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東北デスティネーションキャンペーン・
2021千秋蓮まつり

伊藤学園

専修学校等の運営を行っている法人。2021年4月に県内初の法務省告示校として
「秋田日本語学院」
を開設し、
秋田に優秀な留学生を受け入れ、
県内企業への就職までのトータルサポートを目指している。
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秋田への想い
❹事業報告・収支決算

［秋田市観光クチコミ大使］
東北電力ネットワーク株式会社
監査役

皆さん、こんにちは。東北電力ネットワーク株式
会社の工藤と申します。

く

どう

かず

のり

工 藤 和 典

氏

なっています。電気の場合も全く一緒で、電気を送
る送電線、変電所、配電線等については当社が維持
運用、管理し、皆さまの所に電気をお届けしており

東北電力ネットワーク？皆さんの中には東北電

ます。よって、台風、雪害等で停電が発生した場合

力？と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

は、ネットワーク設備を管理している当社に連絡を
お願いいたします。なお、停電情報通知アプリもリ

当社は、2020年4月、東北電力の分社化に伴い発

リースしておりますのでこちらもご利用ください。

❻会議所レポート

足した会社です。分社化前までは、東北電力が電気
の発電、送配電、販売を一手に担っていましたが、

何やら当社のPRばかりになってしまいました。

分社化後は東北電力ネットワーク株式会社が送配電

秋田市観光クチコミ大使としての役目を果たしてい

事業を承継しました。言い換えると、当社は、東北

ないとお叱りを受けそうです。

6 県と新潟県で送電線や配電線、変電所といった設
備を建設、保守管理、運用し、停電時は復旧作業を
担っている会社ということになります。

ところで、秋田市出身の私ですが、縁があって
2016年から2019年までの3年間秋田市で勤務しまし
た。秋田市に対する思いは人一倍強いと自負してお

さて、電力の自由化に伴い電気を利用する皆さん

❽春の叙勲・褒章

は、自由に電力会社を選べるようになりました。皆

りますので、次回、寄稿させていただく機会を頂戴
できたら、思いの丈をぶちまけたいと思います。

さんの中にも東北電力以外の事業者と電気の契約を

 秋 田 ふるさと検定

されている方もいらっしゃるのではないかと思いま

先 日、 秋 田 県 の2020年 の 人 口 が96万 人 と い う

す。一方、電気を皆さんのご家庭あるいは事業所に

ニュースを見ました。少子高齢化の波はなかなか抑

お届けするには設備が必要です。将来、雷のように

えられそうもありませんが、少子高齢化が一番進ん

空中を飛ばして電気を届けるといった時代が来るか

でいる秋田県だからこそできることがあるではない

もしれませんが、現在では電気を送る設備が必要で

かと密かに期待しています。また、新型コロナウイ

す。それが、送電線、変電所、配電線といったネッ

ルスも猛威をふるっており、今後も厳しい状況が続

トワーク設備です。このネットワーク設備ですが、

くと思われますが、春の来ない冬はないと申します。

それぞれの電気事業者が所有するとなると非効率で

秋田の皆さんが、これらの難局を乗り切っていくこ

す。例えば、高速道路を思い浮かべてください。皆

とを切に希望しております。

さんが宅急便で秋田市から湯沢市まで高速道路を利
用して発送すると仮定します。宅配会社で利用でき
る会社はいくつもありますが、それぞれの会社が高
速道路を建設し維持していくのは非効率だし、料金
も高止まりすることになります。そこで高速道路の
維持運用、管理は、各高速道路株式会社が実施し、
各宅配会社は自由に高速道路を利用できるように

■略歴
1960年

秋田県秋田市生まれ

1983年

東北電力株式会社

2016年

同社

2020年

東北電力ネットワーク株式会社
監査役

    

現在に至る

入社

執行役員秋田支店長

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。

優秀な外国人材の育成・輩出・
秋田県への定着を目指す
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学校法人伊藤学園
理事長

秋田の地に誕生した「秋田日本語学院」

外国人留学生を取り巻く環境と当校の取組

昇氏

そのためには秋田県内の教育機関様や企業様との連
携が不可欠と言えます。
当校は、
「①学生ひとりひとりが目指すキャリアの実
現に向けた教育、②人材育成や人材交流を通じて日本
の地域社会の活性化に寄与すること」を教育理念に、
留学生の自己実現に向けた教育を行うとともに、秋田
県内への就職を含む地域社会の活性化に寄与する活動
を総合的に行ってまいります。

