10

2021 October
❷活力ある秋田
[秋田市観光クチコミ大使 ]
株式会社マロニエゲート
取締役 経営企画担当

花田 吉雄 氏
❸挑戦する企業

株式会社秋田まるごと加工
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株式会社秋田まるごと加工
水産加工品の製造・販売を行っている企業。現代に合ったふぐの商品開発を行っており、今年の7月には
「あきた
食のチャンピオン2021」
で秋田ふぐオイル漬け
（ゆずこしょう七味）
が奨励賞を受賞した。
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ありのままの

秋田がいい

❹広小路バザール

［秋田市観光クチコミ大使］
株式会社マロニエゲート
取締役 経営企画担当
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❻会議所レポート

2014 年９月から 1 年 9 カ月、読売新聞秋田支局

るたびに毎日感動している」と話していたのが印

長を務めました。豊かな自然と人情にあふれる環

象的でした。秋田市出身の土方巽 が確立した舞踏

境で、30 年近い記者人生の中で一番、充実した日々

（BUTOH）は、欧米では前衛アートとして格段に

を送ることができました。赴任中は「秋田の魅力

評価が高く、舞踏の誕生のきっかけとなった羽後

や潜在力をどんどん記事に引き出して、秋田を誇

町田代には「鎌 鼬の里を見に来た」と言って訪れ

りに思えるような紙面にしよう」との目標を立て

る外国人観光客も多いと聞きます。秋田のありの

実行に移しました。その一つが、秋田犬に焦点を

ままの風景と温かい人情に魅了される人はたくさ

当てた連載でした。世界的に人気を集めているの

んいると思います。県の人口減少に歯止めがかか

に、県名を冠している秋田犬の潜在力を生かし切

りませんが、20 ～ 30 代の若者の中にもローカル

れていない、と感じたのがきっかけです。同じく

志向を持つ人が増えています。時代も環境も変わ

「秋田市観光クチコミ大使」で、生き物に関する著

れば人々の価値観も徐々に変わっていきます。国

たつみ

かまいたち

作もある宮沢輝夫記者を中心に秋田支局員総出で、

内外からの秋田の評価が高いことを考えれば、秋

読売新聞と英字紙「ジャパン・ニューズ」への原

田の将来は明るいと確信しています。

稿執筆に取り組みました。併せて、国際教養大学

❽外国人材受入支援機関紹介

で「秋田犬フォーラム」を開催し、秋田犬による

勤務先のマロニエゲートは、百貨店のプランタ

県の振興を目指してＰＲにも力を入れました。１

ン銀座を継いで 2017 年にスタートした読売新聞東

年以上紙面展開していくうちに認知度も高まり、

京本社 100％子会社です。すぐ近くに「秋田ふる

県や大館市の観光客誘致戦略に結び付けることが

さと館」があります。毎週入荷されるたけや製パ

できました。その後、秋田からそのままモスクワ

ンの「学生調理」「バナナボート」などを買って、

に赴任し、秋田犬「ゆめ」を同伴したプーチン大

秋田を懐かしんでいます。妻は西馬音内盆踊りで

統領と会見や、女子フィギュアスケートのザギト

有名な羽後町出身で、いつでも帰省できるという

ワ選手への「マサル」贈呈式に立ち会うことができ、

安心感があります。これからも秋田との縁を大切

秋田のペット外交が高く評価されていることをう

にして、しっかり応援していきます。

れしく思いました。

女性起業家大賞

秋田の人にとって見慣れたものでも、県外の人
にとっては魅力的に映ることがたくさんあります。
例えば、ロシア出身の県国際交流員エカテリーナ・
シャバラさんのユーチューブ動画をみると秋田の
魅力を改めて感じます。「アニメに出てくるきれ
いな山や田んぼの景色が本当に存在していて、見

■略歴
1964年
1989年

福岡県北九州市生まれ
読売新聞社入社。政治部、国際部記者
モスクワ、カブール、シンガポール
特派員などを歴任
2014年9月～ 2016年5月 秋田支局長
2016年 モスクワ支局長
2018年 アメリカ総局長(ワシントンD.C)
2021年5月～ 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。

