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大曲商工会議所LINE
公式アカウント
友だち追加お願いします。
事業案内、各種補助金等の情報をタイムリーにお届け！

「ともだち登録」ができました 下のQRから読取り登録！
ら、自動メッセージが届きますの
で、当所での運 用管 理のため、
お手数をおかけいたしますが、
登録された方の事業所名・役職
名・氏名をご返信ください。
（事
業 所 名・役 職 名・氏 名のご 返信
をいただいていない場合は、ともだち登録されていて
も情報が届きません。）
ご注意：大曲商工会議所LINE公式アカウントの運用は大曲商工会議所の会
員企業限定で運用を行いたく存じますので、
当所会員以外の方に
「ともだち登
録」
が拡散することが無いようご配慮願います。
また、
情報発信での利用のた
めLINE上での個別の問い合わせ等にはお応えいたしません。
個別のお問い合
わせにつきましては大曲商工会議所へお電話にてお問い合わせください。
尚、
当アカウントにて花火関連の情報は発信いたしませんので、
ご了承ください。
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支援金・補助金情報

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・補助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。
既に一時支援金を受給している場合、または月次支援金の給付の申請に
際して事前確認を受けた場合は、新たな月次支援金の申請を行う際には、
改めて事前確認を行う必要はなく、マイページより申請（STEP5）から始
めることができます。

【月次支援金】

詳細は
こちら

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

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

４月分／５月分
６月分
７月分

申請方法

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

問い合わせ先

令和３年６月16日(水)〜８月15日(日)
令和３年７月 １ 日(木)〜８月31日(火)
令和３年８月 １ 日(日)〜９月30日(木)

相談窓口電話：0120-211-240
※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。

小規模企業者元気づくり
補助金（二次募集）チラシ同封

ものづくり補助金

詳細は
こちら

（７次締切）

小規模企業者の、事業拡充に向けた取り組みを支援し
ます。

詳細は
こちら

新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設
備投資を支援します。

対 象 者

県内に事業所を有する小規模企業者

対 象 者

一定の要件を満たす事業計画（3〜5年）
を策定・実施する中小企業等

補 助 額

一般枠
特別枠

補 助 額

一般型
グローバル展開型

補 助 率

一般枠１／２
特別枠３／４

補 助 率

１／２（低感染リスク型ビジネス枠・小規
模事業者２／３）

申請期間

令和３年７月１日（木）
〜令和３年８月13日（金）

申請期間

令和３年５月13日（木）
〜令和３年８月17日（火）

申請方法

大曲商工会議所に提出

申請方法

電子申請

問い合わ
せ先

大曲商工会議所中小企業相談所
電話：0187-62-1262

問い合わ
せ先

ものづくり補助金事務局サポートセンター
電話：050-8880-4053

上限100万円
上限100万円

文具・ＯＡ機器・スチール家具

秋田県知事許可（般―02）第10905号

株式会社
本

ビジネス秋田

社 〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町3-11
（0187）
（0187）
TEL
63-0765㈹・FAX
63-0764

秋田支店 〒010-1431 秋田市仁井田二ツ屋一丁目11-41斉勇ビル2F
美郷支店 〒019-1404 秋田県仙北郡美郷町六郷字荒町20-1
仙北支店 〒014-0326 秋田県仙北市角館町山根6

上限1,000万円
上限3,000万円
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バックオフィス業務の効率化やデータを活用した顧客獲得
など生産性向上に繋がるＩＴツールの導入を支援します。

詳細は
こちら

中小企業・小規模事業者等のみなさまとＩＴベンダー・サービス事業者のみなさまで協力して、下記の申請・手続き
を行う補助金です。
IT導入支援事業者/
ITツールの採択

事務局の手続き

中小企業・
小規模事業者の
みなさまの手続き

ITツール
の選択等
事前準備

本事業の理解

Ａ類型

補助下限額・上限額
補助率
申請期日
申請方法
問い合わせ先

補助事業
の実施
補助事業
の実施

通常枠

事業類型

補助対象経費

補助金額の確定

Ｂ類型

事業実績報告

ITツール
の提案

交付申請

ＩＴベンダー・
IT導入支援事業者
登録申請
サービス事業者の
みなさまの手続き ITツールの登録申請

交付決定

補助金交付

サポート・アフターフォロー
事業実施
効果報告

補助金
交付手続き

低感染リスク型ビジネス枠
Ｃ類型
Ｄ類型

（低感染リスク型ビジネス類型） （低感染リスク型ビジネス類型）

30万円〜150万円未満 150万円〜450万円
30万円〜450万円
30万円〜150万円
１／２以内
２／３以内
ソフトウェア・クラウド利用費、
左記のものに加えＰＣ・タブレット等の
専門家経費等
レンタル費用が対象
２次締切 ７月30日（金）17：00 / ３次締切 ９月中（予定）
電子申請
サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター 0570-666-424

