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地区内事業者の更なる支援強化を

「行政懇談会開催」

あいさつする本間産業振興部長

懇談風景

本会主催の行政懇談会が、8月20日Villaフローラを会場に秋田市産業振興部の方々と本会役員が一堂に会
し行われた。
行政懇談会は、地区内事業者の支援や地域商工業の振興に資するため毎年開催しており、秋田市からは本
間斗部長、中泉強次長をはじめ10名、本会からは齊藤会長をはじめ役職員19名が出席し、以下の内容につい
て活発な意見が交わされた。
最初に秋田市産業振興部から平成30年度の事業概要についての説明があり、その後本会の平成30年度の事
業概要と平成29年度に124事業所を対象に実施した「経営に関する課題抽出調査」結果から会員事業者の現
状と課題について説明した。
最後に、本会から秋田市に以下の3項目を要望し、秋田市からは、今年度策定中の「
（仮称）秋田市中小企
業振興基本条例」を基に地区内事業者の支援強化に努めたいとの説明があった。
本会からの要望事項
1． 小規模企業対策の支援強化（継続）

2． 地域経済の活力向上支援（拡充）
（1）芸術家と地区内事業者の連携促進への支援
（2）農業者の課題把握と連携促進への支援

（3）企 業誘致（七曲臨空港工業団地）の促進へ
の支援
（4）スタジアム整備に伴う状況について

3． 行政施設への移転支援（継続）
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小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が販路開拓等を目指し、商工会と一体となって取組む事業を支援する補助金です。

小規模事業者持続化補助金
自社と本気で向き合う事業計画の大切さを改めて実感


取組事例

有限会社サンビックス

有限会社サンビックスは平成4年の創業以来、商業施設 「商工会に何となく話した悩みから、小規模事業者持続化
や温泉旅館、ホテル、オフィスビルのカーペットクリー
補助金活用へのアドバイスをいただきました。
『パンフ
レットがあれ ばも っとPRできるのに……』『販促ツール
ニングを中心としたサービスを展開しています。特殊機
械を車載したまま作業する「トラックマウントシステム」 を作った方がいいのかな……』『移動式足場があれば作業
効率が上がるのに……』と日ごろ漠然と考えていたこと
という独自のクリーニング技法による作業の速さ、そし
て丁寧さが好評を得て、秋田県内はもちろん、北海道、 がこうして実現できてとても嬉しいです。また、補助金
申請にあたって事業計画を策定したことは、自社の現状、
東北全域にお客様がいらっしゃいます。
最近では新たに外壁クリーニングサービスを展開し、 強みや弱み、会社の今後の方針に本気で向き合う良い機
会になりました。事業計画の大切さを改めて実感してい
「建物クリーニングのプロ」としてますます元気に頑張っ
ます。
ています。
これからのための一歩を踏み出し、成果を出せたこと
「作業効率を上げたいんだよね……」
は大きな自信となりました。あの時、商工会に何となく
きっかけは、代表取締役小助川誠生さんのこの一言で
話をして本当によかったと思います」。
した。
そう語る「建物クリーニングのプロ」小助川社長の笑
さらにお話をお伺いすると、自社やサービス内容を効
顔には正に一点の曇りもありませんでした。
果的にPRして新規のお客様を獲得したいとも。
そこで小規模事業者持続化補助金を活用し、
「パンフ
レット制作」「PRグッズ制作」
「移動式足場の導入」によ
る販路開拓に取り組むことにしました。
パンフレット制作、PRグッズの制作では商工会と専門
家が支援し、自社の強みやお客様に伝えたい事を効果的
にPRができるものを制作。特にパンフレットはお客様よ
り「サービスメニューが分かりやすい」
「ビフォーアフター
が載っているから作業効果がよく分かる」
「
『トラックマ
ウントシステム』だから作業が速いんですね」
「外壁洗浄
や大理石研磨もするんですね」との声が寄せられ、受注
マグネット
増加に繋がっています。
また、移動式足場の導入では作業効率が格段
に向上。その分作業件数を増やすことができ受
注増加に繋がっています。

パンフレット

移動式足場
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頑張ってま～す！

石塚商店

地域の若者たち⑫

それまでは、日本酒を美味しいと思ったことが
ありませんでした。
「アルコール度を抑え、甘みがありさわやかな酸味の
お酒が、最近流行っています。」日本酒のトレンドを笑顔

で話してくれたのは、創業から約 60 年、秋田市岩見地区
「石塚商店」の石塚智和さん。 家業を手伝い始めた頃
のお店は、周辺地域のお客様へ食料品、お菓子、お酒

の販売を行っていました。なかでもお酒は、お中元、お
歳暮の時期には扱う量が増えて、大変ながらもおもしろ
かったそうです。配達や商品陳列、レジの手伝いなどで

忙しくしていたある
日、お酒との衝撃的
な出会いがありまし
た。「1 年前から残っ
ていた日本酒を、試
しに飲んでみたんで
すよ。 そしたら、熟
成されてまろやかで、
飲みやすくなってい
たんです。 それまで
は、日本酒を美味し
いと思ったこともな
く、興味もありませ
んでした。」と、熟成
されたお酒に魅了さ
れた石塚さん。実際に蔵に行ったり、話を聞いたりして

