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建設コンサルタント・補償コンサルタント・一級建築士事務所

 　株式会社 都市整備
大曲環境事業所
大仙市大曲飯田町19番9号
TEL.０１８７-６２-２３１９
FAX.０１８７-６２-２３９１

給排水・衛生・冷暖房・空調設備

秋田県大仙市大曲須和町1丁目3番58号
ＴＥＬ 0187－63－0399番㈹
ＦＡＸ 0187－63－3375番　

代表取締役　遠 田  博 士

会員大会を開催
　大曲商工会議所会員大会が、11月26日グランドパ
レス川端で開催されました。今年度は、新型コロナ

ウイルス感染防止のため、講演会、懇談会を行わず

例年より規模を縮小し、「商工業振興表彰」と会員企

業の「優良永年勤続表彰」を行いました。

　佐々木会頭は、挨拶の中で受賞者の皆様へお祝い

の言葉を述べた後、新型コロナウイルス感染症の拡

大により、全ての業種が厳しい経営状況となってお

り、国や県などの支援策を活用して従業員の雇用を

守ることや、会議所として会員事業所を支えていく

ことを力強く述べました。

　また、大曲の花火について、来年の夏の大会は新

型コロナウイルスの影響により、従来通りの大会規

模での開催は難しいと想定していることや、令和２
年11月２日に制定した「大曲の花火憲章」にふれ、憲
章は今後の大会運営の指針であること、花火は大仙

市民の誇りであり、また地域経済発展の源泉である

ことや、花火伝統文化を未来に継承していくことを

謳っていると述べました。

商工業振興表彰
鈴木正俊商店有限会社

代表取締役　鈴木　直道 氏
　同社は長年にわたり地域の生

活基盤を支える業務に精励し、雇

用の維持に努めるとともに、地域

の伝統行事への関与を通して地

域振興に大きく貢献されたこと

が評価され、今年度の受賞となり

ました。

優良永年勤続表彰
　14事業所の46名が表彰されま
した。受賞者を代表して40年以上
勤続の大同衣料株式会社の加藤

久美子さんが、受賞を機にさらに

地域商工業の発展のために頑

張っていくと謝辞を述べました。

日商会頭連名賞
状について説明
する佐々木会頭と、
40年代表表彰
大同衣料（株）
加藤久美子 様

30年代表表彰
（株）秋田精巧堂
吉川清喜 様

20年代表表彰
（株）フロムワン

秋田工場
棚橋恵都子 様

10年代表表彰
（株）グランドパ
レス川端
石黒 貢 様

第278号［２］［２］ 商工会議所News　おおまがり



1,296（税込）
（内消費税118円）

秋
田
県
大
仙
市
若
竹
町
二
六
番
一
九
号

八
重
寿
銘
醸
株
式
会
社

お
酒
は
二
十
歳
に
な
っ
て
か
ら

株式会社　小松煙火工業
本社★〒014-0073 秋田県大仙市内小友字宮林6
　　　　　　　　　　TEL.0187・68・2625／FAX.68・4193
工場★〒014-0073 秋田県大仙市内小友字中田宮東345
　　　　　　　　　　TEL.0187・68・2161
　　　　　　　　　　E-mail：kfw1885pyro@lily.ocn.ne.jp

