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第46回通常議員総会開催

第46回大曲商工会議所通常議員総会が、５月26日にグ
ランドパレス川端で開催されました。
会頭あいさつ（要旨）
新型コロナウイルスの影響により大変厳しい社会情
勢、また経営状況の中をご出席いただきまして本当にあ
りがとうございます。３月の予算総会が新型コロナウイ
ルスの影響で開催できませんでした。日本商工会議所に
問い合わせをして、５月の決算総会で一緒に審議しても
よいということになり、本日は令和元年度の決算・事業
報告と令和２年度の予算・事業計画の２年分をまとめて
審議していただきます。
非常事態宣言もようやく昨日、全国が解除になりまし
た。１か月半位外に出られない自粛要請の中で、皆さん
が窮屈な生活をし、飲食業、ホテルはお客様の来店がな
く、開くこともできない大変厳しい状況でした。その他
にもあらゆる業種、世界中がこの新型コロナウイルスの
影響を受けております。例えば東日本大震災やリーマン
ショックは被害が限定をされていたわけですが、今回は
全世界で活動が停止し、今まで以上に経済情勢は大変厳
しくなっています。我々地方の中小零細企業はもちろん
のこと、日本を代表する大企業も大変な決算を強いられ
ています。世界に工場を持っている大企業が決算の数字
さえ出すことができない厳しい中にずっといたわけで
す。非常事態宣言は解除されたものの、まだ３密の状態
の回避、県境をまたぐ移動の自粛、大型イベントの中止
などまだまだ制限があります。そのような中で事業を再
開していかなければなりません。厳しい制限のついた経
済、制限経済を今まで私たちは経験したことがないわけ
です。
花火をとってみても、今まではいかに人を集めるかで
したが、今の花火はいかに人を集めないでやるか、ま
るっきり逆のことを考えなければなりません。大変厳し
い状況に「大曲の花火」も置かれているということです。
新聞報道も先走った報道もあったりしますが、
「大曲
の花火」の判定は６月29日に大会委員会を開いて決定す
ることが、大仙市と会議所の大方針で、もう１か月あり
ます。テレビ、新聞の報道を見ると、制限の解除が案外
思ったより早く進むのではないかと思われます。６月29
日時点でどのような社会の空気になっているのか、花火
は８月29日ですのであと３か月あります。３か月後の日
本の空気がどのようになっているのか、このことも含め

地震に備える共済
取り扱いしております

休業対応応援共済
地震危険補償共済
地震危険補償特約

（火災共済契約に付帯する特約）
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て慎重にあらゆる対応策を考えながら６月29日は判断
をしていくことになります。
政府も安倍総理の昨日の記者会見で、今までは新型コ
ロナウイルスから命を守ることが大優先でしたが、非常
事態宣言が解除された後は、命と経済の両輪を回して、
命と経済を守っていくと軸足を変えているわけです。
そのような中で私たちもいろいろ情報を取りながら、
また融資、給付金、猶予などたくさんある制度をフルに
活用して、この厳しい状況を乗り切って制限のない活動
に入れるようにしたいものです。ただ外国人観光客とい
う部分から見ますと、海外はまだまだ感染者が増えてい
る状況でありますので、外国人の観光客が日本に来るこ
とができるようになるには、まだ数年かかるだろうと言
われています。外国人観光客を100％相手にしている業
種は、路線を変更して生きていかなければ無理だろうと
言われています。幸いこの地区は外国人観光客を100％
取り込んでいる事業所は、あまりないので被害としては
落ち着いているようです。
令和２年度が２か月経過しましたが、新型コロナウイ
ルスの影響でいろいろな事業が中止に追い込まれてい
ます。事業計画は１月頃に作成しますが、その時点と状
況が変わり５月の総会に向けて作り直しをしました。令
和２年度の活動が全面解除に向けて、思いっきり事業が
展開できることをお祈りして、皆さんとよりよい方向を
探っていくため審議をしていきたいと思っています。
一番大事なのは健康です。健康であれば苦しい状況も
乗り越えられると思いますので、体には十分気をつけて
会社の経営に励んでいただければと思います。
本日はよろしくお願いします。
議案第１号
議案第２号
議案第３号
議案第４号
議案第５号
議案第６号
議案第７号

