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コロナ関連支援情報
　新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者向けに、国や秋田県、大仙市は様々な支援策を行って
おります。
　コロナ禍に対応するための支援金の一部を紹介いたします。
　申請方法・申請期日などを確認いただき、ぜひご活用ください。

【月次支援金】
　　　（チラシ同封）

６月16日申請開始 詳細は
こちら

大仙市飲食店等感染
予防対策支援補助金

詳細は
こちら

大仙市経営再興支援
給付金

詳細は
こちら

対 象 者
４月以降の緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の
影響により、月の売上が2019年または、2020年の同月
比で、50％以上減少した中小・個人事業者

申請期間
４月分／５月分
　令和３年６月16日（水）～８月15日（日）
６月分
　令和３年７月１日（木）～８月31日（火）

給 付 額 ・中小法人等　：上限20万円
・個人事業者等：上限10万円

問い合わ
せ先 相談窓口電話：0120-211-240

申請方法 ホームページを確認ください。
https://ichijishienkin.go.jp

対 象 者

令和３年５月31日までに開業した市内
の飲食店
※秋田県の飲食店感染予防環境整備支援
事業費補助金を受給する事業所は申請で
きません。

申請期日 令和３年６月30日（水）
給 付 額 上限10万円

（複数店舗を有する場合20万円）

問い合わ
せ先

大仙市経済産業部商工業振興課
電話：0187-63-1111

対 象 者

①令和２年度に市が実施した経営維持臨
時給付金を受給した事業者のうち「卸・
小売業、生活関連サービス業、宿泊業、
飲食サービス業」を営む事業者
②令和２年度中に新規開店した①に分類
される事業者
※飲食店応援給付金・宿泊業等支援給付
金の受給者は対象外です。

申請期日 令和３年６月30日（水）
給 付 額 一律20万円

（複数店舗を有する場合40万円）

問い合わ
せ先

大仙市経済産業部商工業振興課
電話：0187-63-1111

一時支援金を受給された方は
①一時支援金の申請ＩＤをそのまま
利用いただけます。
②添付資料は売上台帳と宣誓・同意
書のみです。

（※変更がない場合）

申請特例は６月30日受付開始予定
です。
詳細は、６月下旬に公開予定です。

申請手続きが簡単に
なりました。

今月で終了する支援金今月で終了する支援金
※情報は更新される場合がありますので、月次支援金ホームページで最新版をご確認ください。
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事業者 県

詳細は
こちら

対象施設 客席を設けて食事等を提供する県内の飲食店、喫茶店、飲食部門のある宿泊施設などで、感染防止
対策に取り組む施設

申請方法 令和３年５月28日（金）受付開始
申請書に必要事項を記入いただき、郵送又は窓口に持参する

認証基準 秋田県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店認証基準

問い合わ
せ先

秋田県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店認証事務局
電話：018-860-2746

秋田県新型コロナウイルス感染防止対策
飲食店認証制度
新型コロナウイルス感染防止対策を講ずる飲食店を県が認証する制度が始まりました。

詳細はこちら

対 象 者
次の全てに該当する事業者
・県内で客席を設けて食事を提供する飲
食店を営む中小企業者（宿泊業を除く）
・県認証の申請をしている者

申請期間 令和３年５月28日（金）
～令和４年２月28日（月）

補助金額 １店舗上限30万円（補助率：４／５以内）
（複数店舗の場合は店舗ごとに上限30万円）

問い合わ
せ先

秋田県新型コロナウイルス感染防止対策
飲食店認証事務局
電話：018-860-2746

対象経費 下記参照
申請方法 県認証の申請と同時に行う

【補助金】飲食店感染予防環境整備支援事業費補助金（新型コロナ対策認証枠）
「上記の認証を取得するための設備導入を支援します」（チラシ同封）

●補助対象となる設置等
　導入を検討している設備等が記載されていない又は補助対象となる
か不明な場合は、事前に事務局にお問い合わせください。
秋田県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店認証事務局 電話 018-860-2746
用途等 補助対象設備等

入店時

施設設備の管理

利用者の感染防止
従業員の対策

非接触型検温装置
手指消毒設備（自動、足踏み式等）
レジ用パーティション（アクリル板、ビニールカーテン等）
キャッシュレス決済端末及び設置費用
テーブル・カウンター等用パーティション（アクリル板、ビニールカーテン等）
二酸化酸素濃度測定器
認証基準を満たす必要換気量を確保できる設備（換気扇、
サーキュレーター、扇風機、換気設備機能付きエアコン等）
認証基準を満たす必要換気量を確保できる窓の設置（開閉
可能な窓の設置・改修等）
手洗い設備（自動水栓、肘式又は足踏み式）
トイレのふた（ふた無しからふた付きへの改修等）
ビュッフェ形式の場合の食品保護カバー（容器のふた、ふた付き容器等）
更衣室、控室等において認証基準を満たす必要換気量が確保できる設備
（換気扇、サーキュレーター、扇風機、換気設備機能付きエアコン等）