価値ある商材を地元で加工

❸挑戦する企業
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株式会社秋田まるごと加工
代表取締役

水産から加工業へ

畑 中 雄 也氏

いう目的がある以上、中身が見えないことでお客様
の購買意欲が下がってはならず、問題を解決する必
要がありました。
中身が見えて、かつ日持ちさせる方法は何かない
かと食品の専門家に意見を求めたところ「オイル漬
けなどのびん詰がいいのではないか」という助言を
いただきました。
びん詰であれば中身が見えるし新しい食べ方を提
案しても受け入れられるのではないか。そう考え開
発に着手しました。
現代に合ったふぐの食べ方を模索

それで生まれたのが「秋田ふぐオイル漬け」と「秋
田ふぐ白子ムース」です。
オイル漬けはとらふぐをはじめとした秋田で水揚
げされる４種類のふぐをブレンドし、ふぐの魚醤や
トマトを加えることで旨味を増幅させています。白
子ムースはとらふぐなどの白子にふぐの魚醤、秋田
味噌、チーズで味付けしました。
いすれの商品も差別化が図られているとして、こ
れらは成城石井様と大丸松坂屋様に採用いただきま
した。
また、
オイル漬けは秋田県が主催する今年度の「あ
きた食のチャンピオンシップ」にて奨励賞をいただ
くことができました。
現在もお客様に喜ばれるよう常温で日持ちして、
手軽に食べられるふぐの加
工品の開発に取り組んでお
ります。

秋田ふぐオイル漬け（ゆずこしょ
う七味）。
「あきた食のチャンピオンシップ」
で奨励賞を受賞し、県内外で販売
している

P r o f i l e●
■設
立 2011年1月
■事業内容	水産加工品の製造・販売
■所 在 地 秋田市土崎港北5丁目5-42
■Ｔ Ｅ Ｌ 827-6883
■Ｕ Ｒ Ｌ http://www.akita-fugu.com/concept/

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

商材はふぐ。秋田県だけでなく東北でも食べる機
会の少ない魚介ですが、秋田県はふぐの水揚げ量は
年間で 160 トンほどあり、全国でも十指に入る水揚
げ地です。また、豊洲市場でも秋田県産のとらふぐ
は東日本で最も高く取引されており、プロの目利き
からの評価も高いという物語性があります。そうし
た面を打ち出すことで商品の付加価値を高めようと
考えました。
おかげ様で開発したふぐのだしは首都圏のバイ
ヤーや料理人が審査員を務める「料理王国 100 選」
に入選し、評価を得ることができました。そこから
県外のバイヤーなどに知ってもらう機会を得て、全
国のセレクトショップで取り扱っていただいている
ほか、新潮社様が運営する新潮ショップで販売して
います。
ただ、レトルト食品では中身が見えず手に取りづ
らいというお声もいただきました。既に世にあり、
中身が容易に想像できる商品であればその点は問題
ないのでしょうが「差別化を図れる商品を作る」と

や

❾会員情報プラザ

秋田は全国区のふぐ水揚げ地

ゆ う

❼会議所レポート

小社は秋田県漁協の指定仲買人からスタートし、
地場の魚を飲食店などに納めていました。漁港から
当日に水揚げされた新鮮な魚介類を直接仕入れるた
め、品質は良かったものの、天候に左右されるため
安定しているとは言えず商機を失うこともしばしば
あったようです。そこで安定した売上を確保するた
め、加工品の売上を伸ばすことが急務でした。
私が跡を継いだ 2017 年は、まだ商品の点数も少
なく、とらふぐの刺身や鍋など冬場だけ需要のある
商品しかない状態にあったことから、通年で売れる
商品の開発に着手しました。
水産物の商品は冷蔵品が多く、日持ちしないもの
が多いです。日配品であれば問題はないのですが、
販路が量販店などに限られてしまいます。その上、
後発の企業が参入するとなれば価格面で争うことに
なり、利益は見込めません。常温で日持ちし、かつ
差別化を図れる商品を作れば後発でも市場に参入で
きるのではないかと考えるようになりました。
常温で日持ちさせるにはレトルト食品が最も手軽
であることから、まずは雑炊やスープを作ることに
しました。

な か

❺補助金・支援施策の紹介
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（交通規制 8：30〜17：00）
❻会議所レポート

