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～受賞おめでとうございます～
令和４年度大曲商工会議所 会員大会

役員功労表彰の皆様

商工業振興表彰・優良永年勤続表彰の皆様
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佐々木　繁　治 大同衣料㈱
賢 木 新 悦 ㈱都市整備
加 藤 秋 雄 加藤産業㈱
大 槻 四 郎 ㈲アグリフライト大曲
石 川 正 一 ㈱オールホンダ大曲
佐々木　正　美 ㈲佐々正工務店
畠 山 忠 夫 ㈱ビジネス秋田
加 藤 惠 一 大曲小型貨物自動車運送㈱
塩　谷　國太郎 塩谷㈾
小 池 澄 夫 コイケ種苗㈱
佐 藤 雅 俊 ㈱ヤマサ興産
石 川　　 肇 パルヴァン
有 坂 恵 司 みずほ商事㈱
佐　藤　美智子 ㈱愛美

　11月28日大曲商工会議所会員大会が、大曲エン
パイヤホテルで開催されました。
　約120名が出席。齋藤会頭は、あいさつで「物
価やエネルギー価格の高騰、円安など事業者に
とって厳しい状況が続いているが、きめ細かな経
営相談体制の充実を図っていきたい。」と述べま
した。
　役員功労表彰は、佐々木前会頭をはじめ功労の
あった役員14名が受賞されました。商工業振興表
彰は、加藤産業㈱と㈲佐々正工務店の２社が受賞
され、優良永年勤続表彰は、18事業所53名の従業
員の皆様が受賞されました。
　大会終了後、「時代の変化に対応した新たな産
業振興について」と題して、秋田県副知事の猿田
和三氏よりご講演いただきました。

会員大会を開催 商工業振興表彰

役員功労表彰者

猿田秋田県副知事による記念講演

加藤産業㈱　代表取締役会長　加藤秋雄 氏

㈲佐々正工務店　代表取締役　佐々木正美 氏

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
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優 良 永 年 勤 続 表 彰 者

受賞者代表あいさつ
㈱グランドパレス川端　千葉英浩 氏

【40年以上】
佐々木　義　孝 秋田振興建設㈱
千　葉　英　浩 ㈱グランドパレス川端
伊　藤　孝　夫 ㈱グランドパレス川端
伊岡森　清　昭 ㈱丸茂組
齊　藤　克　則 興栄建設㈱
小　松　郁　子 金谷商事㈱

【30年以上】
冨　田　和　久 ㈱本間
奥　山　博　之 秋田振興建設㈱
加　藤　秀　之 秋田清酒㈱
佐　藤　敬　子 ㈱マルビック
佐々木　則　子 ㈱丸茂組
畠　山　聡　子 ㈱秋田ルミナ
藤　田　広　栄 ㈱秋田ルミナ
藤　原　信　行 ㈱秋田ルミナ
山　崎　善　明 ㈱秋田ルミナ
田　村　喜里子 ㈱秋田ルミナ

【20年以上】
小木田　　　匡 ㈱本間
佐々木　　　訓 ㈱県南環境保全センター
佐　藤　　　稔 ㈱県南環境保全センター
川　村　　　努 ㈱県南環境保全センター
山　田　亨　弘 ㈱県南環境保全センター
進　藤　　　覚 ㈱県南環境保全センター
大信田　道　郎 ㈱県南環境保全センター
田　口　　　学 ㈱県南環境保全センター
高　橋　貴　之 ㈱県南環境保全センター
佐　藤　弘　徳 ㈱県南環境保全センター
土　井　孝　裕 ㈱県南環境保全センター
東　屋　知　宏 ㈱自然科学調査事務所
佐々木　知　幸 ㈱フロムワン
小　原　　　慎 ㈱フロムワン
佐　藤　龍　康 大曲舗装㈱

遠　山　洋　介 （税）日本未来経営
佐々木　　　誠 ㈱小松煙火工業
竹　村　俊　紀 ㈱秋田ルミナ
佐　藤　鈴　香 ㈱秋田ルミナ
佐　藤　孝　宏 髙吉建設㈱
伊　藤　良　一 興栄建設㈱
柴　田　トヨ子 興栄建設㈱
高　橋　正　人 興栄建設㈱
今　川　貴　徳 金谷商事㈱