いるうちに、酒蔵との信頼関係ができあがり、惚れ込ん
だお酒を実際に販売できるようになりました。

あれから 15 年ほど経った現在、お酒の魅力 PR にお
もしろさを感じて、秋田市をはじめ隣県の飲食店とも取
引するようになり、販路を周辺地域から少しずつ広げて
います。

いしづか

石塚

ともかず

智和さん (42歳)

秋田市河辺岩見字鍛冶屋敷96-1
TEL：018-883-2423

当店オリジナルのお酒？おもしろそうだね！
ある日、飲食店店主のかたとお酒の話をしていた時の
こと。そのお店だけのオリジナル日本酒が作れるとの話

題で盛り上がり、
「当店オリジナルのお酒？おもしろそう
だね！」と実際に作ることになりました。店主、酒蔵、石
塚さんの 3 人で何度も打ち合わせを繰り返し、米、味、

名前、ラベルなど、どういうお酒にするか納得がいくま
で話し合いました。店主自ら仕込みにも参加し、完全オ
リジナルの「お店だけで飲めるお酒」が完 成しました。
石塚さんは店主から、感謝と感動の言葉をいただいたそ

うです。
このエピソードが、他の飲食店にも伝わり、新しいお
客様が増えていきました。

うちでしかできないやり方を…
秋田南小売酒販組合青年会や、秋田県内の若手地酒
販売店グループ酒和从（しゅわっと）に所属して、オリジ
ナルのお酒作りに関わるなど、積極的にお酒の素晴らし
さを PR している石塚さん。「お酒の魅力をたくさんの方
に伝えていきたい」
「これからも、うちでしかできないよ
うなお酒の売り方を追求したい。」と情熱あふれる口調で
語ってくださいました。
秋田県内には魅力あふれるお酒がたくさんありますの
で、お酒選びも迷ってしまいます。そんな時には石塚さ
んに相談すると、お
酒の楽しみ方がもっ
ともっと増えそうで
すね。

仲間たちと、お酒の魅力を発信中！

頑張る中小企業を応援します！
当協会では低利な保証制度を多数用意しております。
※金利＋保証料
マル市1.75％・マル市小口1.55％
保証協会、最寄りの金融機関、商工会窓口までお気軽にご相談ください。

秋田事業部

TEL：018-863-9016 FAX：018-863-9010
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ご当地グルメをPR ～竿燈の盛り上がりとともに～
8月3日（金）～ 6日（月）の4日間、秋田市大町イベント広場にて「ご当地グルメフェスティバル2018」
が開催されました。晴れたり曇ったりの天候でしたが、会場は多くのお客様で賑わう中、当青年部はご当地グ
ルメ「バリコロ焼き」をPR、販売しました。
今回で8回目の出店で、県内たくさんのご当地グルメがPR合戦を繰り広げる中、当青年部ブースにも連日長
蛇の列ができました。リピーターのお客様から「うまい！」「今年も来たよ！」などご好評をいただき、
「バリ
コロ焼き」の認知度が上がっていると実感しました。
今後も、更に多くの「バリコロ焼き」ファンを増やすため、継続的にPRを行ってまいります。

「バリコロ焼き」リニューアル試食中

連日多くのお客様にお越しいただきました！

全県商工会青年部スポーツ交流会へ出場
～今回のスポーツは「野球」～
10月6日（土）、三種町の山本野球場のほか、三
種町の2球場を会場に、秋田県商工会青年部連合
会主催による「全県商工会青年部スポーツ交流会」
が行われました。
50年間親しまれてきた「野球大会」は「スポー
ツ交流会」として、さまざまなスポーツで県内青
年部間の親睦交流を深めようと、50年を節目とし
て生まれ変わりました。
そして今年の種目は「野球」。県内14チームが3
球場に分かれ激戦を展開し、当青年部は初めに三
種町商工会青年部と対戦。ハラハラした展開が続
き5対3で勝利しました。続いて二回戦、準決勝は
大仙市商工会青年部と対戦し、一進一退を繰り返
しながら、粘り強く戦いましたが、惜しくも2対0
で敗退しました。
9人で参加した野球は、好プレーや珍プレー、シャキーンポーズなど、あの夏を思い出すような、心に残る
熱い試合となりました。試合後にホテル森山館で行われたレセプションでは、県内の青年部員同士で交流を深
め、夜も熱く盛り上がったスポーツ交流大会となりました。
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今年も作りました！エコ石けん
女性部ではエコ活動の一環として毎年、学校給食の廃油を利用したエコ
石けん作りを行っています。
毎年恒例「完全防備」スタイルで行われる石けんづくり。
今年は 9 月 6 日（木）
、突然の通り雨に遭ったものの、一生懸命に石けん作
りを行いました！
出来上がった石けんは、商工会員の皆様に配布し環境に配慮した生活を
呼びかけています。
エコ石けんづくりは真剣そのもの！

