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現在、Youtube チャンネル『継ぐナビ』で自社の取組を紹介している

消防設備の設計・施工や不動産リノベーション事業の他に近年では雷害ソリューション事業やセキュリティシ
ステムに関する事業など多角化経営に取り組んでいる企業。経営の多角化に取組んでいく中で2019年には
事業譲受を行い、自社の業容拡大を成功させた。

秋田市

が

秋田 の資源 を残したい
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生み出したシナジー効果
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郷土文化が創る
「秋田愛」

❹税制改正のポイント

［秋田市観光クチコミ大使］
日本生命保険相互会社
人事部 副部長

2017年春から4年間、日本生命秋田支社長として

たか

はし

ひろ

ゆき

高 橋 弘 行

氏

は何と大それたことか、大いに反省です。

大変お世話になりました。在任中は、貴所の会員企

竿燈妙技は、子供のころから技を習得し、鍛錬を

業の皆様はじめ多くの方々に公私にわたりご厚誼を

重ね、技をさらに高めていく長年の努力が必要です。

賜りましたこと、改めて御礼申し上げます。

そこには世代間の伝承があり、その地域の文化があ

❻会議所レポート

日本生命と秋田県は、第7代社長の伊藤助成氏が

ります。竿燈まつりという郷土文化の継承が郷土愛

羽後町出身ですし、1989年オープンしたアトリオン

に満ちた人間形成に繋がっていると思うのは私だけ

ビルなど、ご縁の深さを感じながら、着任したのを

でしょうか。余談ですが、ご厚意により毎回法被を

覚えております。

着て竿燈大通りを闊歩させて頂きましたのは、一生

着任早々秋田県人口100万人割れニュースが飛び
込んできました。折から2017年1月に秋田県と「少

の思い出です。お世話になりました皆様その節はど
うもありがとうございました。

子化対策及び健康福祉分野における包括的連携協

1月3日、
「初秋田」と思い立ち品川にある秋田美

定」を締結させて頂いており、協働でお役に立つ取

彩館を訪れました。稲庭うどんに舌鼓を打った帰り、

組として、健康診断の受診勧奨や健康セミナー開催、

思いもかけず箱根駅伝を人生初の生で見ることがで

最近では「秋田県自転車条例」の啓蒙活動にも取組

きました。今年は「きっといいことがある」と予感

んでおります。県民の皆様の健康増進と安心のため

させる年始でした。

❽会議所レポート

に、少しでも貢献できるよう今後とも尽力してまい
りたいと思います。

新型コロナウイルス感染について予断を許さない
状況かと思われます。
「雪に耐え梅花麗し」
のごとく、

1987年に入社以来、南は九州熊本県から北は北

苦難や試練を耐えて乗り切れば、きっと大きな喜び

海道札幌市まで転勤を経験してきました。
「土地を

があります。どうか秋田の伝統行事が再開され、秋

愛し、仕事を愛し、人を愛す」を座右の銘とし、赴

田の素晴らしい文化の継承と「秋田愛」に満ちた人々

任地で充実した日々を過ごしてまいりました。自然

によって、大好きな秋田が益々発展されますよう心

の恵み、郷土文化、そして人の温かみがその土地々々

より祈念申し上げます。

の印象として刻まれ、ふるさとのような感覚となっ
ていくのですが、秋田はまさにふるさとです。

外国人材受入支援機関紹介

秋田での4年間の数えきれない思い出の中で、特
に印象深いものを一つ挙げるとすれば「秋田竿燈ま
つり」です。着任早々、竿燈まつりに出たいと思い、
差し手の練習に参加させて頂きました。50キロの大
若を手にとった瞬間に凄いと感動を覚えた矢先に腱
鞘炎となり、差し手を断念するのに時間はかかりま
せんでした。今思えば俄かに差し手になろうなどと

私自身も秋田の関係人口の一人として、また秋田
市観光クチコミ大使の一員として微力ではあります
が、今後とも秋田の応援に努めてまいります。
結びになりますが、貴所並びに皆様方の益々のご
発展とご健勝を心よりお祈り申し上げます。
■略歴
1963年
1987年
2017年
2021年

兵庫県生まれ
日本生命保険相互会社入社
同 秋田支社長
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。

❸挑戦する企業
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秋田の資源と人材を残したい
東北物産株式会社
代表取締役

経営の多角化で業容を拡大

М＆Ａによる事業譲受に挑戦

功氏

いるセキュリティシステムに関する業務も事業譲
受することができたため、新たな業務にも取り組
めるようになりました。また新しい仲間が増えた
ことで、働き方の意識が変わり個別年休なども取
得しやすくなり労働環境が大きく改善されました。
地域のためにできる事

