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オリジナル　フレーム切手
「大曲の花火2021」贈呈式

　８月２日　大仙市役所において、オリジナル　フレーム
切手「大曲の花火　2021」の発売を記念して贈呈式が行わ
れました。
　このオリジナル　フレーム切手は、新型コロナウイルスの
１日も早い収束と、再延期となった94回大会が来年無事
に開催されることを願って、日本郵便（株）東北支社から
発売されました。
　オリジナルフレーム切手は、１シート（84円切手×10枚）
1，330円で、市内郵便局において販売中です。

（写真左より  山下大曲郵便局長、老松大仙市長、佐々木会頭、佐々木十文字郵便局長）

発行所：大曲商工会議所　発行責任者：佐々木 繁治　〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町1番13号  TEL0187-62-1262  FAX0187-62-1265
URL https://www.omagari-cci.com/ ／ E-mail:kaigisho@omagari-hanabi.com



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

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。

【大仙市経営維持臨時給付金】（チラシ同封）

支 給 額 １事業所あたり20万円　　ただし、事業所を２以上有する場合は40万円

申請期間 2021年７月26日（月）～９月30日（木）

要 件

以下の要件を全て満たす必要があります。
①市内において事業を営む中小法人または市内に住所を有する個人事業主。
②市内に事業所を有し、2021年４月から６月までのいずれかの月の売上高が前年または前々年の
同月と比較して20％以上減少していること。
※ただし、国の月次支援金の給付対象で、４月分から６月分までを受給した、または今後申請する予
定の事業者は申請できません。

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

申請書類 同封チラシをご確認ください。
申請窓口 同封チラシをご確認ください。

詳細は
こちら

　新型コロナウイスル感染症の影響により売上が減少している中小企業および個人事業主等に対して、経営を維持
するために必要な経費等について幅広く支援するため、給付金を支給します。

【大仙市テナント事業者支援給付金】（チラシ同封）

支給額（上限額） １事業所あたり20万円　　ただし、事業所を２以上有する場合は40万円

支給額の
計算方法

申請期間 2021年７月26日（月）～９月30日（木）

要 件

以下の要件を全て満たす必要があります。
①市内においてテナントを借りて家賃を支払い事業を営んでいる企業及び市内に住所を有する個
人事業主。
②市内に事業所を有し、2021年４月から６月までのいずれかの月の売上高が前年または前々年の
同月と比較して20％以上減少していること。

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

申請書類 同封チラシをご確認ください。
申請窓口 同封チラシをご確認ください。

詳細は
こちら

　新型コロナウイスル感染症の影響により売上の急減に直面している事業者の事業継続を下支えするため、固定費
の中で大きな負担となっている家賃の負担を軽減することを目的に給付金を支給します。

直近の家賃支払額
※建物のみ対象

給付額
※千円未満切捨て×１/２×３カ月分＝
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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

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。

申請期間
４月分／５月分　令和３年６月16日(水)～８月15日(日) 終了
６月分　　　　　令和３年７月１日(木)～８月31日(火)
７月分　　　　　令和３年８月１日(日)～９月30日(木)
８月分　　　　　令和３年９月１日(水)～10月31日(日)

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

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

【月次支援金】 詳細は
こちら

秋田県飲食店
緊急支援金

詳細は
こちら

対 象 者

県内に飲食店を有する中小企業
者等で令和２年12月から令和
３年４月までのいずれかひと月
の売上が前年又は前々年の同月
と比較して50％以上減少した
事業者
※令和２年５月～11月に創業
した方には特例があります。

給 付 額 上限30万円
（複数店舗を有する場合は60万円）

申請期間 令和３年５月10日（月）
　～令和３年８月31日（火）

申請方法
電子申請または郵送
（紙の申請書は会議所HPまたは仙
北地域振興局にて入手）

問い合わせ先問い合わせ先 秋田県飲食店緊急支援金事務局
電話：018-895-5124

業態転換環境整備支援
事業費補助金

詳細は
こちら

対 象 者
県内に事業拠点を有し、かつ県内で１年以上事業
実績がある中小企業者（非製造業）
※一部の業種は対象外となります。

対象事業
非対面型・非接触型など新しい生活様式に対応し
た販売方法やサービスの提供方法に変更又は追加
する取組

補 助 額 上限100万円

補 助 率 １／２以内（グループの場合２／３）

申請方法 ホームページを確認ください。
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/56149

申請期間 令和３年７月12日（月）
　～令和３年９月21日（火）

秋田県産業労働部商業貿易課
商業・創業支援班
電話：018-860-2244

新しい生活様式に対応した販売方法やサービスの提供方法に変更
又は追加する取組を支援します！

　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
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。

※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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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