【40年以上】
久米　　肇　秋田振興建設㈱

髙橋たか子　秋田振興建設㈱

遠藤　吉之　㈱自然科学調査事務所

内藤　　誠　大同衣料㈱

加藤久美子　大同衣料㈱

高橋　和明　大同衣料㈱

高橋由美子　大同衣料㈱

打川美代子　大同衣料㈱

【30年以上】
佐々木　孝　㈱グランドパレス川端

伊藤　幸一　㈱グランドパレス川端

吉川　清喜　㈱秋田精巧堂

佐藤　民子　大同衣料㈱

中安百合子　大同衣料㈱

佐藤　祐子　大同衣料㈱

伊藤　　剛　大同衣料㈱

伊藤　恵子　大同衣料㈱

黒田　静子　大同衣料㈱

【20年以上】
小山　　徹　秋田振興建設㈱

深谷　篤志　秋田振興建設㈱

髙階　大輔　秋田振興建設㈱

粟津　　純　㈱県南環境保全センター

柴田　　学　㈱県南環境保全センター

寺村　　修　興栄建設㈱

赤川　欣司　興栄建設㈱

藤原　博行　興栄建設㈱

加藤　　実　興栄建設㈱

高田　静子　㈱グランドパレス川端

木村　　哲　㈱自然科学調査事務所

佐々木長徳　㈱自然科学調査事務所

吉田　義隆　田中電気工業㈱

棚橋恵都子　㈱フロムワン秋田工場

高橋　清和　㈲南オート

栁田　雅美　㈲南オート

【10年以上】
齊藤　順治　秋田振興建設㈱

渡邉　勇生　㈱県南環境保全センター

山崎　純子　㈱グランドパレス川端

石黒　　貢　㈱グランドパレス川端

高橋　健作　八重寿銘醸㈱

小林実智夫　玉川電気工業㈱

奥田　一志　玉川電気工業㈱

佐々木朋美　玉川電気工業㈱

松本　道孝　玉川電気工業㈱

伊藤　航也　㈱小松煙火工業

大亀　健太　㈱小松煙火工業

熊沢　照美　響屋大曲煙火㈱

鈴木恵美子　響屋大曲煙火㈱

優 良 永 年 勤 続 表 彰 者
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株式会社 タニタ秋田

　11月13日（金）フォーシーズンにお
いて工業部会（古谷武美部会長）主催

の「第17回夢を語る会」および大仙市
商工会工業部会、大仙市企業連絡協

議会と共催の「第５回工業製品展示
会」が開催されました。「夢を語る会」

には、約90名が参加し、昨年度の大曲
商工業振興表彰企業のお２人が「夢」
について講演してくださいました。

　一番語り人は株式会社粟津鉄工

建設　代表取締役　粟津憲靖氏が

「今後の会社の未来について」と題し、

建築工事・鉄鋼

工事の作業工程

や工場や事務所

内などの詳しい

説明がありまし

た。また、学生時

代から代表にな

るまでの苦労話や建築に対する想い

をお話しいただきました。

　結びには、これまで培った人と人

とのつながり、従業員を大事にしな

がら、厳しい時代ではあるが環境の

変化に対応し50年60年100年と続く
地域に必要とされる企業に成長させ

たいと夢を語っていただきました。

　二番夢語り人には有限会社

アグリフライト大曲　代表取締役

大槻四郎氏が「人づくり・地域づく

り」と題し、無人ヘリコプターによる

防除事業や寒冷

地でのイチゴ栽

培など新たな分

野へ進出した理

由や現在に至る

までの試行錯誤

についてお話を

いただきました。

　また、高齢化や新型コロナウイル

スなど厳しい時代ではあるが農業と

いう立場から、自らを活かし仲間を

助け、育て、行政と連携して地域を守

ることを心掛け、人づくりによって

地域を再生していきたいと夢を語っ

ていただきました。

「第５回工業製品展示会」開催
　今年５回目の展示会には、５事業
所が出展し自社製品のPRを行いま
した。普段なかなか見ることのない

工業製品などに「子供たちに是非見

せたい。」「非常に興味深い。」などの

感想をいただきました。

　

◎出展者一覧（五十音順）
１．秋田県立大曲技術専門校
【展示品】校紹介パネル・工芸塗装品他

２． 大同衣料㈱クロスステージ
【展示品】紳士服　マネキン　マスク

３．㈱タニタ秋田
【展示品】体組成計・キッチンスケー

ル他

４．㈱フルヤモールド
【展示品】プラスチック成形品

５．㈲勇和工業
【展示品】シャフト　円筒コロ

「第17回夢を語る会」開催
工業部会だより

有限会社 勇和工業佐々木繁治会頭 古谷武美工業部会長

株式会社 フルヤモールド秋田県立大曲技術専門校大同衣料 株式会社  クロスステージ
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秋田県知事許可（般―02）第10905号
文具・ＯＡ機器・スチール家具

株式会社 ビジネス秋田

本　　社

秋田支店

美郷支店

仙北支店

〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町3-11
TEL（0187）63-0765㈹・FAX（0187）63-0764
〒010-1431 秋田市仁井田二ツ屋一丁目11-41斉勇ビル2F
〒019-1404 秋田県仙北郡美郷町六郷字荒町20-1
〒014-0326 秋田県仙北市角館町山根6