弊社が秋田で事業を続けられているのは、地域
の皆様が弊社をご利用して頂いているからだと感
謝しております。そのため今後も弊社を支えてく
れている方々や秋田を元気にするために事業譲受
も必要なタイミングで行っていくほか、新たな地
域課題に関しても、地域の皆様と一緒になって解
決していきたいと思っております。
また、私が会長を務めております、一般社団法
人秋田県消防設備協会内に2022年4月より事業承継
に関する相談窓口を開設する予定です。現在、事
業承継をお考えの企業様がいらっしゃいましたら、
弊社や秋田県事業承継・引継ぎ支援センター様な
どにご相談して頂ければと思います。地域の更な
る活性化や人材を活かすために、地元の皆さんで
協力し合うことにより、シナジー効果を生み出し
秋田の資源を上手く残す為の一助となればと思い
ます。
Youtube にて弊社の取組を公開中
今年の2月に県内企業の事業承継等
の促進を目的として「秋田県 産業政策
課 YouTube チャンネル『継ぐナビ』」
が開設され、幣社の取組について紹介
しておりますので、是非ご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=6YI_pfqTFIM&t=194s

■設
立
1965年4月
■事業内容	消防・弱電・電気・建築設備の設計・施工・保守
	各種消防用・非常用品の取扱い
セキュリティシステム
雷害ソリューション事業
宅地建物取引業
不動産リノベーション事業
■所 在 地
本社：保戸野原の町7番68号 アーバン原の町3階
■Ｔ Ｅ Ｌ 827-3700
■Ｕ Ｒ Ｌ http://tbcompany.co.jp/company/index.html

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。

おしらせ

P r o f i l e●

❾事業復活支援金

2011 年以降雷害ソリューション事業にも進出
し、経営の多角化に取り組んでいく中で、即戦力
となる技術者を確保することが難しくなり、自社
の業容の拡大を図る上でこの問題を解決する選択
肢の一つとして2019年に事業譲受を行うことにし
ました。事業譲受を行うことに対しては弊社の業
務の一つである不動産業務では、相続や事業譲受
の問題にも関わることがあり、不動産だけを取り
扱うだけではなくて、お客様の悩み事をトータル
で解決するように努めてきたため、抵抗感を持つ
ことがありませんでした。また私自身地元秋田の
資源や人材をなくしてはいけない、地域を元気に
したいという思いもあったことから、地域資源や
人材を活かすことができる事業譲受に踏み切るこ
とができました。
実際、事業譲受を行うに当たっては、同業種で
あり、以前から社長様と面識があった株式会社シ
スコム様となら、話を進めやすいと思い、秋田県
事業承継・引継ぎ支援センター様の紹介もあって、
半年間やりとりさせて頂いた結果、2019年12月に
株式譲渡契約を締結して事業と雇用を引継がせて
頂きました。
事業譲受後は、即戦力となる技術者を確保する
ことができたことで、より多くのお取引先様から
仕事を引き受けることができるようになったほか、
株式会社シスコム様の技術で全国的に利用されて

深 澤

いさお

❼会議所レポート

弊社は1965年に創業し、消防設備の設計・施工
と不動産を業務としておりました。1982年帰郷
時はメーカーの下請けの業務しかなく、売り上げ
も今よりかなり低い状況にあり、このままでは技
術のある社員を活かしきれず、もったいないと思
い私自身が営業に出向いて自社を売り込むことに
よって、既存の業務はもちろん、弱電設備や建築
設備などの仕事も引き受けるようになりました。
その後、社員数が増加し、売り上げも上がってき
たこともあり、県外にも営業所や事業所などを開
設することができました。

さ わ

❺税制改正のポイント

ふ か

中小企業向け

❷活力ある秋田

令和４年度 税制改正のポイント 速報
ポストコロナに向けた、
中小企業の事業継続と新たな成長への挑戦、
地方創生を後押しする税制が実現！

秋田商工会議所
日本商工会議所

Ⅰ．コロナ禍における事業継続と成長を後押しする税制措置
1．商業地等に係る固定資産税の負担軽減措置

❹税制改正のポイント

従来の措置
評価額の 5%分 を
上乗せ

地価上昇により
税額が増加する場合

☞令和４年度に限り、地価が上昇した商業地等に
ついて、前年度の課税標準額への上乗せ分を評

令和４年度に限り
評価額の 2.5%分
を上乗せ

価額×2.5%（現行：評価額 ×５％）とし、
固定資産税額の上昇分を半減

2．交際費課税特例の延長（２年）

令和３年度

令和４年度

☞中小法人は①交際費等（※）を 800万円まで全額損金算入、

②接待飲食費の50％まで損金算入、のどちらかを選択適用

※交際費、接待費、機密費その他の費用であって、得意先、仕入先その他事業
に関係のある者等に対する、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する
行為のための支出が該当
※大法人（資本金100億円超の法人は対象外）は②のみ適用可

