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コロナ関連支援情報

新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者向けに、国や秋田県、大仙市は様々な支援策を行っ
ております。コロナ禍に対応するための設備投資に対する補助金や緊急事態宣言の影響で売上が大きく減少
している事業者に対して、事業継続を支援するための一時支援金などです。
その一部を紹介します。ぜひご活用ください。

事業再構築補助金（チラシ同封）

持続化補助金（チラシ同封）

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の
変化に対応するための企業の思い切った事業再構
築を支援

感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事
業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新た
なビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に
関する取組を支援

【低感染リスク型ビジネス枠】

対象者

チラシ参照

補助額

通常枠
特別枠

100万円〜6,000万円
100万円〜1,500万円

対象者

商工会議所の管轄地域内で事業を営
んでいる「小規模事業者」など

通常枠
特別枠

２／３
３／４

補助額

上限100万円

補助率

３／４

補助率
申請期間

年に数回

申請方法

電子申請

補助金事務局コールセンター
問い合わせ先
電話：0570-012-088

小規模企業者元気づくり補助金
（チラシ同封）

小規模企業者の、
事業拡充等に向けた取り組みを支援

申請期間

年に数回

申請方法

電子申請

問い合わせ先

補助金事務局
電話：03-6731-9325

持続化補助金（チラシ同封）
【一般型】

小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む
販路開拓等の取組を支援

対象者

県内に事業所を有する小規模企業者

補助額

一般枠
特別枠

上限100万円
上限100万円

対象者

商工会議所の管轄地域内で事業を営
んでいる「小規模事業者」など

補助率

一般枠
特別枠

１／２
３／４

補助額

上限50万円

補助率

２／３

申請期間

令和３年５月10日（月）
〜令和３年５月31日（月）

申請期間

年に数回

申請方法

大曲商工会議所に提出

申請方法

郵送または電子申請

問い合わせ先

大曲商工会議所中小企業相談所
電話：0187-62-1262

問い合わせ先

補助金事務局
電話：03-6747-4602
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月次支援金（実施予定）

一時支援金（チラシ同封）

対象者

４月以降の緊急事態措置またはまん
延防止等重点措置の影響により、月の
売上が50％以上減少した中小・個人
事業者

給付額

・中小法人等 ：上限20万円
・個人事業者等：上限10万円

申請期間

令和３年６月初旬に詳細公表

申請方法

令和３年６月初旬に詳細公表

問い合わせ先

相談窓口
電話：0120-211-240

申請方法

給付額

・中小法人等 ：上限60万円
・個人事業者等：上限30万円

申請方法

・オンライン申請
・サポート会場で申請

問い合わせ先

一時支援金事務局
電話：0120-211-240

大仙市経営再興支援給付金
（チラシ同封）

上限30万円
（複数店舗を有する場合60万円）

申請期間

緊急事態宣言の影響を受けて１月、２
月または３月の売上が50％以上減少
した中小・個人事業者

令和３年３月８日（月）
〜令和３年５月31日（月）

県内に飲食店を有する中小企業者等
で令和２年12月から令和３年４月ま
でいずれかひと月の売上が50％以上
減少した事業者

給付額

対象者

申請期間

秋田県飲食店緊急支援金
対象者

［３］

①令和２年度に市が実施した経営維
持臨時給付金を受給した事業者のう
ち
「卸・小売業、
生活関連サービス業、
宿
泊業、
飲食サービス業」
を営む事業者
②令和２年度中に新規開店した①に
分類される事業者
※飲食店応援給付金・宿泊業等支援給
付金の受給者は対象になりません。

対象者

令和３年５月10日（月）
〜令和３年８月31日（火）
電子申請または郵送
（紙の申請書は会議所HPまたは仙北
地域振興局にて入手）

給付額

秋田県飲食店緊急支援金事務局
問い合わせ先
電話：018-895-5124

大仙市飲食店等感染予防
対策支援補助金（チラシ同封）

一律20万円
（複数店舗を有する場合40万円）

申請期間

令和３年４月26日（月）
〜令和３年６月30日（水）

申請方法

郵送または電子メール

問い合わせ先

大仙市経済産業部 商工業振興課
電話：0187-63-1111

対象者

令和３年５月31日までに開業した市内の飲食店等
※秋田県の飲食店感染予防環境整備支援事業費補助金を受給する事業所は申請できません。

給付額

上限10万円（複数店舗を有する場合20万円）

申請期間

令和３年４月26日（月）〜令和３年６月30日（水）

申請方法

郵送または電子メール

問い合わせ先 大仙市経済産業部

商工業振興課

電話：0187-63-1111
© 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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【開催中止のお知らせ】

６月12日「大曲の花火 春の章」

６月１２日（土）に延期しておりました「大曲の花火 春の章」は中止いたします。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、出品者並びに来場されるお客様の健康と安全
を第一に考えての決定であります。
開催を楽しみにしていただいた皆様には急なご案内となり、ご迷惑をおかけいたし
ますがご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

