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特別移動個別相談会開催特別移動個別相談会開催
　７月９日南部地区をかわきりに７月16日内小友
地区、７月22日四ツ屋地区、７月30日中央・大川西
根地区で、特別移動個別相談会を開催いたしまし

た。

　毎年６月に行っていた移動商工会議所は中止し
ましたが、新型コロナウィルス感染症の影響を受

けている会員企業の皆様の相談にワンストップで

対応するため、大仙市、日本政策金融公庫（30日の
み）、商工組合中央金庫、秋田銀行、北都銀行、羽後

信用金庫、大曲商工会議所７機関の相談ブースを
設け、融資や給付金、補助金等の個別相談会を各地

区で行いました。

　懇談会からは大仙市の老松市長にも参加してい

ただき、大仙市のコロナ対策の概要について説明

していただきました。また、大仙市の新たな緊急経

済対策である大仙市プレミアム付地域商品券発行

事業の詳細について、高橋経済産業部長より説明

がありました。

　その後、会員の皆様からコロナウィルスの影響

や現状報告、大仙市の経済対策への質問、要望等が

ありました。

　今回はソーシャルディスタンスを確保するため、

南部・内小友・四ツ屋地区は各公民館の体育館、中

央・西根地区は大曲エンパイヤホテルを会場に開

催いたしました。梅雨の蒸し暑い中、たくさんの

方々にご参加頂きありがとうございました。
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詳しくは商工会議所または保証協会へ

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

大曲支所  ℡ 0187-63-1811 

信用保証と経営支援で秋田の企業を応援します

光プロダクション©

大仙市プレミアム付地域商品券が
発行されます！

大仙市プレミアム付地域商品券が
発行されます！

会員事業所の皆様へ加盟店登録のお願い
　まだ、登録されていない方は随時新規登録が可能です。市役所の企業商工課で受付をしております。
また、各種商品券（プレミアム、子育て、結婚祝、出産祝）の換金申請は、会議所で行っております。
（土日・祝日・８月13、14日を除く、9：00～17：00）

　新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ市内における消費喚起と地域経済の
発展、商業振興を目的に、市内全世帯を対象としたプレミアム付商品券が発行されます。

15,000円分の商品券（1,000円券５枚綴り×３セット）を10,000円で販売。
登録取扱店全店で使用可能な「共通券」と売り場面積1,000㎡以下の店舗の
み使用可能な「一般券」の２種類を発行。

発 行 内 容

一世帯20,000円（一般券３セット、共通券３セット、計30,000円分）
（大仙市全世帯でもれなく購入できます。）

購入限度額

令和２年８月５日（水）
　　　　～令和２年10月30日（金）

販 売 期 間

大曲商工会議所、大曲武道館 他
（大曲地区は混雑を避けるため町内
ごとの販売となります。詳しくは購
入引換券の裏面と同封された日程表
でご確認ください。）

販 売 場 所

令和２年８月５日（水）
　　　　～令和３年３月31日（水）

利 用 期 間
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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）

家賃支援給付金に関するお知らせ
（2020年7月27日版）

家賃支援給付金とは？

支給対象（①②③すべてを満たす事業者）

５月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金を支給します。

給付額
法人に 最大600万円、個人事業者に 最大300万円 を一括支給。

①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者※

※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も
　幅広く対象。

②５月～ 12月の売上高について、
　・１ヵ月で前年同月比▲50％以上 または、
　・連続する３ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

法人
支払賃料（月額）給付額（月額）
75万円以下 支払賃料×２/３
75万円超 50万円＋[支払賃料の75万円の

超過分×１/３]
※ただし、100万円（月額）が上限

個人事業者
37.5万円以下 支払賃料×２/３
37.5万円超 25万円＋[支払賃料の37.5万円

の超過分×１/３]
※ただし、50万円（月額）が上限

申請に関するお問合せは、
家賃支援給付金コールセンター

申請時の直近1ヵ月における
支払賃料（月額）に基づき
算定した給付額（月額）の6倍

算定方法

電 話 番 号
受 付 時 間
8月31日まで
9月1日以降

0120-653-930
8:30～19:00
全日対応
平日・日曜日対応（土曜日・祝日除く）

：
：
：
：
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タ ケ ダ 歯 科
秋田インプラントクリニック33 当院の当院の

つの特徴つの特徴

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。

ぜひ当院へご相談ください。
ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。

ぜひ当院へご相談ください。
CTによる
画像診断

3333333333 当院の
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　安全施設」認定
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ぜひ当院へご相談ください。ぜひ当院へご相談ください。ぜひ当院へご相談ください。ぜひ当院へご相談ください。
ワンデー
インプラント

