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２０１９年度事業計画

１．市民を巻き込んだ地域活性化事業の企画支援
２．社会変化に対応した経営支援による会員企業の発展
３．「大仙市花火産業構想第２期」推進による地域経済の活性化

中小企業相談所の取り組み
◆経営改善普及事業による支援
◯外国人労働力導入に対する取り組み
◯電子決済導入促進に関する支援
◯消費税増税、軽減税率への対応
◯事業承継に関する取り組みと支援
◆会員企業の情報発信と経営発達支援事業による
販路拡大
◯商談会・物産展への参加、試食販売会の開催
花火振興事業部の取り組み
◆花火産業構想第２期の推進
◯通年観光を目指した「四季の花火」等の
開催・販売促進事業の推進
◯国際花火競技大会開催を見据えた事業計画
◯花火製造システムの開発支援

◆提言活動の具体化による地域活性化
◯中小企業対策、地域経済活性化策に関する提言
◯更なるまちづくり促進に関する提言
◆中心市街地活性化施設の活用や賑わいづくり支援
◆株式会社ＴＭＯ大曲を活用した地域活性化支援
◆各地域活性化の推進
◯内小友地区地域資源の掘起し
◯㈱はなびタウン・リノベーション、㈱角間川
など「民間によるまちづくり」への支援
◆大曲の花火「四季の花火」の展開
◯第93回全国花火競技大会（８月31日開催）の
安全安心な観覧環境の整備
・有料観覧席レイアウトの一部変更
・会場出入口の変更
・出店の再配置
◯大曲の花火−春の章−「世界の花火 日本の花火」 ５／ 11 開催
◯大曲の花火−秋の章−
10 ／ 12 開催
◯大曲の花火−冬の章−「新作花火コレクション2020」 ３／ 21 開催
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通常議員総会講演会
講師：経済産業省 中小企業庁 長官官房 総務課長

茂木

正

氏

講演会の講師 茂木 正様は、全国花火競技大会の審査委員を４年間務めていただいた花火のご縁があ
り講演が実現いたしました。
講演会では、
「高齢化・人手不足時代の中小企業政策」についてと題し、各種補助金等について大変わか
りやすく説明していただきました。
（以下、講演内容の一部をご紹介します。）

中小企業・小規模事業者の３つの大きな構造変化による課題
１．経営者の高齢化 従業員も高齢化し、世代交代が進んでいない。
２．人出不足 生産性向上に繋がる前向きな投資の必要。
３．人口減少による弱い内需と過疎化 日本全地域で人口減少の見通し。
↓
課題解決の対策・支援
中小企業予算・税制のポイント
①事業承継・再編・統合等による新陳代謝の促進
●「個人事業者」向け事業承継税制の創設（法人向けは創設済）
・中小企業の事業承継を後押しする税制措置の完成
②生産性向上・人出不足対策
●ものづくり・商業・サービス補助金
・設備投資・販路開拓・ＩＴ導入を一体的に支援
中小企業
●持続化補助金
生産性革命
・生産性向上や販路開拓に取り組む費用の支援
推進事業
●ＩＴ導入補助金
・新規顧客獲得（売上げ向上）に資するＩＴツールの導入支援
③経営の下支え、事務環境の整備
●「レジ・システム補助金（軽減税率対策補助金）」支援
・複数税率対応レジの導入、受発注システムの改修補助率引き上げ

（当日の資料を希望の方は総務課へご連絡ください。）

本部事業部
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建設コンサルタント・補償コンサルタント・一級建築士事務所

株式会社 都市整備
大曲環境事業所
大仙市大曲飯田町19番9号
TEL.０１８７-６２-２３１９
FAX.０１８７-６２-２３９１

計
61,610,100
51,327,000
19,546,000
4,685,200
11,603,000
29,622,000
102,000,100
280,393,400

