しておりますの

❺ ２０１９年度事業報告・収支決算

2020年4月にオープン。丁寧なカウンセリングを行
い、それぞれの患者様に適したオーダーメイド施術を実
腰痛、五十肩などの慢性的な痛み、猫背や身体の歪みな

❸挑戦する企業

わが社の自慢

❷活力ある秋田

経営者のための事業承継対策
～事業承継に向けた5つのステップ～

❹ ２０１９年度事業報告・収支決算

今年度、秋田県事業引継ぎ支援センターより、事業承継対策に関して情報提供をいたします。第1回目は
事業承継に向けた5つのステップについてご紹介します。
2025年までに平均引退年齢である70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者は、日本全体で約245万
人、うち半数の約127万人が後継者未定と見込まれています。
後継者不在の中小企業は何ら対策も講じない場合は廃業せざるを得ませんが、この場合は従業員の雇用が
失われるほか、サプライチェーンにも支障が生じます。また、廃業により中小企業に蓄積された様々なノウ
ハウ、技術が次世代に継承されないなど、地域経済にも大きな損失、悪影響を及ぼします。
民間の信用調査会社によると秋田県の2019年の休廃業・解散件数は181件で倒産件数41件をはるかに上
回っています。また、秋田県の中小企業者数は2009年から2016年にかけての7年間で6,829先（△17.1％）減
少しているほか、社長の平均年齢は61.9歳と全国では岩手県とともに最も高く、法人における60歳以上の経
営者の割合も66.7％と全国一、後継者不在率の調査でも69.0％と全国で9番目に高い状況です。
このように県内の事業承継問題は深刻な課題となっている中、円滑な事業承継実現のためには次の 5 つの
ステップを経ることが重要になります。
事業承継に向けたステップ

各ステップの内容

（気づき）
●ステップ1

プ1

ステッ

事業承継に向けた準備の必要性の認識
経営状況・経営課題の把握（見える化）

プ3

ステッ

事業承継に向けた経営改善（磨き上げ）
親族内・従業員承継

社外への引継ぎ

プ4

ステッ

（見える化）
●ステップ2
未来に向けて経営方針を定める必要があります。その最初の一歩
は、会社の経営状況を把握することです。事業をこれからも維持・
成長させていくために、利益を確保できる仕組みになっているか、
商品やサービスの内容は他社と比べて競争力を持っているかなど
を点検しましょう。

（磨き上げ）
●ステップ3
事業承継計画策定

マッチング実施

事業承継の実行

M&A等の実行

プ5

ステッ

プレ承継

❻会議所レポート

プ2

ステッ

従業員の雇用や、取引先の信頼関係など、会社が周囲に与える影
響は小さいものではありません。引継ぎといっても経営者の身内
だけの問題ではないことをあらためて理解しておく必要がありま
す。後継者を次期経営者として必要な能力を備えた人物として育
成することは、一朝一夕ではできません。また、事業用資産や経
営資源の承継も十分な時間を取って計画的に進めていく必要があ
ります。事業承継を着実に進めるためには、早めの着手が肝要です。

企業価値の高い魅力的な会社とは、どのようなものでしょうか。一
つは、他社に負けない「強み」を持った会社。もう一つは、業務
の流れに無駄がない、効率的な組織体制を構築した会社です。自
社が強みを有する分野の業務を拡大していくとともに、各部署の
権限、役割を明確にして業務がスムーズに進行する事業の運営体
制を整備しましょう。

❽春の叙勲・褒章

●ステップ4〜5

ポスト事業承継（成長
（成長・
・発展）
発展）

経営の「見える化」、会社の「磨き上げ」を進める過程で明らかに
なった経営上の課題を解消しながら、後継者と二人三脚で策定し
た事業承継計画、あるいは希望に適った相手とのマッチング条件
に沿って、資産の移転、経営権の委譲を進めていきます。早めに
専門家に相談することも有効です。

秋田県事業引継ぎ支援センターは、国の事業として、主に後継者不在の場合のマッチング支援を行なって
いますが、承継形態に関わらず相談は幅広に対応しております。但し、親族内承継等で「事業承継計画書」
を策定しての支援が必要な場合には、秋田県商工会連合会が事務局となっている国のプッシュ型事業に取り
次いで支援しています。
次回は、具体的な相談事例について紹介する予定です。
（お問合せ先） 秋田県事業引継ぎ支援センター TEL.883-3551

 経営者のための事業承継対策

新型コロナの

★もちは餅屋へおまかせ！★

雇用調整助成金

住宅リフォームのプロ集団

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

奥羽住宅産業株式会社

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

バリトン伊藤さん

■お問い合わせ

0120-444-877

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】

月日

行事

6/24 常議員会
0/00 商業部会
6/26 秋田異業種交流会総会
6/29 秋田港海の祭典実行委員会
総会
6/30 県連通常総会

時間

場所

12：30～ 当所 7 階
14：00～ 〃
17：30～ 秋田キャッスル
ホテル
17：30～ ホテル大和

水澤専務理事を選任

前・秋田県東京事務所長の水澤聡氏が 5 月 27
日の通常議員総会において専務理事に選任され
た。
相場哲也前専務理事より退任届
が提出されたことによるもので、
新任者の任期は 2020年6月1日から
2022年10月31日まで。
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
経済産業省 /
新型コロナウイルス感染症関連

