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「行政懇談会」を開催

◀新出産業振興部長へ要望書を渡す齊藤会長

◀秋田市の幹部職員と商工会役員が一堂に

コロナ禍の事業者支援や地域経済の活力向上への支援を要望

10 月 15 日（金）
、Villa フローラにて秋田市産業振興部並びに観光文化スポーツ部の幹部職員と商工会役員との「行
政懇談会」を開催しました。
懇談会では、市の最新の商工業振興施策への理解を深めたほか、商工会からは市への要望活動を行いました。

１

市の主な商工業振興施策

新型コロナウイルスの感染拡大を機に大都市の過密さがリスクや弱点として認識されるようになっていることから、秋田市
では当市の豊かな自然環境や農山村資源を強みとして、関係人口の拡大や地域の活性化を図るためにワーケーションなど
を推進する「農山村資源活用基本構想」を策定しました。この構想では、特に河辺地域と雄和地域を含む市内 3 カ所を重
点区域として設定し、今後具体化に向けて進めていく旨の説明がありました。

２

秋田市への要望事項

「新型コロナウイルス感染症」の脅威は依然として続い
ており、事業者は昨年同時期よりも厳しさが増していること
から、今後の感染拡大の状況を見据えながら臨機で素早
い事業者支援の実施などを要望しました。
「秋田市への要望事項」の概要
（１）新 型コロナウイルス感染症に対応し持続的な経営を
後押しする支援の充実
①  感染拡大の状況を踏まえた時機を捉えた「支
援金や協力金等の給付」
② 感染予防設備等の導入に要する費用助成の創設

（２）小規模事業者への支援の充実
事業者の主体的な取組に対する支援策の充実
（３）地域経済の活力向上への支援
① 「芸術の里」を通じた関係人口・交流人口・移
住人口の創出支援
② 首都圏からのテレワーク人口等の受入れ環境の整備
③ 農商工連携の推進への支援
④ 企業誘致（七曲臨空港工業団地）への促進
（４）商工会館の支援機能充実のための支援

商工会は、会員皆様の持続的な経営と地域経済の活性化を願い、今後も積極的に取組んでまいります。今後とも特
段のご理解とご協力のほどをお願いいたします。

C O N T EN TS
P2
P3

「商工会アクションプログラム」

評価結果の公表
「中小企業景況調査」
結果のお知らせ
商工貯蓄共済のご加入は今がチャンス！
補助金を活用しませんか？
商業・サービス業部会及び
工業・建設業部会
「部会総会」
開催
事業計画策定セミナー

Kawabe-Yuwa Societies of Commerce and Industry

河辺雄和商工会の情報紙
〜変化に対応し事業者の発展を伴走型で支援する商工会〜

P4

 9回経営支援事例発表東北ブロック大会
第
「広小路バザール」
に出店
第2回
「商工会親睦ゴルフコンペ」
を開催

P5

青年部・女性部だより
連載 温故知新 第 5 号

P6

会員のご紹介・必ずチェック！最低賃金
従業員が感染した場合の対応について
インボイス制度～第２弾～

発行所

河辺雄和商工会

秋田県秋田市河辺和田字上中野176-3
TEL 018-882-3523 FAX 018-882-3774
URL：http://kawabe-yuwa.com

2

「商工会アクションプログラム」評価結果の公表
商工会では10年先のあるべき姿を具
現化するため、“変化に対応し事業者

の発展を伴走型で支援する商工会”

のスローガンのもと、今後5年間の取
組計画「アクションプログラム」を実施

５つの〔戦略評価〕

Ａ判定：１、
Ｂ判定：４、
Ｃ判定：０

８つの〔施策評価〕

Ａ判定：３、
Ｂ判定：５、
Ｃ判定：０

しています。
この度、令和２年度の事業評価を実
施しましたのでお知らせします。

評価結果の概要
商工会事業に“会員の声を反映させ
る”ことを目的に、外部委員も交えた評

河辺雄和アクションプログラム

１６の〔事業評価〕

Ａ判定：８、
Ｂ判定：８、
Ｃ判定：０

変化に対応し事業者の発展を伴走
型で支援する商工会

価委員会で評価を行いました。
評価委員会での検証の結果、Ｃ判定
が無くなるなどこれまでの取組みを高く
評価いただき「概ね順調に推移してい
る」との判定となりました。

