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6月 10日 は、商工会の日。商工会法が全国に施行されたことにちなんで制定された記念日
です。当会では、青年部 と女性部が合同で毎年 6月 10日 に地域奉仕活動 としてクリーンアッ

プを行つています。

昭和 35年に誕生した商工会。商工会は商売を営む事業者を見守 り、同時にた くさんの事業

者に商工会活動を支えて頂き、今日まで存在 しています。今、地元で商売を営む事業者の中には、

新型コロナウイルス感染症の影響を受け苦しい思いをしている事業者がた くさんいます。商工

会はこれからも地域の事業者への経営支援を最優先し活動して参ります。地域の皆様、今後と
もよろしくお願いいたします。
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令和3年度 ニツ丼町商工会通常総会

ニツ丼町商工会通常総会は 146名 の出席者 (う ち委任状出席

108名 )の下、 5月 18日 (火)ニツ丼公民館で開催され、す

べての議案が原案通 り承認されました。また、任期満了に伴 う役

員の改選があり、新役員が決まりました。

今年度ニツ丼町商工会ではポス トコロナ時代を見据えた経営戦

略や、企業が持続的に発展 してい くため、以下の 4つ を重点施策

として事業を推進 してまいります。

□新役員紹介

重点

施策

理 事 成 田  正喜 (船丸山自動車整備工場)理 事 田 口 久 喜 (田 口造園)会 長 菊池    豊  (菊東自動車整備機

〃 鈴木 伸樹 (東北印刷的〃 大塚  誠 的伊藤組)副会長 斉藤 陽′脱 鯛大翔運輸)

菊地 悠悦 (大熊屋)〃愕

'1喬

   岡」(棚シーガルジャパン)
〃 伊藤 義広 俯三幸縫製)〃

安井 大誠 俯大勇物産)高橋 大樹 (高橋商店)
〃理 事 阿音lζ   淳 (船フード・ボックス)

〃

〃 吉沢喜美子 (美容室ヤマネ)〃 工藤 圭太 御ウェーブ)〃 吉岡  努 (吉岡林業い

監 事 簾内  匡 ((株)県北パネル)〃 成田1潤哉 (0成金金物店)〃 佐藤 清裕 (サ トセ商店)

〃 横山 和樹 (横山整骨院)〃 安井 鐘美 (さぽ～と自神)〃 工藤  聡 ⑭こまがたや)

青年部通常総会

4月 16日 (金)壱ノ座で開催 (本人出席 11名、委

任状 7名)しました。上程された議案はすべて承認さ

れ、任期満了に伴う役員の改選があり、新役員が決

まりました。

□青年部新役員

部 長
安井 大誠

(0大勇物産)

常任委員

〃

〃

監 事

〃

櫻田 皓久
(吾妻寿司)

副部長
成田 貴朗

(0成田)

斉藤 大将
(い大翔運輸)

〃 畑中 勝弥
(KTYm)

北嶋 伸也
(北 I!烏鉄工備)

常任委員 伊藤  樹
(伊藤謙商店)

横山 優士
(横 山整骨院)

〃 菊池 芳里
(菊束自動車整備齢)

成田 潤哉
(0成金金物店)

〃 安井 邦彦
(安井整骨院)

菊地 悠悦
(大熊屋)

〃 高橋 武寿
(0つ なぎの里)

総会終了後青年

部を卒業される皆

様に、感謝状の贈

呈を行いました。

女性部通常総会

4月 30日 (金)ニツ丼公民館で開催 (本人出席 15名、

委任状 10名 )しました。上程された議案はすべて承

認され、任期満了に伴う役員の改選があり、新役員

が決まりました。

□女性部新役員

吉沢喜美子
(美容室ヤマネ)

佐藤恵美子
(④佐藤時計店)

成田 弘子
(イ♪成金金物店)

神馬ちえみ
(神丹精肉店)

山谷多鶴子
(山曹商店)

田中 征子
(田中木工所)

中嶋 和子
(第一観光バス帥)

佐藤 タカ
(旧佐藤燃料水道工事店)

秋林三樹子
(ら あめん大将)

阿部 敬子
(0森田製麺所)

姉帯 栄子
(姉帯電気工業側)

鎌田 和子
(ミ ミ洋裁店 )

・〓
〓

部 長 常任委員 菊池 純子
(琴音荘)

副部長 〃
安井 妙子

(0北陽建設)

〃 〃 高橋 伸子
(高武建設輸)

〃 〃 熊谷 裕子
(0熊谷ケア企画)

常任委員 〃
佐々木シメノ

(埋容ささき)

〃 〃 佐藤千賀子
(サ イトスボットマイウェイ)

〃 監 事 神馬むつ子
(神馬陶器店)

〃 〃
田口香奈子
(味ざんまいひこばえ)

〃

〃

〃

〃
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国 。県 。市の各種支援策についてお知らせいたします。