検索

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

検索

当所では9月30日までクールビズを
実施しております。
軽装でのご来所にご協力ください。

検索

「秋田商工会議所メールマガジン」
登録のご案内
経営に役立つ情報を毎月お届けしております。
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。

❾会員情報プラザ

検索

■秋田市の支援策
秋田市公式サイト /
新型コロナウイルス感染症対策
支援情報

弊社は、秋田市に本社を構える物流企業です。
秋田・横手・大館の３拠点を活用する県内配送
ネットワークを構築し、食品卸の配送および加
工食品等の共同配送を中心に運送・倉庫事業を
各種展開しております。昭和 62 年の創業以来、
地元秋田と他県を結び、時代の変化に応じた多
様なサービスの拡充に取り組んで参りました。
物流は人と暮らしを繋ぎます。新型コロナウ
イルス感染症の拡大は、人々に計り知れない不
安と変化をもたらしました。いかなる状況下にお
いても、ライフラインとしての任務を果たすこと
が、私たちの大切な仕事です。感染症予防対策
を整えて従業員とその家族の健康的な生活を守
り、皆さまの毎日に欠かせない「食」を安心・安
全・確実にお届けできるよう日々努めております。
これからも、豊かな未来への希望とお客さまへ
の感謝を常に忘れずに、走り続けて参ります。
私たちは、地域への貢献が企業活動の原点で
あると考えております。秋田での暮らしと経済の
本格的な再開に向けて、会員企業の皆さまと手
を取り合い、精一杯取り組んでいく所存ですの
で、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上
げます。

クールビズのお知らせ

■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
関する対応等について

伊藤 宏基 氏

❼ 新型コロナウイルス支援施策

経営のヒント！

代表取締役社長

❺ ２０１９年度事業報告・収支決算

15：15～ ホテルメトロ
ポリタン秋田

アイビーデリバリー㈱

❸挑戦する企業

新議員さんの横顔

新議員さんの横顔

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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試験日

秋田ふるさと検定申込期間

2020年 月 日月〜 月 日金

6 1

8 7

インターネットからも受付けています!!

秋田ふるさと検定とは…

秋田県の歴史、
観光、
祭り・行事、
自然、
生活文化、
産業の6分野につ
いての知識を学び、
『ふるさと秋田』
の素晴らしさを再認識するとともに、
県民一人ひとりが身近な観光案内人として秋田の魅力を積極的に伝
え、
お客様に対する
『おもてなしの心』
の向上を目的に実施いたします。

(2020年6月下旬発行)
［秋田県商工会議所連合会監修／
秋田魁新報社発行］

合格証明

秋田・大館・能代
大曲・横手・湯沢
試験時間

検定合格者には携帯用の認定証を
交付します。
また、
企業申込による合
格企業には、
「合格者のいる店」
のプ
レートを進呈いたします。

受験資格

6地区 開催！

3級

10：30〜12：00（90分）

1・2級

13：30〜15：10（100分）

2・3級

学歴・年齢・性別・国籍等の制限はありません
※2級からの受験や、3・2級の併願受験可

1級

公式テキスト
6月下旬
最新版発行

受験料

県内6商工会議所、
秋田魁新報各販売所、
県内書店で販売予定です。

1,980円（税込）

販売価格

受験対策講習会のご案内
3級

8月1日土

試験会場
2級

8月2日日

で

※3・2級との併願受験不可

3級

2,300円

2級

3,600円

1級

4,000円

※高校生以下は各級とも1,000円

秋田会場

秋田県社会福祉会館（秋田市旭北栄町1-5）

大館会場

大館市立中央公民館（大館市字桜町南45-1）

能代会場

能代商工会館（能代市元町11-7）

大曲会場

大曲商工会議所会館（大仙市大曲通町1-13）

横手会場

横手商工会議所会館（横手市大町7-18）

湯沢会場

湯沢商工会議所会館（湯沢市柳町1-1-13）

〈主催〉秋田県商工会議所連合会 〈後援〉秋田県、秋田県観光連盟、秋田魁新報社

お問い合わせ先

秋田商工会議所：TEL018-866-6676
大曲商工会議所：TEL0187-62-1262

大館商工会議所：TEL0186-43-3111
横手商工会議所：TEL0182-32-1170

能代商工会議所：TEL0185-52-6341
湯沢商工会議所：TEL0183-73-6111

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

秋田ふるさと検定
公式テキス
ト2020年版

1日集中コースで
開催

水澤 聡

項

募集要

編集発行人

http://www.akitacci.or.jp/
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