❻会議所レポート

3．法人版事業承継税制の特例承継計画に係る提出期限の延長（１年）

☞法人版事業承継税制（特例措置）適用の前提となる特例承継計画の提出期限を2024年３月まで延長
特例承継計画の申請（都道府県に申請）
５年間

１年延長
実際の事業承継（10年間）

2018年４月

2023年３月

2024年３月

2027年12月

Ⅱ．ビジネス変革等の挑戦を後押しする税制措置
❽会議所レポート

1．少額減価償却資産の損金算入特例の延長（２年）

☞ 30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に、
即時償却（全額損金算入）が可能

2．中小企業向け所得拡大促進税制の延長（１年）・拡充

従業員の所得拡大や教育訓練による
積極的な人材投資を後押し

☞適用期限を2023年3月末から、2024年3月末に延長

☞現行制度（給与等支給総額が対前年比1.5％以上増で増加額の15％を税額控除）を維持し、
・給与等支給総額が対前年比2.5％以上増で増加額の30％を税額控除

最大
40％

・教育訓練費が対前年比10％以上増で増加額の10％を税額控除（上乗せ）
を措置（最大40％の税額控除）※控除上限は法人税額の20%

外国人材受入支援機関紹介

■…給与等支給総額が対前年比 1.5% 以上増加の場合
■…給与等支給総額が対前年比 2.5% 以上増加の場合
■…教育訓練費が対前年比 10% 以上増加の場合

税額控除
10％
+
税額控除
15%

税額控除
15%

税額控除
10％
+
税額控除
30%

税額控除
30%

①【維持】 ②【新設】 ③【新設】 ④【新設】

3．オープンイノベーション促進税制の延長（２年）・拡充

☞スタートアップ企業とのオープンイノベーションに向け、スタートアップ企業の

新規発行株式を一定額以上取得する場合、その株式の取得価額の25％を所得控除

☞対象となる株式の保有期間を3年（現行5年）に短縮

大企業・中小企業と
スタートアップ企業
との連携を促進

☞出資を受けるスタートアップ企業の要件のうち、設立の日以後の期間に係る要件（現行：10 年）について、
売上高に占める研究開発費の割合が10％以上の赤字会社は設立後15年未満まで拡充
外国人材受入相談窓口開設中【企画振興課 TEL.866-6679】

☞ 5G基地局の整備や、企業等が限られたエリアで構築する
「ローカル 5G」への投資について、取得価額

の15％の税額控除または30％の特別償却ができる措置を3年間延長（ただし控除率は段階的に見直し）

❸挑戦する企業

4．5G 導入促進税制の延長

☞ローカル5G事業者に限り固定資産税の課税標準を1/2にする措置を2年間延長（ただし対象資産の取得
価額要件を2億円以下（現行：3億円以下）に引き下げ）

中小企業も「スマート工場」
の整備などで活用可能

5．中小企業の再編・統合等に係る税負担の軽減措置の延長（2 年）

☞認定を受けた経営力向上計画に基づいて、再編・統合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税の軽
A社
X 事業

土地
建物

A 社の X 事業を
B 社が引継ぎ経営を強化

機械
ほか

事業譲渡等

B社
X 事業

土地
建物

Y 事業

機械
ほか

登 録 免 許 税（0.4%～2.0%⇒0.2%～1.6% に軽減）
不動産取得税（3.0%～4.0%⇒2.5%～3.3% に軽減）

6．創業支援等事業計画の認定自治体における登録免許税の軽減措置の延長

☞認定特定創業支援事業の支援を受けた個人が創業する際の株式会社等の設立に要する登録免許税の軽減
措置を2年間延長

❺税制改正のポイント

減措置を2年間延長

Ⅲ．地方創生・地域経済の活性化を後押しする税制措置
1．地方拠点強化税制の延長（2年）・拡充

点強化を行う事業者に対する減税措置を2
年間延長

■設備投資減税（オフィス減税）

拡充型（地方の企業の本社機能強化）

移転型（東京23区からの移転の場合）

地域再生計画（都道府県作成→国認定）
特定業務施設整備計画（事業者作成→都道府県知事認定）

→建物等を取得した場合に適用

■雇用促進税制

→新たに従業員を雇い入れた場合等に適
用

地方拠点強化税制

建物等の取得価額に対し、

建物等の取得価額に対し、

税額控除４％又は特別償却15％

税額控除７％又は特別償却25％

雇用促進税制（税額控除） （※）非正規雇用者は控除対象外
初年度のみ︓最大30万円/人

初年度︓最大90万円/人
３年間計︓ 最大170万円/人

2．ウォーカブル推進税制の延長（2年）・拡充

☞民間事業者等が、①広場等のオープンスペースの創出およびベンチ等の設備の設置、または②店舗等の
低層階部分を地域に広く開放した場合、それぞれ
にかかる固定資産税・都市計画税の課税標準額を

【商店街内の駐車場を広場化】

2013年：コインパーキング

2021年：誰でも使える広場

❾事業復活支援金

✓対象事業部門に情報サービス事業部門
（ソフトウェア開発等）を追加
✓中小企業が整備計画の認定を受ける場合の
従業員要件が1名以上増加に緩和（現行2
名以上増加） 等

