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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

食品関連業部会だより

まるごと秋田だいせん　 仙台in
　10月23日（金）～ 25日（日）に仙台駅西口ステンド
グラス前イベントコーナーで開催された大仙市主

催の「まるごと秋田だいせんin仙台」に、５事業所が
出展しました。

　今回は東北地方最大の旅客ターミナルである仙

台駅構内にて物産展を展開。コロナ禍における「新

たな販売様式」にて「秋田の食」をPR販売しました。
新型コロナウイルスの影響で試食・試飲提供が出来

ないなど、今までになく売上に対して不利な状況で

はありましたが、GoToトラベルなどにより人出も
多く、心配していた割には３日間ともに売上は比較
的堅調に推移しました。

　今回、コロナ禍での物産展ということで試験的な

要素もありましたが、仙台の売上傾向を掴むことが

でき、コロナ禍での販売における様々な経験値を積

めたことは大変有意義でした。

　当部会では、人口減少などにより大仙市・秋田県

の商圏が今後縮小していくことが確実な中、県外、

特に大都市圏への販路拡大は必要不可欠だと考え

ています。また、今後デジタル化が急激に進むこと

で、飲食店・食品関連の物販においても大きな変化

のうねりが押し寄せるものと思われます。そのよう

な時代の急激な変化に対応すべく、食品関連業部会

では、様々な事業を積極的に展開して参ります。
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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

大曲商工会議所LINE公式アカウントへ
「ともだち登録」はお済みですか？

　大曲商工会議所では事業案内・募集や、国・県・市の施策、各種補助金等の情報を、会員の
多くが日常で使用しているLINEを使って、様々な情報をタイムリーに発信していきます。
　会報10月号でご案内しましたが、まだ登録がお済みでない方は同封の案内により、会議
所とおともだち登録をお願いします。

政経懇談会開催政経懇談会開催
　10月25日グランドパレス川端において、自由
民主党　国会対策筆頭副委員長　衆議院議員　

御法川信英氏を講師に招き、「コロナ禍におけ

る経済対策とコロナ後の地方創生」と題して政

経懇談会を開催いたしました。

　新型コロナウイルスの影響により依然として

厳しい社会経済情勢が続く中、御法川代議士か

ら、国の支援策やコロナ禍にあって地方をどの

ように活性化していくのかなど、現状と将来展

望について貴重な講演をしていただきました。

　出席者からは、国の規制緩和や農政に対する

要望、コロナ支援の財源などについて質問があ

り、有意義な懇談会となりました。
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65万円の青色申告特別控除65万円の青色申告特別控除
令和２年分の所得税確定申告から

の適用要件が変わります
65万円の青色申告特別控除

平成30年度の税制改正での主な変更点は次のとおりです。
　個人の方の所得税について
①青色申告特別控除額が変わります。（現行　65万円⇒改正後　55万円）
②基礎控除額が変わります。　　　　（現行　38万円⇒改正後　48万円）
③「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて
　e-Taxによる申告（電子申告）又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告
特別控除（以下、「65万円控除」といいます。）が受けられます。
※以上の改正は、令和２年分以後の所得税について適用されます。

改正前（令和元年分申告まで）
控除額 要　件

青色
控除

65
万円

10
万円

基礎
控除

38
万円

38
万円

合計

103
万円

48
万円

記載方法
申告方法

⑴正規の簿記の原則で記
帳（複式簿記）
⑵貸借対照表と損益計算
書を添付
⑶期限内申告

簡易な記帳

改正後（令和２年分申告以後）
控除額 要　件

青色
控除

65
万円

10
万円

基礎
控除

48
万円

48
万円

合計

113
万円

58
万円

記載方法
申告方法

【改正前の「65万円控除」の要件】

【改正前の「10万円控除」の要件】

55
万円

48
万円

103
万円 【改正前の「65万円控除」の要件】

e-Taxによる
電子申告 又は 電子帳簿保存

+

○10万円の青色申告特別控除を受けるための要件に改正はありませんので、これまでと同様となります。
○国税に関する御相談・御質問は電話相談センターを御利用ください。電話相談センターの御利用は、大曲税務署
（62-2191）にお電話いただき、自動音声にしたがって番号「１」を選択してください。

