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NEO T T SNC５月２０日（木）「プラザクリプトン」を会場に令和３年度通常
総会を開催しました。

昨年度は、新型コロナウイルスの感染拡大により書面決議によ
る方法で通常総会が行われたため、約２年ぶりに会員が一堂に会
して開催することができました。

しかしながら、感染拡大防止の観点から総会終了後に開催して
いた恒例の「新緑のつどい」は開催することができず、少し寂しい
通常総会となりました。

総会には１７７名（うち委任状出席者１３６名）が出席し、議長
に木村昌永 氏 ( ㈱木村建材店 ) が選任され、上程された第１号議
案から第７号議案まで全て満場一致で承認されました。

任期満了に伴う役員の改選では、会長に齊藤善悦 氏（㈲芝野農
興）を、副会長には佐藤三男 氏（バナフィショップ）をそれぞれ再
任し、新たに木村昌永 氏（㈱木村建材店）が副会長に選任された
ほか、２４名の理事と２名の監事が選出されました。

一方、鈴木幸次 氏（鈴木木工所）、舟山賢治 氏（環境設備工業
㈲）、石塚勝己 氏（石塚建築事務所）、高屋貞一 氏（㈲高屋組）の４
名が退任されました。退任された皆様のこれまでのご尽力に深く
感謝申し上げます。



～令和３年度重点事項のお知らせ～
地域の商工業者の持続的な経営を応援している 
商工会では今年度、以下の重点事項に取組んでま
いります。

収束が見通せない「新型コロナウイルス」の感染拡大によ
り、これまでの経営手法では立ちいかないケースも多くあ
り、事業の継続すら不安を感じている事業者も多いと思わ
れます。

一日も早くワクチン接種が進み、回復軌道に乗ることを
願ってやみませんが、それでも今の状況に対峙しつつ、その
先も見据えた経営の舵取りをしていかなければなりません。

商工会では今年度、会員皆様が今後も商売を続けていた
だけるよう、質の高い支援サービスの提供を通じて皆様へ
の応援をこれまで以上に強化してまいります。

重点事項

１ 個社支援強化のための支援体制づくり
　�　企業のライフステージに応じたきめ細かな支援
を通じて、高い支援成果が得られるよう伴走支援
を徹底します。

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
　�　豊かな地域資源を強みと捉え、農業事業者や芸
術家等と既存事業者とをつなぐコーディネート機
能を発揮し、相互にwin-winとなる取組を促進し
ます。

３ 実効性の高い会員加入促進運動の実施
　�　役職員挙げた実効性の高い会員加入促進運動
を通じて、安定した組織基盤の構築に向け総力を
挙げて取組みます。

役職名 氏　　名 事業所名
会　長 齊藤　善悦 ㈲芝野農興
副会長 佐藤　三男 バナフィショップ
副会長 木村　昌永 ㈱木村建材店
理　事 齊藤敏比己 齊藤畳店
理　事 五十嵐龍之介 ㈲五十嵐板金工業
理　事 伊藤　　久 いと久教材
理　事 佐々木義友 ㈲佐々木商店
理　事 齊藤　秀徳 斎藤商店
理　事 岡部　秋男 ㈱岡部建設工業
理　事 戸井田喜美雄 ㈱河辺清掃社
理　事 吉田　憲充 吉田シャッター工業
理　事 工藤　　司 ㈱雄和石油
理　事 髙橋　昇吉 髙橋鮮魚店
理　事 田村　一之 ㈲田村建材店
理　事 工藤　康憲 高尾ハイヤー㈱
理　事 高橋　仁司 ㈲山源商店
理　事 佐藤　総栄 ㈲秋田グリーンサービス
理　事 長谷部　仁 ㈲長谷部商店
理　事 柏谷　　健 ㈲柏谷組
理　事 伊藤　　満 伊藤工業㈱
理　事 足利　　健 ㈱足利工務店
理　事 佐藤　善之 ㈲佐善建設
理　事 小助川誠生（新任） ㈲サンビックス
理　事 佐々木一祐（新任） ㈱ファミリーストア佐々木
理　事 尾形　　昂（新任） 尾形昂税理士事務所
理　事 石塚　茂樹（青年部） (農)河辺農産加工組合
理　事 佐々木昌子（女性部） 佐々昭商店
監　事 奥田　正樹（新任） ㈱雄和振興公社
監　事 藤田　正仁（新任） ㈱蔵吉フーズ
今回の役員改選により、次の方々が役員を退任されま
した。これまでの商工会運営への御協力に心より感謝
申し上げます。
　　鈴木　幸次 様　　　舟山　賢治 様（故人）
　　石塚　勝己 様　　　高屋　貞一 様