守ってね！秋田県の最低賃金守ってね！秋田県の最低賃金

換金請求書の受付日 商品券の種類 送金予定日

１月15日（金）
12月16日（水）

12月28日（月）
〜

結　産　マ

　　　子プ Ｒ3

２月１日（月）

２月５日（金）

１月８日（金）

１月15日（金）
〜

結　産　マ

　　　子プ

※12月２日からマイナンバーカード普及促進事業が始まっています。
※プレミアム付地域商品券の販売は12月15日で終了しました。

大仙市地域商品券事業

年末年始の換金日程・送金予定日のご案内

換金時間：午前９時～12時、午後１時～４時
　　　　　　　　　　　　　（月～金曜日、土日祝日除く）

年内最終換金日
および振込日
年始換金開始日

12月28日（月）

１月８日（金）

守ってね！秋田県の最低賃金
最低賃金額

時間額792円
効力発生日

令和2年10月1日
秋田県最低賃金

（すべての産業に適用されます）

※詳しくは、秋田労働局労働基準部賃金室（TEL018－883－4266）　　　　　　大曲労働基準監督署（TEL0187－63－5151）　　　　に問い合わせてください。

特定最低賃金
（25年10月改定日本標準産業分類）

最低賃金額
（時間額）

非鉄金属精錬・精製業
（非鉄金属合金製造業を含む）

895円
2.12.25 発効

電子部品・デバイス・電子回
路、電池、電子応用装置、そ
の他の電気機械器具、映像・
音響機械器具、電子計算機・
同附属装置製造業
（光ディスク・磁気ディスク・磁気
テープ、電気音響機械器具製造業
を除く）

836円
2.12.25 発効

自動車・同附属品製造業 877円
2.12.25 発効

自動車（新車）、自動車部分
品・附属品小売業

864円
2.12.25 発効

適用する使用者

次に掲げるいずれかの産業
を営む使用者
（１）左端欄の産業
（２）左端欄の各産業におい

て管理、補助的経済活
動を行う事業所

（３）純粋持株会社（管理す
る全子会社を通じての
主要な経済活動が左端
欄の各産業に分類され
るものに限る。）

適用除外労働者
この欄に掲げる労働者は、上記の
秋田県最低賃金が適用になります〔　　　　　　　〕
（１）各産業共通
・18歳未満又は65歳以上
の者
・雇入れ後６ヶ月未満の者
であって、技能習得中の
もの
・清掃、片付けその他これ
らに準ずる軽易な業務に
主として従事する者

（２）電子部品・デバイス等製
造業のみ
・電気部品の組立て又は加
工の業務のうち、主とし
て卓上において行う組線、
巻線、はんだ付け、取付
け又は検査の業務に主と
して従事する者

（令和3年1月より）
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ＡＬＳＯＫ秋田株式会社
本　　　社 ： 秋田市卸町四丁目９番２号

　TEL ０１８-８８８-２３００　FAX ０１８-８８８-１１１０

大仙支社 ： 大仙市下深井字新百年１５４番４号

　TEL ０１８７-６３-８１９９　FAX ０１８7-６３-８３３９

受付時間 ： 平日 ０９：００～１７：４５

代表取締役　田 中  拓 美
秋田県大仙市若竹町23－70
ＴＥＬ
ＦＡＸ

（0187） 63－2233
（0187） 63－2236

〈技術と信頼〉
総合建設業・鋼構造物工事業

設　計・施　工

代表取締役　齋　藤　　靖
本社・工場　大仙市大曲西根字西道地野502番地2
TEL0187（68）2288　FAX0187（68）4488

新型コロナウイルス感染症対策支援制度
国や大仙市の主な支援制度の申請期限が迫っています。

該当する事業所でまだ申請をされていない方は、お早めにご相談ください。

申請期限　令和３年１月15日 ※12月11日時点
（主な支援制度を抜粋）

支援制度 概　要 問い合わせ

持続化給付金 ・売上が前年同月比で50％以上減少してい
る事業者

法人　200万円（上限）
個人　100万円（上限）

申請サポート会場／
秋田市
TEL 0120-279-292
（予約制）

家賃支援給付金

①資本金10憶未満の中堅企業、中小企業、
小規模事業者、フルーランスを含む個人事
業
②５月から12月の売上高についていずれか
に該当
・１カ月で前年同月比50％以上減少
・連続する３カ月の合計で前年同月比
　30％以上減少
③自らの事業のために占有する土地・建物の
支払いをしている