【変更点①②】 【変更点③】【改正前】

（
青
色
申
告
特
別
控
除
）（
基
礎
控
除
）

65万円

38万円

55万円

48万円

65万円

48万円

合計 103万円
合計 113万円

10万
円

UP!
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《マイナンバーカード》普及促進事業について《マイナンバーカード》普及促進事業について《マイナンバーカード》普及促進事業について
　12月２日からマイナンバーカード普及促
進事業の商品券の給付・利用が始まります。
　12月１日時点でマイナンバーカードを
持っている方や12月２日から令和３年２月
28日までマイナンバーカードを受け取った
方に、地域商品券（共通券）3,000円分が給付
されます。
　商品券の取扱加盟店の事業所は、マの換
金請求書（大仙市のホームページからダウ
ンロード可能）に記入して会議所にお持ち
ください。

　まだプレミアム付地域商品券を購入され
ていない方は、購入引換券、身分証明書等を
持参して12月15日（火）まで商工会議所でお
求めください。

換金請求書の受付日 商品券の種類 送金予定日

12月15日（火）

１月15日（金）

12月28日（月）

１月５日（火）

　レミアム

子育て支援

結婚祝い金

出産祝い金

11月16日（月）

11月30日（月）
〜

12月１日（火）

12月15日（火）
〜

12月16日（水）

12月28日（月）
〜

　　　子

結　産　マ

プ

結　産　マ

プ

　　　子プ

Ｒ3

Ｒ3

※11月26日（木）は会員大会のため、換金はお休みさせていただきます。
※販売・換金とも月曜日から金曜日（祝日除く）午前９時～12時、午後１時～５時

秋田県
大仙市

大仙市飲食店応援給付金
　新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい経営状況となっている市内の飲食店に
対して、ウィズコロナ、アフターコロナを見据えた店内感染防止対策の推進と事業継続のため、飲食
店応援給付金を支給します。

コロナに負けない！がんばろう！大仙

支給額 １事業所あたり 一律10万円
ただし、飲食店を2以上有する場合は20万円が上限

令和2年11月11日（水）～令和3年1月15日（金）

対象事業所

申請期間
令和2年12月18日まで大曲庁舎1階市民ホールに窓口を設置しています申請及び相談

令和2年12月31日までに開業した市内の飲食店で、今後も事業を継続する意思が
あること
※大仙市宿泊業等支援給付金の受給者は対象になりません

お問い合わせ先 大仙市 経済産業部 企業商工課　☎63-1111
大曲商工会議所中小企業相談所　☎62-1262
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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©

商工会議所では、各地区の活性化を応援しています！

第11回四ツ屋まつり（10月17日）
　四ツ屋公民館内にはサークルの作品展示、駐車場では
吹奏楽やダンスの発表、屋台が並びました。

内小友余目地区収穫感謝祭（11月1日）第11回四ツ屋まつり（10月17日） 内小友余目地区収穫感謝祭（11月1日）
　地元で収穫された新米の試食や新そば、ピザの販売、餅
つきが行われました。

夜にはどちらの会場でも鮮やかな花火が打ち上げられました。

新参与からのごあいさつ

株式会社北都銀行
執行役員  大曲支店長

木藤　康嗣

「元気の出るまちづくり」
を応援します！

曲の花火」は永遠に不滅であるということを確信

いたしました。

　さて、地域金融機関として、私どもの一番の責務

は、地元企業＆事業者の皆様のご商売の課題解決
をお手伝いすることでありますが、同時に大曲の

よいもの、よいところもどんどんＰＲして参りた
いと思います。地域を活性化し地方を創生するに

は「人の縁」の力が不可欠です。地域に働く場所、収

入を得られる環境が無くては、人はその地域に住

み続けることができません。当地域の雇用維持・拡

大に向け、大曲商工会議所、関係機関の皆様との連

携を深め、全力で取り組んで参りたいと思ってお

ります。

　結びに、大曲商工会議所の益々の御発展と会員

の皆様の御健康を御祈念申し上げ、参与就任の御

挨拶とさせていただきます。

　この度、10月の人事異動により北都銀行大曲支
店に赴任しました木藤でございます。

　出身は八峰町であります。昔から、大曲は花火が

ある。自然がある。癒しの街という印象を強く持っ

ておりました。着任後は秋の自然を求めて毎週末、

散策を堪能しております。

　今年は新型コロナウイルス感染拡大に伴い、さ

まざまな企業が苦しい思いをしている中、「大曲の

花火　秋の章」を大成功に導いた、大曲商工会議所

のすばらしい底力を感じることができました。「大
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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