花火振興事業部

2019年度 一般会計・特別会計収支予算 総括表

自 2019年4月1日

会

計

名

花 火 振 興 事 業

合

計

至 2020年3月31日 （単位：円）

計
特別会計

804,720,000

1,085,113,400

© 光プロダクション

商工会議所と連携して資金調達をお手伝い

商工団体
推薦保証
詳しくは商工会議所または保証協会へ
信用保証と経営支援で秋田の企業を応援します

大曲支所 ℡ 0187-63-1811
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ものづくり・商業・サービス
生産性向上促進補助金のご案内
中小企業・小規模事業者等が生産性向上のために行う革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの
改善のための設備投資等の一部が支援されます。

対

象

要

件

認定支援機関の全面バックアップを受けて、次の要件のいずれかに取り組むものが対象となります。

■「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創
出・サービス提供プロセスの改善で、３〜 5年で「付加価値額」年率３％及び「経常利益」年率１％の向上を
達成できる計画であること。

■「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロ

セスの改善で、３〜５年で「付加価値額」年率３％及び「経常利益」年率１％の向上を達成できる計画であ
ること。

事

業

詳

細

■一 般 型：革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等
（補助額：100万円〜 1,000万円、補助率1/2以内又は2/3以内）

■小規模型：小規模な額で行う革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善
（補助額：100万円〜 500万円、補助率1/2以内又は2/3以内）

応募申請書提出先
全国中小企業団体中央会
〒010-0923

公

募

秋田地域事務局

秋田県秋田市旭北錦町1-47

期

秋田県商工会館６階

TEL.018-874-9443

間

令和元年５月８日（水）まで（当日消印有効）

令和元年６月中を目処に採択公表が行われます。また、第２次公募が行われる予定ですが、開始時期・実施

内容は未定です。

※申請をお考えの方は、まずは大曲商工会議所 中小企業相談所へご一報ください。

公募要領・申請書式等は下記ＷＥＢサイトをご覧ください。
https:/www.chuokai-akita.orjp/monozukuri/h30̲koubo1st̲souki/
文具・ＯＡ機器・スチール家具
株式会社

株式会社 小松煙火工業

本社★〒014-0073 秋田県大仙市内小友字宮林6
TEL.0187・68・2625／FAX.68・4193
工場★〒014-0073 秋田県大仙市内小友字中田宮東345
TEL.0187・68・2161
E-mail：kfw1885pyro@lily.ocn.ne.jp

本

ビジネス秋田

社 〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町3-11
TEL
（0187）
63-0765㈹・FAX
（0187）
63-0764

秋田支店 〒010-1431 秋田市仁井田二ツ屋一丁目11-41斉勇ビル2F
美郷支店 〒019-1404 秋田県仙北郡美郷町六郷字荒町20-1
仙北支店 〒014-0326 秋田県仙北市角館町山根6
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新入社員合同入社式・教育講座

30事業所から57名が新社会人としてスタート！
大曲商工会議所と大仙市商工会、大曲仙北雇用開
発協会主催の合同入社式を３月19日、大曲地域職業
訓練センターで開催しました。今年は、30事業所から
57名が参加し社会人としての新たな第一歩を踏みだ
しました。
大曲商工会議所の齋藤靖副会頭から「向上心を
持って、
少しずつでも自分が伸びる努力をし、
会社の
戦力になって利益を生み出す人になってもらいたい。
地元の会社を選んでくれた皆さんに感謝し、この地
域を一緒に盛り上げていきましょう」とあいさつが
ありました。
大仙市商工会の平瀬孝志会長からは「仕事には困
難や壁があるが、最後までやりとげようとする強い
意志が必要であり、
その先に感動と喜びがある。
地域
のために頑張ってもらいたい」とあいさつがありま
した。
続いて大仙市の佐藤芳彦副市長と、大曲公共職業
安定所の大野司所長からお祝いの言葉をいただきま
した。
田口塗装工業株式会社の髙橋拓海さんが代表して
記念品を受領し、株式会社協和土建の佐々木祐輝さ
んが
「支えてくれた人に感謝の気持ちを忘れず、
誠心
誠意努力します」
と誓いの言葉を述べました。

入社式後、19日・20日の２日間、新入社員研修が開
催され社会人としての心構えや電話応対など、仕事
に不可欠なビジネスマナーについて学びました。
参加者の感想文を一部掲載