法人　600万円（上限）
個人　300万円（上限）

申請サポート会場／
秋田市
TEL 0120-150-413
（予約制）

大仙市経営維持
臨時給付金

・売上が前年同月比で20％以上50％未満減
少している事業者

最大　20万円
２以上の事業所は
40万円

大仙市役所
企業商工課
0187-63-1111

大仙市テナント
事業者等支援事
業

・令和２年２月から12月のいずれか１カ月
の売上が前年同月比20％以上減少

最大　20万円
２以上の事業所は
40万円

大仙市役所
企業商工課
0187-63-1111

大仙市飲食店応
援給付金

・令和２年12月31日までに開業し、今後も
継続意志がある市内の飲食店 10万円（上限20万円）

大仙市役所
企業商工課
0187-63-1111

※他にも各種支援策があります。ご相談は中小企業相談所までお問い合わせください。
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アクサ生命保険株式会社
秋田支社　横手営業所　
〒013-0021　横手市大町7-18　横手商工会議所会館4F
TEL 0182-33-0702

詳しくは商工会議所または保証協会へ

商工会議所と連携して資金調達をお手伝い

商工団体
　推薦保証

大曲支所  ℡ 0187-63-1811 

信用保証と経営支援で秋田の企業を応援します

光プロダクション©

地震に備える共済
取り扱いしております

休業対応応援共済
地震危険補償共済
地震危険補償特約

（火災共済契約に付帯する特約）

整理
番号 希望職種 免許・資格 職歴・経験 希望月収

（パートの場合は時給）住　所
ハローワーク大曲　求職者情報 令和2年12月3日発行

備　考

・ホームヘルパー2級
・介護福祉士
・社会福祉主事

2 ・特養で入居者の生活援助全般・デイサービスで
の介護員 大仙市 15万円以上・約19年

20万円以上1 ・生産設備保全。修理、改善作業等・生産設備保全 大仙市
・第二種電気工事士
・1級機械保全技能士
・プレス作業主任技術者

・約35年

・看護師 20万円以上3 ・看護業務・看護師 大仙市・約7年

4 ・木造建築・建築大工 大仙市・約43年
・木造建築物の組み立て等作業主
任者
・石綿作業主任者

35万円以上

5 ・和食調理・調理 大仙市・約30年・調理師 18万円以上

★求職者情報に関するお問い合わせは、ハローワーク大曲・紹介部門
担当：足達まで（☎0187－63－0335）

※求職活動中のため、お問い合わせを頂いた時点で既に就職が決まっている場合も
　ございますが、ご容赦ください。

第278号 ［７］商工会議所News　おおまがり



タ ケ ダ 歯 科
秋田インプラントクリニック

自由
診療

33 当院の当院の
つの特徴つの特徴

インプラント／ホワイトニング
ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。

ぜひ当院へご相談ください。
ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。

ぜひ当院へご相談ください。
CTによる
画像診断1 ワンデー

インプラント2 「歯科治療水
　安全施設」認定3

インプラントインプラント
自由
診療
自由
診療 1本

インプラント25万円～インプラント25万円～
各種クレジット・ローン取扱

※標準的な金額です。（自由診療）詳細については医師にお尋ねください。 ※標準的な金額です。（自由診療）詳細については医師にお尋ねください。

エイジングケアエイジングケア
ホワイトニング
ヒアルロン酸エイジングケア
ボトックス

…16,500円～44,000円
…1本 44,000円

…（初回）1ヶ所 22,000円～

タ ケ ダ 歯 科
秋田インプラントクリニック
タ ケ ダ 歯 科
秋田インプラントクリニック
■大仙市飯田字大道端3-1
■電　　話／0187-62-6480
■休　診　日／水曜日・日曜日・祝日
■診療時間／9時～12時、14時～19時
■Ｕ　Ｒ　Ｌ／http://www.hiro418.net/