持続化補助金

持続化補助金

詳細は
こちら

【一般型】

【低感染リスク型ビジネス枠】

詳細は
こちら

小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開拓 感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を
両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスや
等の取組を支援
サービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援
商工会議所の管轄地域内で事業を営んで
商工会議所の管轄地域内で事業を営んで
対 象 者
対 象 者
いる「小規模事業者」など
いる「小規模事業者」など
補 助 額
上限100万円
補 助 額
上限50万円
補 助 率
３／４
補 助 率
２／３
３次締切 ９月８日（水）
４次締切 11月10日（水）
６次締切 10月１日（金）
申請期日
申請期日
５次締切 令和４年１月12日（水）
７次締切 令和４年２月４日（金）
６次締切 令和４年３月９日（水）
申請方法
郵送または電子申請
申請方法
電子申請
問い合わ
補助金事務局
問い合わ
低感染リスク型ビジネス枠
せ先
電話：03-6747-4602
せ先
電話：03-6731-9325
GビズID 〜これからの補助金申請には「必須」です。オンライン申請のための「ＧビズＩＤ」を取得してください〜

「ＧビズＩＤ」
とは様々な行政サービスを利用するための共通ＩＤです。
このＩＤを取得すると、
各種補助の申請や社会保険の手続き等の申請がオンラインで
可能となります
（オンライン申請のみの補助金もあります）
。
ＩＤ登録には、
２〜３週間かかるため、
各種補助金申請をご検討の方は、
お早めに取得いただきま
すようお願いいたします。

〈技術と信頼〉
総合建設業・鋼構造物工事業
設 計・施 工

ＡＬＳＯＫ秋田株式会社
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

代表取締役

田中 拓美

秋田県大仙市若竹町23−70
ＴＥＬ（0187）63−2233
ＦＡＸ（0187）63−2236

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
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information

【開 催再 延 期のお 知らせ】

8月28日 第94回全国花火競技大会
８月28日（土）に開催を予定しておりました、第94回全国花火競技
大会は、日本国内での新型コロナウイルスワクチン接種状況、変異株の
感染等を考慮し慎重に検討協議を重ねた結果、ご来場される皆様や住
民の皆様の健康と安全を確保する事が難しいことから、開催を１年延
期することを決定しました。
「命と経済の両立できる大会運営」を大命題として、新型コロナウイ
ルス感染症対策のガイドラインに則り、観覧会場の収容数変更や入退
場方法の工夫、検温や手指消毒など感染防止対策に万全を期すことと
し、大会開催の準備期限ぎりぎりまで開催する方向で検討を進めて参
りましたが、昨年に引き続き延期となり、開催を待ち望んでいた皆様の
要望に応える事が出来ず当実行委員会としても断腸の思いであります。
今後とも変わらぬご支援ご愛顧を賜わりようお願い申し上げます。

■お問合せ先■ 「大曲の花火」
実行委員会事務局
大曲商工会議所花火振興事業部 電話 0187-88-8073
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青年部
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チャレンジ！ ＝ＥＣサイト参入セミナー
（基礎編）
＝ 開催

７月12日（月）大曲エンパイヤホテルにて青年部ＥＣ
サイト参入セミナーを開催しました。新型コロナウイル
ス感染症の影響で地域経済の低迷に歯止めがきかない
状況の中、コロナ禍で成長を遂げるＥＣ業界、ＥＣ事業
で販路拡大ができるようオンラインを含めて全５回の
セミナーを計画し、今回が第１回目となります。
講師にはふるさと納税寄付受付事業（ふるさとぷら
す）を運営し、ＥＣサイト活用による販路拡大セミナー
を数多く講演されてきた㈱エスツーの代表取締役須藤
晃平氏と同社ＥＣ事業部マネージャー土門悠氏の２名
にお越しいただきました。
第１回目の今回は
『
「知った」
から
「買った」
まで。
今の消
費者の購買動向を理解する編』というテーマで、消費者
の購買動向の変化を解説いただき、
スマートフォンから
得られる情報を活用し、
ターゲットを絞ったピンポイン
トで効果的にＥＣ販売を行う戦略の立て方などを、
実際
の成功事例も交えてわかりやすく講演いただきました。
現代はスマートフォンから個人の年齢、性別、地域、趣
味趣向まであらゆる情報が収集でき（個人を特定できる
情報ではありません。）、ターゲットを絞って興味のある

女性会

おおまがり

青年部だより

人に自社の商品をネット広告していくことが可能です。
ＥＣ販売自体は販売戦略ではなく顧客サービス（手段）
であり、そのサービスを如何にして「欲しい人・興味のあ
る人」に広告（戦略）していくのかが重要であるというこ
とを解説いただきました。
次回は９月中旬を予定し、
「成功の８割は事業計画で
決まる編」というテーマでＥＣを始めるための事業計画
の作り方やＥＣ販売商品の価格設定の決め方などをご
講演いただく予定です。