青 柳 愛 翔
仕事は、
最初はうまくいかなくても何事も、
最後まで
やりとげ次からは同じ失敗をしないようになりたい。
生活面でも、普段の生活が仕事の時に出てしまう
と思うので、今までなまけていた所も直していきた
いと思う。
これからは自分が不得意な事もやらなければいけ
ない時が来ると思うので、そんな時もあきらめず最
後までやりきるように頑張りたい。
■ 株式会社 自然科学調査事務所

長 澤 勇 人
新入社員として先輩がたの背中を追いながら、１
つ１つの小さなことでも自分から積極的にこなし、
少しでも早く会社に貢献できるようにしたいです。
生活面でも、あまり親をたよらず自分から積極的
に行動できたらよいと思っているので、そのために
は細かいことにも気をくばることを意識していきた
いと思いました。
■ 株式会社 建匠

松 井 悠 悟
学校で生活していた時よりも１日が長くなり１つ
１つの行動に対する責任も大きくなると思います。
新入社員として、明るく元気に毎日を過ごしていき
たいと思います。
また、分からないことなどは、そのままにせずに積
極的に質問して1日でも早く仕事を覚えられるよう
にしたいです。
■ 株式会社 タニタ秋田

秋田県大仙市若竹町二六番一九号
八重寿銘醸株式会社
お酒は二十歳になってから

秋田県知事許可（般―27）第10905号

1,272

（内消費税94円）
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― 春の章 ―「世界の花火 日本の花火」

春の章では、世界を舞台に活躍する海外の花火業者・ルジェリ社（フランス）を招待し、なかなか観る
機会のない「世界の花火」と、日本のものづくりの精神がいかんなく発揮された観る人全ての感情を
揺さぶる独創的でエキサイティングな最先端の「日本の花火」を、この機会に是非ご覧ください。

大仙市大曲雄物川河畔（「大曲の花火」公園）

「世界の花火 日本の花火」（打上発数約8,000発）
［第１］オープニング花火
［第２］世界の花火
［第３］日本の花火
［第４］大玉割物競演
［第５］フィナーレ花火

パイプイス席前売券発売中
4月26日（金）まで、1人3,000円

︵税込︶

午後7時〜8時20分

※チケット残が
ある場合、当日入
場口で販売しま
チケットぴあ
Pコード：641-347 すが、別途入場料
（1,000円）が必
イープラス http://eplus.jp/oomagari-haru/ 要となります。

ローソンチケット Lコード：22377

■観覧会場
（有料自由観覧エリア）
に入場の際、
入場料
（1,000円 税込）
が必要となります。

※花火内容は企画の都合により変更となる場合があります。

※小学生未満のお子様は不要です。
※入場料は、会場整備などに活用
させていただきます。

★大曲商工会議所花火振興事業部窓口では５月10日（金）16時まで発売中！★
『世界の花火 日本の花火』をご家族、お友だちおそろいで満喫してください。

8月31日（土）開催

第93回全国花火競技大会

一般有料観覧席

販売のお知らせ

全国花火競技大会の一般有料観覧席（桟敷席）券の販売方法はインターネット受付、大曲商工会議所
会館での直接販売の２通りとなります。

Ｅ席 定員/6人

1マス/24,000円※

コンパネ敷き畳2枚分・パイプ組
（1.8ｍ×1.8ｍ）

Ａ席 定員/6人
Ｃ席 定員/5人

1マス/23,000円

コンパネ敷き畳2枚分（1.8ｍ×1.8ｍ）

1マス/15,000円

イス席 定員/1人

堤防斜面の席（2ｍ×2ｍ）

1席/3,000円
パイプイス１脚

（価格はすべて税込です）

◎詳しくは、５月号でお知らせいたします。

※Ａ席６列のうち、後列２列につきましては、パイプ組
みとなるため1,000円アップの24,000円（Ｅ席）と
なります。大曲商工会議所会員、大会関係者専用の抽
選席となり、１事業所３マスまで申込できます。