「 中小企 業 景 況 調 査
（2021年 4 ～ 6月期）」結 果 のお 知らせ
～全 国 的には改 善 傾 向 が 顕 著に

今 後も継 続 的な対 策 が必 要 ～

商工会では、全国商工会連合会に協力し管内企業の
景況調査を行っています。
この度、2021 年 4 ～ 6 月期の調査結果が公表されま
したのでお知らせします。

〔調査結果の特徴〕

○ コロナ禍前の水準には戻っていないものの、主要３
ＤＩのいずれも大きく改善しています。
△ 全ての業種で、当期の経営の課題に「需要の停
滞」を挙げています。
△ 世界的な原料高や輸送費の高騰、円安傾向など
を背景に、原材料や仕入単価のコスト面の問題を
挙げる経営者が増加しています。
※ 今後は資金繰り支援以外でも、景況を回復させる
ための継続的な対策が求められます。

商工会は事業者に寄り添って持続的な経営をバック
アップします。

商工貯蓄共済のご加入は

詳しくはこちらからご確認ください。

今がチャンス！

秋田県商工会連合会創立 60 周年を記念して「60 周年ありがとうキャンペーン」を実施中です。
今なら商工貯蓄共済に新規加入または満期継続いただいた全県のご契約者様の中から、抽選
で 160 名様に県内の特産品が当たります。
11 月は満期が多い月となりますが、商工貯蓄共済は満期保険金額を上限に告知なしで保険契
約を更新できる特徴があります。
ぜひこの機会に、補償の見直し等と併せてご継続または新規ご加入をご検討ください。
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補助金を活用しませんか？
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

▶例えば・・・

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 4 回公募締切：12 月 21 日（火）

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 7 回受付締切：令和 4 年 2 月 4 日
（金）

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９回受付締切は未定です。

⃝飲食業→店 舗で提供していた料理をレトルトパックで販売
したい！
⃝小売業→ E
 C サイトを新たに構築し、売上アップを目指したい！
⃝建設業→自社物件を活用したシェアハウス事業を展開したい！
▶例えば・・・

⃝新しい HP を開設して販路を拡大したい！
⃝新聞折込でチラシを配布して新規顧客を増やしたい！
⃝事業所前に看板を設置して認知度を UPしたい！
▶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！

令和３年度商業・サービス業部会及び
工業・建設業部会「部会総会」開催
8 月 6 日（金）
、河辺市民サービスセンターを会場に商業・サービス業部会及
び工業・建設業部会の令和３年度合同部会総会を開催いたしました。
任期満了に伴う役員改選では、商業・サービス業部会長に戸井田喜美雄さ
ん（㈱河辺清掃社）
、工業・建設業部会長に五十嵐龍之介さん（㈲五十嵐板
金工業）が再任されました。
昨年度はコロナ禍により事業等が実施できませんでしたが、本年度は感染の
状況を踏まえながら事業を実施していきます。
また、部会総会終了後には秋田南税務署 個人課税第一部門 安田雅裕 氏
を講師にお迎えし「消費税インボイス制度（適格請求書等保存方式）
について」
をテーマに税務講習会を開催いたしました。

伴走型小規模事業者支援推進事業

事 業 計 画 策 定 セミナー

事業承継コース

１０月１４日
（木）
、商工会館にて
「事業計画策定セミナー（事業
承継コース）
」を開催しました。
講師に㈱小室経営コンサルタ
ント代表取締役 小室秀幸氏を
お迎えし、事業承継の現状や実
態、進め方等の基本的な知識か
ら、事業承継の事例を交えなが
ら事業承継計画の策定演習ま
でを学びました。
セミナーには９名が参加し、参加者からは「事業承
継を見据えた知識習得ができ、受講して良かった。」
「事業承継に必要な準備を理解することができた。」
などの声が寄せられました。

