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コロナ関連支援金補助金情報

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支援金の一部を紹介いたします。
申請方法・申請期日などを確認いただき、
ぜひご活用ください。

秋田県飲食店等事業継続緊急支援事業

詳細は
こちら

新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受けている県内飲食店及びその関連事業者の事業継
続を支援します。

対 象 者

次のすべてに該当する事業者

■県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者等（個人事業主含む）
■飲食店又は、飲食店と継続的に直接取引（年間20％以上）のある事業者
■直近決算期の売上が前年度又は、前々年度と比較して20％以上減少していること

※直近決算期以後に売上が急激に減少している場合など、直近期と対前年度、又は前々年度との比較が実態を反映していない
場合には、直近12か月の試算表等と前年度、又は前々年度の申告書等との比較で20％以上減少していれば対象になる場合
があります。詳しくは商工団体等にご相談ください。

支援金額

１事業者当たり売上金額３千万円につき30万円（上限300万円）

売上金額
60万円超 〜
3,000万円
3,000万円超 〜
6,000万円
6,000万円超 〜
9,000万円
9,000万円超 〜 12,000万円
12,000万円超 〜 15,000万円

申請受付期間

支援金額
30万円
60万円
90万円
120万円
150万円

売上金額
15,000万円超 〜 18,000万円
18,000万円超 〜 21,000万円
21,000万円超 〜 24,000万円
24,000万円超 〜 27,000万円
27,000万円超 〜

支援金額
180万円
210万円
240万円
270万円
300万円

令和３年10月27日
（水）
〜令和４年１月31日
（月）

申請書の入手先
○秋田県庁第二庁舎1階ホール（紙）
○各地域振興局（紙）
○各商工団体（紙）
（商工会議所、商工会、商工会連合会、中小企業団体中央会）
○ウェブサイト（https://insyoku‐shien.com）よりダウンロード

相談・お問い合わせ先

※郵送可

申請はオンラインか、紙の場合は必ず下記事務局に提出してください。

■秋田県飲食店等事業継続緊急支援金事務局
〒010-0951 秋田市山王2丁目1-53 秋田山王21ビル5階

コールセンター TEL 018-874-8835

受付時間：平日 9時30分〜17時30分（土日祝日と12/30〜1/3は休み）

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）

※ご相談は大曲商工会議所
中小企業相談所
TEL 0187-62-1262でも
受付してしております。
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10月分が追加されました

詳細は
こちら

2021年9月30日に緊急事態宣言が解除された19の都道府県においては、政府の基本的対処方針に基づき、1 ヶ月
までを目途として、
飲食店に対する時短営業等の要請を行うこととされています。
このため、
19の都道府県による飲
食店への時短要請や外出自粛要請などの影響を受ける事業者の皆様に対しては、
これまでと同様、
業種・地域を問わず、
10月分まで月次支援金を支給します。
対

象

者

給 付 額
申請期間
申請方法
問い合わせ先

①と②を満たせば、業種／地域を問わず給付対象となり得ます。
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
②月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50％以上減少していること
・中小法人等 ：上限20万円／月 ・個人事業者等：上限10万円／月
９月分 令和３年10月１日
（金）
〜11月30日
（火） 10月分 令和３年11月１日
（月）
〜令和４年１月７日
（金）
ホームページを確認ください。https://ichijishienkin.go.jp
相談窓口 電話：0120-211-240
※情報は更新される場合がありますので、月次支援金ホームページで最新版をご確認ください。

第 3 7 回景況調査結果

令和３年10月実施

◆調査対象期間
◆回収状況
●前期の実績
業
種 建設業 製造業 卸売業 小売業 サービス業 合計
前期（令和３年７月１日〜令和３年９月30日）についての
60
対 象 数
22
6
80
200
32
実績を前年同期と比較（令和２年７月１日〜令和２年９月
（81％）
（68％）
（83％）
（68％）
（67％）
140（70％）
40
有効回答数 26
15
5
54
30日）
●今期の見通し
◆調査結果のイラストによる表示
今期（令和３年10月１日〜令和３年12月31日）についての
☀☀（DI 100 〜 50） ☀（DI 49.9 〜 1.0） ☁（DI 0.9 〜△0.9）
見通しを前年同期と比較（令和２年10月１日〜令和２年12
☂（DI △1.0 〜△49.9） ☂☂（DI △50.0 〜△100）
月31日）
【全業種】