（飲食業向け）
「秋田県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店認証」・
「飲食店感染予防環境整備支援事業費補助金」の流れ

申請前

申　請 申請書受理
（補助金・認証）

審　査
・
交　付

注意！
補助金交付申請は、認証申請と同時に
提出してください。

①認証基準を確認
　※不明な点は事前に確認してください。
②認証に不足する設備を購入
　※納品書・請求書・領収書を保管
　※購入した設備の写真を撮影

③補助金申請（対象：中小企業者）
【必要書類】
 ・補助金交付申請
 ・購入設備の納品書・請求書・領収書
 ・購入した設備の写真
 ・補助金の請求書
 ・補助金振込先の口座の写し
※金融機関・支店・口座番号・口座名義がわ
かる部分

④補助金交付（指定口座へ振込）
※後日、交付決定通知を郵送します。
※補助金の交付は、振込口座で確認して
　ください。

④認証交付
※認証ステッカーが郵送されます。

注意！
補助金及び認証の交付時期等は異なります。

補助金

書類審査

交付決定

現地確認

認証決定

認証
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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©

第35回景況調査結果

◆調査対象期間
　●前期の実績
前期（令和３年１月１日～３月31日）につい
ての実績を前年同期（令和２年１月１日～
３月31日）と比較

　●今期の見通し
今期（令和３年４月１日～６月30日）につい
ての見通しを前年同期（令和２年４月１日
～６月30日）と比較

◆考　察
　全国、県内と同様、全業種において新型コロナ
ウイルスの影響が続いている。管内事業者の大
多数を占める小売・卸売業においては堅調な生
活必需品、食料品など一部を除き、外出自粛によ
る販売不振やネット購入への移行による売上減
少が低調な推移の要因である。サービス業も飲
食業を中心に感染防止対策の徹底やテイクアウ
トの充実を図るも依然として厳しい状況に変わ
りはない。製造業及び建設業においても原材料
等の高騰や絶対的不足といった懸念材料も加わ
り先行きは依然として不透明である。

※景況判断指数（Diffusion Index値）とは
　景況判断指数はDI値と表示され、求め方は増
加や好転と回答した事業所の割合から減少や悪
化と回答した事業所の割合を差し引いた値で、
プラス時は好景気（景気拡大期）、マイナスの時
は不景気（景気減速期）と判断される。

◆回収状況

◆調査結果のイラストによる表示
　☀☀（DI 100 ～ 50）　☀（DI　49.9 ～ 1.0）　☁（DI 0.9 ～△0.9）
　☂（DI△1.0 ～△49.9）　☂☂（DI△50.0 ～△100）

（計算例）
　好転５社　変わらず３社　悪化２社のＤＩ値は30ポイント
　ＤＩ値＝好転の割合（５社÷10社＝50％）－悪化の割合
　　　　　（２社÷10社＝20％）
　ＤＩ値＝50％－20％＝30（ポイント） 参考資料：日本商工会議所LOBO調査・秋田県県内経済動向調査

令和３年４月実施

全業種

業種別

業 種

対 象 数

有効回答数

建設業

32

23（72%）

製造業

22

15（68%）

卸売業

6

4（67%）

小売業

80

56（70%）

サービス業

60

43（72%）

合計

200

141（71%）

雇用

☀

☀

資金繰り利益在庫売上景況

☂

☂

☂

☂

☂

☂

☂

☂

☂

☂

☀

☀

☂

☂

☁

☀

☀

☀

☂

☁

☂

☂

☂

☂☂

☁

☂☂

☂

☂

☂

☂☂

☂

☂

☂

☂

☁

☂☂

☂

☂

☂☂

☂☂

‐

-

☂☂

☂

☀

☀

☂

☂

-

-

☂

☂

☂

☂☂

☁

☂

☂

☂

☂

☂

☂

☂

☂

☂

☁

☀

☂

☂

☂

☂

期間

前期の実績

今期の見通し

業種

全業種

雇用資金繰り利益在庫売上景況期間

前期の実績

今期の見通し

前期の実績

今期の見通し

前期の実績

今期の見通し

前期の実績

今期の見通し

前期の実績

今期の見通し

業種

建設業

製造業

卸売業

小売業

サービス業
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第３号議案
常議員の選任について

　欠員となっていた常議員に
伊藤俊也氏（伊藤電気㈱代表
取締役社長）が選任されまし
た。

　第48回通常議員総会が、５月25日に大曲エンパイヤホ
テルで開催され、令和２年度事業報告（案）並びに令和２
年度収支決算（案）など３議案が審議され、すべて可決承
認されました。新型コロナウイルス感染防止のため、講
演会、懇談会は行わず、三密を避けての開催となりました。