詳しくはぜひ商工会までお問い合わせ ください。

塚 能代市の支援策

塚 秋田県の支援策

は 国 の 支 援 策

Web会議システム、テレワーク、オンライン受注システムの導入、高機能換気設備の整備など

に係る経費等

情報通信機器類及びその周辺機器導入費、ソフトウェア導入費、省エネルギー設備導入費、施設

改修費、設備導入費等

1.入店時、 2.施設設備の管理、 3.利用者の感染防止対策、 4.従業員の対策の4つ

30項目から構成されています。詳しくは、秋田県のホームページ又は商工会へお問合せください。

①スマホ対応ホームページの作成と予約システムの構築で販路開拓

②現場管理ソフトを導入して生産性向上

③サービス強化のため新たな設備を導入し、新聞、フリーペーパーでPR

新型コロナウイルス感染症対策のための技術や

設備導入費・改修費に係る経費の支援

補 助 率 1/2
補助上限 50万円

対象となる経費の例

業務効率化及び生産性向上に資する施設・設備

等の導入に係る経費を支援

補 助 率

補助上限

1/2
200万円

対象となる経費の例

「秋田県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店

認証」を取得するための設備導入を支援

補 助 率 4/5
補助上限 30万円

認 証 基 準

小規模事業者の販路開拓 。生産性の向上を支援
補 助 率 2/3
補助上限 50万円

活 用 事 例

型コロナウイメ
「生活応援商品券」
ヨロ
ヨロ業所の募集の

詳細は、申込先または

ニツ丼町商工会へお問

い合わせください。
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～ 「うわあ !」 「美味 しい !」 「面 白いね !」

人々に感動 と喜びを与える“レス トラン "であ りたい

それが私たちの願いです～

ニツ丼町に本社がある株式会社フード・ボックスは、6月 1日 から10

月3日 までの期間限定で秋田市のホテルメトロポリタン秋田本館の屋上

に、手ぶらでバーベキューが楽しめる、屋外バーベキュー場「AKITA
BBQ TERRACE(アキタバーベキューテラス)」 をオープンしました。

入り口での検温や消毒液の設置、隣同士の距離を広く取るなどの感染

対策を行い、お客様に安全・安心でBBQを 楽しんでいただけるよう努

めています。

～大好きな建設業で

働 く皆様をICTで笑顔にしたい～

ニツ丼町下野川端で建設 ICTを 営むKTY株式会社

の畑中さんは、ICT土木の活用提案を事業の柱 とし

て令和 2年 8月 、40歳で創業 しました。社長 と奥 さ

ん、そしてアルバイ ト1名の3名体制で経営していま 社長 畑中勝弥さん

す。ICT土木は、導入することによリミスの低減や業

務効率化の効果があり、例えば、ベテラン従業員に任せていた建設用重機 (以

下重機)の操作が、ICT導入により作業内容をデータ化 し重機に転送するこ

とで、重機の自動運転が可能 となり、人手不足問題の解決にも期待が持てます。

商工会では創業にあたり、売上、設備などの経営計画の策定支援を行いま

した。そして令和 3年 4月 、能代市の起業支援事業費補助金の申請支援を行

い、6月見事採択 となりました。こらからも計画の進捗管理などしっかり見

守っていきたいと思います。

社長の畑中勝弥さんは県北を中心に小回りの利く営業活動を掲げており、
「大好きな建設業で働く皆様をICTで笑顔にしたい」を経営理念に「まずは

経営基盤をしっかり築きたい」と話しています。

令和3年度からは、商工会青年部副部長としても活躍中です !

t i:1鶯t‐ 恋軽 市開催

秋田魁新報社 6月 3日 掲載

≫

日時 :7月 12日 (月 )午前 9時から午前 11時 30分
※天候により中止となる場合があります

場所 :恋文すぽつときみまち向かい (い とくスーパー跡地 )

詳しくは商工会まで

お問合せください。
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地域の皆様へ 商工会は地域に密着した総含経済団体です
商工会は、地域事業者が会員となリビジネスやまちづくりのために活動を行う総合経済団体で、「商工会法」

に基づき設立され、全国の1,649商工会に80万の事業者が加入しています。2大事業として、小規模事業者

の経営や技術の改善発達のため経営指導員などが相談 。指導に従事する「経営改善普及事業」、元気な地域づ

くりや商工業振興のため様々な事業に取り組む「地域振興事業」を実施しております。

従業員を一人でも雇用する事業者は労働保険への加

入が必要ですが、『労働保険事務組合」である商工会

に委託することで事務処理が軽減されます。

さらに、労災保険に加入できない事業主や家族従事

者の方も労災保険に特別に加入することが出来ます。

また、社会保険のア ドバイスも行っております。

資金繰 り、事業承継、経営革新・・・事業者の経

営問題について様々な相談に対応します。また、「講

習会」の開催や無料の「専門家派遣」、『補助金申請」

の支援、「創業支援』も行っています。

一度お気軽にお話しに来ませんか ?