◆考 察
業種
全業種の景況は、前回調査と同様に新型コロナウイルスの
全業種
影響や原材料の高騰が続いており、好調な業種はないが、ワク
チン接種が進み緊急事態宣言・まん延防止等重点措置解除等
明るい材料も出てきたことから、景況感は小売業・サービス 【業種別】
業・製造業で、若干ではあるが改善傾向を示している。しかし、
業種
雇用を除くすべての項目で、悪化傾向から脱し切れておらず、
景況感はまだ厳しい。どの業種も原材料の高騰、原油価格の高
建設業
騰、などの不安材料により先行きは依然として不透明である。
※景況判断指数（Diﬀusion Index値）とは
景況判断指数はＤＩ値と表示され、求め方は、増加や好転と
回答した事業所の割合から減少や悪化と回答した事業所の割
合を差し引いた値で、プラスの時は好景気（景気拡大期）、マイ
ナスの時は不景気（景気減速期）と判断される。

製造業

（計算例）
好転５社 変わらず３社 悪化２社のＤＩ値は30ポイント
ＤＩ値＝好転の割合（５社÷10社＝50％）−悪化の割合
（２社÷10社＝20％）
ＤＩ値＝50％−20％＝30（ポイント）

小売業

卸売業

サービス業

期間

景況 売上 在庫 利益 資金繰り 雇用

☂
今期の見通し ☂
前期の実績

期間
前期の実績
今期の見通し
前期の実績
今期の見通し
前期の実績
今期の見通し
前期の実績
今期の見通し
前期の実績
今期の見通し

☂
☂

☂
☂

☂
☂

☂
☂

☀
☀

景況 売上 在庫 利益 資金繰り 雇用

☂
☂
☂
☂
☂
☂
☂
☂
☂
☂
☂☂ ☂☂
☂ ☂☂
☂
☂
☂
☂
☂
☂

‐
☂
☂
☀
☁
☂
☂
-

☂
☂ ☀☀
☂
☂ ☀☀
☂
☂
☂
☂
☂
☂
☂
☂
☁
☂ ☂☂ ☁
☂☂ ☂
☀
☂
☂
☀
☂
☂
☀
☂
☂
☀

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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講習会 開催報告
Google活用 効果的なWEBサイト
集客セミナー（10/12開催）
10月12日にEC強化を図るべく、Googleの機能を活用し
てWEBサイトに集客を行う手法についてセミナーを開
催いたしました。昨年からのコロナ禍により、在宅需要増
加に伴い、ネット通販の売上は全国的に大きく伸びまし
た。また、補助金などを活用して自社HPを構築・リニュー
アルする動きも加速しました。しかし、閲覧してもらえな
い、注文が入らないなどの課題を抱える企業は少なくあ
りません。そこで、この状況を打開する策の一つとして、
Googleを活用した手法を学びました。Googleが持つ様々
なデータを活用することで、ターゲットを絞り、アプロー
チを図りたいところに効率よく、しかも簡単に広告を出
すことが可能です。またその広告にかける費用も自由に
調節でき、その成果も測ることが可能です。エリアマーケ
ティング・リマーケティングなども専門知識が無くても

簡単にすぐ取り組めます。人々の興味・関心・欲求などに
おいて、膨大なデジタルデータを持つGoogleの広告プ
ラットフォーム活用は、まさにデジタル化時代のスタン
ダードな広告手法であると感じました。

