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NEO T T SNC

　「お客さんのリクエストに応えてた

ら、こうなったんですよ」と、河辺の

寿司店「江戸前 鮨吉（すしよし）」の佐々

木ご夫妻。

　鮨吉は寿司店でありながらラーメン

やかつ丼も人気で、テレビや新聞、雑

誌にも度々紹介されるほど。

　「地域に愛されるお店を目指して、お

客さんのリクエストに応えてきたら

ラーメンやかつ丼、定食など色んなメ

ニューが増えて」

　そんな、お客様のニーズに柔軟に応

え、消費税増税にも真摯に向き合って

きましたが、令和元年10月の消費税増

税、軽減税率導入には流石の鮨吉さん

も困り果て……

　「そうだ！商工会に相談しよう」

　そうして鮨吉さんの新たな挑戦がは

じまるのでした。（2ページへ続く）



小規模事業者持続化補助金を活用した販路開拓取組事例
消費税増税を好機に！メニュー表の刷新でテイクアウトを売り込もう！�
� 　江戸前�鮨吉
　「軽減税率導入で価格をどう表示したらいいのか分からなくて……」
　佐々木さんより相談を受けた商工会は早速ヒアリング。様々な悩みがあることが分かりました。
　そこで、ちょうど募集が始まる「小規模事業者持続化補助金」を説明したところ、補助事業活用への挑戦を決心。
消費税増税、軽減税率導入に向けてしっかり対策を行うための事業計画を策定。
　補助金申請は採択を受け、要する経費の３分の２を補助してもらえることになった佐々木さんは商工会・専門
家の支援を受けながら補助事業を実施。
　価格の見直し、メニュー表の刷新、新メニュー開発、チラシ折込、のぼりの設置に取り組みました。メニュー
表の刷新では、「見やすくなった」「写真が載っているから分かりやすい」などお客様より好評をいただいている
との事。
　「消費税増税をきっかけに、メニュー表を刷新したことで色んなことが整理されました。消費税増税後はスムー
ズな会計ができているし、テイクアウトも増えてきています。補助事業の申請から実績報告まで商工会が伴走
してくれたので、挑戦してよかったです」と佐々木さん。最近では新型コロナの影響でテイクアウトも増えてい
るという。
　テイクアウトメニューのお客様が増えるのも、そう遠くないかもしれませんね。

江戸前 鮨吉
秋田市河辺北野田高屋字上前田表 64-4　TEL 018-882-5599

　店主の佐々木巧さんは大仙市大曲の寿司店での修業を終え、平
成 10 年、現在地に「江戸前 鮨吉」をオープンしました。
　寿司はもちろん、ラーメン、かつ丼、餃子、定食など充実の品
ぞろえで地域に愛される寿司店です。最近ではテイクアウトメ
ニューも人気です。

ヒアリング 補助金申請事業計画策定 補助金採択

佐々木さんのお悩み
①消費税が混同するので会計が混乱する？
②消費税 10％の店内飲食と 8％のテイクアウト・出前価格をどう表示したら良いのか？
③消費税 10％の店内飲食、特に夜の部や宴会のお客様が減ってしまう？

佐々木さんの挑戦と取組
①価格の見直し（お悩み①を解決！） 
　→メニューの本体価格をそれぞれ見直し、端数のない税込価格に設定
②メニュー表の刷新（お悩み②を解決！） 
　→・メニューを分類して、見やすいレイアウトに 
　　・テイクアウトできるメニューには「テイクアウト」マークを表示 
　　・差込み式で中味の変更をカンタンに
③店内飲食、夜の部、宴会利用への誘導（お悩み③を解決！） 
　→・新メニュー「ちょい飲みセット」の開発で夜の部へ誘導 
　　・メニュー写真をふんだんに掲載したチラシの制作と新聞折込で PR 
　　・のぼりの設置で PR
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国の補助金を活用しませんか？国の補助金を活用しませんか？
　今年もすでに 10 件以上の申請相談を受けております。販路開拓や事業拡大、生産性の向上、業務の効率
化などをご検討されている会員の方はお気軽に商工会までご相談ください。
 ※各種補助金には申し込み期日がございますので、ご注意ください。