オフィス減税

❼会議所レポート

☞本社機能の地方への移転、地方における拠

軽減（5年間1／2）

☞上記①の適用対象設備に電源設備・給排水設備・冷
暖房設備を追加

となることを明確化

（福井県福井市・新栄商店街）

Ⅳ．納税環境整備

電子取引における電子保存義務化の 2 年間猶予

☞ 2022年1月施行の改正電子帳簿保存法に盛り込まれている、電

・電子メール等で授受
・ネット上からダウンロード等

子データで受け取った請求書や領収書等の電子保存の義務化に

取引情報

ついて2年間の猶予を実施

☞これにより、2023年12月31日までは従前通りの保存が可能に
新型コロナに関する国の支援策を総覧

取引先

新型コロナ対策サポートナビ

自社

検索

おしらせ

☞公 共施設の管理が官民連携で行われる場合も対象

❷活力ある秋田

2022年秋田開催が決定！！
～東北絆まつり実行委員会第 1 回総会～
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2021千秋蓮まつりを総括
～秋田市ナイト観光検討委員会～

2／3

❹税制改正のポイント
❻会議所レポート

委員14名が
穂積志会長、三浦廣巳実行委員長が参加し、秋田
キャッスルホテルで開催。東北各市はリモートにて 参加し、当所
7階ホール80
参加し、開催日程や概要を決めた。
東北絆まつり 2022秋田は、5月28日（土）、29日 で開催。2021
（日）に秋田市八橋運動公園内で開催することとし、 千秋蓮まつり
東北6祭りのパレードをソユースタジアムで行うほ の総括と202
か、各祭りのステージパフォーマンス等を健康広場 2年度事業方
（事務局案）
で実施。また、県内の伝統芸能やグルメが結集する「こ 針
2021千秋蓮まつりHP
れが秋田だ！食と芸能大祭典」を同時開催する。新 について協議した。
2021千秋蓮まつりのアンケート調査結果をもと
型コロナウイルス感染症対策として入場者を制限す
るなど安全面を重視して実施する計画とし、2日間 に実施結果を報告。委員から「蓮の花ライトアップ
が期間途中で中止となり残念であったが、事業を継
で約13万6千人の来場を見込む。
本まつりは、東日本大震災の鎮魂と復興を願い平 続することで認知度の向上につながる」などの意見
成23年にスタートした東北六魂祭の魂を継承して、 が出され、松村委員長が「観光庁補助金の採択によ
東北6市が持 り多くの試みにトライでき、朝観光やフォトコンテ
ち回りで開催 ストは参加者から一定の評価を得たが、宣伝告知や
しており、
「今 情報発信が課題となった」と総括した。
次年度は、今回の成果と課題を踏まえ、好評だっ
こそ、心の火
を 灯 せ 輝 た「千秋公園朝観光」と「蓮の花フォトコンテスト」
く東北へ」を は継続し、新たに、飲食店への来店機会を創出する
テーマに秋田 「飲食券クーポン」と宿泊客に秋田市内の夜を満喫し
初 開 催 と な てもらうナイト観光プラン「千秋公園夜観光」を実
施することとした。
る。
総会後の記者会見で秋田開催を公表

ＥＣショップの開設を学ぶ
～メルカリShops出店セミナー～
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グーグルで積極的な集客を
～集客力向上セミナー～
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❽会議所レポート
外国人材受入支援機関紹介

オンラインを含む45名が参加し、秋田キャッス
EC 等に関心を持
つ 中 小 企 業 者 等 を ルホテルで開催。グローカルマーケティング㈱コ
対 象 に、 昨 年10月 ンサルティング部の石田和 晋氏が、Google検索や
よ り 事 業 者 向 け に Googleマップなどで表示されるお店の情報や写真
提供されている「メ の編集、クチコミへの返信などを行うことができる
ワークショップの様子
ル カ リ Shops」 の 「Googleビジネスプロフィール」について講演した。
登録方法を学ぶセミナーをイヤタカで開催。講師に
石田氏は、「お店の雰囲気が見ただけで伝わるよう
㈱ソウゾウの布施健太郎氏、当所商工調停士の菊地 な写真を掲載することと、クチコミへの返信が特に
智子氏を招き、25名が参加した。
重要となる。今では店舗集客に必須のツールとなっ
布施氏は「メルカリShopsは、月間利用者数2,000
ているため、積極的な情報更新を行い、集客力の向
万人のメルカリ内にECショップを開設し、商品を届
上につなげてほしい」と述べた。
けることができる。個人の主なネット利用端末がPC
参加者は自ら持参したスマホやタブレットで
からスマホに代わってきているため、スマホユーザ向
Googleビジネ
けの商品やサービス展開が不可欠となる」と述べた。
スプロフィー
その後、メルカリのアカウント作成からショップの
ルの機能を確
開設申請までを行うワークショップでは、菊地氏が申
認しながら自
請のサポートしながら、
商品画像を目立たせることや、
社ページの編
内容が一目でわかるような写真にすることなど出品
集 を 行 い、 今
に関することに加え、梱包や発送についてもアドバイ
後の運用に向
スした。
けて積極的に
参加者は自ら持参したスマホやタブレットを操作
取り組んだ。
講師はオンラインで登壇
しながら、開設に向けて取り組んでいた。
かずあき

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 1 回安全性検証検討会～
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～秋田県商工会議所女性会連合会～

2／9

当所では、新型コロナウイルス感染症の影響に
より申告期限まで申告が困難な方向けに、無料税
務相談コーナーを追加開催します。
日時：4/7（木）、4/14
（木）いずれも13～16時
場所：当所（要予約：経営支援課 866-6677）