金融や信用保証に関する相談や斡旋を行っていま

す。特に日本政策金融公庫が無担保・無保証 。低利

で融資する「マル経融資』制度は多くの事業者の方々

に利用されています。詳細はお気軽にお問い合わせ

ください。

全国に商品をPRしたい事業者のお手伝いを

します。物産展 。商談会の紹介、無料のホーム

ページ作成ツール「Goope」 の提供などを行っ

"o“
κ,^“ lr

ペ
ています。

帳簿のつけ方から決算、申告の仕方な

ど税や経理のサポー トをします。また経

理システム「ネツトde記帳」による記

帳代行では、記帳業務を皆さんに代わり

処理します。

経理でお悩みでしたら気軽に相談にお

越 しください。

地域のにぎわい創出

に協力し、当会では空

き店舗を活用した商店

街の情報発信などを目

的とする「恋文すぼっ

と きみまち」の運営、

「商業協同組合』の事

業受話、『きみ恋軽 ト

ラ市』の開催な どを

行っております。

恋文すぼつときみまち講座

万が一の備えとして、貯蓄共済 (生命

補償)。 福祉共済 (ケ ガ 。病気)。 小規模

企業共済 (事業主退職金)。 中小企業退

職金共済 (従業員退職金)。 火災共済な

ど幅広く扱っています。火災共済「建物」

加入者のみ対象となる地震危険補償特約

も扱っています。

颯蝙1蝙

躍

45歳 までの青年経営者・後継者が

加入する青年部、事業に携わる女性が

加入する女性部があります。地域貢献

活動や経営力を高める研修会を開催 し

ており、個々の資質向上とともに業種

を超えた交流をすることが出来ます。

-5-

ほの街」



|11:1菫1111::::::護難驚難肇筆書豊穣11:||::::11111111111111111:111::||:|:|::::::::::111::::難 ::1111:::11:|::11:1111:11:::::驚 |:|‡ ::::|:|111::111111鷲 :1111:11111:|||::::::::|::11:::11::::1彗菫:1機|:議 |||||:奪 1議 |||||1難|||:11難 ||:|||::::難 :織驚|

:蔵 :‡
||:菫|||:壼||||:意||||:豪|||::票 :||:血 :||:|:|::::|

商工会では会員を随時募集 しております。

お知 り合いで未加入の事業所がありましたら、是非事

務局までご紹介 ください。

業 議 議 t,・・ ‐・ ■|| 新規会員のご紹介 |||||||111::|111111:||:11111議 :

住  所 :ニ ツ丼町字太田面22-9
電話番号 :0185-71-1129
Fax番 →署‐ :0185-71-1151

営業時間 :9時～ 17時

◆業務内容を教えてください

名義変更登記 (相続・売買 。贈与等 )、 建物新

築登記、会社の新設 。変更登記、裁判所手続き

など行っております。

◆お客様ヘ

ニツ丼に事務所を移転して 3年が過ぎました。

ご相談の際は、まずはお電話ください。

さ とう   み ち よ

佐藤 美智代
(新規採用・嘱託職員)

4月 より嘱託職員として採

用となりました。

会員の皆様のお役に立て

るよう頑張ってまいりますの

で、どうぞよろしくお願いい

たします。

」 新任職員・新規採用職員こ挨拶 1祓||1難 :|:::::難::::::|::|:||||111111111111

,・ち・ ‐・ ば|‐・ '''・ L・・.は・
'

千葉 1志保
(北秋田 I菫商工会から)

||14月|がら二||シ|1丼1町1商

=会
||111111

異ヽ襲 なりました:||||1地元で|||||||

わ|るニツ丼で|の1勤務|と |の|こと|||||||

|で11111繊菫お|め

'隣

轟籍義満|力
||||||||

|して会員の1皆様を業援してい|

章なVI:等尋11毒藤|||11111111111111111

11111111こ れから:||||1麒狂 ぐお願い|:|||||||

ヽヽたしますま||■ |||■ ||■■|||■ ||■ 1111■■●:||■ |:|

事務長・経営指導員

呼子  晃大

事務局総轄
経営支援業務全般

経理・青年部・

火災共済・記帳業務

||||||||||||||||||||||||||:|1奮 |||::1織 11:|:織 :書 ::::||||||||||||||‡ 緻俯 :||:||||:|:|||||||:||||:||:111:||111ま
1 事務局職員紹介 輻洟櫻‡‡‡‡:|||:::|:::::|::::鷲 :111111:|||11111111111111111111111111

経営指導員
さかき  ひでたか

榊 英孝

経営支援員
、 なが い  ふみ こ

永井 文子

女性部・共済・記帳業務

嘱託職員

小松  ひ とみ

恋文すぽっときみまち運営業務
(能代市受託事業)

嘱託職員

松 田 恵合子

恋文すぽっときみまち運営業務
(能代市受託事業)
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会員紹介

池端タバコ店 池端 智子 小売業

ニツ丼市日会 佐藤 清裕 定款会員

○会員数      242事 業所

(定款会員 8・ 特別会員 11含む)

・青年部数    27名 (賛助会員含む)

・女性部数    40名 (賛助会員含む)

○商工業者数    411事 業所

〇小規模事業者数  383事 業所

○組織率 (会員数/商工業者数)54.2%

商工会の現状 (5月末現在)

経営支援業務全般

加賀司法書土事務所

代表 加賀 次朗さん

指圧師あん摩・マツサ|ジ|