小規模事業者持続化補助金
販路開拓を目指す小規模事業者の皆
様が活用できる補助金制度です。

例えばこんなときに使えます…
・ HP を開設して集客力を高めたい！
・ 店舗を改装して、来店しやすくし

たい！
・ チラシを配布して新規顧客を増 

やしたい！
・ 新商品を紹介するノベルティを 

作りたい！
・ 店舗の認知度を向上するために 

看板を設置したい！

ものづくり・商業・サービス補助金
事業規模に関わらず、新商品・サービ
ス開発や生産プロセス改善などの設
備投資に活用できる補助金制度です。

例えばこんなときに使えます…
・ 売上の飛躍的な向上につなげる

ための設備を導入したい！
・ 最新機器を導入して競合他社と

の差別化を図りたい！
・ 最新システムを導入して、人手不

足を解消したい！
・ 生産量を増やすために製造ライン

を強化したい！
・ ３D プリンタを活用して、試作品

の作成時間を短縮したい！

IT 導入補助金
中小企業・小規模事業者等が自社の
課題やニーズに合った IT ツールを導
入する際に活用できる補助金です。

例えばこんなときに使えます…
・ 従業員の勤怠を管理して、働き

方改革を進めたい！
・ 売上や仕入などの現状を把握で

きるようにしたい！
・ ３次元 CAD を活用して、提案力

を強化したい！
・ 手間のかかる受発注管理や在庫

管理を早く正確に行いたい！
・ 施工管理業務ソフトを導入して業

務効率化を図りたい！

融資制度の
ご紹介

　新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少し、資金繰りでお悩みはありま
せんか？例えば……
　・売上の見通しが立たず、資金繰りが苦しい…
　・仕事が減り、諸経費の支払いが難しい…
　・設備が故障したため、すぐに資金が必要だ…
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少した事業所は以下の融資
制度がご利用できます。まずはお気軽に商工会までお問い合わせください。

・新型コロナウイルス感染症特別貸付
 限 度 額 ： 6,000万円
 貸付期間 ： 設備20年以内　運転15年以内　
 利　　率 ：  1.36％ → 0.46％（当初3年間0.9％引下げ）

・新型コロナウイルス対策マル経融資
 対　　象 ： 小規模事業者　
 限 度 額 ： 1,000万円
 貸付期間 ： 運転7年以内　設備10年以内
 利　　率 ： 1.21％ → 0.31％（当初3年間0.9%引下げ）

・経営安定資金（危機対策枠）
 限 度 額 ： 4,000万円
 貸付期間 ： 運転・設備10年以内
 利　　率 ： 1.15％~1.35%

（当初3年間は実質無利子）
 備　　考 ：  原則として、最近1か月間の売上高等と

その後2か月間を含む3か月間の売上
高等が前年同期比で５％以上減少する
ことが見込まれること等

→売上高５％以上減少なら・・・

→売上高１５％以上減少なら・・・ →直近3か月間の売上高等が減少しているなら・・・
・経営安定資金（危機関連枠）
 限 度 額 ： 5,000万円
 貸付期間 ： 運転・設備10年以内
 利　　率 ： 1.15％

・経営安定資金（新型コロナウイルス感染症対策枠）
 限 度 額 ： 5,000万円
 貸付期間 ： 運転・設備10年以内
 利　　率 ： 1.35%（＋保証料 0.35%〜1.40%）
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令和２年度通常総会の書面決議結果について
通常総会の決議があったものとみなされた日� 令和 2年 5月26日
会員総数及び回答数� 315 名（回答数 179 名）
書面決議の結果� 賛　　否
　第１号議案　定款の一部改正（案）について� １７９　　０
　第２号議案　令和元年度事業報告並びに収支決算承認について� １７９　　０
　第３号議案　令和２年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について� １７９　　０
　第４号議案　令和２年度会費の賦課及び徴収方法について� １７９　　０
　第５号議案　令和２年度加入金の額について� １７９　　０
　第６号議案　令和２年度借入限度額及び借入先について� １７９　　０

令和２年度事業計画（概要）のお知らせ
本年度の商工会は、以下３つの事項を重点に、これまで以上に「事業者の発展を伴走型で支援」してまいります。

商工会員限定！ 無料でホームページを作りませんか？
　販路拡大や顧客獲得のため、ホームページを作ろうと思っている方に朗報です！
　商工会では、新たなホームページ作成システム「Goope（グーペ）」を提供しています。
操作が簡単にできるようになっていて、豊富なテンプレートから気に入ったデザインを選べ
ますので、御社こだわりのホームページをご自身で作ることができます。さらに Facebook
や Twitter、Instagram との連携ができますので、ホームページから SNS を通して情報発信
が可能に！ PR 効果がさらに大きくなります。
　「ちょっと気になる」「やってみようかな～」と思った方も、ぜひ商工会へお問い合わせく
ださい！