❽外国人材受入支援機関紹介

出展者情報
はコチラ

女性起業家大賞

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

補助金等企業支援施策の紹介
国 ◆月次支援金
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う影響により、売上が減少した中小法人・個人事業者等に支援
金を給付

給 付 額 中小法人等：上限 20万円／月、個人事業者等：上限 10万円／月
申請期間 8月分：2021年9月1日（水）～10月31日（日）
、9月分：10月1日（金）～11月30日（火）
お問合せ 相談窓口 TEL：0120-211-240

国 ◆小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が商工会議所と一体になって持続的な経営計画を作成し、それに基づいた販路開拓等に要する
経費の一部を補助
低感染リスク型ビジネス枠

❺補助金・支援施策の紹介

対 象 者 ①と②を満たせば業種／地域を問わず給付対象となり得ます。
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響
を受けていること
②月間売上が 2019年または 2020年の同じ月と比べて 50％以上減少していること

一 般 型

補助金額 上限 100万円（対象経費の 3/4 以内）

上限 50万円（対象経費の 2/3 以内）

申込締切 2021年11月10日（水）
【電子申請のみ】

2022年2月4日（金）
【郵送（当日消印有効）または電子申請】

❼会議所レポート

対象経費 機械装置等、広報費、オンライン展示会等出展費、機械装置等、広報費、展示会等出展費、
開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、
設備処分費 ( 補助対象経費総額の 1/2 が上限 )、 借料、専門家謝金、専門家旅費、
委託費、外注費、感染防止対策費（補助金総額 設備処分費 ( 補助対象経費総額の 1/2 が上限 )、
の 1/4 が上限）
委託費、外注費

お問合せ 秋田商工会議所 経営支援課 TEL：866-6677

生産性向上と競争力強化を図ろうとする企業の取組を支援
対 象 者 県内に事業拠点を有し、製造業を営む中小企業者が対象
※ただし、製造業への新分野進出する場合は対象となります。
対象経費 商品開発、販路拡大、人材育成、専門家活用、機械器具等の導入、その他取組に必要な経費
※生産設備の導入については、雇用の維持、県内事業所への導入を要件とします。
補 助 額 上限 500万円（対象経費の 1/3 以内）

❾会員情報プラザ

県 ◆かがやく未来型中小企業応援事業（製造業）

申込締切 2021年11月5日（金）
お問合せ 秋田県産業労働部地域産業振興課 地域産業活性化班 TEL：860-3887

県内宿泊施設における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策等を促進するとともに、アフターコロナを見
据え、新たな需要に対応する宿泊事業者の取組を支援
対 象 者 県内の宿泊施設経営者
対象経費 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等を目的とした物品の購入及び設置にかかる費用
補助金額 上限 200万円（対象経費の 1/2 または 2/3 以内）
申込締切 2022年2月28日（月）
お問合せ 一般社団法人 秋田県観光連盟 TEL：860-2267
※各支援策の詳細については各事務局のホームページにてご覧ください
新型コロナに関する国の支援策を総覧

新型コロナ対策サポートナビ

検索

 新議員さんの横顔

県 ◆宿泊施設感染防止対策物品購入等支援事業費補助金

❷活力ある秋田

県内５会場で２３３名が挑戦
～第１６回秋田ふるさと検定～

9／5

❹広小路バザール

秋田県の「歴史」「観光」「祭り行事」「自然」「生
活文化」「産業」の6分野の知識を問う秋田ふるさと
検定を県内 5会場（秋田、大館、能代、大曲、横手）
で実施。11歳から84歳までの幅広い年代の233名
が挑戦し、1級5名（合格率35.7%）2級61名（同
69.3%）3級101名（ 同77.1%） が 合 格 し た。 こ
れにより認定証の交付を受けた合格者は延べ3,234
名となった。
また、運輸業や金融業など主に接客に関わる企業
が 9社34名、団体受験しており、合格者がいる企業
には、お客様への“おもてなし”の証となる「合格
者のいる店」認定プレートを進呈する。
認定プレートの申請は、10月15日（金）まで受
付している。