CAD/CAMシステム導入!CAD/CAMシステム導入!
完全個室のオペ室設置完全個室のオペ室設置

一般
歯科

矯正
歯科

小児
歯科

口腔
外科

●
●
●

料
金
料
金
料
金

来院される方が安心して治療を受けることが
できるよう、安全安心な治療環境の中、高い技
術レベル・深い専門知識・豊富な経験をもつ専
門医が心をこめて対応致します。

大仙市角間川町字中木内244-1
TEL：0187-65-2477  FAX：0187-65-2488
HP:http://www.furuyamold.com/

精密射出プラスチック成形・金型設計製作
3Dプリンター品製作

関連会社　有限会社 エフ・エム・デー

今回同封した各種ご案内

R3/1/7

12/14

12/15

12・１月の行事予定12・１月の行事予定12・１月の行事予定

　今年は、2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災 
同様に記憶に刻まれる１年となった。新型コロナウイルス感染
症の波である。中国・武漢で表面化してから急速に世界に広

がった。世界各地でロックダウンとなり、日本では緊急事態宣

言が発令され、日常生活が激変した。外出制限や営業自粛など

が続き、経済は深刻な打撃を受けた。新型コロナウイルス感染

症拡大防止の影響で事業に深刻な打撃を受けている企業に、

国・県・市では様々な経営支援策が実施された。給付金、助成金、

補助金、融資制度、納税の猶予・減免など多岐にわたる。

　融資制度で、通常枠とは別に緊急枠がこれほど多く実施され

たケースは今までにないと思う。また、セーフティネット保証

４号・５号に加え危機関連保証と認定要件の間口を広くとって
いる点も同様である。

　危機関連保証制度の指標となる資金繰りDIにおいては、緊急
事態宣言時を含む４～６月期に大幅に悪化したものの、実質無
利子・無担保融資など、様々な経営支援策の実行により、７月期
以降は徐々に回復している。

　コロナ禍における新しい生活様式が提示され、感染拡大防止

と社会経済活動の両立を図る動きが徐々に始まり、少しずつ経

済が回り始めてきたものの、11月末頃から感染者が再び増加し、
過去最多を更新している。

　いまだ終息の見えないコロナ禍にあるが、今年最後の師走を

良い形で終え、希望ある佳い年を迎えたい。このコロナ禍でも

感染拡大防止の徹底と経済活動の両立を図り、会員企業と経済

回復への支援に尽力していきたい。　（H・F）

【編集後記】

　・　第２３回会員企業短期経済観測調査ご協力のお願い
　・　秋田県健康福祉部健康づくり推進課からのお知らせ
　・　大仙市雇用創造協議会からのお知らせ
　・　総務省東北総合通信局からのお知らせ

今回同封した各種ご案内

12・１月の行事予定12・１月の行事予定12・１月の行事予定

　

会議所

　

フォーシーズン

南部地区イルミネーション花火

常議員会

ニューイヤー花火 2021

新春賀詞交歓会

19日

22日

1日

7日

17：00

14：00

00：00

16：00

日時 行事 会場 時間

12
月

１
月

（土）

（火）

（金）

（木）

12月の花火のお知らせ

場所：大仙市角間川町本町はまぐら周辺特設会場
主催：㈱角間川　　お問い合わせ：0187-62-1262

場所：大曲ヒカリオ広場
主催：㈱TMO大曲　　お問い合わせ：0187-62-1262

藤木・角間川地区の旧県道沿いの民家、商店の軒先にイ
ルミネーションが点灯され、イルミネーション花火の会
場となる浜倉周辺にはメインとなるイルミネーション
が設置されます。花火とのコラボレーションをお楽しみ
ください。

大曲南部地区
イルミネーション花火

12/19（土）
打ち上げ予定数
約800発

１月の花火のお知らせ

新年を花火でお祝いします。

ニューイヤー花火2021
2021 NEW YEAR FIREWORKS

1/1（金）
打ち上げ予定数
約200発

はまぐら周辺
特設会場

大曲ヒカリオ
広場

第278号［８］ 商工会議所News　おおまがり