【10年以上】
斉　藤　千賀子 繁昌軒支店
高　橋　博　一 ㈱県南環境保全センター
高　橋　愛　子 ㈱県南環境保全センター
雲　然　翔　太 ㈱自然科学調査事務所
柏　谷　丈　二 ㈱グランドパレス川端
泉　　　恵美子 ㈱グランドパレス川端
小　松　将　富 ㈱小松煙火工業
佐々木　由　夫 ㈱高久
村　田　あさ子 ㈱高久
高　橋　良　子 ㈱高久
加　藤　　　栄 ㈱秋田ルミナ
藤　井　雅　彦 髙吉建設㈱
伊　藤　紀　康 髙吉建設㈱

総合建設業・鋼構造物工事業

よりよい形をつくり、
街をつくり、社会をつくる

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
ＦＡＸ

（0187） 63－2233
（0187） 63－2236
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食品関連業部会
役　　職 氏　　名 事　業　所　名
部 会 長 小　西　亨一郎 カネトク卸総合センター㈱
副部会長 伊　藤　洋　平 秋田清酒㈱
副部会長 熊　谷　　　公 ㈱クマガイフーズ
幹　　事 辻　　　卓　也 ㈱つ　じ　や 
幹　　事 池　田　有　司 ㈲池田珍味店
幹　　事 澤　田　八重子 おこめのさわた
幹　　事 花　澤　直　樹 ㈱嶋田ハム
幹　　事 佐々木　　　肇 松倉農産物生産加工所
幹　　事 大久保　　　勉 酒と菓子の店おおくぼ
一般商業部会
役　　職 氏　　名 事　業　所　名
部 会 長 木　村　友　博 東洋産業㈱
副部会長 鈴　木　直　道 鈴木正俊商店㈲
副部会長 丸　谷　勇　幸 丸谷生花店
幹　　事 石　川　　　穣 ㈱オールホンダ大曲
幹　　事 小　池　澄　夫 コイケ種苗㈱
幹　　事 最　上　大　信 ㈲最上材木店
幹　　事 木　村　　　健 ㈲木村新聞大曲店
幹　　事 畠　山　忠　夫 ㈱ビジネス秋田
幹　　事 民　谷　雅　彦 ㈲たみや
幹　　事 佐々木　靖　彦 ㈱ささき大曲店
サービス業部会
役　　職 氏　　名 事　業　所　名
部 会 長 加　藤　惠　一 大曲小型貨物自動車運送㈱
副部会長 遠　藤　元　也 ㈾花王堂大曲葬儀社
副部会長 黒　沢　　　悟 ㈲羽後シール印刷
副部会長 小　西　許　子 ㈲グレイス
副部会長 齊　藤　靖　之 ㈱サイテクト
幹　　事 石　川　浩　範 ㈱石弥
幹　　事 金　谷　朋　浩 金谷商事㈱ 大曲エンパイヤホテル
幹　　事 佐々木　　　亮 大同企画開発㈱
幹　　事 髙　橋　徳　久 （宗）諏訪神社
幹　　事 茂　木　　　勉 ㈲エフピーアイ