「活力ある秋田」の創造へ貢献

当校は、法務省告示校として外国人留学生に対する
きめ細やかな日本語教育を行うとともに、
「活力ある秋
田」の創造に向けて、日本語教育機関として様々な取
組を行ってまいります。
秋田県内の外国人技能実習生を受け入れている企業
様においては、日本語能力に対する課題が多いと聞き
ます。こうした企業様に対して、日本語教育を行う機
会を作る。それにより、外国人技能実習生の日本語能
力の向上に寄与してまいりたいと考えております。
また、異文化交流の機会を積極的に設けることで、
秋田県内の外国人に対する秋田の文化を広げていくと
ともに、外国の文化を地域社会へ浸透することに努め
てまいります。

現在の授業実施状況

P r o f i l e●
■創
業
■事業内容
■所 在 地
■Ｔ Ｅ Ｌ
■Ｆ Ａ Ｘ
■Ｕ Ｒ Ｌ

1943年4月
専修学校、幼稚園、日本語学校の運営
中通4丁目3-11
832-6548
832-6549
https://www.ito-gakuen.ac.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

1期生は、ベトナム人3名、ネパール人3名の合計 6
名です。新型コロナウイルスの影響で入国できない状
況が続いていますが、カリキュラ
ムが遅れることの無いよう、オン
ラインでのリモート授業を実施し
ております。今後も感染の収束状
況を見極めながら、学生の日本語
力の向上、入国に向けた準備を進
めてまいる所存でございます。

❾会員情報プラザ

法務省が日本語の専門教育学校として認可する告示
校は、現在全国に810校あります。そのうち首都圏は
427校、関西圏で147校と、半数以上が大都市圏に集中
しています。
一方で、秋田県を含む東北地方においては6県あわ
せても18校に留まっている状況です。
東南アジアを中心とした多くの外国人留学生が目指
す最終ゴールは、期間の定めのない就労、高度人材と
しての就職にあると言われています。新型コロナウイ
ルスが猛威を振るう状況下においても、多くの外国人
留学生は、進学及び就職等の条件が良く、また生活上
の利便性の高い都市部を希望する傾向にあります。
こうした環境の中で、秋田という地に優秀な学生を
多く呼び込み、県内企業へ定着させるためには、入口
である日本語教育の充実はもちろんのこと、最終出口
である企業就職までのトータルサポートが重要である
と考えます。
外国人留学生が目指す専門技術は習得できるのか。
また習得した専門技術を生かした就職先はあるのか。
これらの問いに対して総合的に提案できる日本語学校
は首都圏であってもまだ少ないと聞きます。日本語教
育を行った後は本人任せにするのではなく、その先の
大学・専門学校等の専門技術の習得、さらにはその先
の就職先まで見据えた教育こそがこれから求められる
と考えます。

伊 藤

のぼる

❼会議所レポート

これから益々進展していく少子高齢化やグローバル
社会への適合が求められる今日において、日本人のみ
ならず広く外国人材を受け入れ、優れた人材育成を図
ることは、我が国の発展にとって重要な使命であると
考えます。
特に、地方創生が求められている今日、首都圏をは
じめとした都市部に限らず、秋田という地において、
外国人留学生を受け入れ、日本語能力を習得させると
ともに、大学や専門学校において専門的な教育を行い、
地域社会へ輩出することが重要であります。
こうした背景のもと、秋田日本語学院は、秋田県初
の法務省告示校として、2021年4月開校いたしました。

と う

❺事業報告・収支決算
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通常議員総会

2020年度事業報告・収支決算等を承認

2020年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている会員企業の支援を最優先に取
り組むとともに、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
指針を柱とした中長期視点での事業を展開した。

新型コロナウイルス感染症対策
経営相談対応

新型コロナウイルス感染症対策支援事業

❹事業報告・収支決算

・相談件数 1,462件
持続化給付金（595件）、小規模事業者持続化補助金（341
件）、元気づくり補助金（122件）
3項目で全体の72.3％

新型コロナウイルス感染症対応経
営相談体制強化事業

雇用調整助成金
特別相談窓口

・飲食店応援ファンドプロジェクト
参加店 178店舗 支援金 3,324万円
（2,168名）
・
「宅配＆テイクアウト」応援特設サイト開設
73店舗紹介（3/31現在）
・商取引支援「ビジネスモール SOSモール」紹介
活用 10社