手作りお守りで安全運転を呼びかけ !
女性部では毎年、地域の交通安全推進会議が実施する合同街頭指導に協
力しております。
9 月 22 日（土）秋雨の中、雄和地区の県道 61 号線秋田エアポートライン
長者山付近で行われた秋の全国交通安全運動に合わせて行われた合同街頭
指導では女性部員が心を込めて手作りしたしじみ貝のお守りをドライバー
の皆さんにお配りしながら安全運転を呼びかけました。
私たち女性部はこれからも地域の交通安全を願っております。
お気をつけて〜♪

国際教養大学 AIU フェスティバルで
10 月 8 日（月）国際教養大学の大学祭（AIU
祭）と同時開催の産学交流フェスティバルに出
店！きりたんぽ、うどん、そば、鯛焼きを販売
しました。
女性部の売店はとても評判がよく、毎年学生
や来場者が心待ちにしている人気店です。
今年は台風 25 号の影響で 1 日目の 7 日は屋
内での開催となり、残念ながら女性部は出店を
断念…お天気の回復を祈るばかりでした。
たい焼きはいつも大人気
私たちの願いが通じたのか？ 2 日目の 8 日
は見事な晴天！！
1 日目の分まではりきって元気いっぱいにおもてなしをしました！！
大人気の女性部名物鯛焼きも行列であふれ返るほどでした！
私たち女性部は、これからも地域のために心を込めたおもてなしをしてまいります！

張り切っておもてなし !

「ショートステイおぐら」さんに車椅子を贈呈しました

とっても喜んでくださいました

女性部では、社会貢献の一環として平成 27 年度よりアルミ缶やプルタブ
を集めて地域の福祉施設に車椅子を贈呈する活動に取り組んでおります。
今年度で３台目となる今回、10 月 17 日（水）
、河辺地域の「ショートステ
イおぐら」さんに贈呈することができました！
贈呈式終了後は、徳間ジャパンの鏡元もとじさんと、ピアニスト・リト
ミック講師の伊藤先生による歌や演奏を堪能。一緒に歌うほど楽しんでい
ました。
施設のみなさんに喜んでいただき、私たちもこのように車椅子を贈呈で
きたことをとても嬉しく思っております。
私たち女性部は、早く次の車椅子を贈呈できるようにこれからもアルミ
缶・プルタブの回収を頑張ってまいります。
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消費税軽減税率対応講習会
10月24日（水）商工会館において、尾形税理士
を講師に講習会を開催しました。
本講習会は来年10月の消費税率10％への引き上
げと同時に導入される「軽減税率制度」への対応を
学んでいただくために実施したものです。

導入する補助金などについてお知りになりたい方は
商工会にご相談ください。

軽減税率制度とは…
・10％（原則）とは別に特例として低く設定
された税率（8％）のこと
・軽減される対象は「飲食料品」及び「新聞」
消費税の仕組みから請求書・領収書の発行の仕方
まで分かり易く丁寧に説明していただきました。
複数税率（10%と8%）に対応するためのレジを

合同部会総会を開催し部会長に
戸井田喜美雄氏、五十嵐龍之介氏を選出
商業・サービス業部会、工業・建設業部会の合同部会総会を
10 月 24 日（水）に商工会館で開催し、事業報告、事業計画（案）
の承認、任期満了に伴う部会役員の選出を行い、商業・サービ
ス業部会長には戸井田喜美雄氏、工業・建設業部会長には五十
嵐龍之介氏をそれぞれ選出しました。
○部会長・副部会長は次のとおり
商業・サービス業部会
工業・建設業部会

部 会 長

戸井田

副部会長

長谷部

仁

部 会 長

五十嵐

龍之介

副部会長

吉

憲

移動商工会のお知らせ

田

喜美雄

充

下記の日程で開催いたしますので、会員皆様には多
数参加ください。

河辺地区

○期
○会

日：12 月 5 日（水） 16 時～
場：商工会館 懇親会は「鮨吉」

雄和地区

○期
○会

日：11 月 27 日（火） 16 時 30 分～
場：Villa フローラ

内

1．健康経営セミナー
2．商工会の事業説明・要望等
3．懇親会

＊詳細については、同封の開催文書をご確認ねがいます。

平成３1年「新春のつどい」のお知らせ
日時：平成31年１月10日（木）午後３時〜
場所：プラザクリプトン
※内容については追って通知します

容

秋田県最低賃金
平成30年10月１日より

7 6 2 円 に改正されました。

時間額

