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３月25日フォーシーズンにおいて、第49回通常議員総会が開催され、下記の原案が可決承認されました。
【議案第１号】「大曲の花火」出品業者宿泊施設・大会管理運営施設の建設について
【議案第２号】令和４年度事業計画（案）について 【議案第３号】令和４年度収支予算（案）について
【議案第４号】令和４年度最高借入限度額（案）について 【議案第５号】令和４年度取引金融機関の決定（案）について
令和４年度の事業計画及び予算については次のとおりです。

大曲商工会議所

令和４年度事業計画
基 本 方 針

Ⅰ．コロナ克服に向けた継続的支援

Ⅱ．企業活動及び社会変革に対する支援

Ⅲ．公民共創によるまちづくり推進

Ⅳ．花火産業構想第Ⅱ期の推進
制度を中心に、各種法改正への対応支援を行う。
税務当局との連携による説明会なども開催する。
（１）インボイス（適格請求書）制度への対応に
関する相談会（年２回）
（２）電 子帳簿保存法への対応に関する相談会
（年２回）
（３）電子帳簿化の促進（業務効率化）

コロナ克服にむけた継続的支援
１．コロナ禍における相談・支援体制の継続
（１）国、県、市による支援施策の活用
（２）デジタル化に伴う実行支援
（３）相談及びセミナー等のオンライン活用
（４）創業支援の強化
２．第２期経営発達支援事業による継続支援
（１）地域経済動向調査の実施
（２）経営状況の分析と事業計画策定支援
（３）需要動向調査
（４）イベント活用による需要開拓支援
３．会員の加入促進
４．共済制度の普及拡大

企業活動及び社会変革に対する支援
１．SDGs（持続可能な開発目標）への取組み
（１）秋田県SDGｓパートナーへの登録
（２）SDGｓの普及促進
（３）SDGｓの実行支援
（４）カーボンニュートラルへの対応支援
２．税制改正に伴う支援
 令和５年10月１日から開始されるインボイス

３．感染防止対策を講じた各種事業の実施
（１）「第３回商工会議所まつり」開催による会
員企業の情報発信
（２）商工会議所野球大会の実施
（３）移動商工会議所の開催
（４）「大曲の花火ウィーク」の実施
（５）会員大会の開催
（６）新春賀詞交歓会の開催
（７）新入社員合同入社式の開催
（８）部会総会の開催
（９）感染拡大防止の啓発と事業者の感染防止対
策支援

公民共創によるまちづくり推進
１．官民連携による地域活性化
 民間主導によるまちづくりを促進するととも
に、地域資源を活用した交流人口の増加と活性
化を図る。
（１）大曲駅西口の民有地利活用の検討
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（２）地域資源の活用及び地域間連携による観光
ルート開発

花火産業構想第Ⅱ期の推進
１. 新様式での大会運営の実施
（１）スプリングフェスタ
・大曲の花火「新作花火コレクション2022」
4/29開催
・大曲の花火 －春の章－
「世界の花火 日本の花火」
〈一般社団法人日本煙火芸術協会
60周年記念事業花火〉
4/30開催
（２）第94回全国花火競技大会
8/27開催
（３）大曲の花火－秋の章－「花火劇場」
10/１開催

令和４年度

本部事業

会 計 名
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

おおまがり

２． プライベート花火の促進
（１）旅 行業者とのタイアップによる「プライ
ベート花火」事業展開
３．若手花火師育成事業の推進
（１）シミュレーションソフトを使用した作品発
表会の実施による技術力向上
４．「大曲の花火」出品業者宿泊施設・大会管理
運営施設建設推進
（１）整備目的
①花火大会運営本部機能集約による運営強化
②花火師の宿泊場所の確保・待遇改善
③審査会場の確保
④新しい観光拠点の創出
（２）実施項目
①地質調査
②開発行為申請
③基本設計・実施設計作成