・特別相談会2回開催（10・11月） ・特別相談窓口開設（6月）
相談対応 16社
相談対応 9社

「挑戦する人材」の育成
外国人材受入れへの対応
・外国人材受入支援事業
検討会、相談窓口開設
外国人材活用促進セミナー

参加

55名（12月）

❻会議所レポート

働き方改革の促進
・新しい働き方への対応
情報提供（テレワーク等への
対応、仕事と家庭の両立支援）
・ICTの活用促進
テレワークセミナー
参加 50名（8月）
RPA活用セミナー応用編 参加 58名（9月）
・健康経営の普及啓発
オンラインセミナー（アクサ生命保険㈱との共催、11月）

創業支援

企業の人材育成支援
・ビジネススクール凌雲塾
WEBセミナー開講 500講座 アクセス 2,623件
従来型セミナー 8講座､ 105社 参加 190名
・新卒者採用応援事業
特設サイト開設
企業情報発信 54社
・新入社員合同入社式
（秋田雇用開発協会との共催、3月）
新入社員参加 63名
・青年部・女性会活動の推進
「女性起業家大賞」県連会長賞

1名

・日商・東商検定試験
簿記検定ネット試験導入

事業承継支援

❽春の叙勲・褒章

・秋田県事業引継ぎ支援センター
成約 20.5件／相談 186件
・事業承継相談推進事業
訪問企業 1,707件／診断 123件
個別相談会 相談対応 13件

・一貫した創業支援体制
あきた起業塾 72名受講
事業計画書ブラッシュ
アップコース
参加 26名

「挑戦する企業」の育成
経営革新支援

 秋田ふるさと検定

・経営発達支援計画の実行・第2期計画策定（3月認定）
巡回相談 4,035件／窓口相談 3,687件
・事業計画策定支援
事業計画作成セミナー 参加 18名
・各種補助金申請支援
小規模事業者持続化補助金（国）
一般型：申請 63件／採択 51件
コロナ特別対応型：申請 93件／採択 62件
小規模企業者元気づくり事業費補助金（県）
申請 57件／採択 42件
・経営安定特別相談事業
商工調停士 12名／相談 24件
・企業連携強化、ものづくり強化
企業連携セミナー・交流会 参加 42名（10月）
ものづくり技術連携交流会 参加 23名（11月）
・制度改正に伴う専門家派遣等事業
セミナー 3回開催 参加 78名
・事業継続力強化支援計画の策定
秋田市・河辺雄和商工会と共同で策定（3月）

新たな販路開拓支援
・伊達な商談会 in AKITA
成立 25件／商談 74件
参加 30社（10月）
・電子商取引の利用促進支援
EC 実践プログラム
参加 18名（12月）
・
「買い物」
「体験」スタンプ
ラリー2020（9～10月）
参加 103店舗
応募総数 2,001枚

新技術等への対応・地域資源の活用促進
・5Gセミナー
セミナー・テレワーク拠点視察
参加 34名（2月）
・工芸ブランド構築事業
秋田銀線細工の商品開発・販路拡大支援
クラウドファンディングプロジェクトPR

外国人材受入相談窓口開設中【企画振興課 TEL.866-6679】

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
・「2021千秋蓮まつり」
実施計画作成

・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 76名（9月）
・商店街共通駐車券事業
加盟 25駐車場 3,222台収容
・「広小路バザール」2021年度実施計画作成

秋田の「食」の魅力発信

来県者へのおもてなしの向上

・秋田かやき普及拡大事業
来店型事業「お店で秋田かやき祭り」開催

・秋田ふるさと検定
県内6商工会議所で227名が挑戦
（9月）
公式テキスト全面改訂（6月）

❺事業報告・収支決算

インバウンド対策の推進
・キャッシュレス決済の
導入環境の整備
講習会 参加 47名（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

・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、 秋田市との懇談会
新型コロナウイルス感染症対策の強化、
中小企業施策の推進等を要望

❼会議所レポート

・優良社員表彰式
表彰 135名（10月）
・2020年新年祝賀会
参加 339名
（原則1社1名、飲食なし、1月）

組織強化・拡大、その他
・新会員募集活動
入会158社、退会157社
・菅義偉内閣総理大臣就任に対する祝意
祝賀セレモニー、祝賀懸垂幕設置
・パートナーシップ構築宣言の登録推進
取引先との共存共栄関係構築を目指す宣言
会員企業100社登録
日本商工会議所から表彰