ニューノーマル時代の観光について懇談
～観光料飲部会（オープン部会）～
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29名 が 参 加 し
ホール80で開催。
㈱ JTB仙台支店広
域交流事業担当
部長の鈴木雅之
氏と同秋田支店
長の村田剛氏か
ら「コロナ禍におけるマイクロツーリズムの取り組
み事例と秋田の可能性」について、東日本旅客鉄道
㈱ MaaS・Suica推進本部次長の高木茂氏から「JR
東日本のMaaS・Suicaの展開」についてそれぞれ懇
談した。
初めに、鈴木氏がコロナ禍の観光産業を取り巻く
外部環境・消費動向の変化やマイクロツーリズム等
の全国の取組事例をオンラインで説明後、村田氏が
秋田支店の取組を紹介した。鈴木氏は秋田の可能性
について「秋田ならではのタカラ（地域資源）を掘
り起し、売れる素材を磨き上げ、付加価値の高い体
験コンテンツの造成が必要」と述べた。
次に、高木氏が地域・観光型 MaaS「TOHOKU
MaaS」や生活型 MaaS「Suica」のこれまでの取組
等についてオンラインで説明し、「モビリティのみな
らずお客さまの求めるあらゆるサービス事業体と連
携し、人々のリアルな移動の活性化を目指したい」
と述べた。

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】

おしらせ

右から加藤未希氏、八代美千子氏

確定申告期例会
を 秋 田 南 税 務 署、
同署管内構成団体
より13名が参加し、
イヤタカで開催。
三浦廣巳会長は
「2022年は景気回
復に万全を期すための観点をふまえた措置を講ずる
など、コロナ禍の社会情勢を考慮し、様々な税制改
正が進められることに期待する」とあいさつした。
続いて、秋田南税務署の高橋博実署長が新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受けた方への申告・納付
期限の延長対応について説明。
その後、各団体からは確定申告に向けた取組につ
いて、税務署からはスマートフォンを利用した申告
やインボイス制度導入等について情報提供があった。

❾事業復活支援金

「2021年度女性起業家大賞」で「秋田県商工会議
所連合会会長賞」を受賞した NPO法人にこっと秋
田代表理事の八代美千子氏と、全国商工会議所女性
会連合会主催の「第20回女性起業家大賞（スター
トアップ部門）」で「特別賞」を受賞した合同会社
CHERISH代表社員の加藤未希氏へ賞状および副賞の
贈呈を行った。このほか「秋田県商工会議所女性会
連合会会長賞」を食堂CafeYakuzen代表の吉田七重
氏、「奨励賞」を（一社）あきた就労サポートOne代
表理事の平澤和子氏が受賞し、来年度の全国大会ス
タートアップ部門へ八代氏、グロース部門へは吉田
氏の 2名を推薦することとした。
当 初 は 1 月 に 表 彰 式 を 開 催 す る 予 定 だ っ た が、
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い中止となって
いた。
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❼会議所レポート

女性起業家大賞受賞者へ賞状贈呈

～秋田南税務関係団体協議会～

❺税制改正のポイント

港湾労働者・トラックドライバー不足の深刻化に
よる貨物輸送力の減少への対応が急務となっている
ことから、港湾エリアにおいてトラック自動運転技
術の導入を図ることで、労働環境の改善や輸送力の
維持・向上に寄与することを目的に、国土交通省東
北地方整備局が「港湾におけるトラック自動運転技
術活用の安全性検証検討会」をホール80で開催し、
当所会員および関係機関より17名が参加した。
本事業は、港湾エリアにおいてトラック自動運転
技術を導入するうえでの安全性の検証を行うととも
に、整備が必要なインフラ設備、自動運転トラック
の運用ルール等について総合的に検討し、ガイドラ
インの策定を行う計画となっている。
第1回検討会では、趣旨説明および進め方、全体
計画、今年度実施するVRシミュレーションの実証事
業の概要、運用ガイドライン（骨子）を説明。
今後は、年度内にVR結果の取りまとめ、運用ガイ
ドライン案を整理
し、次年度の実車検
証計画案の検討を行
う予定としている。

確定申告に向けた支援体制を確認

❸挑戦する企業

トラック自動運転技術の活用に向けて

❷活力ある秋田

魅力的な店舗づくりを考える
起業者フォローアップセミナー
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❹税制改正のポイント

起業者同士の交流や課題の
解 決 を 目 的 に、 イ ヤ タ カ で
17名が参加し開催。秋田県
信用保証協会、㈱日本政策金
融公庫秋田支店との共催。
はじめに秋田県よろず支援
加藤剛氏
拠点チーフコーディネーター
の加藤剛氏が「『0円店舗改善』のすすめ～お金をか
けなくても売上は上がる」をテーマに講演。加藤氏
は「店舗というリアル空間は、顧客との重要な接点
であり、どのように個性化するのかを顧客の目線か
ら考えることが大切」と述べた。
終了後、加藤氏に加え、当所起業塾講師の佐藤善
友氏、佐瀬道則氏、藤﨑學氏を招き、グループ毎の
交流会を開催。各自の近況報告や課題などについて
アドバイスを行ったほか、参加者同士の活発な情報
交換が行われた。