収支予算書

計
71,541,000
66,030,000
22,039,000
5,004,000
10,328,000
30,022,000
102,001,000
306,965,000
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総括表
自 令和４年４月１日

会

計

花火振興事業
合

名

至 令和５年３月31日（単位：円）

計

特別会計
計

779,783,000

1,086,748,000

「大曲の花火」出品業者宿泊施設・大会管理運営施設
建設に係る住民説明会開催
「大曲の花火」出品業者宿泊施設・大会管理運営施設建設に係る住民説明会を４月７日午後７時
からグランドパレス川端で開催しました。建設予定地の船場町ほか９名の町内会長様と近隣住民
100世帯の方々にご案内をし、36名の皆様から出席頂きました。
商工会議所からは、専務理事、事務局長、花火振興事業部の部課長が出席し、施設の建設目的、
建設概要、建物が景観に与える影響について説
明しました。
その後質疑応答を行い、住民からは「資金計
画や借入金の返済は大丈夫か」「大仙市から補
助を貰うことはないか」「景観が悪くなる。６
階建てを３階建てに出来ないか」「他の場所に
建設出来ないか」「花火大会で迷惑を蒙ってい
る。対応してもらいたい」「花火大会の収支を
知らせて欲しい」などの発言がありました。

商工会議所 News

［4］

おおまがり

第294号

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。

申請期日 ５月末【事業復活支援金】

詳細は

①と②を満たす中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。 こちら
① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
② 2021年11月～2022年3月のいずれかの月（対象月）の売上高が、
対 象 者
2018年11月～2021年3月の間の任意の同じ月（基準月）の売上高と比較して
50％以上又は30％以上50％未満減少した事業者
※計算にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策として国又は県、市による給付金、補助金等は、各
月の事業収入から除きます。

〇中小法人等：上限最大 250 万円 〇個人事業者等：上限最大 50 万円
〇給付額
：基準期間の売上高−対象月の売上高× 5 か月分
給 付 額

売上高減少率
▲50%以上
▲30%以上50%未満

個

人

50万円
30万円

年間売上高
１億円以下
100万円
60万円

法 人
年間売上高
１億円超〜５億円以下
150万円
90万円

年間売上高
５億円超
250万円
150万円

申請期間 2022年１月 31日（月）～５月 31日（火）
申請方法 ホームページを確認ください。https://jigyou-fukkatsu.go.jp
問い合わせ先 相談窓口

電話：０１２０－７８９－１４０

飲食店の方へ「秋田県の飲食店」県民応援事業

詳細は
こちら

秋田県では、新型コロナウイルス感染症による県内経済の立て直しのために、プレミ
アム飲食券を発行します。飲食券の利用により、飲食業だけでなく、食料生産者や小売
業などへの波及効果をねらい県内経済を活性化させたいと企画したものです。ぜひとも
飲食店の皆様がご参加くださいますようお願いいたします。
【申込方法】
①専用ＨＰ（取扱加盟店登録用サイト）
https://www.akita-premium.com
②郵送：〒010-0921 秋田市大町3-4-1マニュライフ
プレイス秋田５階
秋田県プレミアム飲食券事務局あて
問い合わせ先

■概要＜飲食券発行内容＞
・販売金額 800円（１セット５枚、何回でも購入可）
・飲食券額 1,000円
・利用期間 令和４年４月15日～12月31日
・販売方法 ①コンビニエンスストアで飲食券（セット）購入
［販売期間：令和４年４月15日〜12月15日］
②スマートフォンで電子チケット購入
［販売期間：令和４年４月25日〜12月15日］

「秋田県プレミアム飲食券」サポートデスク（コールセンター）
電話：0120-662-256 受付時間／9：00～18：00（平日、土日祝日 ※年末年始除く）

よりよい形をつくり、
街をつくり、
社会をつくる
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

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
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延長６月30日まで【雇用調整助成金の特例措置】

詳細は
こちら

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和４年３月31日期限の雇用調整助成
金の特例措置が、令和４年６月30日まで延長されました。