広報・情報発信
・秋田商工会議所報、ホームページ、メールマガジン
新型コロナウイルスに関する支援策など随時情報提供

・新規高卒者・中小企業等就職促進セミナー
・検定試験（上半期）
・秋田市在京経済人交流懇談会
・建設技術先進視察
・第7回経済交流会議（ウラジオストク・1年延期）
・海外経済ミッション（中国大連市、台湾、タイ）

・秋田市観光クチコミ大使情報交換会
・これが秋田だ！食と芸能大祭典2020
・北前船寄港地フォーラム in 秋田
・秋田・酒田交流事業
・秋田かやき祭り
・ご当地グルメフェスティバル

2020年度 一般会計・特別会計収支決算総括表（2020年4月1日から 2021年3月31日まで）
会

計

名

前年度繰越金

単年度収入決算額 収入合計決算額
169,590,009

134,667,312

34,922,697

766,962,082 1,050,439,917

766,350,781

284,089,136

0

219,585,819

219,585,819

219,585,819

0

13,690,203

54,087,254

67,777,457

57,791,827

9,985,630

290,045

321,328,063

321,618,108

319,278,290

2,339,818

1,183,738

4,357,718

5,541,456

3,891,207

1,650,249

0

155,097,953

155,097,953

155,097,953

0

251,872,461

38,875

251,911,336

2,163,253

249,748,083

16,441,388

12,466,400

28,907,788

8,542,432

20,365,356

905,295,048 1,220,029,926

901,018,093

319,011,833

般

会

計

31,257,043

Ⅱ

特

別

会

計

283,477,835

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）

314,734,878

新型コロナに関する国の支援策を総覧

138,332,966

新型コロナ対策サポートナビ

検索

 新議員さんの横顔

差引残額

一

2 共済制度等特別会計

単位：円

支出決算額

Ⅰ

1 経営改善普及事業特別会計

❾会員情報プラザ

新型コロナウイルス感染症の影響により中止した主な事業

❷活力ある 秋 田

今後の経済動向について情報提供
～理財部会（オープン部会）～

5／11

❹事業報告・収支決算
❻会議所レポート

52名が参加し、日本銀行秋田支店の村國聡支店
長をゲストに迎え懇談した。新型コロナウイルス感
染症の影響を踏まえた今後の見解として、村國支店
長は「先行きの日本経済は、当面、対面型サービ
スを中心に感染症拡大前に比べ低めで推移するも
のの、感染症の影響が徐々に和らいでいくもとで、
外需の増加や緩和的な金融環境、政府の経済対策の
効果にも支えられて回復していく
とみられる。ただ、この先行きの
見通しについては、感染症の帰趨
やそれが内外経済に与える影響に
よって変わり得るため不透明感が
村國聡支店長
強い」と説明。
今後の金融政策運営としては「引き続き、新型コ
ロナ対応資金繰り支援特別プログラム、国債買入れ
や米ドル資金供給オペ、ETFやJ-REITの積極的な買
入れにより、企業等の資金繰り支援と金融市場の安
定維持に努めていく」と述べ、金融緩和を継続する
とともに、情勢変化に対して躊躇なく、機動的かつ
効果的に対応することの重要性を強調された。

飲食店等への支援事業について懇談
～観光料飲部会～

5／17

❽春の叙勲・褒章
 秋 田 ふるさと検定

部会員36名が参加し、開催。東北経済産業局産
業部産業振興課の大沼留美子課長補佐、秋田県産業
労働部産業政策課の今川聡課長、同観光文化スポー
ツ部観光振興課の佐々木一生課長、秋田市産業振興
部商工貿易振興課の塚田一洋課長をゲストに迎え、
コロナ対応の支援施策について懇談した。
はじめに、大沼氏が緊急事態措置又はまん延防止
等重点措置の影響緩和に係る支援金についてオン
ラインで説明。今川氏が秋田県飲食店緊急支援事業
とPCR等検査中小企業支援事業。塚田氏が秋田市
新型コロナウイルス感染症対策飲食店支援金、佐々
木氏があきた県民割キャンペーンについて順次説
明した。
部会員から「秋田県は緊急事態措置やまん延防止
等重点措置の対象外地域だが、風評被害などで経営
に苦しむ事業者が多い。国の支援対象を拡大しても
らいたい」「予定される県独自のコロナ対策飲食店
認証制度について、取得に必要となる備品への支援
と制度内容の迅速な公開をお願いしたい」等の意見
があり、今川氏が「該当する支援事業は積極的に申
請・利用いただき、認証制度は内容検討後早期に示
したい」と述べた。