感染対策を徹底して開催

事業計画コースを開催します

商工会では、下記により「事業計画策定セ
ミナー（事業計画コース）
」を開催します。
補助率や補助上限が優遇されている「事業
再構築補助金」の活用方法や、事業計画立案
のポイントなどを紹介するカリキュラムとなっ
ています。
この機会に、ぜひ受講くださいますようご
案内します。
時：１１月２５日（木）13：30 ～ 16：30
場：商工会館
師：ＭＳコンサルティング 代表
中小企業診断士 佐瀬道則氏
申込期限：１１月１８日（木）
	定員２０名に達した場合はその時
点で締切らせていただきます。
日
会
講
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『 広 小 路バザール』に出 店
10 月 17 日（日）
、秋
田市広小路を歩行者天
国にし
「広小路バザール」
が開催され、69 店舗の
県内事業者が物産品や
産直物、キッチンカーに
よる飲食物販売の他、竿
灯妙技等のイベントがありました。当日は、秋風が吹く
肌寒いなかでしたが、久々の野外イベントということも
あり多くの来場者で
賑わいました。
本会からは２事業
者が出店し、感染予
防をしながら秋の楽
しい一日を過ごして
おりました。

第２回「商工会親睦ゴルフコンペ」を開催
秋空の下で、心地よいナイスショット！
商工会が昨年初めて開催し
た「商工会親睦ゴルフコンペ」
。
２回目となる今年は、11
月 3 日（文化の日）に椿台カ
ントリークラブを会場に開催
しました。
青空を背景に笑顔で
このコンペは、会員相互の
前半を終える参加者
親睦と関係団体との連携強
化を図ることを目的としており、多くの商工会員に加え
市議会議員など関係機関からも多数ご参加をいただき
開催することができました。
コンペ当日は、心配された
お天気も機嫌が良かったよう
で、暖かな秋空の下で和やか
な雰囲気の中、総勢７８名２０
組のパーティが心地よいプ
表彰式（主催者挨拶をする
レーを楽しみま
した。
齊藤会長）

第９回経営支援事例発表東北ブロック大会

枝川主査が出場！

10 月 6 日
（水）、
「第 9 回経営支援事例発表東北ブロック大会」が福島県
郡山市
「ホテル華の湯」で開催されました。
本大会は、商工会職員の持つ経営支援ノウハウ・経験の共有化、経営
指導員等のモチベーション向上等を目的に、東北各県の選ばれし代表者
が優れた支援事例を発表するものです。
万全の感染防止対策で２年ぶりに開催された本大会には、秋田県代表と
して本会の枝川大地主査が出場しました。
枝川主査は
「『映像制作で秋田の魅力を伝えたい！』大学生の夢の実現
に向けた創業支援」と題し、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）の創業支援として、大学生への支援に向け
た心の葛藤、何度も諦めない思いなどを交えて、１年に亘った２人３脚の伴
走支援の内容を発表しました。
枝川主査の堂々たるプレゼンテーションと
「大学生への支援」という事
例内容は参加者、審査員、視聴者のみなさんを惹きつけ、
「
『学生の支援』
、
『映像の事業化』という難しくレアな支援内容」と高く評価されたほか、本
会の支援レベルの高さを示すことができました。

緊張感のなかトップバッターを務めました

東北６県の選ばれし発表者
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青年部

全国統一事業「“ 絆 ” 感謝運動」
・経営者スキル習得塾の開催

9 月 9 日 ( 木 )、第１部に全国統一事業「“ 絆 ” 感謝運動」としてクリーンアップを行い、第２
部に「経営者スキル習得塾」を開催しました。
第１部では部員５名が、約 1 時間にわたり JR 和田駅周辺を隅々まで美化することができま
した。第２部では部員６名が、
「ICT 導入・活用の事例」をテーマに様々な補助金の活用事例を
参考に ICT の有用性について理解を深めました。
今後も地域に貢献する青年部として活動するとともに、次世代を担う若手経営者・後継者
である青年部員が、地域環境の変化に対応し、自身のスキルアップや経営者としての資質向
上に努めて参ります。