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

『最低賃金引き上げによる事業への影響調査』
結果報告

　８月５日秋田地方最低賃金審議会が、現行の最低賃金７９２円から３０円引き上げを答申し、１０月
１日から８２２円となる見込みとなりました。
　このことを受け、会員事業所の皆様に「最低賃金引き上げによる事業への影響調査」をさせていただい
ておりました。お忙しい中、ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。
　８月１６日現在の回答結果を報告致します。

　１．調査対象　　会員企業　１,３０１社
　２．調査期間　　令和３年８月６日～８月１３日
　３．回　答　数　　３００件（回答率23．05％）
　４．調査結果
（１）最低賃金引き上げによる影響について

（２）影響の度合いについて（影響ありと回答した事業所）

（３）最低賃金引き上げにどのような対策を取り
ますか（自由表記）

※業種内訳

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

影響あり 26.66％

かなり影響がある 35.00％ やや影響がある 37.50％ 影響があるが少ない 27.50％

影響なし 73.34％

影響あり
影響なし

サービス業　種 製　造 小　売 建　設 卸　売 合　計
37
80

23
74

12
34

5
22

3
10

80
220

（件数）

・すでに段階的に賃上げに取り組んでいる
・商品、サービスの値上げ
・人員削減や勤務時間及び残業の短縮、採用
抑制、賃金体系見直し
・徹底した無駄の排除
・業務効率を向上させ収益性を改善させる
・廃業の検討
・新事業の立ち上げ
・パートの正社員化

（４）国、県等への要望について（自由表記）
・最賃引き上げに見合う受注単価や報酬の
設定をお願いしたい
・据置期間や助成制度の創設や減税措置
・コロナ禍での最賃引き上げは必要なのか
・公表から２か月程度の猶予では対応できない
・中途採用者の採用市場の活性化
・今回の引き上げは納得できない、国が給料
を決めるのはおかしい
・産業別の見直しをお願いしたい
・人口減少施策に力を入れてほしい
・賃金引き上げよりもコロナを収束させて
ほしい
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東北電力ネットワーク㈱
大曲電力センター所長

笹木　宣幸

新参与からのあいさつ

　はじめまして、東北電力ネットワーク㈱の笹木と申し
ます。６月25日に大曲電力センター所長に着任いたしま
した。秋田県内での勤務は初めてですが、この度大曲商
工会議所参与を仰せつかり身の引き締まる思いであり
ます。これまで培われてきた地域の皆様との絆をしっか
りと繋いでまいる所存ですので、どうぞ宜しくお願いい
たします。
　弊社は、電気事業法の改正に伴って東北電力㈱の送配
電部門を承継し、2020年４月に事業を開始しました。
多様な電源で生み出された電気を、山間地や田園地帯を
通る送電線で変電所へ送り、更に街中に張り巡らせた配
電線によってお客さまのもとへお届けすることを生業
とした会社です。また弊社を含む東北電力グループは、
本年５月に創立70周年を迎えました。これもひとえに
地域の皆様の長年に亘るご愛顧の賜物であり、改めて深
く感謝申し上げます。今後も一般送配電事業者として

中立性と公平性を保ちながら、グ
ループスローガン「より、そう、ち
から。」の下、電力の安定供給の使
命を果たし、地域社会の安心・安
全・快適な暮らしに貢献してまい
ります。
　さて、大曲といえば100年以上の
歴史を誇る日本一の花火大会。
着任後、多くの方々からその壮大
さや美しさについて熱く語り掛けていただきました。
コロナ禍の影響で今年も夏の花火大会は延期されます
が、来年こそは打ち上げられるに違いない大輪の花火を
楽しみに大曲の自然、文化、歴史を満喫したいと思って
います。
　以上、簡単ですが参与就任にあたってのご挨拶とさせ
ていただきます。

　７月13日（火）大曲エンパイヤホテルにて、国が実施し
ているコロナ禍を乗り越えるための様々な支援策（補助
金・助成金）について理解し、活用するため【補助金・助成
金の活用法】講習会を開催しました。
　中小企業診断士 松舘文子氏を講師に、融資・給付金・
補助金・助成金などの新型コロナ対策支援施策について
解説いただきました。
　特に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
事業者への補助金については、それぞれの制度の目的や
特徴、申請方法や採択されやすい申請書作成のポイント
など補助金の種類ごとに詳しく教えていただきました。

（抜粋）～採択されやすい補助金の申請書のポイント～
①補助事業の必要性を一貫性をもって具体的に説明
できている。
②（公募要領にある）審査項目＆加点項目を意識した
内容になっている。
③審査員が理解しやすいように、写真やグラフを使用
して視覚的にわかりやすくなっている。
④実現可能性が高い計画になっている。　etc.