新役員紹介（任期：令和６年度の改選期まで）

地元消費の喚起による地域経済活性化を目的に、秋田市と市内経済団体で構成する「2021年度秋田市商品券事業実
行委員会」が主体となりプレミアム付商品券が発行されます。
商品券の発行総額は19 億円。8月1日より一斉に秋田市内で流通する商品券です。ぜひ取扱事業所に登録して自店
の売上に取り込みましょう。

【発行される商品券は２種類】
事業名 ① 生活応援商品券 ② プレミアム付商品券
対象者 市県民税非課税世帯と児童手当受給世帯 秋田市民

支給額 
販売額 等

１人あたり１万円（１セット）
※該当する申請者へ市役所から支給

１セット１万円（販売価格8,000円）
8月1日より販売開始

※1人につき2セットまで購入可能
発行総数 91,000セット 100,000セット

セットの内訳
(1) 中小規模店専用券 5,000円分（千円券×5枚）
(2) 共通券  5,000円分（千円券×5枚）
※中小規模店専用券は売場面積1,000㎡以上の店舗では利用不可

使用期間 令和3年8月1日（日）～12月31日（金）

券販売所 － 市内の銀行、信用金庫、信用組合、農
協、及び商業施設の指定販売窓口

８月１日発売開始！     発行総額１９億円の商品券を自店の売上に取り込もう！！
秋田市新型コロナウイルス対策「生活応援商品券」
秋田市新型コロナウイルス感染症対策「プレミアム付商品券」 ２つの商品券発行のお知らせ

【取扱事業所を随時募集中】

申込条件
(1) 原則、秋田市内で営業する事業所
(2)  金融業、保険業など本事業の趣旨に沿わな

い業種等を除く
申込受付期間 商品券の使用期限まで申し込み可能

申込手続き
所定の様式「取扱申込書兼誓約書」を実行委員
会へ提出ください。その後、登録証及びステッ
カー等が提供され、取り扱い可能となります。

問合せ先
2021年度秋田市商品券事業実行委員会　事務所
〒010-0951  秋田市山王二丁目1-40 

田口ビル2階
（℡853-6577、Fax853-7622）
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補助金を活用することで販路開拓や事業拡大、生産性の向上、業務の効率化などに役立てることができるほか、
事業計画を策定することで、今一度自社を見つめ直すことができます。
補助金についての詳細はお気軽に商工会までご相談ください。
※各種補助金には申込期日がございますので、ご注意ください。

　事業再構築補助金
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に
対応するために新分野展開、事業転換、業種転換、業態
転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲
を有する中小企業等の挑戦を支援します。
第３回申請開始：令和３年７月下旬予定

▶例えば・・・
⃝飲食業→�オンライン専用の注文サービスを新たに開始

し、宅配や持ち帰りの需要に対応したい！
⃝小売業→�ネット販売やサブスクリプション形式のサー

ビス事業に業態を転換したい！
⃝建設業→�自社所有の土地を活用してオートキャンプ場

を整備し、観光事業に新規参入したい！

　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。
第７回申請締切：令和３年８月１７日（火）

▶例えば・・・
⃝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、人手不足を解消させたい！
⃝生産量を増やすために製造ラインを強化したい！

　小規模事業者持続化補助金
販路拡大、新規顧客獲得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。
第６回申請締切：令和３年１０月１日（金）

▶例えば・・・
⃝HPを開設して販路を拡大したい！
⃝チラシを配布して新規顧客を増やしたい！
⃝看板を設置して認知度をUPしたい！

小規模事業者の方々の経営をバックアップするために商工会の推薦にもとづき無担保・無保証人で融資を受けることが
できる日本政策金融公庫の融資制度ですので、資金繰りや設備投資の際にぜひご活用ください。

通常枠 コロナ拡充枠
融資限度額 ２,０００万円 別枠１,０００万円
担保／保証人 不　要 不　要

返 済 期 間 運転資金� ７年以内（据置１年以内）
設備資金�１０年以内（据置２年以内）

運転資金� ７年以内（据置３年以内）
設備資金�１０年以内（据置４年以内）

利 率（ 年 ） １.２１％（R3.7.1現在）
左記より、当初３年間0.9％引下げ１.２１％→０.３１％

（R3.7.1現在）
※ 特別利子補給制度により、売上高が急減した事業者に

ついては当初３年間実質無利子となります。

融 資 対 象

以下の主な要件を満たす方
①小規模事業者であること
②商工会から経営指導を受けている
③最近１年以上、同一商工会地区内で事業を行っている
④税金（所得税・法人税等）を完納していること
※�その他の要件は商工会にお尋ねください。