〈注意〉
インターネットオークションへ出品する
等の転売を試みる行為、転売を前提に購入する
行為は禁止しております。

◆申し込み期間：6月3日
（月）
〜7日
（金）
◆

申し込み期間終了後、変更はできませんので、
あらかじめご了承ください。すべて買い取りと
なります。

問合せ／大曲商工会議所花火振興事業部 TEL.0187-88-8073

〈技術と信頼〉
総合建設業・鋼構造物工事業
設 計・施 工

興栄建設株式会社
代表取締役

齋 藤

靖

本社・工場 大仙市大曲西根字西道地野502番地2
TEL0187（68）2288 FAX0187（68）4488

田中電気工業株式会社
代表取締役

田中 拓美

秋田県大仙市若竹町23−70
ＴＥＬ（0187）63−2233
ＦＡＸ（0187）63−2236
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希望職種

1 ・ケアマネージャー

資格等
・介護支援専門員
・介護福祉士
・中型8t限定

ハローワーク大曲
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［７］

求職者情報

平成31年4月1日発行
住

職歴・経験等

所

希望月収

（パートの場合は時給）

・介護員：ショートスティ利用者への日常生活介助。
・介護員：デイサービス利用者への日常生活援助。

・3年8カ月
・1年

大仙市

１８万円

2 ・介護支援専門員

・介護支援専門員
・准看護師
・中型8t限定

・看護師：デイサービスでの看護師業務。
・看護師：医院の外来看護補助業務。
・看護師：総合病院の外来補助業務。

・3年3カ月
・13年7カ月
・1年

大仙市

１８万円

3 ・栄養士

・管理栄養士
・中型8t限定

・管理栄養士：施設での管理栄養士業務。

・8年11カ月

大仙市

２３万円

鍼灸師
4 ・
・マッサージ師

・はり師
・きゅう師
・ヘルパー 2級
・社会福祉主事

・介護職員：デイサービスでの運動支援・補助。機能訓練指導員。

・4年7カ月

大仙市

１４万円

5 ・自動車整備

・5t限定準中型
・2級自動車整備士
・中古車査定士

・自動車整備士：大手自動車ディーラーでのサービスエンジニア。
・調理：学生時代のバイト。フードコートでちゃんぽんの調理。

・1年
・2年

美郷町

１７万円

※資格等は普免以外の資格を掲載し職歴は最新のものから掲載しています。
★求職者情報に関するお問い合わせは、ハローワーク大曲・紹介部門
※求職活動中であることから、
確認時点で既に就職が決まっている場合もありますので、
ご容赦願います。
担当：保坂まで（☎0187−63−0335）

アクサ生命保険株式会社
秋田支社 横手営業所
〒013-0021 横手市大町7-18
TEL 0182-33-0702

横手商工会議所会館4F

給排水・衛生・冷暖房・空調設備

ＡＬＳＯＫ秋田株式会社
本
社 ： 秋田市卸町四丁目９番２号
TEL ０１８-８８８-２３００ FAX ０１８-８８８-１１１０
大仙支社 ： 大仙市下深井字新百年１５４番４号
TEL ０１８７-６３-８１９９ FAX ０１８7-６３-８３３９
受付時間 ： 平日 ０９：００～１７：４５

代表取締役

遠田 博士

秋田県大仙市大曲須和町1丁目3番58号
ＴＥＬ 0187−63−0399番㈹
ＦＡＸ 0187−63−3375番

商工会議所 News

［８］

日時

４月

打ち上げ
予 定 数

第258号

４〜５月の行事予定

５月の花火のお知らせ

5/11（土）

おおまがり

約8,000発

会場

時間

23日（火）総務財政委員会

行事

会議室

12：00

24日（水）事業推進委員会

会議室

12：00

会議室

10：00

26日（金）常議員会

５月

OMAGARI HANABI

1日（水）改元の日記念雷打上げ

各支所8カ所 12：00

11日（土）大曲の花火〜春の章〜

大曲の花火公園 19：00
会議室

10：00

大曲ヒカリオイベント広場
大曲商工会議所

10：00

21日（火）㈱はなびタウン・リノベーション総会
26日（日）第２回商工会議所まつり

13：30

29日（水）常議員会

― 春の章 ―

通常議員 総会

大曲エンパイヤ
ホテル

講演会

今年も海外の花火が大曲にやってくる!!
国内ではなかなか観ることのできない
「世界の花火」を楽しんでもらうと共に、
ものづくりの精神がいかんなく発揮された
「日本の花火」をご覧いただけます。