中止
「大曲の花火 春の章」開催中止に伴い、観覧席券・駐車券の購入代金を
返金いたします。詳しくは、公式ホームページをご確認願います。
公式ホームページ

https://www.oomagari-hanabi.com/spring2021/index.html
■お問合せ先■ 「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

電話0187-88-8073
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ＡＫＴ秋田テレビで放送 〝わがまま！気まま！旅気分″
春夏秋冬オールシーズンで楽しめる「大曲の花火」と大仙の歴史を巡る旅情報が番組をとおして紹介されます！

どど〜んと大仙

「大曲の花火」とステキ体験ツアー
フリーアナウンサー・相場詩織さんが
秋田県大仙市の“ステキ”な
スポットを一人旅！
大仙市大曲といえばやっぱり花火。
その歴史と文化に触れた後は、
「花火のまち」
ならではのプライベート花火を鑑賞。
また、米どころとして農業が盛んな当地で酒
蔵見学、雄物川の舟運で栄えた角間川を訪問
したり、いちご狩りや焼き物体験、森の中の
リゾートホテルに一泊と ステキ な大仙市
の魅力をお届けします！
花火伝

統 文化

継 承資
料
はなび・ 館
アム

楢岡焼登り窯

楢岡焼

秀よし酒蔵

ホテル
山の手

旧本郷家住宅

【放送日時】６月19日（土）14時〜 14時55分
「大曲の花火」の起源と発展の
歴史を知る花火伝統文化継承資料館
〝はなび・アム〟見学

旅のナビゲーター

花火のまち★大曲の花火の
角間川地区・旧本郷家住宅見学
新しい形「プライベート花火」

河港角間川の明治の秋田三大地主
相場詩織アナウンサー（フリー）

花火の歴史、
花火づくりの流れ、
花火
のしくみなどについて詳しく知るこ
とが出来たり様々な映像機器で仮想
の花火打上体験やバーチャル工場見
学などを楽しめます。

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）

国登録・旧本郷家住宅

「あなただけの花火鑑賞！」
番組内で申込方法も紹介
されます！

国登録有形文化財「旧本郷家住
宅」を核とする住宅建築群を見
学できます。

※本郷家は明治天皇東北巡行の行在
所・聖跡としての歴史があります。

関係者と相場詩織アナウンサー
（撮影準備前）

＝旧本郷家住宅公開情報＝
●公開期間／令和3年4月29日
〜 11月14日
●休 館 日／毎週月曜日
※月曜日が祝日の場合は翌日休館

●公開時間／ 9：00 〜 16：00

※最終入場15：30

●入 館 料／無 料
●駐 車 場／旧JA秋田おばこ大曲
南支店20台

［６］
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新参与からのあいさつ
皆様が安心して生活できる地域づくりを進めます
この４月から仙北地域振興局長に着任しました小西
と申します。日頃より、県政の推進に格別の御理解と御
協力を賜り、心から感謝と御礼を申し上げます。
さて、社会に大きな影響をもたらしている新型コロナ
ウイルス感染症については､今後接種が進んでいくワク
チンの効果に大きな期待を寄せておりますが、今のとこ
ろは予断を許さない状況が続いております。
個人事業主や企業の経営者の皆様におかれましては、
感染症の影響の長期化に伴って従来のビジネスモデル
の見直しを迫られるなど、厳しい環境にあるものと存じ
ます。
振興局としましても、この難局を乗り越えるため、感
染症拡大防止に関する保健所の業務体制を充実してい
るほか、
商工業等に係る各種支援の相談窓口を設けてい
るところであります。
こうしたコロナ禍への対応のほかにも、
皆様に身近な

県の機関として、
地域の声を伺い、
皆様が安心して生活できる地域づ
くりを進めてまいりますので、引
き続き当局を活用くださるようお
願いします。
当地域が持つ、大曲の花火、歴史
秋田県仙北地域
振興局 局長
的な町並み、豊かな自然などの、数
多い魅力的な資源を活かすため、 小西 弘紀
コロナ禍がもたらした変化の中に
も新しいチャンスの芽を見つけるなど着実に準備しな
がら、地域の皆様とともに、収束後の更なる発展を目指
していきたいと考えております。
結びに、大曲商工会議所及び会員の皆様の益々の御発
展と御健勝を御祈念申し上げ、着任の挨拶とさせていた
だきます。

「すべてを、お客さまのために。」
この４月から大曲郵便局長に就任しました山下と申
します。前任は花巻市ですが、出身は湯沢市（旧稲川町）
です。これまで東北各地を回っており、大仙市での勤務
は14年ぶり２回目となります。以前と変わらない街並み
や地域の方々の人柄の良さに触れ、懐かしさと嬉しさを
感じているところです。
さて、私ども日本郵政グループは、1871年の郵便事業
の創業を起点に、1875年の郵便貯金事業創業、1916年の
簡易保険事業創業を経て、これら三事業の商品・サービ
スを、郵便局等を通してお客さまに提供する現在の事業
形態となりました。
1871年は郵便事業の創業であるとともに、郵政事業の
起点となる記念すべき年であることから、今年、2021年
を「郵政創業150年」として、グループ全体で取り組んで
います。