第１号議案　令和２年度事業報告（案）について
【事業概要】
〈本部事業部〉
　「命と経済の両立」を掲げた令和２年度事業計画に則
り、窓口相談体制を強化し、融資斡旋、給付金申請など事
業者への迅速な対応と国・秋田県・大仙市の緊急経済対
策を活用した会員企業の存続、経営の維持に注力した。
また、感染防止の観点から一部行事を見送ったものの、
コロナ対策としての移動相談会・政経懇談会の開催やセ
ミナーをオンラインに切り替え実施するとともに、「新
しい生活様式」への対応を行いコロナ禍において各種事
業の遂行に努めた。

〈花火振興事業部〉
　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、冬の章・春の章が中止、全国花火競技大会が延期と
なったほか国際花火競技大会の開催準備など計画予定
の事業が実施出来なかった。また、当所の収益事業の柱
である全国花火競技大会の延期によって花火振興事業
部の事業収入が皆無となり厳しい財政運営となった。

第２号議案　令和２年度収支決算（案）について

第48回通常議員総会開催第48回通常議員総会開催第48回通常議員総会開催

伊藤 俊也 氏
（伊藤電気㈱）

令和２年度　一般会計・特別会計収支決算総括表
会　計　名 収入合計 支出合計

一 般 会 計

中小企業相談所
特 別 会 計
労働保険事務組合
特 別 会 計
退職給与積立金
特 別 会 計
商工会議所会館
特 別 会 計
共 済 事 業
特 別 会 計
特定退職金共済
特 別 会 計

本部事業部合計

花火振興事業部合計

会 議 所 合 計

花火振興事業
特 別 会 計

90,361,394

60,848,931

19,969,397

35,474,039

7,381,912

31,233,142

87,460,087

332,728,902

160,066,152

160,066,152

492,795,054

69,493,515

49,564,263

19,214,897

35,474,039

6,037,126

26,389,036

87,460,087

293,632,963

158,321,931

158,321,931

451,954,894

差引残高

20,867,879

11,284,668

754,500

0

1,344,786

4,844,106

0

39,095,939

1,744,221

1,744,221

40,840,160

１‐

１
１‐
２
１‐

３
１‐

４
１‐

５
１‐

６
１‐

７

２ ※基金取崩収入
2千万円含む。

　こうした中、世情の閉塞感を払拭し地域活力を取り戻
すため大仙市内を中心に、プライベート花火や８月29日
には全国花火競技大会出品予定28社の「メッセージ花
火」また、秋田県観光地創生支援事業を活用し観光振興
と連携した「あなただけの花火」など新たな取り組みが
様々な困難を克服し実施された。
　また、令和２年度は「大曲の花火憲章」を制定し将来の
大会運営の指針を明文化した記念すべき年となった。
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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）

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

大曲商工会議所　生命共済制度
『はなび共済』についてのお知らせ

大曲商工会議所　生命共済制度
『はなび共済』についてのお知らせ

福利厚生制度にご活用いただけます

※ご加入に当たってはパンフレット及び重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください※ご加入に当たってはパンフレット及び重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください

この機会に是非
ご検討ください
この機会に是非
ご検討ください

入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険（団体型）
＋大曲商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金制度）

入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険（団体型）
＋大曲商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金制度）

「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として
　死亡・高度障害状態に該当した場合は
【災害保険金・災害高度障害保険金】のお支払い対象となります。

（医師の診断書が必要です）

業務上・業務外問わず
24時間保障

6大生活習慣病入院一時金
ガン入院一時金・ガン先進医療一時金

健康増進に役立つ付帯サービスも
健診機関紹介サービス、禁煙外来紹介サービスなど

1年更新で医師の
診査なし

剰余金があれば
配当金も！

商工会議所独自の
給付制度も！

【お問い合わせ先】
　大曲商工会議所　共済推進課
【定期保険（団体型）引受保険会社】
　アクサ生命保険株式会社
【取扱店】
　アクサ生命保険株式会社
　横手営業所  大曲分室

【お問い合わせ先】
　大曲商工会議所　共済推進課
【定期保険（団体型）引受保険会社】
　アクサ生命保険株式会社
【取扱店】
　アクサ生命保険株式会社
　横手営業所  大曲分室
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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