祭典を中止し代替事業を実施
～秋田港海の祭典実行委員会総会～

5／12

49名が参加し、ホテ
ル大和で開催した。三
浦茂人会長は「昨年は
新型コロナウイルスの
感染拡大防止の観点か
ら、海の祭典をやむを得ず中止とした。今年も秋田
市内において感染が拡大し、警戒レベルが4に上が
るなど厳しい状態が続いており、2年連続で中止す
ることとなったが、来年こそ華々しく開催できる
ことを願うばかりである」とあいさつ。議事では
2020年度事業報告・収支決算、2021年度事業計
画・収支予算を原案通り承認した。
事業計画では、例年7月下旬に秋田市ポートタ
ワーセリオン周辺で開催している「秋田港海の祭
典」の代替事業として、小学生を対象とした秋田
港や北前船の歴史や文化を学ぶワークショップと、
北前船のペーパークラフト講座・展示会等を実施す
ることとした。
なお、展示品の中から入賞作品を選び、入選者に
は景品を贈呈する予定にしている。

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・総会～

5／24

36名が参加し、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、港湾計画に位置付けられた事業が早期に実現さ
れるよう、国に対し要望していく」とあいさつ。
議事では、2021年度事業計画・収支予算および
役員改選案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」、
「脱炭素社会の実現に向けたカーボン
ニュートラルポート形成の推進」、
「港内静穏度の向
上を図る国直轄事業による外郭施設の整備促進」、
「外航を含むクルーズ船運航に係る取組推進および
受入環境整備への支援」、「港湾背後地の人命・財産
を守るための津波対策施設整備への支援」、「港湾
の生産性向上等に資する自動運転検証等への支援」
の7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
所長の渡部秀幸氏と、
秋田県建設部港湾技監
の鮫島和範氏より情報
提供いただいた。