秋田の魅力をどう伝えるか
❻会議所レポート

～ワーケーションセミナー～
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❽会議所レポート

情報通信部会と理財部会の共催でオンラインを含
む39名が参加し、イヤタカで開催。秋田県移住定住
促進課人材誘致推進監の大森慎也氏と、秋田ワーケー
ション推進協会会長の松浦隆一氏が、ワーケーショ
ンをテーマに講演した。
大森氏は、「県内各地のワーケーションに関する取
組に横串を通すことで、地域経済の底上げと関係人
口の増加を図り、秋田県への移住・定住増加に繋げ
ていきたいと考えている」と述べ、県のワーケーショ
ン推進の取組について説明した。
松浦氏は「大都市から秋田へ人を移動させて、県
経済の振興に寄与することを目的として協会を設立
し、各種セミナー等を通じて秋田の良さを発信して
いる。秋田を知ってもらい、来てもらうためには、我々
自身が秋田の魅力に気づ
くことが必要で、その魅
力をどう伝えるかがワー
ケーションを推進するう
えで重要となる」と述べ
た。

受入支援の取組で意見交換
～第 1 回外国人材受入支援事業検討会～
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14名が参加しホー
ル80で開催。外国人
材受入の事例とし
て、㈱たけや製パン
管理部次長の柴田真
紀子氏と、(医) 正和
会の事例を秋田圏域人材支援事業㈿専務理事の玉井
寛氏が受入の概要やコロナ禍での影響等について情
報提供した。
また、当所の今年度の事業報告および2022年度
の事業計画案について協議したほか、国・県・関係
機関で組織する各委員から、所属機関における受入
支援の取組を紹介し、意見交換を行った。
当所では、社会保険労務士や受入支援機関（技能
実習制度の監理団体等）との連携による相談・人材
紹介を提供する「外国人材受入相談窓口」をPR強化
するほか「活用促進セミナー」の開催「県内受入企
業の視察」を実施することを説明し、了承された。

障害者の雇用促進にご協力ください
〜経済団体に対する障害者雇用拡大要請～
2月4日 に 秋
田県と秋田労働
局から障害者が
一人でも多く県
内就職ができ
るように要請
が あ っ た。 今
年度の障害者雇用率は 2.21％と5年連続で全国
平均の2.20％を上回るとともに、障害者雇用数
が2,630人と11年連続で過去最高を更新し、本
県における障害者の雇用は確実に進展している。
しかしながら、法定雇用率の 2.3％には未到達
となっている。
会員企業の皆様には、引き続き障害者の採用
職域の拡大と求人提出について、ご協力をお願
いいたします。
≪法定雇用率及び対象範囲は下記のとおり≫
■法定雇用率 2.3％
■対 象 範 囲 従業員 43.5人以上（民間企業）

外国人材受入支援機関紹介

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！
！

〒 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

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】

コロナの影響を受けた事業の継続・回復を目的とした支援金です。

2022 年 1 月 31 日（月）～ 5 月 31 日（火）

申請期間

❸挑戦する企業

事 業 復 活 支 援 金

❶ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業所
❷ 2021年11月～ 2022年3月のいずれかの月（対象月）の売上高が、
2018年11月～2021年3月の間の任意の同じ月（基準月）の売上高と比較して
50％以上又は30％以上50％未満減少した事業所

給

中小法人等
給付額
※1

上限最大250万円

個人事業者等

上限最大50万円を支給します。

基準期間※1の売上高－対象月の売上高×5か月分

2018年11月～ 2019年3月／2019年11月～ 2020年3月／2020年11月～ 2021年3月のいずれかの期間（基準月を含む期間であること）

付

給付上限額

※2

基準月を含む事業年度の年間売上高

法

人

年間売上高※2
1億円以下

年間売上高※2
1億円超～ 5億円以下

年間売上高※2
5億円超

▲50％以上

50万円

100万円

150万円

250万円

▲30％以上50％未満

30万円

60万円

90万円

150万円

03-6834-7593

［IP電話専用回線］

［受付時間］8：30～19：00（土日・祝日含む全日）

ホームページ

相談窓口

1 0120-789-140

事業復活支援金

検索

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

インボイスとは…

ブラウブリッツ秋田では、地域の企業やお店、事業主、
商店街など、地域の皆様と一体となって秋田を盛り上げて
いくショップを募集中です！
特典として、幟やステッカーを進呈します。
また、クラブ公式ホームページでお店の紹介やお得な
情報を掲載します。

「インボイス制度 ３つの対応ポイント
〜インボイスは準備が９割〜」公開中！
具体的に現場で発生しうる事象を想定し、経
理担当者や関係者が混乱せず、取引先とトラブ
ルにならないためのポイントをお伝えします。
▶ご視聴は
https://www.akitacci.or.jp/post-13927/
▶お問合せ 経営支援課 ☎ 866-6677

