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大仙市技能功労者 表彰
当所会員事業所の齋藤鉄雄氏、佐々木健一氏が、令和２年度大仙市技能功労
者として表彰されました。
齋藤鉄雄氏は、昭和60年頃から首都圏大手ゼネコンからの受注に努め、難易
度の高い溶接技術と豊富な経験により、多くの施工実績を有し業界内で高い
評価を得ています。自社の後進育成や、地域の溶接技術向上にも大きく貢献さ
れ、多くの要職を歴任するなど、長年にわたり業界全体の発展に尽力されてい
ます。

興栄建設株式会社
齋藤 鉄雄 氏

佐々木健一氏は、防水工事各種の一級技能士有資格者として、施工箇所や現
場の状況に応じた熟練した技術が高く評価されています。長年の経験と豊富
な知識を生かした施工実績は多岐に及び、
平成16年には、国土交通大臣から顕
彰状が授与されています。後進の育成、職業訓練指導員として業界全体の発展
に尽力されています。
今後益々のご活躍をお祈りいたします。おめでとうございます。

大栄建工株式会社
健一 氏

佐々木

大仙市地域商品券のお知らせ

協会けんぽからのお知らせ

換金窓口のご案内

令和3年3月分（4月納付分）からの
協会けんぽの保険料率について
お知らせします

◆会議所での商品券の換金受付は、

令和３年３月31日（水）午後４時まで

となりますので、ご注意ください。
◆４月１日以降の窓口は、大仙市役所になり
ます。商品券の種類によって換金期限が異
なりますので、ご確認ください。
（大仙市役所 0187-63-1111）

商品券利用期限のお知らせ
プ プレミアム付地域商品券
子 子育て支援地域商品券
マ マイナンバーカード

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）

令和3年3月31日（水）

（お早めにご利用ください）

秋田支部の健康保険料率は変更となります。
介護保険料率も変更となります。
令和3年2月分（３月納付分）まで

10.25％
令和3年2月分（３月納付分）まで

1.79％

健康保険料率

介護保険料率

令和3年3月分（4月納付分）から

10.16％
令和3年3月分（4月納付分）から

1.80％
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令和３年４月１日より、税込価格の表示
（総額表示）が必要になります！
○事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
○店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、
どのような表示媒体でも、対象となります。

◇総額表示に《該当する》価格表示の例
※税込価格10,780円（税率10％）の商品の例

10,780円

10,780円（税込）

10,780円（税抜価格9,800円）

10,780円（うち税980円）

10,780円（税抜価格9,800円、税980円）

9,800円（税込10,780円）
税込価格が明瞭に表示されていれば、

消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能です。
消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、
○支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにし、
○価格の比較も容易にできるよう、
総額表示義務は、平成16年４月より実施されているものです。

◇総額表示に《該当しない》価格表示の例
9,800円（税抜）

9,800円（本体価格）

9,800円＋税

※平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により、令和３年３月31日までは上記の
ような価格表示も認められていますが、令和３年４月１日以後は、総額表示が必要になります。

3
1

タ ケ ダ 歯 科
当院の
ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。
秋
秋田
田イ
イン
ンプ
プラ
ラ ント
ント クリ
クリニ
ニック
ック
つの特徴
ぜひ当院へご相談ください。

CTによる
画像診断

インプラント／ホワイトニング

2

ワンデー
インプラント

自由 1本 インプラント 25万円〜
診療
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。

エイジングケア
料金

インプラント

3

「歯科治療水
安全施設」認定
● ホワイトニング …16,500円〜44,000円
● ヒアルロン酸エイジングケア …1本
● ボトックス

44,000円
…（初回）1ヶ所 22,000円〜

※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。

■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/

一般
歯科
矯正
歯科

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 小児
術レベル・深い専門知識・豊富な経験をもつ専 歯科
門医が心をこめて対応致します。

完全個室のオペ室設置
CAD/CAMシステム導入 !