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

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3年6月7日発行

備　考

・大型自動車免許
・フォークリフト運転技能士2 ・引っ越し作業、家財の運搬等・トラック運転手 大仙市 25万円以上・約12年半

25万円以上3 ・住宅等の解体、産業廃棄物の収集・運搬・処理等・トラック運転手
・解体工 大仙市・約17年

4 ・調剤薬局での請求事務
・各病院等で受付、会計、レセプト、新人教育等・医療事務 大仙市・約2年

・約4年半
・ファイナンシャルプランナー
・登録販売者（一般医薬品） 15万円以上

30万円以上5 ・看護師として総合病院での病棟勤務・看護師 大仙市・約4年・看護師

★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。

15万円以上1 ・ドラッグストア店員・ドラッグストア店員 大仙市
・登録販売者（一般医薬品）
・食品衛生責任者
・防火管理者

・大型自動車免許
・小型移動式クレーン運転技能士
・コンクリート技士

・約13年

高校卒業予定者の県内就職及び職場定着の
推進に関するお願い

　５月26日大曲商工会議所において、市内関係機関の代表者から、
県内就職及び定着に向けての要請を受けました。
　来春高校卒業予定者の求人は、６月１日から開始されており、大曲
公共職業安定所の佐藤所長、秋田県仙北地域振興局の小西局長、大仙
市経済産業部の冨樫部長から、佐々木会頭に要請書が手渡されまし
た。
　要請書には次の３項目について記載されております。

　会員事業所の皆様には特段のご配慮をお願い申し上げます。

１　就職希望者の選択肢を広げる早期求人提出
２　生徒や教員、保護者への効果的な企業情報の発信
３　人材の確保・定着に向けた「働きやすい」「働きがいのある」職場環境の整備
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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

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

塗装で明るい街づくり塗装で明るい街づくり塗装で明るい街づくり
◆屋根・外壁塗装
◆リフォーム全般
◆JAF指定工場

◆建物解体
◆遺品整理

◆屋根・外壁塗装
◆リフォーム全般
◆JAF指定工場

◆建物解体
◆遺品整理

TEL.(0187)62-8123
大仙市花館字下殿屋敷46番地 秋田県知事許可（般-19）60038号
TEL.(0187)62-8123
大仙市花館字下殿屋敷46番地 秋田県知事許可（般-19）60038号

令和３年度 会費ご納入のお願い
　令和３年度の会費につきまして、６月30日が納入期限となっております。
　６月上旬に送付させていただいております納付書をご利用していただきますと振
込手数料は発生いたしませんが、直接お振込みになる場合の振込手数料につきまし
ては、ご負担くださいますようお願い致します。コロナ禍で大変な折、誠に恐縮に存
じますがご納入の程、何卒よろしくお願いいたします。

－コロナ関連支援チラシ－
　1.月次支援金　　2.飲食店感染予防環境整備支援事業費補助金
－講習会のご案内－
　1.記帳指導個別講習会（7/2）ご案内
　2.『新型コロナウイルス感染症に対する補助金・助成金の活用法』講習会（7/13）ご案内
－その他－
　1．『新型コロナウイルス感染拡大による事業への影響調査』ご協力のお願い
　2.会員企業短期経済観測調査ご協力のお願い
　3.秋田県信用保証協会制度パンフレット
　4.秋田県事業承継・引継ぎ支援センターからのお知らせ
　5.秋田働き方改革推進支援センターからのお知らせ
　6.従業員の能力アップ研修のご案内（ポリテクセンター秋田）

今回同封した各種ご案内

６・７月の行事予定６・７月の行事予定６・７月の行事予定
日時 行事 会場 時間

６月２２日（火）
６月２５日（金）
６月２７日（日）
７月　２日（金）

７月１３日（火）

常議員会
「大曲の花火」大会委員会
珠算検定試験 
記帳個別講習会（予約制）
新型コロナウイルス感染症に対する
「補助金・助成金の活用法」講習会

会議所
会議所
会議所
会議所

１４：００～
１６：００～
　９：００～
１０：００～

１３：３０～大曲エンパイヤホテル
or Zoom

秋田ふるさと検定秋田ふるさと検定
【試　験　日】 令和３年９月５日（日）
【試験時間】 ３級 10:30～12:00／１級・２級 13:30～15:10
【受　講　料】 ３級 2,300円 ／２級 3,600円 ／１級 4,000円
【申込方法及び期間】 ６月７日（月）～８月６日（金）
※受験対策講習会＜１日集中コース>開催します。詳しい情報はこちら https://www.akitacci.or.jp/
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