❻会議所レポート

認定証プレート

秋田会場の様子

ＤＸ導入事例と効果を学ぶ
～専門サービス部会（オープン部会）
～

9／7

❽外国人材受入支援機関紹介
女性起業家大賞

21名 が 参 加 し、 ㈱
プレリード取締役の吉
野智人氏をゲストに迎
え「サービス産業のＤ
Ｘ導入事例と効果」と
題して懇談した。
吉野氏は「ニトリでは、仮想現実のショッピング
空間『ニトリバーチャルショールーム』を導入。パ
ソコンやタブレット端末から 360 度店内を見渡し
家具のサイズも計測することが可能となったことで、
外出自粛で来店を控える消費者が自宅にいながら
ショッピングが可能となり、家具や雑貨の販売を伸
ばした。
ＤＸを実践するには、『自社の顧客が何に困ってい
てどうすれば喜ぶのか』を把握することが大事。Ｄ
Ｘを通じてどのような接客やサービスをしていくか、
ＤＸを実現するためどのようにシステムを構築する
かに分けて考えると進めやすい。まずは、自社のデー
タや処理システム等の情報資産を全て把握し、活用
しているデータや機能をまとめ、必要なものは既に
市場に出回っているシステムを上手く取り入れて経
営課題の解決に活かしていただきたい」と述べた。

健康経営とコロナ禍の社内環境整備

9／6

～理財部会（オープン部会）～

21 名 が 参 加
し、 ア ク サ 生 命
保険 ㈱ 健 康 経営
エ キ ス パ ートア
ドバイザーの掛
井 昭 広 氏 からオ
ンラインで「ウィ
ズコロナを乗り越え成長する健康経営」について、秋
田働き方改革推進支援センターの齋藤孝一センター長
から「新型コロナウイルスの対応等の社内環境整備」
についてそれぞれ懇談をした。
掛井氏は健康経営優良法人認定制度について「健康
経営の取組みを見える化し社会的評価に繋げるための
制度であることから、取組みの推進と併せてぜひ認定
の取得を目指してもらいたい」と強調された。
次に齋藤氏は社内での感染対策について、テレワー
クや時差出勤等の推進のほか、特に休憩室や更衣室な
どの「居場所の切り替わり」に対し注意喚起された。
ワクチン接種については「労働日に接種を行う場合
は欠勤控除にできるが、事情を踏まえて労働時間とみ
なすこと、終業時刻の繰下げ、ワクチン休暇等の特別
休暇設定などを検討することもよい」と述べた。

製造現場の実態を視察
～工業部会～

9／15

第 2回工業部会では、横手市の大橋鉄工秋田㈱を
視察。10名が参加。
大橋鉄工秋田㈱は、愛知県に本社を構える大橋鉄
工㈱の製造拠点として2015年に設立。パーキング
ロッドやオイルレベルゲージなど、トヨタ自動車関
連部品を製造している。令和元年度には経済産業省
の戦略的基盤技術高度化支援事業に採択され、「パー
キングロッド等、小径鋼材部品局所異形部品へのレー
ザ熱処理プロセス開発」など、秋田県産業技術セン
ターと連携し、先進的な取組を進めている。
企業概要説明後には工場内を見学。生産管理や従
業員の育成等について積極的に意見交換を行った。
業務執行役員の山中昭彦氏は「秋田は重要な製造
拠点であり、現在も新規受注に対応するため工場を
増築中である。今後も地元採用を継続するなど、地
域との連携を大切に
していきたい」と述
べた。
増築中の工場は、
2022年5月 か ら の
稼働を目指してい
る。
集合写真