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】

～秋田市商店街連盟通常総会～

5/10 6月1日から高卒求人受付開始

5／25

～新規高卒者求人要請～

るよう会員企業の皆様のご協力をお願いします。

「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）
㈱TORIMOTSU

桜園

ミシン修理、販売

飲食店（焼肉）

村上 隆基

上田 華子

080-5429-9885
南通亀の町 5-11

874-7823
東通六丁目 18-16

835-1706
中通四丁目 10-2

やまだ建築工房

アミズスタイル

フードガレージ㈱

建築業

販売（健康、美容関連商品）

山田 隆俊

北川 あみ

853-8336
新屋栗田町 13-60

080-1843-3136
手形山中町 3-17

川反日なた

ANDY'S COCKTAIL
AND WHISKY HOUSE

刺しゅう加工

越中 由計

825-0445
東通六丁目 18-16

飲食店（居酒屋）

降矢 育歩

指定福祉サービス事業

893-6266
寺内字イサノ 101
（アルファーコート3B）

豊嶋 隆之

金 登美一

090-9638-3995
中通二丁目 2-32

866-8880
大町二丁目 5-1

㈲日東工業

エクセルホーム㈱

清水 真也

827-6801
大町五丁目 4-31

862-7804
八橋大沼町 12-18

863-1500
保戸野千代田町 15-20

もんじゃ焼き お好み焼き
鉄板焼き じゃっちゃが

TTSサービス

エンカレッジ
コンサルティング

野村 成人

加藤 博司

卸売業
もんじゃ焼き、お好み焼き、鉄板焼き （タイヤサービス、機器、
タイヤ修理剤）
827-4471
山王一丁目 8-8（R103 1F）

839-4793
大住南三丁目 10-24

（特非）
フォレシア

㈱トップス

総合ビルメンテナンス業
（清掃、
設備、
環境衛生、
警備、
工事他）

金崎 石親

869-9505
泉釜ノ町 22-13

鉱物資源科学ラボ

不妊治療と仕事の両立支援事業

資源探査コンサルタント業

佐藤 高輝

水田 敏夫

853-0778
土崎港東一丁目 1-10

050-5490-5950
中通五丁目 5-29

090-8614-3180
桜ガ丘一丁目 4-1

経営コンサルタント業
（中小企業診断士事務所）

長谷川 晃

㈱ニッチサービス

エムアイサポート

㈲ハンズ

GROVE for hair

歯科技工、ペットシッター

次亜塩素酸水の製造・販売

飲食業（レストランかなや）

美容業

阿部 竜也

菅原 一聖

金谷 和朗

林 裕美

864-0378
保戸野通町 7-32

867-1727
川元開和町 10-12

832-7452
楢山城南新町 21-2

853-7089
楢山登町 4-48（アルコバレーノＳ１階）

㈱りぼん

介護福祉事業、小規模多機能
型居宅介護事業所

佐藤 千景

853-8774
横森一丁目 13-7

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

 新議員さんの横顔

不動産業

安藤 祐一郎

838-5224
河辺北野田高屋字
黒沼下堤下 20-14

（特非）ほのぼの

須崎 晃徳

827-5699
大町四丁目 1-14

佐々木 芳憲

ITコンサルティング

五十嵐 隆夫

カクテルバー

オートバイ小売業、整備業

（LLC）Linkup

飲食サービス

浄化槽等の設置、販売

大信田 友明

アルスタープロ（LLC）

❾会員情報プラザ

ミシンの村上

福利厚生
アウトソーシングサービス

❼会議所レポート

信用の証し

秋田刺しゅう加工
ショップ

❺事業報告・収支決算

来春の高校卒業予定者に対する早期求人と、
人材の定着・確保に向けた企業の魅力発信や職
場環境の整備を目的に、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、
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の感染拡大に
より新規学卒者の県内志向が高まっている。人
口減少に歯止めをかけるため若者の地元定着が
必要であり、県では様々な面での支援に取り組
む」と述べた。これに対し、三浦会長は「秋田を
支える優秀な人材を確
保し、魅力ある企業をつ
くるため、県、労働局等
と情 報 共 有しながら取
り組む」と応えた。
要請書の受領
高校生がひとりでも多く県内に就職・定着でき

19名 が 参 加 し、 開 催。
2020年 度 事 業 報 告・ 収
支 決 算 お よ び2021年 度
事業計画・収支予算を承
認した。新型コロナウイ
土田氏に感謝状贈呈
ルス感染症の影響を受け
る会員店舗を商店街全体で応援する事業のほか、
「買い物・体験スタンプラリー」の参加費用の一部
負担などが盛り込まれた。
また、任期満了に伴う役員改選では、佐藤政則会
長（秋田市通町商店街振興組合理事長）を再任後、
副会長6名と監事2名を選任した。
審議終了後には、4商店街から推薦のあった功
労者5名（元気・桜商工振興会会長 佐藤宏悦氏、
土崎港北商店会会長 土田由仁氏、仲小路振興会
副会長 麥澤博英氏、土崎港元町商店会前会長
越中谷永一氏、同副会長 加賀谷英明氏）を表彰し、
感謝状と記念品を贈呈した。

❸挑戦する企業

佐藤会長を再任

❷活力ある 秋 田

栄光ある受章おめでとうございます
旭日小綬章
斉 藤 永

吉氏

（株）北都銀行

取締役

金融業功労。1975年旧羽後銀行に入行。2008年取締役頭取に就任し、2019
年取締役会長に就任。2021年より取締役を務めており、業界の振興・発展に尽
力している。2019年より当所常議員。

❹事業報告・収支決算

旭日小綬章
藤 澤 正

義氏

千代田興業（株） 代表取締役社長

中小企業振興功労。1976年入社。2001年代表取締役社長に就任。当所におい
ては、2001年より常議員、2007年より3期9年副会頭。2014年より秋田県中小
企業団体中央会会長を務めており、業界の振興・発展に尽力している。

❻会議所レポート

旭日双光章
平 野 敬

悦氏

秋田信用金庫

理事長

金融業功労。1970年旧土崎信用金庫に入庫。2011年秋田信用金庫理事長に就
任。2011年より秋田県信用金庫協会の副会長を務め、業界の振興・発展に尽力
している。2013年より当所常議員。

旭日双光章
湊
昭

策氏

（医）圭山会山王整形外科医院

理事長

地域総合功労。1979年旧山王整形外科医院を開設。1991年（医）圭山会山王整
形外科医院理事長に就任。2011年より秋田県体育協会の副会長、2013年より
相談役を務めており、業界の振興・発展に尽力している。