工業部会
役　　職 氏　　名 事　業　所　名
部 会 長 古　谷　武　美 ㈱フルヤモールド
副部会長 石　井　正　幸 石松看板工房
副部会長 島　村　和　彦 ㈱シマックス
幹　　事 加　藤　　　修 ㈱秋田ルミナ
幹　　事 髙　橋　宏　幸 セイコーインスツル㈱ 秋田事業所
幹　　事 今　野　義　和 ㈱北日本花火興業
幹　　事 齋　藤　健太郎 響屋大曲煙火㈱
建設業部会
役　　職 氏　　名 事　業　所　名
部 会 長 小　原　　　貴 秋田振興建設㈱
副部会長 田　中　拓　美 田中電気工業㈱
副部会長 挽　野　実　之 ㈱挽野板金
副部会長 伊　藤　　　靖 大曲施設工業㈱
幹　　事 石　塚　三　雄 東邦技術㈱
幹　　事 立　原　将　裕 髙吉建設㈱
幹　　事 三　浦　　　尚 ㈱丸茂組
幹　　事 佐　藤　賢　一 ㈱さとう
幹　　事 藤　嶋　文　人 ㈱藤嶋建設
幹　　事 木　村　勝　幸 ㈱木村土木
総務財政委員会
役　　職 氏　　名 事　業　所　名
委 員 長 田　中　拓　美 田中電気工業㈱
副委員長 丸　谷　勇　幸 丸谷生花店
事業推進委員会
役　　職 氏　　名 事　業　所　名
委 員 長 小　西　亨一郎 食品関連業部会　部会長
副委員長 古　谷　武　美 工業部会　部会長
まちづくり推進委員会
役　　職 氏　　名 事　業　所　名
委 員 長 鈴　木　直　道 鈴木正俊商店㈲
副委員長 佐　藤　純　也 ㈲富士
広域観光推進委員会
役　　職 氏　　名 事　業　所　名
委 員 長 小　西　許　子 ㈲グレイス
副委員長 青　山　忠　雄 ㈾大曲タクシー

　新しい各部会・委員会の役員が決まりましたのでお知らせ致します。
　任期は、令和４年11月１日～令和７年10月31日までとなっております。

部会・委員会の役員決定について
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第41回景況調査結果

全業種

業種 期間 景況 売上 在庫 利益 資金繰り 雇用

全業種
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 合計

対象事業所数 32 22 6 80 60 200

有効回答事業所数
（回収率）

28
（87%）

14
（64%）

5
（83%）

64
（80%）

37
（62%）

148
（74%）

業種別

業種 期間 景況 売上 在庫 利益 資金繰り 雇用

建設業
前期の実績 ☂ ☂ － ☂ ☂ ☀

今期の見通し ☂ ☂ － ☂ ☂ ☀

製造業
前期の実績 ☂ ☂ ☂ ☂ ☂ ☀☀

今期の見通し ☀ ☀ ☂ ☂ ☂ ☀☀

卸売業
前期の実績 ☂ ☀ ☀ ☂ ☂ ☀

今期の見通し ☂ ☀ ☀ ☂ ☂ ☀

小売業
前期の実績 ☂☂ ☂ ☀ ☂ ☂ ☀

今期の見通し ☂ ☂ ☀ ☂ ☂ ☀

サービス業
前期の実績 ☀ ☀ － ☂ ☂ ☀

今期の見通し ☀ ☂ － ☂ ☂ ☀
参考資料：日本商工会議所 LOBO調査・秋田田県県内経済動向調査

◆調査対象期間
　●前期の実績
　　�前期（令和４年７月１日～９月30日）につ
いての実績を前年同期と比較（令和３年７
月１日～９月30日）

　●今期の見通し
　　�今期（令和４年10月１日～12月31日）につ
いての見通しを前年同期と比較（令和３年
10月１日～12月31日）

◆考　察
　全体的には景況感・売上は改善やや改善して
いるが、利益や資金繰りは悪化傾向、人員不足
も進んでいる。今後の見通しとしては景況感は
やや大きく悪化、売上・利益・資金繰りは改善
の見込みだが、国の経済対策施策などにより短
期的には売上・利益・資金繰りが改善するもの
の、コロナ禍やインフレ、コスト増など懸念材
料が多く、先行きは芳しくないと見込んでいる
と思われる。
　仕入れや人件費、各経費コストが増加する
中、いかに利益を確保していくか、デジタル化
やIOT導入などの変化も必要になると思われる。
インフレによる消費マインド低迷の可能性もあ
り、神経質な展開が続くが、国の施策などにも
期待したい。
　
※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、
プラスの時は好景気（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）

令和４年10月実施

（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）

光プロダクション©
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「インボイス制度講習会」　開催報告

まちづくり講習会

　大曲税務署から講師をお招きして11月25日にインボイス制度の講習会を開催しました。多くの事
業所に参加いただき、インボイス制度に対する関心の高さがうかがえました。
　今回は税務署の立場から経理担当者向けにインボイス発行事業者の売り手側・買い手側としての
注意点を解説し、実務にどう落とし込めばよいかのイメージをもっていただくものでした。事業所
の業種や規模によって今後起こり得る問題が異なり、取組内容も変わってきます。インボイス制度
がはじまる前に十分な対策を行うことが非常に重要だと感じました。今後もインボイス制度の講習
会は随時開催いたします。ぜひご参加ください。