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。

ワンデー
インプラント

「歯科治療水「歯科治療水
　安全施設」認定　安全施設」認定3

インプラントインプラント
自由
診療
自由
診療 1本

インプラント25万円～インプラント25万円～
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。 ※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。

エイジングケアエイジングケア
ホワイトニング
ヒアルロン酸エイジングケア
ボトックス

…16,500円～44,000円
…1本 44,000円

…（初回）1ヶ所 22,000円～

タ ケ ダ 歯 科
秋田インプラントクリニック
タ ケ ダ 歯 科
秋田インプラントクリニック
■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/

CAD/CAMシステム導入!CAD/CAMシステム導入!
完全個室のオペ室設置完全個室のオペ室設置

一般
歯科

矯正
歯科

小児
歯科

口腔
外科

●
●
●

料
金
料
金
料
金

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
術レベル・深い専門知識・豊富な経験をもつ専
門医が心をこめて対応致します。

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/

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

関連会社　有限会社 エフ・エム・デー

申請の手続方法

ご自身で電子申請をおこなうことが困難な方は

パソコンやスマートフォンで家賃支援給付金ホームページに
アクセスしていただき、WEB上での申請手続きが基本となり
ます。

申請期間 2020年7月14日（火）
　　　　　　～2021年1月15日（金） 24：00まで

ご来場は、新型コロナウイルス感染防止のため完全予約制となっております。
ホームページの来訪予約か、電話予約窓口にて事前にご予約をお願いします。

0120-150-413
受付時間：9:00～18:00（土日・祝日を含む）

補助員が入力サポートをおこなう「申請サポート会場」が
仙北ふれあい文化センターに開設されています。

住　所 〒014-0113  秋田県大仙市堀見内字元田茂木7-1
仙北ふれあい文化センター第3研修室
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information
O M A G A R I   H A N A B I

Ⓡ

加藤　克典　愛知県 

❶昇り曲導付  三重芯変化菊

加藤煙火㈱

❷星雲～星をつくる工場～

星雲の中で形成される美しい
星々。圧倒的なスケールで、ロ
マンを感じる花火を目指します。

17
　かとう　　　かつのり

酒井　崇嗣　福島県

❶雪華模様

㈲菅野煙火店

❷雪やこんこ

しんしんと降る雪の情景と、寒
さにより変化する雪の結晶た
ち、そして降り積もった雪で遊
ぶ子供たちの姿を表現します。

18
　さかい　　　たかし

今野　貴文　秋田県

❶昇曲導付  三重芯変化菊

㈱北日本花火興業

❷花火解体新書～新作花火完成までの軌跡～

今回は完成した新作花火をあえて夜
空で解体し再度構築していきます。
一瞬の光では伝わらないことも、そ
の一つ一つを深く知ることで全く違
う見方に変わります。

19
　こんの　　　たかのり

上田　昇弘　静岡県

❶昇曲付  四重芯変化菊

㈱イケブン

❷雪の結晶・冬風に舞うむつの花

雪の降らない静岡では、雪国は
憧れです。雪の美しさを花火に
したい。ただ、その思いだけを
追い求めました。

20
　うえだ　　　のりひろ

7月4日（土）　新作花火コレクション　「明日への光」　Part5　　❶10号芯入割物　❷新作花火

【問合せ先】「大曲の花火」実行委員会　事務局  ／  大曲商工会議所　花火振興事業部　☎0187-88-8073

大曲の花火  新作花火コレクション「明日への光」動画二次元バーコード

6月6日 Part1 6月13日 Part2 6月20日 Part3 6月27日 Part4 7月4日 Part5

　７月４日、「大曲の花火」公園にて大曲の花火「新作花火コレクション　明日への光」Part５の打ち上げが行われ、
６月６日から５回にわたり出品花火作家20名の作品を打ち上げることが出来ました。
　各打ち上げ当日は、天候に恵まれ会場を訪れた花火ファンが大きな拍手をおくっていました。

　７月４日、「大曲の花火」公園にて大曲の花火「新作花火コレクション　明日への光」Part５の打ち上げが行われ、
６月６日から５回にわたり出品花火作家20名の作品を打ち上げることが出来ました。
　各打ち上げ当日は、天候に恵まれ会場を訪れた花火ファンが大きな拍手をおくっていました。
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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　横手商工会議所会館4F
TEL 0182-33-0702