口腔
外科
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新型コロナウイルス感染症
制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものもあり、詳細が決まり次第、各省にて公表される予定です。

時短要請に応じ、
飲食店の
営業時間を短縮
緊急事態宣言の影響で
飲食店との取引が減少
不要不急の外出自粛
により売上が減少

緊急事態宣言で
公演・展示会等が
中止

事 業 を 守 る

売上減で
資金繰りが
厳しい
新分野展開や
業態転換で
事業を立て直したい
感染防止対策を
しつつ、
販路を
開拓したい
ITツールの導入により、
業務における接触機会
を低減したい

地方創生臨時交付金の
協力要請推進枠

緊急事態宣言区域は
１日最大6万円,月額換算最大180万円
その他は
１日最大4万円,月額換算最大120万円

お近くの都道府県の
窓口まで

一時支援金の支給

本年1 ～ 3月のいずれかの月の売上が
50％以上減の中堅・中小事業者
法人60万円、個人30万円

一時支援金事務局 相談窓口
（申請者専用）TEL：0120-211-240
IP電話等から：03-6629-0479

キャンセル費用、チケット払戻
手数料、公演・展示会等に関連する
動画の制作・配信費用を支援
上限2,500万円

J-LODlive補助金事務局
映像産業振興機構
（VIPO）
まで
03-6260-6023

協力推進枠のほか、地方創生臨時交付金は、コロナ対応
の取組であれば自治体がご自由にお使いいただけます

3/8 申請受付開始

J-LODlive補助金

（キャンセル料支援事業）
2/22 申請受付開始

実質無利子・無担保融資
日本公庫・商工中金の申請期限：
当面2021年前半まで
民間金融の申請期限：2021/3/31

事業再構築補助金
３月公募開始予定

持続化補助金

３月下旬公募開始予定
※１月８日以降の事業が対象

ＩＴ導入補助金

３月下旬ベンダーの登録受付開始予定
４月上旬公募開始予定
※１月８日以降の事業が対象

地域の公共交通の
経営が厳しい

ポストコロナを見据えた
地域公共交通の活性化・継続

観光拠点を再生して
地域の魅力と収益力
を高めたい

既存観光拠点の再生・
高付加価値化推進事業

高機能な換気設備を
導入して感染リスクを
抑えたい

４月中旬内示予定※バス・タクシー

実施準備中

大規模感染リスクを低減するための

高機能換気設備等
の導入支援事業

３月中旬公募開始予定
※１月８日以降の事業が対象

（受付時間：土日祝日を除く 10：00～17：00）

3年間実質無利子、最長5年間元本据置

日本公庫→0120-154-505（平日）
商工中金→0120-542-711（平日・土曜）
民間金融→0570-783-183（平日）

実質無利子等となる上限額を引上げ
公庫（国民）
・民間（信用保証）4千万円→6千万円
公庫（中小）
・商工中金
2億円→3億円
直近２週間でも売上減少要件を判断可能に
新分野展開や業態転換等の事業再構築に取り組む場合、

中小企業庁
技術・経営革新課
03-3501-1816

上限1億円までを最大2/3（中堅は1/2）で補助

さらに時短営業の飲食店や外出自粛の影響で
本年1～3月のいずれかの月の売上が30％以上減なら
補助率を3/4（中堅は2/3）に引上げ（上限1,500万円）

小規模事業者に最大100万円まで3/4補助
さらに緊急事態宣言の影響で本年1～3月の
いずれかの月の売上が30％以上減なら
補助金総額に占める感染防止対策費の上限を