❽春の叙勲・褒章

旭日単光章
船 木 孝

子氏

（株）ファンキー

常務取締役

産業振興功労。1981年創業と同時に常務取締役に就任。当所関係においては、
1997年から2005年まで秋田商工会議所女性会会長、2005年より顧問を務めて
おり、業界の振興・発展に尽力している。

 秋 田 ふるさと検定
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【検定・共済推進課 TEL.866-6678】

住まいのお役立ち隊「たまでん」
株式会社
タマディスカバリー

（たまでん）
代表取締役

小玉 知幸

住所／外旭川字鳥谷場18-1
TEL ／ 807-7511
営業時間／ 9:00 ～ 18:00
定休日／水・日曜日、祝日、
お盆正月
URL ／ www.tama-d.jp

漢方薬で日々の疲れを解消
住所／山王1-2-18
TEL ／ 863-1927
営業時間／平日、土曜日
10:00 ～ 24:00
日曜日、祝日
13:00 ～ 22:00
定休日／年中無休
URL ／ https://www.kyushin.co.jp

あおば薬品
代表

山田 悦夫

お客様の困ったを解決します！

深夜まで営業

❼会議所レポート

当店は、まちの身近な薬局として一般的くすりに加え
量販店にはない漢方薬を多く取り扱っております。深夜
まで営業し、夜間の急な体調不良にも薬剤師が症状を伺
い、より良いお薬を提供できるのが強みです。
また、漢方薬は日頃の疲れやストレス、だるさや肩こ
りなどに良く効く商品を取り揃えております。仕事疲れ
などの解消に是非一度試してみてはいかがでしょうか。
まずは悩まず相談から。お気軽にお立ち寄りください。

❺事業報告・収支決算

アンテナ工事など各種電気設備工事をはじめ、照明器
具取付やコンセント増設等の家電取付工事など、住宅の
電気に関わることをメインとした地域に密着している街
の電気屋さんです。特にTVアンテナの耐久性を重視し
ており、アンテナの使用部材は他の電気屋さんよりも耐
久性の高い部材を利用しております。そのほか空調や水
道工事、ストーブなどお客様の困りごとを解決しますの
でお気軽に「たまでん」までご連絡ください。

❸挑戦する企業

わが社の自慢

「おうち時間」を楽しむライフスタイルの提案 お客様の“なりたいお肌”をサポート
LIFE×DESIGN

風と地の吾

鷲谷 嘉徳

POLAエステイン
famy
オーナー

吉田 香

住所／泉南三丁目1-25（Box2F）
TEL ／ 823-0078
営業時間／ 10:00 ～ 18:00
定休日／日曜日・祝日
URL ／ https://www.pola.net/
b/pola/info/52122/
Instagram ／ pola_famy

2009年のオープンから、たくさんのお客様に愛され、
今年で12周年を迎えることができました。アットホー
ムなお店で明るいスタッフがお肌の悩みに合わせてフェ
イシャルエステやボディエステを担当します。また、ご
希望の方には人気商品のお試しや、肌分析の結果をもと
に一人ひとりに合った正しいお手入れ方法のアドバイス
も行っておりますので、肌にお悩みのある方はお気軽に
ご相談ください。

豊富な商品が取り揃う店内

感染防止対策をしておりますので安心してご来店ください

新議員さんの横顔

5月に衣料品や生活雑貨類のセレクトショップを千秋
公園前にオープン。『LIFE（暮らし）・DESIGN・NEW
ERA（新時代）』 をキーワードに、日々暮らしてゆくな
かで、ちょっとした物や変化で日常生活に元気や楽しさ
を感じてもらいたい。そんな個性豊かなアイテムを300
点以上取り揃えている。また、秋田の伝統と技にこだわ
った地元アーティスト作品をネットでも販売するなど
「MADE IN AKITA」の魅力を県内外へ発信している。

❾会員情報プラザ

代表

住所／中通2-1-1
（佐々木ビル1C）
TEL ／ 893-4331
営業時間／ 11:00 ～ 20:00
定休日／火曜日（不定休有り）
URL ／ h
 ttps://www.
kazetochinowa.jp

