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第２期 河辺雄和商工会アクションプログラムの概要（実施期間：令和４年度～８年度）
＜アクションプログラムの推進に当たっての基本方針＞
（１）基礎的な経営支援から提案型の経営支援まで「高品質の支援サービス」の提供
（２）地域の経営資源に焦点を当てた「地域経済の活性化」の推進
（３）事業面のみならず将来を見据えた「組織・財政面」へもしっかり向き合う
（４）不足する経営資源は地域内外からの「連携」により調達・補完し課題解決
（５）“次に繋がる振り返り”“成果の見える化”“商工会の存在感の発信”をセットで徹底
革新的な経営戦略に踏み込んだ支援の推進

共通戦略１
個
社
支
援

施策２

きめ細かな基礎的経営支援を基盤とした経営発達支援への展開
取組１ 解決提案・実行支援型巡回の徹底
取組２ 財務分析に基づく経営支援の強化

新たな可能性を切り拓く多様な連携の推進

多
様
な
連
携

施策３

ネットワーク強化による販路拡大と創業支援の推進
取組１ 販路拡大に挑戦する企業への支援
取組２ 移住者及び若者等の起業しやすい環境整備

施策４

地域の強みを活かした「秋田市農山村資源活用基本構想」の具現化
取組１ 農山村資源活用基本構想への積極関与による着実な事業推進
取組２ 「芸術の里かわべゆうわ」プロジェクトとの連携による事業推進

成果を創出し続ける組織・運営体制の構築

共通戦略３
組
織
運
営
強
化

施策５

会員の、会員による、会員のための商工会づくりの更なる推進
取組１ 主体的に「加入したい」と思える商工会に役職員挙げて加入促進
取組２ 役員による商工会活動への積極的な関与を強化
取組３ 部会活動、青年部・女性部活動の主体的活動の強化

施策６

いかなる状況でも商工会運営に懸念を生じない強靭な財務体質の構築
取組１ 収益事業の推進強化
取組２ 繰入引当金の計画的な積立て

河辺雄和商工会独自戦略

全県商工会共通戦略

企業の挑戦、経営発達を支え続ける戦略的支援の推進
取組１ 経営発達支援事業の進捗管理
取組２ 挑戦する企業の革新的な取組の促進

共通戦略２

「芸術の里かわべゆうわ」プロジェクト
の理念の実現

独自戦略１

施策１

交
流
人
口
の
拡
大

基
幹
産
業
の
強
化

施策７

アートの魅力を活用した交流人口の拡大への取組
取組１ 芸術の里かわべゆうわ「アートの魅力発信事業」(情報発信)
取組２ 芸術家のアトリエを観光資源として活用するための「環境整備」の充実

施策８

芸術家や事業者などの誘致を目指す移住促進
取組１ 空き家・空き店舗情報の発掘の仕組み化による情報収集と
データベースの最適化
取組２ 空き家・空き店舗情報の発信
取組３ 秋田公立美術大生や国際教養大生への創業啓発と創業支援

独自戦略２

地域の基幹産業を担う
農業関連事業者への充実した支援 (農商工連携)

農業関連事業者の持続的発展を促すための新たな組織づくりの促進
施策９

施策10

取組１ 「農商工連携研究会(仮称)」の創設計画の策定
取組２ 農業関連事業者への育成支援

1次産業(農業者等)と既存事業者とのマッチング支援による
ビジネスチャンス拡大
取組１ 地域特性を活かした産業間連携(農商工連携等)への意識醸成促進
取組２ 農商工連携などへの計画策定から実施支援

5年後の商工会の「目指す姿」と推進スローガン
＜商工会が目指す姿＞
『自然と芸術が溢れる地域の未来を灯す河辺雄和商工会』
＜推進スローガン＞
『行きます。聴きます。提案します。

活きます。効きます。伴走します。』

地域経済の活性化
持続的・戦略的な経営の実現

共通
戦略１

交流人口の拡大

共通 販路拡大や新事業を
創出する連携
戦略２

独自
戦略１

・高品質な巡回指導
・基礎的な経営支援(金融・労務・経理・税務)