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】

～第3回建設部会～

9／21

～制度改正に伴う専門家派遣等事業～

9／22

女性活躍推進の必要性を講演

9／27

～臨時議員総会～

ご相談はお気軽にどうぞ！
！

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

佐藤

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

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

保険とリース、新規取次ぎ「フラット35」

❾会員情報プラザ

94名が参加し、秋田キャッスルホテルで開催。議事では、2021年度一般会計収支補正予
算 ( 案 )、常議員の補充選任 ( 案 ) を原案どおり承認。常議員には新たに秋田テレビ㈱常務取
締役経営放送本部長の石橋周氏を選任した。
続いて、陶山さなえ秋田県理事が「なぜ女性活躍推進が必要か」と題し講演した。
陶山理事は「女性活躍推進は労働力確保に加え、秋田県経済の活性化を推進する効果があり、
まさに現在秋田県が抱える様々な課題を解決する一つの糸口になると感じている」と述べた。
陶山さなえ氏
続いて、当所役員・議員の永年功労者に対して日本商工会議所の表彰状、東北六県商工会
議所連合会の感謝状をそれぞれ伝達した。
【日本商工会議所表彰】(30年) 新三井産業㈱ 代表取締役 長門孝一氏
【東北六県商工会議所連合会表彰】(40年) ㈱那波伊四郎商店 代表取締役 那波伊四郎氏、(30年) 秋田い
すゞ自動車㈱ 代表取締役社長 辻良之氏、(10年) 羽後設備㈱ 代表取締役社長 佐藤裕之氏、( 一社 ) 秋
田市建設業協会 会長 林明夫氏、㈲すぐる不動産 代表取締役会長 木村秀三氏、秋田県信用組合 理事
長 北林貞男氏、㈱田村建設 取締役会長 田村典美氏、秋田県産㈱ 代表取締役 大島紳司氏、㈱ヨシダ
アニー 代表取締役 吉田喜廣氏、山二建設資材㈱ 代表取締役社長 田口清光氏、㈱角繁 代表取締役
渡邊光氏、㈱水屋光琳 代表取締役 鈴木清氏、㈱桑原 代表取締役社長 桑原透氏、丸谷塗装工業㈱ 代
表取締役 丸谷卓巳氏、時田電機工業㈱ 代表取締役社長 時田祐司氏、㈱那波商店 代表取締役 那波尚
志氏 以上 17 名

❼会議所レポート

えがお社労士オフィス代表の油原信氏を講師に迎
え、イヤタカで開催。19名が参加。
油原氏は「社員であることに誇りを持って働ける
職場環境をいかに築けるかが大事である」と述べ、
次のとおり対応策を挙げた。
「時間外労働の上限規制」について、月の途中で時
間外労働が多くなってきた社員への管理職による声
掛けが有効であると提案。「年次有給休暇 5 日付与
義務化」については、好きな時に取得していいとい
う社内の雰囲気を作ることが重要であると説明。ま
た、最も改善が困難である項目として「同一労働同
一賃金」を挙げ、事業主は不合理な待遇差が発生し
ないよう、社員個々の性質を考慮し、職務内容・人
事異動・転勤の有無等を判断する
必要があるほか、パートタイマー
や臨時社員から求めがあった際に
は、説明の義務を負っていること
も忘れてはならないと注意喚起し
た。講習会終了後には 2 事業所の
個別相談に対応した。
油原信氏

❺補助金・支援施策の紹介

部会員20名が参
加し、秋田県農林
水産部林業木材産
業課主幹 ( 兼 ) 班
長の真崎博之氏と、
秋田県木材産業協同組合連合会専務理事の鈴木光宏
氏を招き、昨今のウッドショックと呼ばれる木材価
格高騰や品薄の状況を踏まえ、県産木材の需要・供
給状況について懇談した。
はじめに真崎氏から、県内林業の現状および県産
材の利用拡大に向けた支援策について情報提供いた
だき、来年度に向けてはウッドショックを受けて既
存事業の拡大や新規事業を検討していると発言が
あった。
次に鈴木氏は「丸太調達に苦慮し、在庫も十分確
保できていない会員工場が多い。フル稼働で生産し
ており、これ以上の生産には乾燥機等の設備投資が
必要であるが、慎重傾向である。需給動向は少なく
とも年内は現状維持とみられるため、原木安定供給
対策や販路拡大事業に取り組んでいく」と述べた。

働き方改革法改正の対応策を説明

❸挑戦する企業

ウッドショックの影響について懇談

❷活力ある秋田

外国人材受入支援機関紹介③
～秋田国際人材開発振興協同組合 ～
〈当所で連携している機関をシリーズで紹介します〉

◆会社概要�����������������������������������������������������
・所 在 地：秋田県秋田市山王2丁目7-36

山王ソラリスビル 3階

❹広小路バザール

・監理団体許可番号：許 1802000029
・登録支援機関番号：19 登－ 000324
・事業内容：外国人技能実習生共同受入事業及び職業紹介事業
特定技能外国人支援事業及び職業紹介事業