　補助金申請は、事業計画を立てたり、事業計画を見直
したりすることで、事業を客観的にみる機会になります。
また補助金をもらうことが目的ではなく、補助金をも
らってからが本当の勝負であり、国の施策や支援を受け
られる体制を整えて、攻める会社になっていただきたい
とのことでした。

　大曲商工会議所は定期的に講習会を開催しております。
ぜひ皆様ご参加ください。

地域との絆を大切に

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  開催報告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  開催報告
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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©

　令和３年７月15日（木）、大仙市役所２階応接室におい
て、渋沢栄一プロジェクト絵本「おかねってなぁに？」
贈呈式を行いました。
　本プロジェクトは日本商工会議所青年部が立案した
企画で、商工会議所の生みの親で新１万円札の顔になる
渋沢栄一翁が教えるお金の話の絵本「お金ってなぁ
に？」を全国の公立図書館に寄贈し広めることで、子ど
もたちにお金の大切さについて学んでもらうことを
目的とした事業です。
　絵本は本事業に賛同する全国の商工会議所青年部等
から寄付を募り作成しました。当青年部も本事業に賛同
し、50冊の絵本を寄贈いたしました。贈呈式では、熊谷会
長より絵本寄贈の経緯と趣旨を説明し、老松市長と伊藤
教育長より謝辞をいただきました。
　寄贈した絵本は、大仙市内の保育園・小学校に置いて
いただく予定です。

渋沢栄一プロジェクト  絵本贈呈式青年部

スマイルスタディプロジェクト  ボッチャセット贈呈式青年部

　令和３年７月15日（木）、大曲図書館３階視聴覚
室において、スマイルスタディプロジェクトボッ
チャセット贈呈式を行いました。
　本プロジェクトはJAおばこ青年部との共同事業
で、市内の小中学校の子供たちへ授業で使用する
教材等の支援を行う目的で、寄付を募り毎年行っ

ております。
　今回は授業で使用するボッチャ用ゲームセット
６セットを大仙市教育委員会へ寄贈しました。
　大曲YEGからは佐藤直前会長と荒屋鋪専務理事、
JA青年部からは藤嶋部長が出席し、伊藤教育長へ
贈呈して参りました。
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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

大仙市観光情報センターリニューアル記念式典
下りエスカレーターを増設

　８月４日大曲駅西口階段上の大仙市観光情報センターにて、大仙市観光情報
センターのリニューアル記念式典が行われ、佐々木会頭が出席しました。
　観光情報センターリニューアルは、市の［観光拠点施設整備事業］として、昨年度
よりステーションピアノの設置や、大曲工業高校の生徒製作による秋田杉のベン
チの設置などを進めており、この度インフォメーションホール「グランポール」の
リニューアル及び、西口正面階段脇に、利用者から要望の多かった、下りエスカ
レーターが増設され、４日完了しました。
　式典では、大曲小学校マーチングバンド部の演奏や、テープカット、エスカレー
ターの始動運転などが行われ、完成を祝いました。
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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

　・　大仙市経営維持臨時給付金のご案内
　・　大仙市テナント事業者支援給付金のご案内
　・　大曲商工会議所２部会（建設業・工業）合同視察研修のご案内
　・　業務効率化の為のＩＴ化講習会（9/14）のご案内
　・　Googleを活用した業務効率化・商売への応用セミナーのご案内
　・　オンライン商談会出展者募集のご案内
　・　会員事業所短期経済観測調査ご協力のお願い
　・　ＩＣＴを活用した情報発信力向上講習会（大仙市雇用創造協議会）
　・　セカンドライフセミナー（9/9）のご案内（（公社）秋田県シルバー人材センタ－連合会）
　・　後継者育成塾受講生募集のご案内（秋田県事業承継・引継ぎ支援センター）

今回同封した各種ご案内

９月の行事予定９月の行事予定９月の行事予定
日時 行事 会場 時間

９月　１日（水）
９月１３日（月）
９月１４日（火）

９月２８日（火）

「大曲の花火」大会委員会
常議員会
「業務効率化のためのＩＴ化」講習会
Googleを活用した業務効率化・商売への
応用セミナー

会議所
会議所

オンラインor会議所

オンラインor会議所

１６：００～
１４：００～
１３：３０～

１３：３０～

第３回

らくらく回答♪
『短期経済観測調査』インターネット回答スタート!!
　毎月同封させていただいている「会員企業短期経済観測調査」が、インター
ネットでも回答出来るようになりました。
　選択肢にチェックを入れて送信していただくだけで簡単に回答出来ます。
インターネット回答はこちらから↓

　従来通り、同封の調査票でのＦＡＸ回答も可能です。 
　ご協力よろしくお願いいたします。 　　　　【 回答期限　８月31日 】

https://forms.gle/zFK7SFA8D321gCQU8
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