2019年度事業報告（案）について
2019年度収支決算（案）について
（監査報告）
令和２年度事業計画（案）について
令和２年度収支予算（案）について
令和２年度最高借入限度額（案）について
令和２年度取引金融機関の決定（案）に
ついて
大曲商工会議所定款の一部改正（案）に
ついて

議案は全て可決承認されました。
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2019年度一般会計・特別会計収支決算 総括表
会 計 名
前年度繰越金
般
会
計
17,405,703
1−1 一
2,783,865
1−2 中小企業相談所 特別会計
534,954
1−3 労働保険事務組合 特別会計
0
1−4 退職給与積立金 特別会計
3,038,893
1−5 商工会議所会館 特別会計
3,920,070
1−6 共 済 事 業 特別会計
0
1−7 特定退職金共済 特別会計
本 部 事 業 部 合 計
27,683,485
40,339,032
2−1 花 火 振 興 事 業 特別会計
花 火 振 興 事 業 部 合 計
40,339,032
合
計
68,022,517

※各会計の差引収支残高（剰余金）は、全額次年度に繰越する。

令和２年度
事業計画

基本
方針

自 2019年４月１日 至 2020年３月31日

収入合計
47,203,372
53,838,502
19,974,029
4,800,764
8,836,629
27,170,789
88,170,750
249,994,835
818,162,005
818,162,005
1,068,156,840

支出合計
44,901,063
49,608,236
19,836,774
4,800,764
7,908,855
26,561,561
88,170,750
241,788,003
816,959,302
816,959,302
1,058,747,305

（単位：円）

単年度収支
差引収支残高
2,302,309
19,708,012
4,230,266
7,014,131
137,255
672,209
0
0
927,774
3,966,667
609,228
4,529,298
0
0
8,206,832
35,890,317
1,202,703
41,541,735
1,202,703
41,541,735
9,409,535
77,432,052

１．新型コロナウイルス感染症に係る経営支援
２．中小企業の活力強化
３．民間主導による地域活性化
４．花火産業構想第Ⅱ期の推進

新型コロナウイルス感染症に係る経営支援

民間主導による地域活性化

１．給付による支援
２．猶予による支援
３．融資による支援

１．まちづくりへの支援
２．地域資源の活用

花火産業構想第Ⅱ期の推進

中小企業の活力強化

１．「大曲の花火」憲章の制定
２．国際花火友好交流都市の選定
３．国際花火競技大会の開催準備
４．プライベート花火の実施
５．四季の「大曲の花火」の実施と来場者増
加のための取り組み
６．花火玉の輸出促進

１．第２期経営発達支援事業による支援
２．経営改善普及事業による支援
３．賑わいづくり
４．会員の加入促進
５．共済制度の普及拡大

令和2年度一般会計・特別会計収支予算 総括表
会 計 名
前年度繰越金
般
会
計
19,554
1−1 一
5,805
1−2 中小企業相談所 特別会計
666
1−3 労働保険事務組合 特別会計
0
1−4 退職給与積立金 特別会計
3,492
1−5 商工会議所会館 特別会計
4,234
1−6 共 済 事 業 特別会計
0
1−7 特定退職金共済 特別会計
本 部 事 業 部 合 計
33,751
50,000
2−1 花 火 振 興 事 業 特別会計
花 火 振 興 事 業 部 合 計
50,000
合
計
83,751

3
1
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収入合計
46,031
50,376
19,906
4,781
8,845
26,752
102,001
258,692
868,677
868,677
1,127,369

自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日 （単位：千円）

支出合計
45,660
50,295
19,872
4,781
8,468
26,264
102,001
257,341
864,197
864,197
1,121,538

インプラント／ホワイトニング

単年度収支
371
81
34
0
377
488
0
1,351
4,480
4,480
5,831

差引収支残高
19,925
5,886
700
0
3,869
4,722
0
35,102
54,480
54,480
89,582

タ ケ ダ 歯 科

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

自由 1本 インプラント 25万円〜
診療
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。

エイジングケア
料金

インプラント

3

「歯科治療水
安全施設」認定
● ホワイトニング …16,500円〜44,000円
● ヒアルロン酸エイジングケア …1本
● ボトックス

44,000円
…（初回）1ヶ所 22,000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。

■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 !