◆対象業種・対象国について�������������������������������������

❻会議所レポート

当組合はベトナムから外国人技能実習生を受け入れ、技能実習生
と国内の企業を結ぶ協同組合です。外国人技能実習制度上の監理団
体及び特定技能外国人の登録支援機関として、信頼できる送出し機
関と提携し、企業に必要とされる人材を紹介します。
対象職種は「食品製造関係」
「金属・機械関係」
「介護」
「自動車整備」
等、より多くの職種に対応できる体制を整えております。実績とし
ては、食品製造関係34人、機械・金属関係24人、介護 14人、自
動車整備4人の技能実習生の他、3人の特定技能外国人の管理を行っ
ております。

業種別

技能実習生受入実績

（2018年〜2021年現在）
自動車整備
4人

介護
14人

食品製造関係
34人

金属・機械関係
24人

◆日本におけるサポートについて���������������������������������

❽外国人材受入支援機関紹介

東南アジアをはじめ諸外国の若者が日本の優れた技術を学ぶための外国人技能実習制度は、国
際貢献のために国が定めた安心できる制度です。日本で技能実習生になることが決定した採用内
定者は、ベトナムで6か月間（介護技能実習生は13ヶ月間）、日本語や
日常生活をする上で必要なマナー等の教育を受けます。
そして入国後のサポート体制で重要となるのが、組合スタッフと専属
の母国語スタッフによる訪問巡回です。仕事上の不安や心配、日常の些
細なことまで訪問巡回を通じて把握し対応することで、状況を常に理解
することができ、企業と実習生のより良い関係づくりの架け橋になるよ
うにしています。いつもと違う少しの変化も見逃さず、企業と連携しな
がら実習生を育てていく、その結果が失踪ゼロに繋がっていくと信じて
おります。
［お問合せ先］秋田商工会議所 企画振興課 TEL866-6679

女性起業家大賞

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

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】

旨味凝縮のスペアリブをご賞味あれ
食堂ぽめ。

住所／外旭川八幡田1丁目1-25

代表

営業時間／ランチ11：30～14：00、

TEL ／050-3718-4886

石井 文弥

ディナー18：00～23：00
定休日／月曜日、第３日曜日

今年 8 月、秋田の食材をふんだんに使った料理と豊

ハンドメイドの楽しさを体験できます
株式会社
イシカワ

住所／土崎港中央一丁目8-30
TEL ／ 845-2420
営業時間／ 8：30 ～ 17：30
定休日／土日祝（要相談）

代表取締役

URL ／https://iskw.gicz.tokyo/

石川 元

創業63年の老舗文房具店が、店舗リニューアルをき
っかけに、ハンドメイドやアロマの業界認定を取得し、

チオシは、旨味が凝縮された秋田産豚のスペアリブ。ジ

ワークショップ（手作り体験）も始めました。作った作品

ンジャーソースが染み込んだお肉を香ばしく焼きあげ、

が長持ちする様に厳選した材料を使い、ハーバリウムや

お酒も食事も美味しくなる一品をご賞味ください。ア

リース・ボトルフラワー・しめ飾りなどの手作りメニュ

ットホームな雰囲気の店内は、ご家族やお一人様でも

ー（1,500 円～）をご用意しております。お好みに合わ

くつろいで楽しい時間を過ごしていただけます。少人

せたハンドメイド商品も販売してます（下記写真）。

数からの団体予約も承っておりますので、お気軽にご

贈り物にも最適です。詳しくはホームページで。

連絡ください。

最高品質のクオリティを追求するメガネ専門店
eyewear shop
QUEST

宇田川 翼

セントラルアネックスビル1階
TEL ／893-6177
営業時間／10：00 ～19：00
定休日／毎週火曜日
URL ／https://quest-akita.com

リース・ワックスサシェ・
アロマストーン

土曜のお昼限定で辛麺専門店営業
株式会社
ゴールドコンサルティング
代表取締役

高木 克哲

住所／中通5-11-8
サンフレンドビル603
TEL ／ 090-1041-8497
営業時間／
コンサルティング業務：9：00〜18：00
辛麺や金太郎：11：00～14：00
（土曜日）
定休日／日曜日