商工会青年部地域応援物産展

～ impulse マルシェ 2021 ～

10月24日(日)、
道の駅
「岩城」
ふれあい広場にて
「地域応援物産展～impulseマルシェ2021
～」
が開催されました。
この事業は、
コロナ禍による観光客の減少で大きな影響を受けた地域特産品の販路拡大を応援
することを目的とし、
全県の青年部が推奨する特産品を集めた
「オール秋田」
のミニ物産展です。
本青年部からは、
(農)河辺農産加工組合のポークステーキ味噌、
バリコロ、
㈲河辺ドライブイ
ンの河ドラホルモン、
㈲田口商店の新米あきた小町を販売し、
すべて完売。当日は秋晴れの中、
大勢のお客様にご来場いただきました。

女性部

秋の全国交通安全運動の合同街頭指導に参加しました

9 月 23 日（秋分の日）
、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、
「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に参加しました。
例年は、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
お配りしておりますが、今年は新型コロナウイルス感染症対策のため、
「交通安全」
「シー
トベルト着用」などののぼり旗等を掲出しながら安全運転を呼びかけました。
今回ドライバーの皆さんに配布することができなかった「手作りのお守り」は、商工会で
お買い求めいただけます。購入を希望される方はご連絡ください。

連載

温故知新
〜河辺雄和の歴史調べ隊〜

明治初頃まで

鮭漁が盛んで、藩政当時には亀田藩
の名物として幕府にも献上するほどで
した。
明治10年代まで

鉱業が発達するにつれて、河川の汚
濁により漁獲量は漸減し始めました。
大正11年

県営の岩見川孵化場が設置され稚魚
の放流も行われるようになり、本田橋
から下流の芝野橋までの区間では鮒狩
で秋田市などからも多数の釣り人で賑
わいました。しかし、その後の河川改修

第５号 雄和の産業の歴史【漁業編】
雄物川は、古くから上流の穀倉地帯と土崎港や船川港を結ぶ重要な舟運のルートで、雄
和地域には河港があり、その周辺には旅館や食堂なども立ち並び、冬の木材の運搬時には
数百メートルにもおよぶほどに栄えていました。
また、雄和地域を流れる雄物川や岩見川では、昔から鮭、鱒、鯉、八ツ目、ウグイ等の
ほか、岩見川では鮎も獲れていたことから、今号では雄物川を主とした「雄和の漁業」に
ついて調べてみました。

によって孵化場は閉鎖され、賑わった
釣り客も昔物語となってしまいました。
大正末期から昭和の初期

向野に鮭の孵化場を設置する構想が
持ち上がりましたが、実現には至らな
かったようです。

かに八ツ目やウグイ、まれに鮭も獲れ
ていたようですが、その量は趣味的な
程度だったようです。

出典：雄和町発行「雄和町史」
（昭和 51 年 6 月発行）

昭和48年

女米木の高尾山麓の自然冷水資源を
活用した漁業生産を目的に、女米木冷水
魚漁業生産組合が設立され、養魚池と孵
化場、調整水槽等が設置されました。
昭和50年代

雄物川の中流部から下流部で、わず

高尾山から大正寺方面を望む
「雄物川」
出所：東北地方整備局ホームページ
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会員のご紹介
㈱クローバー企画
大宮 伸行 さん