左記に加え以下の要件あり
※�新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月間
等の売上高または過去6ヵ月（最近1ヵ月を含みます。）
の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較し
て5％以上減少しているか、これと同様の状況にある方

■上記以外にもその他各種融資制度がございますので融資をご検討されている方は、商工会までご相談ください。

補助金補助金をを活用活用しませんか？しませんか？

マル経融資 マル経融資 （小規模事業者経営改善資金） （小規模事業者経営改善資金） 制度制度をご活用くださいをご活用ください
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河辺中学校特別授業「地域に学ぶ講話会」

市の記念日式典で表彰されました！

4 月 23 日（金）「河辺ドライ
ブイン」にて、令和３年度青年部
通常総会が開催されました。12
名の部員が出席し、上程された
議案はすべて可決されました。
新型コロナウイルスの感染拡大

により県独自の警戒レベルが「３」に引き上げられたことを受
け、総会終了後に予定していた懇親会を中止といたしました。
また、任期満了に伴う役員改選が行われ、
石塚茂樹部長を再任しました。
今回、青年部を卒業された部員の皆様に

は、石塚部長より記念品を贈呈いたしました。

6月14日（月）秋田市立河辺中学校にて総合的な学習の一
環として、中学２年生を対象とした「地域に学ぶ講話会」が今
年度も開催されました。青年部から石塚茂樹部長、工藤凌平
副部長、木村大騎常任委員が講師として登壇。青年部活動や
地域、自社について分かりやすく説明しました。また、ワーク
ショップでは、アドバイザーとして生徒さんと話し合うなど、未
来について考える時間となりました。

7月12日（月）、秋田市文化会館にて開催された「令和３年
度市の記念日式典」において、私たち女性部が秋田市から表
彰されました。
この表彰は、市勢発展に貢献された個人や団体を表彰して
いるものです。女性部は、「交通安全お守り」の作成・寄贈や
福祉施設への「お花」
「車いす」寄贈奉仕
活動などを行ったと
して、「社会福祉」分
野での表彰をいただ
きました。
今回の表彰を糧に

私たち女性部はこれ
からも様々な活動を
通して地域に貢献し
て参ります！

令和３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。
また、総会に先立って行われた役員会では新型コロナウイル
スの感染拡大以来、充分な女性部活動を行えなかったなどの
理由から、引き続き現在の役員体制で女性部を牽引したいと
いう佐々木昌子部長のリーダーシップの下、このような状況だ
からこそより強固な部員同士の繋がり、部員の増員を目指し女
性部事業を実施していきたいと話し合いが行われました。

令和３年度「通常総会」開催青年部 令和３年度「通常部員総会」の
書面決議実施

女性部

＜令和 3 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（金融・税務・経
営革新・事業承継等）

　・�経営革新をテーマとした取組みの発表
　・�部員間の情報交換を促進するため定例会の開催
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
　・“絆”感謝運動の実施
５．産学交流事業の実施　
６．ネットワーク強化・交流事業

＜令和３年度重点事業＞
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

＜新　役　員＞
部　 長 石塚　茂樹 （農）河辺農産加工組合
副 部 長 工藤　太一 ㈲工藤畜産
副 部 長 工藤　凌平 高尾ハイヤー㈱
副 部 長 伊藤　元気 伊藤工業㈱
常任委員 熊谷　奨太 ㈱美奨
常任委員 柏谷　　拓 ㈲柏谷組
常任委員 伊藤　俊樹 ノリット・ジャポン㈱
常任委員 木村　大騎 ㈱木村建材店
常任委員 深澤　雅人 ㈱ガード
常任委員 二木　勇貴 ㈱華まる
監査委員 戸井田和紘 ㈱河辺清掃社
監査委員 尾形　　昂 尾形昂税理士事務所

＜新　役　員＞
部  長 佐々木昌子 佐々昭商店
副 部 長 髙橋　啓子 ショツプ正八
副 部 長 戸井田孝子 ㈱河辺清掃社
副 部 長 佐藤　泰子 バナフィショップ
常任委員 佐々木美智子 ㈲早効サッシガラス店
常任委員 岡部ヒデ子 ㈲岡部
常任委員 佐々木シゲ ㈱ファミリーストア佐々木
常任委員 伊藤　裕美 いと久教材
常任委員 横田　陽子 ㈲横田工業
監査委員 由良　綾子 由良商店
監査委員 工藤　益子 ㈱工藤興業

熱心に思いを伝えました ワークショップにも参加しました
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事前に事務局
へ御連絡くだ
さい。