今年の 9月20日にオープンしたメガネ専門店。白を

当社は 2018年9月に創業、秋田市に本店、群馬県前

ベースにゆっくりと落ち着いた雰囲気の店内には、限定

橋市に支店をおき、主に全国の飲食店様のコンサルティ

店舗だけが取り扱える、高い機能性と美しいフォルムの

ング業務を行っています。この度、秋田では新しい試み

フレームとサングラスがラインナップ。業界歴25年以

として、9月から南通亀の町の「亀の町アップトゥーユー」

上のベテランスタッフが最適な逸品をご提案します。

にて、土曜のお昼 (11：00～14：00) 限定で『辛麺や金太

是非、こだわりのアイウェアを探してみてはいかがで

❾会員情報プラザ

代表

住所／山王三丁目8-26

ハーバリウム・キャンドル・
ジェルキャンドル

❼会議所レポート

男鹿産活ダコのマリネ

❺補助金・支援施策の紹介

富なお酒を取り揃えて外旭川にオープンしました。イ

イチオシの秋田産豚スペアリブ

❸挑戦する企業

わが社の自慢

郎』を開業しました。辛味ベースは、7 種以上の本場韓
国のスパイスをじっくり煮込み深みと風味を出していま

すか？
主な取扱いブランドは、999.9（フォーナインズ）、

ゆっくりと落ち着いた雰囲気の店内です！

主な取扱いブランド

す。ぜひご賞味ください。
コンサルの相談もお気軽にお問合せください。

一押しの｢ニラ辛麺・焼豚｣

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】

社長お薦めの餃子

新議員さんの横顔

OAKLEY（オークリー）、EYEVAN（アイヴァン）など。

❷活力ある秋田

2021年度「女性起業家大賞」応募者募集（10/29締切）

❹広小路バザール

秋田県商工会議所女性会連合会では、女性起業家を顕彰し奨励・支援することを目的に 2004年より女性
起業家大賞を実施しております。
創業から10年未満の女性経営者で、女性ならではの視点で、日々、経営革新・創意工夫に果敢に取り組み、
他の女性経営者の範となる企業経営・事業展開等に実績を挙げている方であれば、自薦・他薦を問わずご応
募いただけます。応募用紙・応募方法などの詳細は右記のURLよりご確認ください。
https://www.akitacci.or.jp/post-15363/
【連絡・応募先】
秋田県商工会議所女性会連合会事務局（秋田商工会議所 検定・共済推進課内）
TEL：866-6678

栄えある受賞おめでとうございます

全国商工会議所女性会連合会
女性起業家大賞 スタートアップ部門 特別賞
加藤 未希 氏【合同会社 CHERISH 代表社員】
スポーツクラブ内でカフェ・小規模保育施設
の運営等を行っている。対内外ともに女性経営
者ならではの工夫や、保育施設の運営など子育て中の親を
サポートする事業で地域の課題解決にも繋がっていることが
評価され受賞した。

～環境アドバイザーの無料派遣事業について～
県指定の地球温暖化防止活動推進センターとしての
活動を中心にしながら、県内の環境への取組みを盛り
上げるため、認定特定非営利活動法人環境あきた県
民フォーラム（秋田市）では、環境アドバイザー無

❻会議所レポート

料派遣の事業を行っています。
企業の皆様の事業活動と、国際的に取組みが加速
している SDGｓ
（持続可能な開発目標）
との具体的な関
わり方や、ISO14001と同等で、中小企業にも取り組み
やすい環境マネジメントシステムとして環境省がガイドライ
ンを策定した「エコアクション２１」について、いろい

ろなご相談にお応えいたします。
幅広い知見を持っている専門家を環境アドバイザーと
して無償で派遣いたしますので、お気軽にお申込みくだ
さい。
【問い合わせ先】
認定特定非営利活動法人環境あきた県民フォーラム
TEL：839-8309

❽外国人材受入支援機関紹介
女性起業家大賞
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（10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

10/14
10/15
10/17
10/19
10/22
10/26

11/2

観光料飲部会
運輸交通部会
広小路バザール
第3回制度改正に伴う専門家
派遣等事業
優良社員表彰式
ビジネススクール凌雲塾
「管理職養成研修」
常議員会
いっぴん商談会akita
秋田地区エネルギー懇談会
施設見学会
工業部会

時間

14：00〜
16：00～
10：00～
13：00～

場所

当所 7 階
当所 7 階
広小路、中土橋
イヤタカ

15：30～ 秋田ホテル
9：30～ 当所 7 階
12：30～ 当所 7 階
13：00～ ホテルメトロポリタン秋田
8：00～ 福島県浪江町
13：30～ 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
は中止または延期になる可能性があります