県女性会連合会経営講習会

６月15日（火）大曲商工会議所会議室において、秋田県
商工会議所女性会連合会経営講習会を開催しました。参
加者は県女連全体で67名、当女性会からは９名の参加で
した。
講師は記憶術インストラクターの吉野邦昭氏、テーマ
は「ビジネスに役立つ記憶術」。今回は初めての試みで各
地女性会ごとに会場を設け、それぞれの会場と京都在住
の講師をオンラインで繋いで行いました。
記憶の３ステップは、記銘⇒保持⇒想起。言葉を単語
でおぼえるのではなく、言葉をイラスト化し視覚情報で
処理することがポイント！
講習会の後半は記憶力テストを行いました。
初めは10
問中３問ほどしか覚えられなかった方々が、先生の「イ
ラスト記憶法」を実践したところ10問全て正解しました。

参加した方々から「この記憶法で免許更新の際に行う高
齢者講習会の記憶テストに活かせるね」など感想を頂き
ました。あっという間の２時間で、とてもためになる講
習会でした。

© 光プロダクション

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
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〜2021夏〜

大仙エール飯プロジェクト

■この夏の水曜日、金曜日は「エール飯の日」スタンプラリー
（チラシ同封）
〜大曲商工会議所もこの取り組みを応援します。〜

長引くコロナ禍で、積極的に「お店に来てください」と言えない市内の飲食店に、お店の情報を市民に発
信できる場を提供するとともに、飲食店を応援したいと考えている市民の購買意欲を後押しすることを
目的に、大曲商工会議所青年部や大曲青年会議所のメンバーなどが企画、運営する「大仙エール飯プロ
ジェクト〜 2021夏〜」スタンプラリーが７月21日（水）〜８月27日（金）に実施されます。
昨年３月に大分県別府市で新型コロナウイルス感染拡大により来店客が激減した飲食店をテイクアウ
トで応援するプロジェクトが誕生しました。仕組みは、シンプルで①飲食店側は、テイクアウト用の料理
を作ってＳＮＳに投稿する。②お客さま側は、テイクアウトした料理を「＃別府エール飯」のハッシュタグ
をつけて投稿する。この作業を多くの人々が行うことで、多くの飲食店を応援できると話題になり、全国
へ広まりました。大仙市も昨年４月に大曲商工会議所青年部や大曲青年会議所のメンバーらが「＃大仙
エール飯」のホームページを立ち上げ、昨年５月には、市も補助金等（テイクアウト事業に係る一部の経費
補助やタクシー事業者と連携した配送料の補助）を行うなどの後押しがあり、
「＃大仙エール飯」は大きな
反響を呼びました。
しかし、そこから１年以上たった現
在は、ハッシュタグをつけた投稿数も
低下しており、ホームページ掲載の飲
食店の状況も変化していました。
そこで、今年６月に同プロジェクト
メンバーが再び集まり、飲食店経営者
と意見交換を行いました。
「市民への飲
食店の情報発信に力を入れることで、
利用者の増加に繋げていきたい。」とい
う想いがまとまり、今回のスタンプラ
リーを開催することになりました。
イベント詳細は同封のチラシをご覧
ください。

表面

裏面
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会費ご納入確認のお願い

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したが、未納の方は、納付期
限が過ぎていても引き続き納付書をご利用できますので、ご納入のほどよろしくお願いいたします。
◆納付書紛失の場合は、ご連絡いただければ、再発行いたします。
◆納付書をご利用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。
（平日9：00 〜 17：00）
◆会議所窓口での直接納付も可能です。
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。
＜総務課＞

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
TEL 0182-33-0702

横手商工会議所会館4F

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）

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

商工会議所 News
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おおまがり

第285号
第２回

７・
８月の行事予定
７・８月の行事予定
日時
行事
７月２７日（火） 常議員会
新型コロナウィルス感染症に対する
８月 ３日（火）
「補助金・助成金」個別相談会

会場
会議所

時間
１４：００〜

会議所

１０：００〜

事業主の皆様へ

人材確保等支援助成金（テレワークコース）が新設されました
新型コロナウイルス感染症対策を契機としてテレワーク勤務の導入が進
んでいる一方、適正な労務管理下におけるテレワークの導入・定着が課題と
なっております。
人材確保等支援助成金（テレワークコース）は、良質なテレワークの新規
導入により、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた
中小企業事業主に対し、テレワークの導入費用の一部を助成するものです。
テレワーク導入費用に関しお悩みの場合等には、当助成金の利用がおす
すめです。
詳細については、同封チラシをご覧になるか下記問合せ先にご連絡くだ
さい。
◆お問い合わせ◆
秋田労働局雇用環境・均等室

TEL ０１８−８６２−６６８４

今回同封した各種ご案内
・新型コロナウイルス感染症に対する補助金・助成金個別相談会のご案内
・小規模企業者元気づくり事業補助金ご案内
・会員企業短期経済観測調査ご協力のお願い
・大曲商工会議所施策普及パンフレット
・秋田労働局令和３年度各種助成金のご案内
・#大仙エール飯スタンプラリーのご案内
・企業の魅力向上講習会のご案内（大仙市雇用創造協議会）
・外国人材受入れセミナーのご案内（大仙市雇用創造協議会）
・変革で人材確保講習会のご案内（大仙市雇用創造協議会）
・あきた女性活躍・両立支援センターからのお知らせ
・こころの健康づくり無料相談会のご案内（（一社）日本産業カウンセラー協会）
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

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

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

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

遠田 博士

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