事務局より同封
日、納品日をお
知らせします。

納 品 日まで に 
チラシ（340枚）
を納品ください。

全ての商工会
員へ、確実に
お届けします。

枝川主査が最優秀賞受賞！
第 6回経営支援事例発表秋田県大会

6 月11日（金）、秋田県商工会連合会主催「第 6 回経営支援事例発表
秋田県大会」が秋田ホテル ( 秋田市 ) において開催され、本会の枝川主
査が最優秀賞を受賞しました！

大会は商工会での経営支援好事例を共有することで商工会職員の資
質と支援力の向上を図り、これまでの取り組み実績を弾みにしながら「商
工会創生プラン」を更に加速させる事を目的に毎年開催しています。

コロナ禍の影響により昨年度は中止となったため、２年ぶりとなる今年
度はオンラインで開催されました。

枝川主査は、当時国際教養大生だった栗原エミルさん（現 ㈱アウトク
ロップ代表取締役）の創業支援事例を発表し、ドキュメンタリー映像制
作会社として創業を希望する栗原さんに対し、顧客ターゲットの絞り込

み、販路開拓方法の提案、目標設定を含む事業計画策定、事業実施、そして、法人化など 1 年に亘った伴走型支援に
ついて発表しました。

学生から経営者へと成長を果たした栗原さんへの支援内容は、審査員からも「チャレンジャーでレアな事例」「支援
に向けた心の葛藤も垣間見えるなど、ぐっと惹きつけられる発表内容」と高い評価を受けました。

また、河辺雄和商工会では 3 度目の最優秀賞受賞となり、本会の支援レベルの高さを示すことができました。
枝川主査は、10 月 6 日（水）に福島県で行われる東北ブロック大会へ出場し、全国大会を目指します！

㈱アウトクロップへの支援事例を発表する枝川主査

会員限定お薦めサービス会員限定お薦めサービス 商工会員限定「チラシ同封サービス」の商工会員限定「チラシ同封サービス」の33つつののメリットメリット

お申込みから発送完了までの流れお申込みから発送完了までの流れ

01
メリット

02
メリット

03
メリット

	 低コスト	 低コスト
送料不要、宛名書
き・封入作業も一切
不要で手間いらず。

		 高い開封率高い開封率
商工会からの経営

に役立つ情報に同封
するので見てもらえる。

		 高いＰＲ効果高いＰＲ効果
商工会員の仲間の情

報発信に感化され、購
買意欲に直結します。商工会から会員の皆様へ定期的にお届けしている

会報紙など経営に役立つ資料と一緒に、御社の商品
やサービスのチラシなどを同封してみませんか？
「チラシ同封サービス」は、全会員約340 社に、確
実に、低コストでお届けできる商工会員限定のサービ
スです。販売促進や企業ＰＲに是非ご活用ください。

申込み申込み ご連絡ご連絡 チラシ納品チラシ納品 発送完了発送完了

江戸時代に秋田入りした佐竹氏は、
藩の財政強化のため開墾事業を行いま
した。その結果、天保 4 年（1684）に
5796 石だった石高が、130 年後の享保
14 年（1729）には 6508 石になるほど
に河辺全域で田地が拓かれました。
明治維新となり、武士たちは自分で生
計を立てなければならなくなり、河辺で
は「小平岱の開墾」と「大張野の開拓」が
武士たちの手で進められました。
 小平岱の開墾 
秋田藩士小鷹狩某が最初に入植し、そ
の後数人の手に渡り、明治に入り秋田藩
士白土礼助親子が経営、さらにその後荒
川鉱山で成功した盛岡の瀬川安五郎が阿
仁から開拓者を入れ小又川から祖谷峡を
通って用水路を引き開墾しました。

もともとの小平岱はうっそうとした森
林で、大木の根株が大量に掘り出され、
土質が悪く高冷地で稲作には不向きでし
たが、数十年来の土質改良と戦後の農地
改革により稲の成長ぶりは大きく改善し
ました。
 大張野の開拓 
明治維新を機に士族の有志が授産事業

を行う「秋成社」を創設、政府からの資金
で養蚕と機業、開墾に着手しました。明
治 13年、50戸の士族が入植、南北に分
住し、中央には事務所や農学校、牛馬の
厩舎等を置きました。
農学校は本県初の実業学校「私立大張

野農学校」で、西洋の最新式の農業技術
を取り入れた教育が行われ、県下の注目
の的となりました。

明治 14年秋、明治天皇がお立ち寄り
になり、士族が協力し合い自活の道を辿
ろうとする取組を励まされました。
出典：�河辺町発行「河辺町史」（昭和60年10月発行）