タ ケ ダ 歯 科
秋田インプラントクリニック

自由
診療

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1 ワンデー

インプラント2 「歯科治療水
　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。

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）

整理
番号 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10月29日発行

備　考

30万円以上

・１級機械保全技能士2 ・生産設備保全、装置保守、点検・生産設備保全
・装置保守 大仙市 25万円以上・約34年半

1 ・中長距離ドライバー
・重機オペレーター

・重機オペレーター
・大型トラック運転手 大仙市

・大型自動車免許
・大型特殊免許
・車両系建設機械
・フォークリフト運転技能者

・約16年半
・約5年

・ITパスポート 13万円以上3 ・コールセンターオペレーター
・携帯電話契約サポートセンター業務およびスタッフへの研修業務等

・テレフォンアポインター
・一般事務・OA事務 大仙市・約6年

・約7年

4 ・ペットショップで販売、接客、営業
・調剤薬局でレセプト作成、入力・総合事務員 美郷町・約5年半

・約8年
・ホームヘルパー2級
・動物管理責任者 15万円以上

5 ・営業職・検討中 大仙市・約36年半
・大型自動車免許
・大型特殊免許
・車両系建設機械
・牽引免許 ・小型移動式クレーン

18万円以上

★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）

※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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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

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

　11月になりました。季節は一気に秋から冬へ変わっていきま
すね。皆さん体調管理に気をつけながらお過ごしください。

これからの時期流行してくるのがインフルエンザですが、今年

は患者数が例年に比べ、異例の低水準になっているとのニュー

スを耳にしました。理由は新型コロナウイルスの感染防止策が

背景にあるのではとのこと。手洗いやマスク着用などの効果と

重要性を改めて感じました。

　流行と言えば、「鬼滅の刃」はご存じでしょうか？公開された

映画が日本最速で興行収入200億円を突破し社会現象を起こし
ているアニメで、多くの企業でコラボ企画や商品が続々と展開

されるなど、多方面で経済効果を生んでおります。

　連日のコロナ報道の中で明るいニュースはうれしく思います。

是非とも鬼滅の刃には、鬼だけでなくコロナと不景気も滅して

くれることを願います。（R・T）

【編集後記】

　　　 記帳指導個別講習会
　　　 withコロナ時代に求められる働く場のつくり方セミナー
　　　 新春賀詞交歓会
　・　施策普及パンフレット
　・　第22回会員企業短期経済観測調査ご協力のお願い
　・　大曲商工会議所LINEでの情報発信スタート！
　・　健康づくり通信
　・　大仙市健幸まちづくりプロジェクト
　・　大仙市雇用創造協議会からのお知らせ

今回同封した各種ご案内

R3/1/7

12/14

12/15

常議員会
飲食店・食品販売者が
生き残るための販路拡大セミナー
会員大会
オンライン商談ポイントセミナー
記帳指導個別講習会
with コロナ時代に求められる
働く場のつくり方セミナー

（火）

（水）　
（木）
（金）
（月）

（火）

24日

25日　
26日
27日
14日

15日

会議所

会議所
会議所
Zoom or
会議所

Zoom or
グランド
パレス川端
グランド
パレス川端

14：00

13：30
　

16：00
13：30
10：00

13：30

日時 行事 会場 時間

11・12月の行事予定11・12月の行事予定

11
月

12
月

11・12月の行事予定

令和３年
「新春賀詞交歓会」のご案内
恒例の新春賀詞交歓会を下記の日程で開催いたします。
詳しくは同封の案内をご覧ください。

日時／令和３年１月７日（木）午後4時～
会場／フォーシーズン

12月の花火のお知らせ

場所：大仙市角間川町本町はまぐら周辺特設会場
主催：㈱角間川　お問い合わせ：0187-62-1262

藤木・角間川地区の旧県道沿いの民家、商店の軒先にイ
ルミネーションが点灯され、イルミネーション花火の会
場となる浜倉周辺にはメインとなるイルミネーション
が設置されます。花火とのコラボレーションをお楽しみ
ください。

大曲南部地区
イルミネーション花火

12/19（土）
打ち上げ予定数
約800発

第277号［８］ 商工会議所News　おおまがり