15：00
16：30
17：30

懇親会

第61回大曲商工会議所
野球大会について

場所：
「大曲の花火」公園 大仙市大曲雄物川河畔
主催：
「大曲の花火」実行委員会
お問い合わせ：0187-88-8073

開催日／令和元年6月1日（土）
・2日（日）
会 場／大仙市営中川原グラウンド

（大曲商工会議所 花火振興事業部）

※昨年の会場と変更になっております。

今回同封した各種ご案内

【編集後記】

大曲の花火−春の章−
「世界の花火 日本の花火」について
6/1〜2 第61回大曲商工会議所野球大会開催要項・
参加申込書
・大曲商工会議所「共済・福祉制度推進強化期間」のご案内
・国税庁からのお知らせ
・ポリテクセンター秋田からのお知らせ
5/11㈯

3
1

毎年の事ではあるが、旧年度の整理と新年度の準
備で、４月は何かと気忙しい。
４月末からの１０連休、何をしようか。平成から
令和へ。区切りをつけて、何か新しいことを自分な
りにじっくりと考えてみよう。
（Ｍ）

タ ケ ダ 歯 科

インプラント／ホワイトニング

ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。
秋
秋田
田イ
イン
ンプ
プラ
ラ ント
ント クリ
クリニ
ニック
ック
つの特徴
ぜひ当院へご相談ください。

CTによる
による
画像診断

2

ワンデー
インプラント

エイジングケア

インプラント

料金

インプラント
自由 1本

25万円〜

● ホワイトニング …16,200円〜43,200円
● ヒアルロン酸エイジングケア …1本

各種クレジット・ローン取扱

※標準的な金額です。
（自由診療）詳細については医師にお尋ねください。

3

「歯科治療水
安全施設」認定

● ボトックス

43,200円
……………1ヶ所 10,800円

※標準的な金額です。
（自由診療）詳細については医師にお尋ねください。

リバーサイドホテル大曲1F

レストランリヴィエールで
お食事はいかがでしょうか！
宴会・女子会など承っております

※ご利用日の前々日まで、ご予約をお願いします。

リバーサイドホテル大曲

お問い合わせ等お気軽にお電話下さい。

〒014 - 0 024 秋田県大仙市大曲中通町2-20 tel.0187- 62- 0115

fax.0187- 62- 0153

■大仙市飯田字大道端3-1
■電
話／0187-62-6480
■休 診 日／水曜日・日曜日・祝日
■診療時間／9時〜12時、
14時〜19時
■Ｕ Ｒ Ｌ／ http://www.hiro418.net/

一般
歯科
矯正
歯科

来院される方が安心して治療を受けることが
できるよう、安全安心な治療環境の中、高い技 小児
術レベル・深い専門知識・豊富な経験をもつ専 歯科
門医が心をこめて対応致します。

完全個室のオペ室設置
CAD/CAMシステム導入 !

４月の週替わりランチ

口腔
外科

週替わりランチ950円（税込）

4月14日〜4月20日・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・春野菜と鶏の中華丼
4月21日〜4月27日・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・豚肩ローズと野菜の煮込み

〜ミネストローネ仕立て〜

ランチタイム

11：00〜（14：00 ラストオーダー）

食事メニューご注文の方は、サラダ、フルーツ、ご飯、お味噌汁、スープ、ジュース、
コーヒーがセルフサービスでご自由にお召し上がれます。

◆￥1,000（税抜）コース
…メイン1皿、デザート1皿

◆￥1,500（税抜）コース

要予約
ランチライム限定

お食事会プラン

…アミューズ1皿、冷菜1皿、メイン1皿、デザート1皿

ディナータイム

◆ハーフバイキング付
◆4名様〜12名様まで

17：00〜（20：30 ラストオーダー）