河辺の産業の歴史【農業編】第 4号
河辺雄和地域は、雄物川や岩見川などの良質な水源に恵まれ、古くから

「農業」を基幹産業としてきました。今回は、河辺地区の農業について調べ
てみました。

温故知新温故知新
～河辺雄和の歴史調べ隊～

連載

明治天皇行在所跡を示す標柱（手前）と石碑（奥）

「チラシ同封サービス」のご案内
～商工会からの送付物に御社のチラシを便乗しませんか？～

55



会員のご紹介 新会員を紹介します（受付順）

ＪＡＭ
佐藤　健徳 さん
(飲食専門コンサルタント)
秋田市河辺戸島字本町119-1

飲食コンサルタントとして創業しました。
新商品・メニューの開発はお任せください！

(株)アウトクロップ
栗原　栄見 さん
(映像制作・写真撮影)
秋田市雄和椿川方福14-7�2F�

「見えない物語を魅せる」をミッションに秋田市で
映像制作をしています。よろしくお願いします！

瑠璃窯
安藤　るり子 さん
(陶芸家・陶芸教室)
秋田市椿川字舘ノ下70-7

器の制作、展示販売、体験教室をしていま
す。よろしくお願します。

自家製甘酒工房
あまざけらぼ
打矢　智己 さん
(甘酒製造業)
秋田市雄和新波字山崎198
甘酒づくりを通し誰かの役にたてる喜び
を日々感じています。

小笠原　正武 さん
(請負業)
秋田市桜1丁目6-36

事業承継に関するご相談ならお気軽に秋
田県事業承継・引継ぎ支援センターへ

(株)TISTEC東北
佐々木　謙一郎 さん
(電気通信工事業)
秋田市河辺北野田高屋字前田1-1

交通誘導警備などのご用命がありました
ら当社にご相談ください！

農事組合法人 
下黒瀬ファーム
佐藤　肇 さん
(米製造販売)
秋田市雄和下黒瀬字町屋敷153番地
秋田市で経営規模が最も大きな農事組合
法人です。よろしくお願いします。

（株）LIFIX
佐藤　友敏 さん
(事務用機械器具卸売業)
秋田市雄和椿川字奥椿岱194-1

事務機器のご相談は是非弊社まで！
何でもおまかせください！

cafe＆Bar Camellia
三浦　健太郎 さん
(飲食店)
秋田市雄和椿川字奥椿岱194-15

バナフィさん隣のカフェ＆バーです。ノン
アルコールカクテルも充実しています。

「免税事業者だし、軽減税率対象品を扱ってないし…関係ない！」と思っていませんか？
「適格請求書発行事業者」として登録をして「適格請求書等」を発行しないと取引先か
ら除外されてしまう恐れがあります。きちんと制度を理解して早めに対応しましょう。
まずは、インボイス制度について理解しましょう。
インボイス制度の概要については、次のとおりとなります。

● 適格請求書（インボイス）とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額
等を伝えるものです。

　 　具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」「消費税額等」
の記載が追加された書類（請求書・納品書・領収書等）やデータをいいます。 

● インボイス制度とは、
　＜売手側＞ 
　 　売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたと

きは、インボイスを交付しなければなりません（また、交付したインボイスの写しを
保存しておく必要があります）。 

　＜買手側＞ 
　 　買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）であ

る登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。 
国税庁ホームページでは「インボイス制度特設サイト」を設置してイン
ボイス制度の周知を行っておりますので是非ご覧ください。

会員の 6割以上が加入してる

「商工貯蓄共済」「商工貯蓄共済」
会員皆様に馴染み深い商工貯蓄共済。
これまでの「生命保障」「貯蓄」「資金繰

り」に商工会が行う「経営指導」を加えた
4本柱で会員企業のリスクマネジメントの
支援を行います。
また、今年度は県連合会創立 60 周年
を記念して新規加入者向けに抽選で特産
品が当たるキャンペーンが今秋予定され
ております。
未加入の方、増口をご検討の方はぜひ

この機会にご加入ください。

令和5年10月1日から
「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」

が導入されます。

特集　インボイス制度

令和３年 令和３年 春の叙勲受章春の叙勲受章

旭日小綬章（地方自治功労）
齊藤 善悦 氏

マザー食堂savu.
五十嵐　麻美 さん
(食料雑貨店)
秋田市楢山南中町2-40

焼き菓子、無添加調味料、農産加工品、各
種ギフトなどを販売しています。

社会の広い分野における長年の御功績に
より、当会の齊藤会長が受章されました。

長年の御活躍と御功績に敬意を表します。
河辺雄和商工会会員募集
ご紹介ください！
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