キャッシュレス決済導入セミナー（10/27開催）
10月27日（水）に大曲商工会議所会議室にてキャッシュ くても利用でき、支払いも最短５日で入金されるのはあ
レス決済導入セミナーを開催しました。講師には東日本 りがたい。」などの声があがっていました。その後、個別相
旅客鉄道㈱秋田支社様、㈱ジェイエムエス様、㈱ジェイ 談会を開催し、多くの参加者が導入について前向きな相
シービーカード様、ジェイシービーカード様にお越しい 談をされており、大変有意義なセミナーとなりました。
ただきました。
セミナーの中で特に、東日本旅客鉄道㈱秋田支社様か
らは電子マネーSuicaについての説明あった他、JREポイ
ントを活用した電子チケット「エキトマチケット」につい
ても紹介がありました。キャッシュレス決済は、利便性や
生産性向上による利点の他、現金を触ることもないため
衛生面の観点からも決済利用が高まっており、今後ます
ますキャッシュレス化が進んでいくことが予想されます。
㈱ジェイエムエス様からは決済端末機の使用方法や手
数料、入金スケジュールなどの導入に際しての具体的な
内容の説明がありました。参加者からは「Wi-Fi設備がな
大曲商工会議所は定期的に講習会を開催しております。ぜひ皆様ご参加ください。
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
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建設業部会・工業部会

建設・
建設・工業２部会合同視察研修
工業２部会合同視察研修
10月13日建設業部会、工業部会の２部会合同で視察研
修を実施しました。総勢14名が参加し、昨年に引き続き成
瀬ダムの工事進捗状況を視察しました。
成瀬ダムは、昭和58年から着手され令和６年に完成予
定で、完成すれば台形CSGダムとしては、日本最大級のダ
ムとなります。今回は、ダム工事共同企業体の一つである
鹿島建設が新たにオープンした「KAJIMA DX LABO」
も見学し、ダムのジオラマを中心に、パネルゾーンとシア
ター、展望デッキのフィールドミュージアムなどタブ
レット端末を操作しながら工事の完成予想などをARで
体感したほか、重機の自動運転施工を見学するなど、未来
の土木を体験した貴重な一日となりました。

タブレットで完成予想をＡＲで体感

まちづくり推進委員会

五城目地域視察およびまちづくりコンサルティング事業開催
五城目地域視察およびまちづくりコンサルティング事業開催
まちづくり推進委員会ではまちづくりコンサルティン
グ事業の一環として、10月15日に、㈱角間川・南部地区協
議会と合同で、秋田県内で活発にまちづくりに取り組ん
でいる五城目地域を視察しました。
500年以上続いている朝市をはじめ、遊びと学びを融合
させた取組を行っているハバタク㈱や、古民家を活用し
てユニークな事業展開を行うシェアヴィレッジ、廃校に
なった校舎をリノベーションしてレンタルオフィスとし
て活用しているＢＡＢＡＭＥベース、日本酒の若手グ
ル ー プ『 Ｎ Ｅ Ｘ Ｔ ５ 』の 一 角 、福 禄 寿 酒 造 が 手 掛 け る
カフェを視察。
そのほか、地域の小学校を統合して新築する際の
建築コンセプト『超える学校』や、デジタル建築によ
る取組の話を伺いました。五城目では行政と民間が
一緒になって、起業する方がチャレンジしやすい環
境を作り上げるとともに、開かれた豊かな世代間コ
ミュニケーションがとれるまちづくりに力を入れて
おり、それが成果として表れてきていることが実感

できました。
また、11月２日にも、大曲南部地区のまちづくりを担う
㈱角間川にご参画いただいて、シェアヴィレッジの運営
も行っているハバタク㈱の丑田氏を講師に、角間川の御
三家エリアを活用した地域ビジョンの策定に向けてワー
クショップを開催しました。併せて、御三家エリアのツ
アー客に提供する食事の試食会も兼ね、アンケート調査
も行いました。今後、㈱角間川にてビジョン策定を行い、
丑田氏に評価していただくことになっております。まち
づくり推進委員会一同、素晴らしいビジョンが策定され
ることを祈念しております。