パソコンスキルの向上に！商工会議所パソコン教室【TEL.827-3265】

❷活力ある 秋 田
❹事業報告・収支決算
❻会議所レポート
❽春の叙勲・褒章
 秋 田 ふるさと検定

保険とリース、新規取次ぎ「フラット35」
ご相談はお気軽にどうぞ！
！

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

〒 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

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】

❸挑戦する企業

新議員さんの横顔
月日

行事

6/28 県連通常総会

場所

14：00～ 当所 7 階
15：00～ 秋田県庁第二庁舎
9：30～ 秋田ホテル
13：30～
14：00～
12：30～
13：30～

当所 7 階
当所 7 階
当所 7 階
秋田キャッスル
ホテル
15：15～ 秋田ホテル

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

クールビズのお知らせ

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。
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

■秋田県の支援策
検索

小野寺 英紀 氏

秋田ではや3年目を迎えました。つくづく時が
経つのは早いものですね。
お祭りや観光地を順番に体験しようと企んで
おりましたが、コロナ禍の影響によりまだまだ完
遂されておりません。今年こそはと思っているの
ですがどうなることやらという所であり、早く収
束してほしいものです。
さて、リコージャパンは現在リコーグループの
国内販売を担っておりますが、前身は秋田リコー
という県単位の独立企業でした。地域密着でお
客様のオフィス(現在はニューノーマルですので
オフィスだけでなくビジネス全般)での課題解決
に向けたお客様に寄り添ったご提案を日々展開し
ております。
最 近 で は、 お 客 様 のDX(デ ジ タ ル ト ラ ン ス
フォーメーション)へのお役立ちを念頭に置き、
業務のデジタル化をお客様と一緒に進めさせて
頂いております。
また、働き方のご提案として我々のオフィスを
お客様に体感頂くイベントも不定期に開催させて
いただいております。感染対策を実施済ですので
いつでもご用命ください。
今後もお客様にご満足いただけるご提案を継
続してまいります。引き続きご愛顧のほど、どう
ぞよろしくお願い申し上げます。

いままでも、これからも
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

検索

秋田運送
代表取締役社長

佐藤

株式
会社

俊一

❾会員情報プラザ

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

支社長

❼会議所レポート

経営のヒント！

リコージャパン株式会社秋田支社

❺事業報告・収支決算

6/17 専門サービス部会
6/21 運輸交通部会
6/22 新規高卒者・中小企業等
就職促進セミナー
6/22 建設部会
6/23 工業部会
6/24 常議員会
6/25 情報通信部会

時間

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

 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】

巡るたび、出会う旅。東北
東北デスティネーションキャンペーン
4月1日から、東北6県の自治体や観光関係者とJRグループ6社などが一体となって行う大
型観光キャンペーン「東北デスティネーションキャンペーン（東北DC）」が始まりました。
東日本大震災から10年目の節目となる今回の東北DCは、
「花」や「歴史文化」、
「食・酒」、
「自
然」などのテーマで、東北6県の観光コンテンツをつなぎ、東北の新たな魅力を創出・発信
しています。

東北DC特別企画
東北DC期間中にしか体験できない企画

No.849

6

※多くの観光施設やイベント及びキャンペーンが新型コロナウイルス感染症の影響で
一時閉鎖・中止・延期になっています。状況は日々変動しますので、詳細等は主催
者の公式ページにてご確認ください。

2021千秋蓮まつり

令和三年六月十日
（毎月一回十日発行）

J une.2021

編集発行人

水澤 聡

早朝の清々しい空気の中で蓮観賞と
千秋公園散策ツアー

発行◎秋田商工会議所

千秋公園蓮の花
ライトアップ

通巻八四九号 

秋田商工会議所では、東北デスティネーションキャンペーンの期間中に秋田市への誘客促
進と観光消費額の拡大を目的として、「2021千秋蓮まつり」
（7/22～9/11予定）を実施いた
します。

千秋公園朝観光

開催予定

期間限定メニューをお得に
美味しく楽しむ！

グルメパスポート
中土橋を一夜限りの照明演出
話題のキッチンカーグルメが集結

千秋公園の蓮の花の魅力を
インスタグラムで世界に発信！

LOTUS FESTIVAL

蓮の花
フォト
コンテスト

開催予定
会場
千秋公園中土橋

入選作品には豪華景品
〔お問合せ〕秋田商工会議所

まちづくり推進課

※現在参加飲食店を募集しております

TEL:866-6676

FAX:862-2101

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

毎週土・日曜日