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】

おしらせ

無料 WEB セミナー

❾事業復活支援金

適格請求書（インボイス）発行事業者の
登録申請が始まっています！
◎売手が買手に対して、適用税率や消費税額等を伝えるもの
で、現行の請求書に「登録番号」「適用税率」
「税率ごとに
区分した消費税額等」を追記したもの。
◎制 度導入が予定される2023年10月1日からインボイスを
発行する場合、原則として2023年3月31日までに税務署長
に登録申請書を提出し、インボイス発行事
業者としての登録と、登録番号の通知を受
ける必要があります。
◎申 請方法など詳細については国税庁のイン
ボイス制度特設サイトでご確認ください。

❼会議所レポート

個人

額

売上高減少率

❺税制改正のポイント

給 付 対 象

❶と❷を満たす 中小法人・個人事業所が給付対象 となり得ます。

❷活力ある秋田

外国人材受入支援機関紹介⑤
～だいすき協同組合～

〈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���������������������������������������������������������������
❹税制改正のポイント

・本社所在地：大阪府大東市御供田 2 丁目 15 ‐ 14
秋田事務所：秋田市浜田舘ノ丸 71 ‐ 15
旭川事務所：北海道旭川市 9 条通 9 丁目 53 ‐ 43 メゾンペガサス１階
・Ｕ Ｒ Ｌ：http://dai-suki.org/
・事 業 内 容：外国人技能実習生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�����������������������������������������������
当組合は、ベトナム、中国、タイ、インドネシア、ネパールから外国人技能実習生を受け入れ、国内各企
業に人材を紹介している協同組合です。今後も対象国の拡大を図ってまいります。
また、それぞれの国民性を考慮し、最適な外国人をご紹介いたし

❻会議所レポート

ます。同様に特定技能外国人の紹介も行っております。技能実習生
の対象職種は、建設機械施工、鉄工・溶接、金属プレス、施設園芸、
ビルサッシ施工、製本、森林整備、婦人子供服製造、介護等ですが
その他職種・作業についてもご相談に応じます。特定技能外国人に
つきましても現在の14業種の取扱いが可能であり、今後も職種は増
えていくものと考えております。

◆日本におけるサポートについて�������������������������������������������
当組合では、技能実習生、特定技能者および各企業が満足できるサポートを行います。それぞれの送出し
機関とも連携を図り、通訳を介してお互いの理解が図れるようにサポートいたします。
また、外国人技能実習生、特定技能外国人には、実習生保険に加入して頂き、医療費の負担等の軽減を図っ

❽会議所レポート

ています。不慮の事故、疾病に備え、実習生、特定技能外国人、並
びに会社様にも安心をお届けいたします。
加えて、入国後に行う講習では日本語、生活マナー等の講義のほか、
配属後のフォローも講習時の日本語講師がSNS等を利用し、意思の
疎通を図ります。
あらゆるケースに対応し、業務の習熟度を上げるお手伝いし、安心・
安全な労働環境の構築に向けて誠心誠意サポートいたします。
［お問合せ先］秋田商工会議所

企画振興課

TEL 866-6679

外国人材受入支援機関紹介

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1日現在1.22％）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

秋田市公営駐車場からの
お知らせ
月日

行事

3/15

運輸交通部会・第4回カーボ
ンニュートラルロジスティ
クス講演会
3/16・17 新入社員研修スタートダッ
シュ研修
3/18 常議員会
新入社員合同入社式
通常議員総会

場所

取扱時間
精算方法

13:30～ 秋田キャッスル
ホテル
12:30～ 当所 7 階

対応券（4/1 ～）

変更後
（4/1 から）

紙券

磁気券

有人精算 ７時～24 時

９時～22 時

 ○

 ○

機械精算
（無人）

22 時
～翌朝９時

×

○

9:30～ イヤタカ
17:00～ ANAクラウン
プラザホテル秋田

※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

現行
（3/31 まで）

24 時
～翌朝７時

【お問合せ】（一財）秋田市駐車場公社

業務管理室
tel：832-1182

信用の証し

❺税制改正のポイント

3/25
3/28

時間

13:30～ 県庁第2庁舎8
階大会議室

４月１日から「秋田市商店街共通駐車
券」紙式サービス券の取扱時間が短縮
されます。

「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）

自然エネルギー関連

平野井 景一
853-5039
南通築地１－９
（グランフォート南通１－Ｃ）

（医）久幸会
医療福祉

稲庭 千弥子
873-5188
下新城中野字琵琶沼１２４－１

小原工業
溶接工

小原 雄生
831-3075
牛島西一丁目７－１２

㈱ハルメク・ビジネス
ソリューションズ

コールセンター、フルフ
ィルメント
サービスの運営・提供

㈱いわま薬局
医薬品（薬局）、介護施設、保育園

岩間 雄一

ＡＫＩ
ＴＡメディア
テクノロジーズ㈱
情報通信サービス

相川 克哉

矢野 義人
884-0911
866-6140
東通仲町４－１
050-3801-6281
（２階）
中通四丁目５－６
（秋銀・明治安田ビル） （秋田拠点センターアルヴェ１階） 八橋本町三丁目２－１４