口腔
外科
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information

― 地域を元気づけたい ―
新型コロナウイルス収束願い 打上花火
Message−

大曲の花火−

」

「明日への光

皐月の章

新型コロナウイルスの影響により精神的にも経済的にも日増しに疲弊
していく状況が広がり、屋内外の活動の自粛要請等も重なり閉塞感に包
まれた日々が続いている中で、新型コロナウイルスの収束を願うととも
に、地域の活気づけにつなげようと大曲の花火−Message−花火の打ち
上げが実施されました。

facebook
大曲の花火

花火の打上模様は大曲の花火公式facebookサイトで動画ライブ
の配信を行ってますので、是非ご覧ください。
https://www.facebook.com/omagari.hanabi/

５月９日（土）
大曲の花火−Message−「明日への光」花火の打ち上げを実施。

ふだん当たり前のように行われていた花火大会。今、世の中は閉塞感や失望感が溢れている環境で
我々花火業者が出来る事はなにかと色々知恵を出し、また、連携をとりながら模索した結果、少しでも
花火の光が希望の光となり、「さあ！明日は頑張ろう！」という気持ちになってもらいたい。密集をさ
け、遠くからでも見えるようにあえて、尺玉という大きいサイズのものを打ち上げました。医療従事者
の方々や懸命に頑張ってる方々に、大曲の花火−Message−「明日への光」と題し、感謝とエールを
届けたいと思い、花火の打ち上げを実施しました。
大曲の花火協同組合 代表理事 小松 忠信 氏

プログラム
（打上順番）
信号雷
01
02
03
04
05
06
07

（玉 名）
３号３発
芯入り染め分け変化菊
青銀乱芯虹色グラデーション
南国ヤシに雪牡丹
昇銀竜三重芯変化菊
天空のユートピア
カラフルリボン
三重芯引青紅

（打上順番）
08
09
10
11
12
13
14
信号雷

（玉 名）
翡翠をちりばめたペンダント
昇天銀龍万華鏡写輪丸
四重芯変化菊
昇銀竜四重芯変化菊
昇曲付五重芯菊先紅銀乱
昇銀竜五重芯変化菊
昇銀竜三重芯錦冠菊
３号３発
打上：大曲の花火協同組合

精密射出プラスチック成形・金型設計製作
3Dプリンター品製作

大仙市角間川町字中木内244-1
TEL：0187-65-2477 FAX：0187-65-2488
HP:http://www.furuyamold.com/

関連会社

有限会社 エフ・エム・デー
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大曲の花火−Message−「明日への光」PhotoLibrary

写真提供：大仙市

01 芯入り染め分け変化菊

02 青銀乱芯虹色グラデーション

03 南国ヤシに雪牡丹

04 昇銀竜三重芯変化菊

05 天空のユートピア

06 カラフルリボン

07 三重芯引青紅

08 翡翠をちりばめたペンダント

09 昇天銀龍万華鏡写輪丸

10 四重芯変化菊

大曲の花火−Message−
「明日への光」動画配信中
11 昇銀竜四重芯変化菊

５月16日（土）

12 昇曲付五重芯菊先紅銀乱

13 昇銀竜五重芯変化菊

㈱肉のさとう
＆㈱挽野板金で
〝共同打上花火〟

14 昇銀竜三重芯錦冠菊

５月23日（土）

５月30日（土）

花火提供：大仙市飯田地区有志

花火提供：興栄建設㈱

地元を元気づけようと
花火の打ち上げに給付金
を使うことを決めて、
２名
共同で新型コロナウイルス
の収束を願い75発の花火
が打ち上がりました。
写真提供：秋田魁新報社

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

給排水・衛生・冷暖房・空調設備

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

［６］
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「持続化給付金」申請についてのお知らせ
大曲商工会議所では、５月21日から２階の会議室に給付金のサポート会場が設置され
ております。
電子申請の方法がわからない方、できない方に限定して申請サポート会場にて補助員
が電子申請の入力サポートを行っています。申請がまだお済で
ない方は、是非ご利用ください。
サポート会場は、事前に来訪予約が必要です。
オペレーター対応電話予約窓口 ０５７０―０７７―８６６
（受付時間：平日、土日祝日ともに９：00〜18：00）
必要書類等、不明な方は会議所にご相談ください。