　本年度の通常総会は新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防
止の観点から、定款の定める
ところにより書面により審議い
ただきました。その結果、全
議案が可決承認されましたの
でご報告します。
　書面決議へご協力頂きまし
た多くの会員の皆様に御礼申
し上げます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した事業者の皆さま！
国・市の給付金・支援金申請受付は、ともに令和３年１月１５日（金）までです。

申請方法など詳しくは商工会へご連絡ください。

 国の持続化給付金 
　2020年1月～12月のうち、１か月の
売上が前年同月比50％以上減少してい
る事業者に最大で、法人は200万円、個
人事業主は100万円が支給されます。

 市の地域産業支援金 
　2020年1月～12月のうち、１か月の
売上が前年同月比30％以上50％未満
減少し、次の要件を満たす事業者に、20
万円が支給されます。
① 秋田市内に本社、本店、おもな事業所

を有していること(業種は問いません）

② 国の「持続化給付金」の対象となって
いないこと

③ 県・市の協力金の対象となっていない
こと

重
　
点
　
事
　
項

１ 個社支援強化のための支援体制づくり
　・今後も企業経営を維持いただけるよう「新型コロナウイルス特別相談窓口」での支援を徹底します。
　・持続的な経営を後押しするため、国から認定された「経営発達支援計画」に基づき伴走型支援を推進します。
　・�近年頻発している自然災害等は企業維持に大きな脅威となることから、防災や減災に向けた体制づくりを支援できる環境
を整えます。

２ 地域の強みを最大限に活かしたビジネスチャンスの拡大
　・農業関連事業者との連携により、会員事業者の販路や顧客の開拓を支援します。
　・「芸術の里かわべゆうわ」プロジェクトを通じて、芸術家との連携による商機拡大を支援します。

３ 実効性の高い会員加入促進運動の実施
　・�役職員挙げて会員の増強運動を実施します。会員皆様からもお知り合いへ “商工会への加入 ”をお勧めくださるようお
願いします。

　・�新たに「会員親睦ゴルフ大会」を開催します。詳細が決まり次第ご案内しますので、ふるってご参加のほどをお願いします。
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１． 女性活躍推進のための研修事業の
推進
　・研修事業の実施
　・資質向上の推進
　・部員間交流

２．地域コミュニティビジネスの確立
・ 商工会女性部おもてなし交流事

業の実施
・「新たなおもてなし活動」の実施

３． 部員増強運動の推進と魅力ある組
織づくりの推進

・部員増強運動の推進

３．地域資源の活用並びにＰＲ
　・ 地域資源（大張野豚）を活用した「バリコロ焼き」の

普及・ＰＲ
４．地域リーダーの養成
　・ 積極的主体的に“地域のための青年部活動”として

の地域貢献、事業に対する各種支援
５．産学交流事業の実施
　・地域住民並びに国際教養大学生との交流
６．ネットワーク強化・交流事業

令和２年度　重点事業

１．組織基盤強化のための部員加入促進運動の展開
２．頑張る若手経営者の養成
　・ 経営者スキル習得のための勉強会開催
　・ 相互提案による計画充実を期した 「経営革新」をテーマと

した取り組みの発表
　・ 事業承継診断や専門家派遣、事業承継税制活用など事業

承継に向けた取組
　・SNS活用によるビジネスチャンスの創出
　 （河辺雄和商工会青年部HP並びにFacebookの活用）
　・ 部員間の情報交換を促進するため定例会の開催
　 （月1回：予定）

 明治期 
　大正寺・戸米川地域は雄物川の舟運
による交通の要衝で、新波で隣藩の経
済をもまかなうほどに活況でした。
　明治から大正中頃まで多くの商家が
連なり、牛馬商や旅人宿、行商、理髪業、
提灯、煙管の羅宇※の取替え屋、薬種
商などがありました。
※ たばこを詰める火皿の雁首と吸い口を繋ぐ

部分。

 大正末期 
　羽越線の全線開通によって、大内町
からの物資搬入が激減し大正寺の商業
は急激に低迷するようになりました。

 昭和 23 年 
　記録上では最初となる商工業団体

「新波商工組合」が設立。主な事業は、
中元・歳暮の共同売出しや新波公園の
整備、組合員の親睦等でした。
　戦後、物資の統制が撤廃され自由経
済になると、交通網の整備と共に商店
の経営規模も拡大し、さらに大きな商
工業団体として「大正寺商工会」が誕
生しました。