150年前、日本に郵便の仕組みを
築いた前島密は「縁の下の力持ち
になることを厭うな。人のために
よかれと願う心を常に持てよ」を
信条としていました。
日本郵便㈱
新型コロナウイルス感染拡大
大曲郵便局 局長
の影響により各方面で大変な状況に
山下 勝
ありますが、
「すべてを、お客さま
のために。」のスローガンの下、社員一人ひとりがこの創
業の精神に立ち返り、お客さまに150年の感謝のきもち
をお伝えするとともに、一人ひとりが地域の方々・お客
さまに寄り添い、お客さまの満足と安心に最優先で取り
組み、お客さまから信頼していただける郵便局を目指す
とともに、地域社会への貢献に努めてまいりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

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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求職者情報

令和3年5月6日発行
住

職歴・経験

所

一般事務
1 ・
・栄養士

・栄養士

・栄養士として調理、献立作成、食材発注等

・約5年

美郷町 19万円以上

看護師
2 ・
・社会福祉士

・看護師
・介護支援専門員
・社会福祉士

・訪問等地域連携看護師業務
・障害者施設での看護師業務

・約10年
・約9年

大仙市

25万円以上

・ビューワ、３ＤＣＡＤ、データ管理関係の調査、運用ルー
ル設定、現場ソフトウェアサポート、生産現場での３Ｄ ・約15年
データ活用推進、機械設計等

美郷町

25万円以上

・歯科衛生士業務

・約11年

大仙市

18万円以上

・介護支援専門員

・約20年

大仙市

23万円以上

機械製造技術者
3 ・
・機械開発、設計
4 ・歯科衛生士

・歯科衛生士

・社会福祉士
5 ・介護施設や福祉施
介護支援専門員
設等での相談員 ・
・介護福祉士

考

Aターン者

★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。

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
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

横手商工会議所会館4F

給排水・衛生・冷暖房・空調設備

株式会社 都市整備
大曲環境事業所

代表取締役

大仙市大曲飯田町19番9号
TEL.０１８７-６２-２３１９
FAX.０１８７-６２-２３９１

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

塗装で明るい街づくり
◆屋根・外壁塗装
◆リフォーム全般
◆JAF指定工場

◆建物解体
◆遺品整理

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

備

希望月収

（パートの場合は時給）

TEL.(0187)62-8123

大仙市花館字下殿屋敷46番地 秋田県知事許可（般-19）60038号

商工会議所 News

［８］

５・
６月の行事予定
５・６月の行事予定
５月

日時

（火）
25日

常議員会
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県内中小企業者のみなさまへ

行事

会場
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第63回大曲商工会議所
野球大会は中止になり
ました。

県外出張に伴うPCR検査の費用を
補助します
コロナ禍における中小企業の安定的な
事業継続を支援するため、従業員等が県
内医療機関で自費（自由診療）によるPCR
等検査を受けた場合にその費用の一部を
補助します。
県内に本店又は主たる事業所を有する中小
（個人事業主を含みます。
）
補助対象 企業者
※農林漁業､金融保険業､医療業､社会福祉･介護事業など
一部の業種は除きます。

６月の花火のお知らせ

次のすべてに該当する検査となります。

大曲の花火 ―春の章―
中止になりました。 ※詳しくは（P4）に記事掲載

補助対象
検
査

今回同封した各種ご案内
− コロナ関連支援チラシ −

・経営上必要な県外出張等から帰県した従業員
等が、帰県後５日目以降に受けた検査
・発熱や咳など新型コロナウイルス感染症を疑
う症状のない従業員等が受けた検査
・自費による検査（行政検査や医療保険の適用
が受けられる検査は対象外）
・県内の自費検査可能な医療機関で、令和３年
４月16日以降に受けた検査（PCR検査､LAMP
法検査及び抗原定量検査に限ります。）

自ら検査キットを購入して検査を

１.事業再構築補助金
２.小規模企業者元気づくり補助金（締切５月31日）
３.持続化補助金（一般型・低感染リスク型）
４.一時支援金（締切５月31日）
５.大仙市経営再興支援給付金（締切６月30日）
６.大仙市飲食店等感染予防対策支援補助金（締切６月30日）
− 共済関連チラシ −
１.「大曲商工会議所 共済・福祉制度」
からのご案内
２.経営者のための健康経営セミナーご案内

検査費用の１／２以内 受けた場合は補助対象外です。
また、１検査（検体）当たり１万円を限度
補 助 率
限 度 額 とし、１事業者当たり20検査（検体）を上限
とします。
お 問 い 合 わ せ 先
○PCR等検査を実施する
医療機関のご紹介

○補助制度について

一般社団法人 秋田県医師会
ＴＥＬ：080-9401-8231
受付時間：平日（月〜金）8：30〜17：15
メールアドレス info@akita.med.or.jp
〒010-0874 秋田市千秋久保田町6番6号

秋田県産業労働部地域産業振興課
ＴＥＬ：018-860-2231
〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号
詳細は秋田県公式サイト
「美の国あきたネット」
https://www.pref.akita.lg.jp/
pages/archive/57073

文具・ＯＡ機器・スチール家具
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