最大25万円→最大50万円に引上げ
業務の効率化、および接触機会の低減に
資するITツール等の導入費用を

最大450万円まで最大2/3補助

※ﾃﾚﾜｰｸ用のｸﾗｳﾄﾞ対応したITツール導入(ｿﾌﾄｳｪｱ、ｸﾗｳﾄﾞ
利用料等）
を支援するﾃﾚﾜｰｸ対応類型は最大150万円

デジタル化の推進や新技術を活用した
感染症対策の導入費用等※

最大1/2補助

※例：高性能フィルタを有する空気清浄機等

中小企業基盤整備機構生産性革命推進事業
コールセンター
メール：seisanseikakumei@smrj.go.jp
電話：03-6837-5929

※可能な限り、メールによるお問い合わせをお願いします

サービス等生産性向上IT導入支援事業
コールセンター
電話：0570-666-424

国土交通省地域交通課
03-5253-8396
またはお近くの地方運輸局まで

宿泊・観光施設の改修や廃屋の撤去費用を

1地域最大5億円まで最大1/2補助※

観光庁 観光産業課
03-5253-8330

中小企業等の高機能換気設備及び
同時に導入する空調設備の導入費用に

環境省
地球温暖化対策事業室
0570-028-341

（事業者連携の場合は１億円）
※自治体・DMOまたは5社以上の事業者の連名

対して1/2補助※

※施設のCO2排出量の削減が必要

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

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/

関連会社

有限会社 エフ・エム・デー
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に伴う各種支援のご案内

2021年3月5日時点

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より抜粋

雇

雇用を維持したい

用
を

在籍出向で雇用
を維持したい／
在籍出向の人材
を活用したい

守
る

休業期間中、
賃金が
支払われない
コロナで離職を
余儀なくされた方
を雇いたい

整理
番号

希望職種

1 ・土木作業員

※現行の特例措置については緊急事態宣言が
全国で解除された月の翌月末まで延長

産業雇用安定助成金

お近くの都道府県労働局または
ハローワークまで
（窓口、郵送、
オンライン）
ｺｰﾙｾﾝﾀｰ 0120-60-3999
（毎日9：00-21：00）

一定の要件を満たす場合、
休業手当等の最大10/10を助成
（日額最大15,000円）

雇用調整助成金

お近くの都道府県
労働局または
ハローワークまで

出向中の費用を出向元・先双方に

大企業は3/4助成
最大で中小は9/10、

（日額最大12,000円（出向元・先の計））
さらに出向に係る初期費用1人当たり最大15万円助成

中小企業で働く従業員
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応
（パート・アルバイト含む）
に対して
休業支援金・給付金
11,000円
を支給
日額最大
※現行の特例措置については緊急事態宣言が
全国で解除された月の翌月末まで延長

トライアル雇用助成金

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応休業
支援金・給付金コールセンター
0120-221-276

大企業で働く一部の従業員も対象に （平日8：30-20：00,休日8：30-17：15）

お近くの都道府県
労働局または
ハローワークまで

3か月の試行雇用期間中
一人当たり月額4万円助成
（短時間労働は月額2.5万円）

ハローワーク大曲

免許・資格
・車両系建設機械
（整地、運搬、積込、掘削）、
（解体） ・土木作業員
・測量士補

求職者情報

令和3年3月9日発行
住

職歴・経験

所

希望月収

（パートの場合は時給）

大仙市

30万円以上 Ａターン者

・大型自動車免許
・大型特殊自動車免許
・鉄筋加工等
・車両系建設機械
長距離運転手
（整地、運搬、積込、掘削）、
（解体） ・
・ダンプカー運転手
・小型移動式クレーン
・玉掛技能者

・約8ヶ月
・約5年
・約8ヶ月

美郷町

20万円以上

林業（伐採等）
3 ・
・重機の運搬

・大型自動車免許
・高所作業車運転技能者
・車両系建設機械（基礎工事）

・重機運搬
・森林の伐採作業、木材の運搬、集材等

・約3年
・約10年半

大仙市

20万円以上

4 ・介護支援専門員

・社会福祉士
・介護支援専門員

・高齢者施設での相談員および介護支援専門員業務

・約7年半

大仙市

18万円以上

SE業務
5 ・
・OA等

・MOS Wordエキスパート
・SEとして簡単な仕様書の作成、研修用の簡単なプログ
・MOS Excelエキスパート
ラム作成（C言語）等
・Java TMプログラミング能力検定３級

・約10ヶ月半 美郷町

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）

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

給排水・衛生・冷暖房・空調設備

株式会社 都市整備
大曲環境事業所

代表取締役

大仙市大曲飯田町19番9号
TEL.０１８７-６２-２３１９
FAX.０１８７-６２-２３９１

遠田 博士

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
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