・販路拡大への挑戦を支援
・創業を後押しする環境整備と支援

・財務分析に基づく経営支援

・農山村資源活用構想の実現

・アートの街の魅力発信
・アンテナ店舗の拡充・作品展示会の企画
・「芸術の文化ロード(仮称)」の整備
・空き家・空き店舗の発掘と情報発信
・美大生・教養大生への創業啓発と支援

高品質な支援サービスの提供

・挑戦する企業への支援

共通
戦略３

芸術の里かわべゆうわ
の“見える化”

独自
戦略２

基幹産業(農業関連事業者)
への支援(農商工連携)

・農商工連携に向けた課題研究
・１次産品生産者等の商工業者への育成
・農商工連携への意識醸成・計画策定実行支援

商工会自身の経営基盤強化

・会員加入促進 ・役員会の機能強化 ・部会、青年部・女性部のための主体的活動強化
・収益事業の推進、自主財源確保
・組織運営安定のための繰入引当金の確立
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会員 のご紹介
新会員を紹介します！

㈱東風牧場
佐藤 拓史 さん

イシカワサービス
石川 尚樹 さん

(畜産サービス業)

（事務機器販売）

秋田市御野場四丁目6-3

秋田市河辺戸島字七曲石坂台239

黒毛和牛の牧場を経営しています。草食系 パソコン・ビジネスフォン・複合機事務機器
ですがよろしくお願いします。

の販売を行っています。

(行政書士)

㈱SG HOPE
曽我 雅也 さん

(飲食業)

㈱やま咲き農園
池田 新一 さん

秋田市川尻みよし町10-9-2

秋田市中通2丁目7-6 緑屋ビル

秋田市雄和田草川字山崎39

（受付順／ R4.6.28 理事会承認分まで）

行政書士上草事務所
上草 義樹 さん

(農畜産物の生産販売)

創業融資、補助金申請、建設業許可、CCUS 秋田駅前で居酒屋（さかなや道場）を経営し 令和4年に設立した雄和田草川地区の法人
代行がメインです。

ています。皆様のご来店お待ちしています。 です。よろしくお願いします。

Evol ﬁve
石塚 茂樹

アズマ産業
鈴木 東雄 さん

JSCOMPASS
長村 純子 さん

秋田市雄和新波字樋口48-5-2

秋田市雄和椿川字地張山69番地

さん

(食品製造業)

(造花製造業)

秋田市河辺三内字繋沢下段56

(コーディネート業)

岩見の天狗味噌を中心に食品製造販売を行っ 雄和で造花製造業を営んでいます。ご指導

架け橋になれるよう商工会記念すべき日に

ています。贈答用に是非ご利用ください！

のほどお願い申し上げます。

起業、海外との事業をコーディネートします。

美容整体 骨格美line
田中 由美子 さん

Beanʼs Dog
菅生 まどか さん

Dogsalon-mandi
石田 友美子 さん

秋田市御所野堤台１丁目6-33

秋田市御所野地蔵田5-10-4

秋田市山手台2-9-16

(整体業)

(トリミング)

(トリミング)

骨格矯正によるスタイルアップ、不調改善が 1頭1頭入れ替え制のプライベートサロン 少しでも飼い主さんや愛犬ちゃんの役に
得られる最善な施術に努めます。

です ！

立てるお店づくりを心掛けています ！

！

事前予告

今年度も「Let

s Go 地元でお買い物キャンペーン」を実施します。

加盟店でお買い物いただいたお客様に商品券を進呈し、河辺雄和地域での消費購買活動の活発化を目指します。
後日、加盟店募集開始します。皆様、奮ってお申込みいただきますよう宜しくお願いいたします。