（コインランドリー）
秋田市雄和相川字銅屋222

コインランドリー事業しております。
地域一番店目指して頑張ります。

新会員を紹介します（受付順／R3.8.25理事会承認分まで）
㈱創進
田賀 俊之介

(農)はたやファーム
足利 昭 さん

さん

（板金工事業）
秋田市新屋町田尻沢131-9

（米野菜生産販売業）
秋田市河辺畑谷字大又294

金属・外壁・溶接・エクステリア工事を手がけ
ております。安心・安全・快適な建物をつくります！

令和2年に設立した河辺畑谷地区の農事
組合法人です。よろしくお願いします。

新しく代表になられた方を紹介します

自然農園
加藤 勝行

さん

（農産物加工販売業）
秋田市上新城中字袖ケ沢67-1

季節の野菜や野菜を使った加工食品を販売して
います。ぜひ自然農園の味をご賞味ください。

KTEC㈱
笠原 由雄

さん

（鉄道信号工事業）
秋田市南通宮田6番7号

鉄道信号工事を行っています。輸送業
務に興味のある方は是非ご相談下さい。

事業者の皆さまへお知らせ

〜従業員が感染した場合の対応について〜
事業所において感染者や濃厚接触者が発生した場合、保健所等の
指示を受けたうえで対応することが原則となります。
従業員から感染の報告を受けた時点で、管轄の保健所に連絡し指示
を受けるようにしましょう。保健所業務のひっ迫により、保健所からの指
示に時間がかかる
（または指示が得られない）場合も予想されるので、
保健所からの指示がなくとも速やかな初動対応ができるよう、あらかじ
め手順を定めておくことが望ましいでしょう。

河辺雄和商工会
会員募集
ご紹介ください！

必ずチェック！最低賃金

~１０月１日から最低賃金が変わりました~
時間額

秋田県最低賃金は、臨時、パート、ア
ルバイト等、県内のすべての労働者に
適用され、労使合意の上で
あったとしても、最低賃金額
以上の賃金を支払わないことは
最低賃金法違反となります。
詳しくは秋田労働局賃金室また
は最寄りの労働基準監督署まで！

８２２円

（１）
保健所との連携
・保健所との連絡対応者となる担当者をあらかじめ決めておきましょう。
・フロアや作業場の見取り図、職場内外における接触者の情報を
準備しておきましょう。
（感染者の発症前2日からの、会議同席者、
ランチや会食などを
共にした者、
電車や車などに長時間同乗した者及びその際の
着席位置やマスク着用状況など）

（２）
療養の開始
・感染した従業員は、保健所および医療機関の指示に従い療養を
開始させてください。
・無症状病原体保有者や軽症の場合は、入院ではなく宿泊療養も
しくは自宅療養が指示されます。
・宿泊療養が選択できる場合は、宿泊療養を推奨することを従業
員に周知しておくことが望ましいでしょう。

（３）
感染した従業員の職場復帰
・感染症法第18条に基づく就業制限の解除については、
「発症日
から10日間を経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合」は、
就業制限を解除してよいとされています。新型コロナウイルス
感染症に罹患した従業員の職場復帰は下表の基準を参考にして
ください。
【感染した従業員の職場復帰の目安】
診察医や保健所の指示に従い職場復帰させる。
ただし次の条件をいずれも満たす状態で職場復帰させる。
・発症後
（ないし診断確定後）
に少なくとも10日が経過している。
・解熱後に少なくとも72時間が経過しており
（a）
、発熱以外の症
状が改善傾向である
（b）
。
（a）
解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤を服用していない
（b）
咳・倦怠感・呼吸苦などの症状（ただし味覚・嗅覚障害に
ついては遷延することがある）
出典：職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド第5版
（一
般社団法人 日本渡航医学会、公益社団法人 日本産業衛生学
会）
より一部抜粋

「適格請求書等保存方式
（インボイス制度）」
～第２弾～

適格請求書発行事業者の登録手続きについて
令和3年10月1日より適格請求書発行事業者の登録
申請の受付が開始されました。
今回は「適格請求書発行事業者の登録手続き」につい
て理解しましょう。
申請期間

令和3年10月1日～令和5年3月31日まで

申請書類 「適格請求書発行事業者の登録申請書」
申請方法

紙提出、e-Tax利用

・法人は
「Ｔ＋法人番号
（13桁）
」
「Ｔ＋数字
（13桁）
」
登録番号 ・それ以外の事業者は
（申請後に通知） ※令 和3年11月1日より国税庁ＨＰにて
検索及び閲覧可能
※通常、免税事業者が課税事業者になる場合は、
「消費税課
税事業者選択届出書」
を提出する必要がありますが、経過
措置として令和5年10月1日の属する課税期間中に登録
を受ける場合、選択届出書の提出は不要です。

国税庁ＨＰ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ぜひご覧
ください。
特集 インボイス制度