みんなの仕事人

丸秋商事㈱

藤田 信

井上 大輔

襖・障子・網戸・畳の張り替え、
リフォーム等
050-3555-6279
東通五丁目２－１０

Ｖａ
ｔ㈱

不動産賃貸業

833-6541
中通四丁目１４－２４

土木工事の設計・施工及び
請負、解体工事業

佐藤 貴信

伊藤 学

090-4554-1842
広面字野添６４－６

807-3850
八橋イサノ一丁目１０－１７

住民票などが
コンビニ で

・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！

❾事業復活支援金

マイナンバーカード で
現 場 に 、未 来 が や っ て く る 。

伊藤土木工業㈱

総合広告計画、映像・Web
サイト制作、マーケティングサポート

❼会議所レポート

㈱もみがらの力

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。

秋田市役所市民課☎018-888-5626

協会けんぽ秋田支部の加入者・事業主の皆さまへ

令和4年度の健康保険料率及び介護保険料率は、令和4年3月分（4月納付分）から変更となります。
皆さまの医療費等にもとづいて算出される保険料率は、皆さまの健康づくり等への取組みによって抑えることができます。
年に1度は必ず健診を受けて、生活習慣等の改善が必要な方は、健診結果を参考に改善を行いましょう！
秋田支部の健康保険料率

10.16%
３年度

10.27％
4年3月〜
（4月納付分）

介護保険料率（全国一律）

1.80%
３年度

1.64 ％
4年3月〜
（4月納付分）

任意継続被保険者の方は、令和4年4月分（4月納付分）からとなります。
40〜64歳の方（介護保険第2号被保険者）は、健康保険料率に介護保険料率が
加わります。
賞与は3月に支払われる分から、変更後の保険料率が適用されます。

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】

おしらせ

秋田市旭北錦町5-50 シティビル秋田2階
TEL018-883-1841

秋田銀線細工

国際見本市「第11回 LIFE×DESIGN」に出展

No.858

2019年に設立した若手技能者で構成される「矢留彫金工房」が、専門家の指導のもと新商品開発を
行い、国際見本市に出展した。
【新

商

品】

テ  ー  マ：若者層が手軽に使える伝統
工芸のアクセサリー
価

格：5,000円～10,000円程度

点

数：ピアス、ペンダント等 45点

3

小ぶりで日頃身に着けられるピアス 「秋田の米」をデザインしたペンダント
（8,800円）
（左 6,600円、右 8,800円）

【国際見本市】

催  事  名：第11回 LIFE×DESIGN（ACTIVE CREATORS ブース）
「第93回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2022」

、

「第31回グルメ & ダイニングスタイルショー春2022」と同時開催

会

期：2022年2月8日（火）～10日（木）

会

場：東京ビッグサイト

令和四年三月十日
（毎月一回十日発行）

March.2022

東展示棟 4 ホール

出展成果：①取引見込企業

11社（うち1件は即決）

②マーケティング、営業力の向上、秋田銀線細工の
PR、競合他社等の情報収集等。

バイヤーと商談する矢留彫金工房の髙橋氏

ショー 2022に参加。当所を含む8つの支援機関で構成される「秋田県ブース」へ出展した。

水澤 聡

経営発達支援計画に基づき小規模事業者の販路拡大を支援するため、スーパーマーケット・トレード

編集発行人

「スーパーマーケット・トレードショー 2022」に出展

発行◎秋田商工会議所

通巻八五八号 

来場者数：24,518人（ギフトショー全体 144,923人）

当所枠には、公募により選定した「秋田活性化株式会社」を出展事業者とし、同社の出展支援及び商
品需要調査を行った。
催  事  名：第56回スーパーマーケット・トレードショー2022
会

期：2022年2月16日（水）～18日（金）

会

場：幕張メッセ全館（千葉県千葉市）
※秋田県ブースは 9 ホールの地方・地域産品ゾーンへ出展
催：（一社）全国スーパーマーケット協会

出 展 数：1,652社・団体、2,976小間
来場者数：42,885人
出展商品：「本場大館きりたんぽ玉手箱」
「秋田缶シリーズ」
秋田県ブース出展者一覧
支援機関

出展事業者名

1 秋田県

あきたコメ活プロジェクト推進協議会

2 秋田中央地域地場産品協議会

㈱あくら、㈱ツバサ、児玉冷菓、秋田酒造㈱、㈲秋田味商

3 秋田市有望産品商品開発協議会

秋田市有望産品商品開発協議会

4 秋田銀行

㈱秋田ニューバイオファーム、㈱鈴木青果問屋

5 秋田県信用組合

㈱あきた六次会、㈱しらかみファーマーズ、㈱元氣屋

6 秋田県商工会連合会

こまち食品工業㈱、㈱秋田白神食品、㈱田園、㈱新山食品加工場、㈱三浦米太郎商店、
日南工業㈱

7 秋田県信用保証協会

㈱白神屋、Norte Carta、㈲鼎家

8 秋田商工会議所

秋田活性化㈱

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

主