特例措置の内容
判定基礎期間の初日

令和３年

令和４年

中小企業
大企業

５月～12月

1月·２月

3～６月

原則的な措置

4/5（9/10）
13,500円

4/5（9/10）
11,000円

4/5（9/10）
9,000円

業況特例・地域特例

4/5（10/10）
15,000円

原則的な措置

2/3（3/4）
13,500円

業況特例・地域特例

4/5（10/10）
15,000円

4/5（10/10）
15,000円
2/3（3/4）
11,000円

2/3（3/4）
9,000円

4/5（10/10）
15,000円

（注）金額は１人１日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
解雇等の有無の確認について

【令和３年12月まで】原則的な措置では、「令和２年１月24日以降の解雇等の有無」と「判定基礎期間末日の労働
者数が各月末の労働者数平均の４／５以上か」地域・業況特例では、「令和３年１月８日以降の解雇等の有無」
【令和４年１月から】原則的な措置では、「令和３年１月８日以降の解雇等の有無」及び「判定基礎期間末日の労
働者数が各月末の労働者数平均の４／５以上か」地域・業況特例では、「令和３年１月８日以降の解雇等の有無」

申請方法

①支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページにて確認ください。
申請書は、厚生労働省HPから印刷してください。
※制度の見直し等の都度支給申請様式を改定しています。
支給申請の都度、厚生労働省ＨＰから最新様式のダウンロードをお願いします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

※雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給しています。

②申請書の提出先：ハローワーク大曲〈〒014-0034 大仙市大曲住吉町33-3 TEL.0187-63-0335〉

お問い合わせはコールセンターまで

『雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター』
（フリーダイヤル）0120-603-999 受付時間：9：00～21：00 土日・祝日含む

※詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、助成金の相談について電話などで勧誘することはありません。また、
振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話などで問い合わせることはありません。
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新入社員合同入社式・教育講座
大曲商工会議所と大仙市商工会、大曲仙北雇用開発協会主催の合同入社式を３月18日グランドパレス
川端で開催しました。16事業所39名の新入社員が参加し、社会人としての新たな一歩を踏み出しました。
大曲商工会会議所 佐々木繁治会頭から「みなさんにはこれから無限の可能性が秘められている。これ
からの長い人生、焦らず一歩一歩着実に進んでいってもらいたい。また職場の方だけではなく、地域の
方々とも積極的に交流して、若い力で盛り上げて欲しい。」とのあいさつがありました。
大仙市商工会の平瀬孝志会長からもあいさつをいただき、続いて大仙市の老松博行市長と大曲公共職業
安定所の佐藤務所長からお祝の言葉をいただきました。
新入社員を代表して、㈱フルヤモールドの福田春菜さんが記念品を受領し、㈱宮原組の佐藤和記さんが、
「会社という新たな舞台で社会人としての第一歩を踏み出すことになった。これまで支えてくれた多くの
人への感謝の気持ちを忘れることなく、それぞれの志を実現するため、決意と覚悟を持って職務に精励し
ていく」と誓いの言葉を述べました。
入社式後、従業員教育講座が開催され社会人としての心構えや名刺交換・電話対応など、ビジネスマ
ナーについて学びました。

名刺交換の練習

■㈱自然科学調査事務所

上林

参加者の感想文を一部掲載

稜

一つ一つの仕事を丁寧に遂行できるよう、基礎を
しっかり身につけて、業務に励みたい。同期や会社
の方々、これからお世話になる関係者の方々とよい
関係を築けるよう努力していきたい。
■興栄建設㈱

樽川

お辞儀の仕方の練習

電話対応の練習

己愛

最初のうちは慣れないことばかりで大変な事が多
いと思う。新入社員らしく分からないことはすぐに
聞いたり、相談したりして、一日でも早く会社の戦
力になれるようになりたい。