考

・約25年

建築・土木
2 ・
・トラック運転手

※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。

備

1,296（税込）

（内消費税118円）

商工会議所 News

［６］

おおまがり

第281号

TOHOKU・NIIGATA TOURISM
伝統行事を通じた東日本大震災からの一日も早い復興を目的に

〜大曲の花火を東北のまつりポータルサイトに掲載!!〜
東北各地の多彩なまつりにＰＲ
東北六県商工会議所連合会は、貴重な文化資源
であり、強力な観光コンテンツでもある東北各地
の
「まつり」
を集めたポータルサイトがリニューアル
されました。
新たなポータルサイトには、
大曲の花火も含めて、
100を超える東北のまつりが掲載されており、閲覧
者の目的に応じた３つの検索方法（時期・地域・写
真）から、各地の基本情報を写真とともにご紹介さ
れています。ページ内では、
周辺エリアで近日開催
される情報が紹介されますので、それをもとに東
北のまつりにも足を運んでいただきたいと思いま
す。これまで知らなかった魅力的な東北のまつり
が発見できるポータルサイトをぜひ一度アクセス
してみてください。
なお、新型コロナウイルス感染拡
大の影響により中止や延期となって
いる場合がございますので、最新の
開催情報につきましては、必ず各公 ▲こちらからポータル
サイトにアクセスで
きます 。
（ スマ ート
式ホームページをご確認ください。 フォン表示対応）
※東北のまつりを通じた東日本大震災からの一日も早い復興を目的に、東北六県内の全45商工会議所の参画により本ポータルサイトは、東北
六県商工会議所連合会（事務局：仙台商工会議所）が運営しています。

文具・ＯＡ機器・スチール家具
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秋田支社 横手営業所
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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
詳しくは商工会議所または保証協会へ
信用保証と経営支援で秋田の企業を応援します

大曲支所 ℡ 0187-63-1811

［７］

横手商工会議所会館4F
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３・
４月の行事予定
３・４月の行事予定
日時

３月

25日
（木）

４月

27日
（土）

行事

会場

時間

常議員会

大曲エンパイヤ
ホテル

14：00

通常議員総会

大曲エンパイヤ
ホテル

15：30

大曲の花火 ―冬の章―
新作花火コレクション2021

24日
（土）余目さくら花火観賞会

「大曲の花火」 18：30
公園
（開場17：00）
大仙市内小友
余目公園地内

10：00

【編集後記】
今年度は、新型コロナウィルスの影響で国中が自粛・自粛で
終ってしまったような感じがする。商工会議所の一大事業で

おおまがり
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４月の花火のお知らせ

４/24（土） 打ち上げ予定数
あまるめ

約1,000発

余目さくら花火観賞会
場所：大仙市内小友余目公園地内

主催：余目さくら花火観賞会実行委員会
お問い合わせ：0187-68-2625（小松煙火工業）

ある全国花火競技大会も延期を余儀なくされた。ワクチン接種
も始まりコロナ終息の時期は近いように思われるが、コロナの
変異種が発見されたり、
生活様式の変化などもあり、
これから先
の不安はぬぐい切れないと思う。早期に以前のように自由に
出歩き、普通の生活に戻れるように、また、今年度は全国花火
競技大会が開催できますように、早期にコロナ終息を願うばか
りである。
（Ｋ．
Ｙ）

今回同封した各種ご案内
・第２６回会員企業短期経済観測調査ご協力のお願い
・秋田県あきた未来創造部からのお知らせ
・飲食店感染予防環境整備支援事業費補助金のお知らせ
・ポリテクセンター秋田からのお知らせ

◆開催日時

2021.5.1（土）
19：00〜20：20

※開場16：00

日 本 の 花 火 業 界 を 牽 引してきた
日本煙火芸術協会が設立60周年を迎
えたことから、
「大曲の花火」実行委員
会が日本煙火芸術協会とコラボして
「日本の花火」の技術の粋を結集した
「春の章」を開催します。春の夜空を彩
る「日本の花火」トップクラスの 百花
繚乱 花火ショーをお楽しみください。

◆打上発数 約8,000発
◆会 場 「大曲の花火」公園

（秋田県大仙市大曲雄物川河畔）

◆購入方法

インターネット専用サイト、または
大曲商工会議所窓口で４月１日から
販 売。詳しくは公 式 ホームページ を
ご確認ください。

www.oomagari-hanabi.com
大曲の花火

「大曲の花火」実行委員会

※今年は、有料自由観覧エリアはございません。

■事務局
大曲商工会議所 花火振興事業部
〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町1番13号
TEL 0187-88-8073 FAX 0187-66-2873