連載

温故知新
～河辺雄和の歴史調べ隊～

第７号 雄和の産業の歴史【林業編】
雄和地区には一万余町歩におよぶ豊富な林野がありましたが、戊辰の役で民家が兵火
の災いを被り、住宅の再建用材として多量の樹木が伐採されました。
また、雄物川の舟便が運航されるようになると、木材、薪炭材が多量に伐採され秋田
市に供給されるようになりました。
更に戦時中は、造船用材として杉の大樹が伐採されるようになり、また代用燃料とし
て松木が倒されたほか、自動車燃料用としての製炭材が濫伐された結果、至るところで
山々が坊主山になり、自村で消費する薪炭材にさえ困るような状況になりました。
森林資源を維持するため、国や県、村営のみならず各集落でも造林を行っていたほか、
個人の植林も奨励するなど、雄和地域の林業は農業につぐ主産業でしたが、過伐による
資源不足で生産額は年々減少し、一方で電気やガス、灯油の普及もあり燃料としての木
材需要は低下していきました。
旧雄和町では、公有林・私有林の造林や植林を推進したほか、トラックによる林産物
の搬出が可能となるよう林道の建設を進め、山奥からでも搬出を容易にしました。

現在の林業専用道
（雄和萱ヶ沢 平山沢線）

出典：雄和町発行「雄和町史」（昭和 51 年 6 月発行）
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イチオシッ
今回紹介するのは、新鮮な野菜や果物を販売している「は
なまる青果」です！
最近は、タルトやゼリーなど女心をくすぐるスイーツも
販売し毎日たくさんのお客さんで賑わっています。そして、
はなまる名物の「生フルーツ かき氷」は今が旬！メニュー
は、パイン、メロン、いちごミルクの３種類があり、７月
９日からは「もも」が仲間入りしました！たっぷりの果物
を使ったかき氷は、シェアしても良し！独り占めしても良
し！ぜひ、ご賞味ください!!
し！ぜひ、ご賞味ください
＜お店情報＞
はなまる青果
代表

はなまる名物！
フルーツ盛り盛りかき氷！

二木勇貴 さん

秋田市雄和椿川
字長者屋敷1-1

8：00 ～ 18：30
（かき氷は11:00 ～17:00）
定休日：水曜日

商工会からお知らせ

職員のつぶやき
今回の会報は夏発行！夏といえば皆さんは何を思い浮かべ

① Instagramはじめました

ますか？？かき氷や海、花火など楽しいことがたくさんあり

河辺雄和のおいしいお店…

ますね！私は、夏といえば迷いなく甲子園！と答えるくらい

河辺雄和のおすすめスポット…

高校野球が大好きです！中学3年生の夏に「野球」に魅了さ

最新情報を発信中！

れました。（これといったきっかけは思い出せません…。）そ
こからは受験勉強よりも野球のルールを勉強したり、甲子園
の過去動画をたくさん観たりしていました😅😅
高校は野球の強豪校である「秋田商業高校」に入学。チアリー
ディング同好会に入会し、甲子園にまで応援に行きました！
高校を卒業してからも私の高校野球愛は冷めることなく、
甲子園に出場した全国各地の強豪校同士の戦いがある時には、
甲子園球場で観戦していました！ここ最近は、新型コロナウ
イルス感染症の影響で甲子園球場には行けていませんが、収
束したらまず1番に甲子園球場に行きたいと考えています☺
今年の秋田県代表校はどこになるのか…。波乱の予感がし
ます…。この会報が会員皆様のお手元に届いているころには、
代表校が決定していますね☆彡
今年の夏も楽しみです野球　　　　　　　　　　 （C・K

職員紹介

me!
w
o
l
l
Fo

② 商工会クラウド

商工会の新しい記帳システムがスタートします！

「商工会クラウド会計「ＭＡ１」の特徴」
① 誰でもかんたん操作
② 法令改正があってもあんしん
③ 会計や簿記に詳しくなくても
かんたん
④ ミス無く集計し、元帳などが
すばやく確認
詳しくは商工会へ！

～７月１日から
新しい職員が仲間入りしました！～

氏 名
生年月日
出身地
趣 味
好きなスポーツ
好きな食べ物
学生時代の部活

たかやなぎ

河辺雄和商工会

＠kawabeyuwa_shokokai

きわこ

高柳 季和子
５月 19 日
羽後町
旅行、スポーツ観戦
野球
甘い物全般
色々やってました！

秋田市に来て数か月ですが、早くこの土地に慣れることが出来る
よう頑張ります。短い期間とはなりますが、宜しくお願い致します。

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