共済制度キャンペーンのお知らせ

秋田県最低賃金が改定されました
2021 年 10 月 1 日から、30 円引き上げられ

時間額
「822 円」となりました。

執行役員秋田支店長

藤原 一人 氏

当社は、前身の秋田ミサワホーム㈱が昭和 45

年に創業して以来、今年で 51 年を迎えます。住

宅建築・リフォーム・不動産・資産活用の 4 事

業を柱とし、
「住まいを通じて生涯のおつき合い」

の精神のもと、良質な住まいを提供し、豊かな社
会づくりに貢献できるよう、地域密着で社業に取

り組んで参りました。

また、昨年秋には秋田版※ CCRC 拠点整備事

業の中核を占める施設と位置づけられている「ク

ロッセ秋田」の建設に携わり、新たなまちづく

りにも積極的に取り組んでおります。※ CCRC

（Continuing Care Retirement Community）とは、
高齢者が健康な段階で入居し、終身で暮らすこと

が出来る生活共同体のことで、国が「生涯活躍の

まち」として推進している施策です。

秋田県が抱える人口減少や少子高齢化、中心市

街地の空洞化、新しい都市機能の必要性等の課題

は一筋縄で解決できるものではありませんが、今
後はより良い秋田の実現を目指し、商工会議所会

員の皆様ならびに商工会議所様の御協力を仰ぎ、
微力ながら問題解決の一翼を担うことが出来るよ

う、精進して参る所存です。今後とも何卒宜しく
お願い申し上げます。

お問合せ 秋田労働局賃金室 TEL 833-4266

ホテルメトロポリタン秋田
ノースウイング 開業

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

マイナンバーカード で

検索

・住民票
・住民票記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・戸籍全部(個人)事項証明書
・所得･課税証明書

取得できます！
あなたの職場でマイナンバーカードの申請をサポート！
申請される方が10人以上いる職場に伺い、申請手続をサポート
します。ご希望のかたは、市民課へお申し込みください。

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

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

秋田市役所市民課☎018-888-5626

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

住民票などが
コンビニ で

❾会員情報プラザ

経営のヒント！

❼会議所レポート

会員企業の福利厚生充実のための商工会議所
共済制度や健康経営に関する情報提供などを目的
に、11月30日まで
「秋期キャンペーン」を実施中
です。 当所職員とアクサ生命保険㈱の推進員が
訪問した際は、お気軽にお声掛けください。
詳しくは、今月のとくとく情報便をご覧ください。
問い合わせ先
秋田商工会議所 検定・共済推進課
TEL 866-6678

東北ミサワホーム
（株）
秋田支店

❺補助金・支援施策の紹介

10/27
10/27
10/28.29

行事

❸挑戦する企業

新議員さんの横顔

2021

千秋蓮まつり実施報告

No.853

千秋公園お堀の蓮の魅力を県内外に発信！
2021千秋蓮まつりを 52日間（2021年7月22日～ 9月11
日）に亘り開催。コロナ禍の影響が続くなか、多くの観光客
ならびに地元の方々に千秋公園お堀の蓮を PR した。

グルメパスポート＆地酒で乾杯券

千秋公園朝観光

蓮の花フォトコンテスト 2021

期 間：7/22 ～ 9/11（参加42店舗）
利用者：114人 乾杯券：110杯

実 施：全12回
参加者：113人

期 間：7/22～ 9/11
投 稿：330件
（フォロワー 185人）

10
令和三年十月十日
（毎月一回十日発行）

October.2021

編集発行人

水澤 聡

新型コロナウイルスの影響を受けている事業者を支援します
特別融資制度・相談窓口を設置しております
●県内中小企業・小規模事業者が対象です。
●詳しくは当協会またはお近くの金融機関へお問い合わせください。
【秋田東営業室】 ☎018(863)9016 【秋田西営業室】 ☎018(863)9018

https://www.cgc-akita.or.jp

〒010-0923 秋田市旭北錦町1-47 秋田県商工会館2階

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

相談受付中

018-862-1670

発行◎秋田商工会議所

通巻八五三号 

秋田支社 秋田営業所