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

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
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修学旅行で大仙市へようこそ

模擬花火玉作り体験

花火をテーマにした体験型ツアープログラムを提供している㈱花火創造企業では、昨年度から小中
学生の修学旅行を受け入れています。
10月５日〜７日の午後６時、例年「大曲の花火」が行われる雄物川河川敷に修学旅行生の姿がありま
した。夏の競技大会では20万人のお客様で埋め尽くされる会場に、自分たちだけの椅子が並べられ、ま
さに貸切り状態。開始の号砲とともに約20分間、
「自分たちだけの花火」が打ち上げられました。
生徒が事前に選んだＢＧＭに合わせたスターマインや１発ずつ花火の特徴を解説するレクチャー花
火、夏の競技大会に出品されている10号玉が夜空を彩り、生徒たちは特別な花火に歓声を上げており
ました。
花火に感動して涙をこらえる生徒

真剣に花火をみつめる子供たち

大仙市より

花火工場見学や超プライベート花火鑑賞がセットに
なった商品は、体験型を求める現在の修学旅行商品と
して、その可能性や需要を強く感じます。
同じ学び舎で過ごす仲間たちと過ごした花火で彩ら
れた特別な時間は、
一生の思い出になったことでしょう。
しかし、市内に修学旅行を受け入れられる宿泊施設
が少なく。花火鑑賞後すぐに、大曲を離れることが残念
です。感動冷めやらぬ距離に、それら思いを話し合い、
深められる宿泊施設があればと思います。

㈱花火創造企業より

今年度は県内外の修学旅行生を対象に、工場見学と

模擬花火玉作り14回、花火観覧を７回実施。児童・生徒
からは「友達と花火玉の模型を作ることや花火を見る
ことは一生に一度しかない貴重な思い出になる」と、う
れしい感想をいただいた。生徒の皆さんには、
「花火の
まち」ならではの体験プログラムで、思い出の修学旅行
を彩ってほしい。

文具・ＯＡ機器・スチール家具
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令和４年度「大曲の花火」開催日程について
４月２９日（金） 新作花火コレクション2022

４月３０日（土） 春の章 −世界の花火・日本の花火−
８月２７日（土） 第94回全国花火競技大会

１０月

１日（土） 秋の章 −劇場型花火−

大会内容やチケットの販売時期など現在検討中です。詳細が決まり次第お知らせいたします。

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

〈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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第６回

11・12月の行事予定
・12月の行事予定
日時
行事
会場
時間
１１月２１日（日） 簿記検定
会議所
９：００〜
常議員会
１４：００〜
１１月２２日（月）
大曲エンパイヤホテル
会員大会・優良永年勤続表彰
１６：００〜
１２月 ３日（金） 記帳指導個別講習会
会議所
１０：００〜
１２月 ８日（水） FOODEX JAPAN データベースを活用したオンライン商談会 オンラインor会議所
９：００〜

令和４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４年１月６日
（木）午後4時〜
会場／大曲エンパイヤホテル

令和３年度

会費ご納入のお願い

令和３年度の会費につきまして、未納の会員様宛に再度納入のお願いを送付さ
せていただいております。納付期限は12月15日となっておりますので、ご納入の
ほどよろしくお願いいたします。
納付書をご利用いただきますと振込手数料は発生いたしませんが、
直接お振込み
になる場合の振込手数料につきましては、
ご負担くださいますようお願い致します。
会議所窓口での直接納付も可能です。
コロナ禍で大変な折、誠に恐縮に存じますがご納入の程、何卒よろしくお願いい
たします。

今回同封した各種ご案内
・記帳指導個別講習会（12/3）のご案内
・新春賀詞交歓会（1/6）のご案内
・会員事業所短期経済観測調査ご協力のお願い
・人材確保支援セミナーのご案内（働き方改革推進支援センター）
・高齢者等が活躍する場を創出する講習会のご案内（大仙市雇用創造協議会）
© 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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