高校卒業予定者の県内就職及び職場定着の
推進に関するお願い
６月１日大曲商工会議所において、市内関係機関の代表者から県内就職及び定着に向
けての要請を受けました。
来春の高校卒業予定者の求人は１日から開始されており、大曲公共職業安定所の片岡
所長、秋田県仙北地域振興局の石川局長、大仙市経済産業部部長待遇の小松企業商工課
長から、佐々木会頭に要請書が手渡されました。
要請書には次の３項目について記載されております。
１ 未来を担う優秀な人材の確保につながる求人の
早期提出
２ 生徒や教員、保護者への効果的な企業情報の発信
３ 人材の定着・確保に向けた働きやすい職場環境の
整備
要請を受ける佐々木会頭
会員事業所の皆様には特段のご配慮をお願い申し上げます。

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

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

1,296（税込）

（内消費税118円）
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求職者情報

令和2年6月1日発行
住

職歴・経験

所

希望月収

（パートの場合は時給）

備

考

1 ・栄養士

・栄養士

・保育園で献立作成、調理、発注、納品、事務作業

・約1年

大仙市

14万円以上

令和2年4月
Aターン

2 ・一般事務

・日商簿記2級
・情報処理検定2級

・営業事務、事務補助等

・約13年

大仙市

13万円以上

令和2年4月
Aターン

・約17年

大仙市

・約5年

大仙市

10万円以上

・約4年
・約5年

美郷町

19万円以上

・大型自動車免許・大型特殊自動車
免許・車両系建設機械・フォークリフ ・汚泥改良工、車両系建設機械オペレーター
ト運転技術者・小型移動式クレーン
・中学校教諭免許（1種）・高等学
4 ・中高生への学習指
校教諭免許（1種）・実用英語技能 ・中高生に対するマンツーマンの英語の授業
導
検定1級
・カウンセラー等の ・准看護師 ・ホームヘルパー1級 ・開業医院での医療業務、診察の補助
5 医療福祉関係
・介護予防運動指導員
・ショートステイでの医療業務
・准看護師

3 ・建設作業員
金属加工の職業

※求職活動中のため、お問い合わせを頂いた時点で既に就職が決まっている場合も
ございますが、ご容赦ください。

令和2年5月
Aターン

★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
担当：足達まで（☎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

文具・ＯＡ機器・スチール家具

秋田県知事許可（般―02）第10905号

株式会社
本

ビジネス秋田

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

〈技術と信頼〉
総合建設業・鋼構造物工事業
設 計・施 工

ＡＬＳＯＫ秋田株式会社
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

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

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
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移動商工会議所のお知らせ

記帳指導個別講習会のご案内

南部地区

日時 令和２年７月２日
（木）
10：00〜16：00
会場 大曲商工会議所

内小友地区

30分ごとの予約制個別講習会です。
詳しくは同封の案内をご覧ください。
来所の際は、
マスクの着用をお願いします。

多数の皆様のご参加をお願いいたします。

7
7
7
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9（木） 場所／角間川公民館
16（木） 場所／内小友公民館
四ツ屋地区

22（水） 場所／四ツ屋公民館
中 央・西 根 地 区

30（木） 場所／大曲エンパイヤホテル

詳しくは地区ごとのご案内をご覧ください。
【編集後記】

女性会だより
５月29日（金）に山の手ホテルにて令和２年度
大曲商工会議所女性会通常総会が開催され、提出
された議案はすべて可決承認されました。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から書
面決議も考えましたが、緊急事態宣言も解除と
なったこともあり、少人数で開催しました。
山の手ホテルさんのご協力により、ソーシャル
ディスタンスを十分確保できる大きな会場で新緑
を眺めながら行うことができました。

見渡す限り、水田一面がまっすぐに伸びた苗に覆われ、田ん
ぼを渡って吹いてくる風は爽やかで清々しい。夏の風は私た

今回同封した各種ご案内

ちを励ましているようだ。
夏から秋へ、そして冬へ、再び春に。何があっても時は流れ
て季節は確実に変わっていく。
「ピリオドを打つ」とは文末に打たれる黒い小さな点からの
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記帳指導個別講習会

・各地区移動商工会議所のお知らせ

比喩として使われるが、ピリオドは、ときに、そこで行を変え

・会員企業短期経済観測調査ご協力のお願い

て、次の文章に移るためのターニング・ポイントにもなる。

・秋田県の中小企業融資制度のご案内

変わるために。変えるために。新しい物語を始めるために。
ピリオドを打つ。
（Ｍ）

・秋田働き方改革推進支援センターからのお知らせ

© 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