 昭和 32 年 
　現在の形の雄和村が誕生しました。

 昭和 35 年 
　商工会法が制定されたことから、大
正寺商工会を発展的に解消し、「雄和
村商工会」が設立、初代会長に佐藤茂
一郎氏を選出しました。なお、事務所
は役場内に置きました。
出典： 雄和町発行「雄和町史」、
 県連合会発行「秋田県商工会史」

雄和地区の商業と商工会の創設まで第１号
　今年は「商工会法」が昭和 35 年に制定されて 60 周年となります。
　そこで、私たちが住み・商うこの街の歴史や伝統から地域を再確認す
る機会にしたいと思い特集を連載します。
　今号では、雄和地区の商業の歴史から「旧雄和町商工会」の創設まで
を追います。

温故知新温故知新
～河辺雄和の歴史調べ隊～

連載

雄和支所（旧雄和町商工会館）の外観

青年部

女性部

令和２年度の青年部通常総会は書面決議にて行われ、5月25日付で上程された議案はすべて原
案通り可決されました。

令和２年度通常部員総会については、今般の「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大防止の観
点から、通常部員総会の開催に代え書面をもって審議をお願いしたところ、全議案が可決承認さ
れましたのでご報告申し上げます。
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会員のご紹介 新会員を紹介します（受付順）

モロヘイヤめん加工所
浅野　明善 さん
(麺製造販売・レストラン)
秋田市雄和向野字前開45

山の学校・北の風
阿部　静香 さん
(飲食・生ハム工房)
秋田市河辺三内字柳台59-3
※写真は店長の小野さん

ダイニング＆ラウンジ　あえら
カルマチャリャ　プリヤシュ さん
(ネパール料理)
秋田市雄和椿川字奥椿岱194-15

農薬不使用自家栽培モロヘイヤの麺と
創作的な季節の味でおもてなし。

里山の空気の中で生ハム ･ ソーセージ作り
が体験できます。併設のレストランでは自
家製生ハムランチをご用意しております。

8月オープン予定のバナフィショップ
隣のネパール料理店です。雄和の「憩い
の場」を目指して楽しくがんばります。

㈱寿々
下澤　哲司 さん
(訪問介護)
秋田市御所野元町4-13-13
御所野ハイツA104

大友工務店
大友　惇平 さん
(住宅建築工事リフォーム)
秋田市下浜羽川字二十町5-2

オジモンカメラ
高橋　希 さん
(写真撮影・編集業務・焼き芋)
秋田市広面字谷地田68-5

住み慣れた地域で安心して過ごせるよう
に在宅生活を応援・お手伝い致します。

新築、リフォーム、なんでもご相談くだ
さい。

写真撮影から焼き芋まで、幅広く活動
しております。

栗原栄見
栗原　栄見 さん
(映像制作・写真撮影)
秋田市雄和椿川字堤根1-2

MAX２代行
備後　光次 さん
(運転代行)
秋田市河辺赤平字小蟹沢15

thread chestnut
糸井　ミユキ さん
(農産物加工販売)
秋田市雄和田草川字太田38-1

秋田から発信する映像制作事業を始め
ました。よろしくお願いします！！

ご連絡いただければ、安心・安全に代
行いたします。

食べる愉しみ。健康である愉しみ。創
る愉しみを地域の皆さんと共に！

㈱ガード
深澤　宗則　さん
(損害保険・生命保険業)
秋田市仁井田本町1-4-28
※写真は営業の雅人さん

㈲ヤマシタ圧送
山下　浩 さん
(生コンクリート圧送)
秋田市河辺北野田高屋字榊表15-3

北秋容器㈱七曲営業所
都　岩男 さん
(木質ペレット製造)
秋田市河辺戸島字七曲120-13山菜とりとキャンプが趣味です！

よろしくお願いします！！

雄和中央土地改良区
伊藤　洋文 さん
(土地改良の事業)
秋田市雄和妙法字上大部23

㈱コメリ　雄和店
伊藤　愛美 さん
(各種総合小売)
秋田市雄和石田字中大部47

バナフィショップ
佐藤　三男 さん
(飲食料品関係小売)
秋田市雄和椿川字奥椿岱194

秋田市の中でも受益面積が２番目に大き
い改良区です。宜しくお願いします。

工具金物・園芸・リフォーム等暮らし
のお困り事ぜひご相談下さい!!

憩いの広場でバナフィソフトと緑を満喫
しよう！ＢＢＱコーナーもありますよ！

新しく代表になられた方を紹介します 事業所名が変わりました！

※代表者の変更がございましたら、恐れ入りますがご一報ください。
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