高橋

■㈱さとう

陽人

初めてのことがたくさんあり、なかなかうまくい
かずに落ち込んだりするかもしれないが、投げ出さ
ずに努力していきたい。少しずつ成長して、早く一
人前の大人になって自立できるようになりたい。
■髙吉建設㈱

高野春佳

人間関係の構築が上手くいくかが一番不安である。
仕事に関しては、先輩方の足を引っ張らないように、
会社に迷惑をかけないように常に考えて、頑張って
いきたい。

© 光プロダクション
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〜ＳＰＲＩＮＧ ＦＥＳＴＡ〜
有料観覧席販売のお知らせ

販売期間
販売場所

３月１日（火）〜４月28日（木）

（土日・祝日は除く）9：00〜17：00

大曲商工会議所
花火振興事業部窓口（2階）

インターネット販売

おおまがり
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観覧会場各入場口にて

新作花火
コレクション2022
2022. 4.29（金）

テーブル付イス席

1セット

（４名まで）

15,400円
3,300円
2,200円

（税込）

・
・
・・
・
・
・
・・・

パイプイス席

（税込）

1名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「SPRING FESTA」
HP

https://www.oomagari-hanabi.com/springfesta2022/index.html

※上記URLから販売ページをご確認の上ご購入下さい。販売期間（3/1〜4/18）

観覧会場内駐車場

（税込）

1台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

当日券販売

一般社団法人

春の章

日本煙火芸術協会60周年記念事業花火

2022.4.30（土）

テーブル付イス席

1セット

（４名まで）

24,200円
5,500円
2,200円

（税込）

・・・・・・・・・

パイプイス席

（税込）

1名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
観覧会場内駐車場

（税込）

1台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

花火打上（両日） 19：00〜20：30

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

［8］

おおまがり

第294号
第11回

新職員の紹介
本部事業部
中小企業相談所
経営支援班
かね

こ

ゆう

花火振興事業部
観覧会場課
か

金 子 結 香

くさ

なぎ

だい

すけ

草 薙 大 介

１日でも早く業務に慣れ、会員の皆さまのお役に立てるよう精一杯頑張り
ますので、よろしくお願いします。

4 5

月の行事予定

月 日
４月20日（水）
４月21日（木）
４月26日（火）
４月29日（金）
４月30日（土）
５月18日（水）
５月21日（土）

第３回

行 事
事業推進委員会
総務財政委員会
常議員会
新作花火コレクション2022
春の章
野球大会主将会議・抽選会
第３回会議所まつり

会議所まつり

【開催日】令和４年５月21日（土）
【会 場】大曲ヒカリオイベント広場
大曲商工会議所会館 他
※詳細、申込書は同封開催要項をご覧下さい。

今回同封した
各種ご案内

場 所
会議所
会議所
会議所
「大曲の花火」公園
「大曲の花火」公園
会議所
ヒカリオ広場 他

時 間
12：00 ～
12：00 ～
14：00 ～
19：00 ～
19：00 ～
19：00 ～
10：00 ～

大曲商工会議所
野球大会
【開催日】令和４年６月４日（土）
・５日（日）
【会 場】大仙市営中川原グラウンド
※詳細、申込書は同封開催要項をご覧下さい。

・会議所まつり（５月21日）出展者募集のお知らせ
・大曲商工会議所野球大会（６月４～５日）開催要項・参加申込書
・会員事業所短期経済観測調査ご協力のお願い
・雇用保険料率改定のお知らせ
・従業員の能力アップ研修パンフレット（秋田職業能力開発促進センター）
・工業部会自社PR動画参加事業者募集（工業部会員のみ）

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

税理士法人

日本未来経営

各種印刷物に関するお問い合わせはこちらまで

0120-0433-55

（鈴木典男税理士事務所）

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

○本社

秋田県大仙市福田町1229
TEL0187-62-0433 FAX0187-62-0426
mail mimori.p@lily.ocn.ne.jp
URL http://www.mimori-insatsu.co.jp
○東京営業所 ○秋田営業所 ○横手営業所 ○湯沢営業所