1,296（税込）
（内消費税118円）

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

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

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　

代表取締役　遠 田  博 士

整理
番号

1

希望職種 免許・資格 職歴・経験 希望月収
（パートの場合は時給）住　所

ハローワーク大曲　求職者情報 令和2年7月21日発行

★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）

・配達、倉庫内作業・運送業
・配送 大仙市 20万円以上

備　考
・大型自動車免許 ・小型移動式ク
レーン運転技能者 ・玉掛技能者
・フォークリフト運転技能者 ・高所
作業車運転技能者
・実用英語技能検定準1級
・TOEIC945点
・日商簿記検定3級
・建設業経理士2級

2 ・英会話講師・一般事務
・英語を使う職業 美郷町 15万円以上

18万円以上

・約10年

・約22年

3 ・経理事務、一般事務・経理事務
・一般事務 美郷町・約18年

4 ・銀行等窓口事務員・検討中 大仙市・約19年
・保育士 ・幼稚園教諭免許 ・日商
簿記検定3級 ・ファイナンシャルプ
ランナー（CFP/AFP） ・日本語ワー
プロ検定3級

5 ・配電盤の組み立て
・土木作業員（除雪等）・検討中 美郷町 15万円以上

15万円以上

・約25年
・約6年

・大型自動車免許 ・大型特殊自動
車免許 ・牽引免許 ・床上操作式ク
レーン運転技能者 ・2級電気機器
組立技能士

※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。
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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　田 中  拓 美
秋田県大仙市若竹町23－70
ＴＥＬ
ＦＡＸ

（0187） 63－2233
（0187） 63－2236

〈技術と信頼〉
総合建設業・鋼構造物工事業

設　計・施　工

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

秋田県知事許可（般―02）第10905号
文具・ＯＡ機器・スチール家具

株式会社 ビジネス秋田

本　　社

秋田支店

美郷支店

仙北支店

〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町3-11
TEL（0187）63-0765㈹・FAX（0187）63-0764
〒010-1431 秋田市仁井田二ツ屋一丁目11-41斉勇ビル2F
〒019-1404 秋田県仙北郡美郷町六郷字荒町20-1
〒014-0326 秋田県仙北市角館町山根6

　毎年６月に開催していた移動商工会議所を今年は、
新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止した。

３月からコロナの影響による融資相談が殺到し、持続化
給付金、雇用調整助成金など国、県、市を挙げての緊急経

済対策で会議所管内においては、コロナの影響による

廃業や倒産等は出ていないものの、長引くと大曲のみな

らず県や全国各地で発生する恐れがある。今は中小企業

相談所を中心に会員企業の相談にあたっているが、全業

種にコロナの影響がジワジワと及んでおり、悩みを抱え

たまま、誰にも相談できず苦しんでいる方がいるように

感じられる。

　そうしたことから、移動商工会議所を「コロナ移動個別

相談会」と名称や内容を変え、７月９日から南部地区を
始めに、７月16日は内小友地区、７月22日は四ッ屋地区、
７月30日は大曲・西根地区の４ヶ所で大仙市や市内金融
機関、商工中金秋田支店、日本政策公庫秋田支店から協力

をいただき、会員企業との個別相談会を実施した。会頭

はじめ三役との懇談会には老松大仙市長も出席し、コロナ

の影響による会員企業の経営課題の解決にあたっている。

参加者は各地区とも約30名、合わせて約120名だが、今後
は巡回を強化し、「企業の継続・存続」に重点を置き、会員

から１件も倒産など出さぬよう伴走型で支援して行く。
（Ｈ・Ｉ）

【編集後記】

・8月20日（木）　大曲エンパイヤホテル　14：00～
８月の常議員会８月の常議員会８月の常議員会

　　　　　　　　雇用関係の助成金個別相談会

　　　建設・工業２部会合同視察研修

　　　（新人向け）ビジネスマナーセミナー

　・　会員企業短期経済観測調査のお願い

　・　秋田県からのお知らせ

　・　大仙市雇用創造協議会からのお知らせ

　・　秋田県信用保証協会からのご案内

　・　秋田働き方改革推進支援センターからのお知らせ

今回同封した各種ご案内

8/27・9/10・9/24

9/17

9/25

持続化給付金
サポート大曲会場
閉鎖のお知らせ

　５月21日から当所２階に設置されておりま
した、持続化給付金のサポート会場が７月30日
で終了となりました。まだ申請がお済みでない
方で、サポートを希望される場合は秋田会場を
ご利用ください。
秋田市中通4-14-16　アキタスクエア3-2（3階）
電話予約窓口：0570－077－866
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