　まちづくり推進委員会では、11月15日に旧秋田
銀行角間川支店の２階にてまちづくり講習会を開
催しました。今回は、昨年度に当委員会のコンサ
ルティング事業を依頼した、五城目町で活躍され
ているハバタク㈱の丑田俊輔氏の他、五城目朝市
わくわく盛り上げ隊の坂谷彩氏、丑田香澄氏の３
名を講師に迎え、『小さなプレーヤーが集い活躍
できる仕組みづくり』をテーマにご講演いただ
き、五城目町の定期的なイベントに成長している
朝市プラスの生い立ちや今までの成長過程、多様
なジャンルの店舗が集うようになった現在の状況
などのお話を聞くことができ、参加者の皆様は刺
激を受けておりました。各地でまちづくりへの取
組は行われておりますが、その運営に携わる方た
ちは疲弊しているところも多いと感じます。まち
づくりにおいては、地域課題の解決などの使命感

に捕らわれず、まずは自分たちが楽しむことが大
事な要素であると感じました。そしてそれが小さ
なプレーヤーが集まりやすい環境となり、関係が
深まるにつれて発展・継続にも繋がっていくもの
であると思いました。

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）
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令和５年度「大曲の花火」開催日程について

YouTube公式チャンネル　公開情報！YouTube公式チャンネル　公開情報！

https://youtu.be/AU8VCEWKrWM

大曲の花火
―秋の章― 璃（あき）

ダイジェスト
https://youtu.be/UEj3_IlC_eQ

第94回
全国花火競技大会

ダイジェスト

4月29日（土）　春の章「新作花火コレクション2023／
　　　　　　　　　　　　　　　　　世界の花火・日本の花火」
8月26日（土）　第95回全国花火競技大会
10月 7 日（土）　秋の章「劇場型花火」

大会内容やチケットの販売時期など現在検討中です。詳細が決まり次第お知らせいたします。

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
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11 12 月の行事予定

大曲の新年は梵天唄と花火で幕開け!!
大曲ヒカリオ広場で令和５年元旦午前０時に

花火と共に大曲年代会有志の方々のご協力のもと梵天唄を大合唱します。
イベントスタートは大晦日23時過ぎ！どうぞお集まりください。

ニューイヤー花火2023
2022.12.31土 大曲ヒカリオ広場

23：00　イベントスタート
地元学校マーチング映像放映予定

23：35　亜弥子（DEKILUCO）LIVE、
かさはらもとじLIVE

24：00　新年カウントダウンから梵天唄＆花火打ち上げ
24：10　豪華プレゼント新春ジャンケン大会

・大曲年代会 有志
・亜弥子（DEKILUCO）
・かさはらもとじ

プログラム 出　演

会場で紅白餅を
配布します！

今回同封した
各種ご案内

月　日 行　事 場　所 時　間
12月20日（火） 常議員会 会議所 14：00～
12月28日（水） 仕事納め（令和５年１月４日（水）から仕事始めとなります）
1月 1日（日） ニューイヤー花火２０２３ ヒカリオ広場 0：00～
1月11日（水） 新春賀詞交歓会 フォーシーズン 16：00～
1月15日（日） 大曲創業塾　１回目 会議所 10：00～
1月22日（日） 大曲創業塾　２回目 会議所 10：00～

1月24日（火）
常議員会

大曲エンパイヤホテル
15：00～

常議員会　研修会 16：00～
常議員会　新年会 17：00～

1月29日（日） 大曲創業塾　３回目 会議所 10：00～

第19回

・会員事業所短期経済観測調査ご協力のお願い
・生産性向上人材育成センターからのご案内（１・２月開講）
・生産性向上人材育成センターからのご案内（２・３月開講）

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

税理士法人税理士法人
日本未来経営日本未来経営

（鈴木典男税理士事務所）

○本社　秋田県大仙市福田町12-29
　　　　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

0120-0433-55
各種印刷物に関するお問い合わせはこちらまで

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
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