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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。

【事業復活支援金】　1月31日申請開始 詳細は
こちら

①と②を満たす中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月～2022年３月のいずれかの月（対象月）の売上高が、
　2018年11月～2021年３月の間の任意の同じ月（基準月）の売上高と比較して
　50％以上又は30％以上50％未満減少した事業者

※計算にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策として国又は県、市による
給付金、補助金等は、各月の事業収入から除きます。

〇中小法人等：上限最大250万円　　〇個人事業者等：上限最大50万円
〇給　付　額：基準期間の売上高－対象月の売上高×５か月分

※基準月を含む事業年度の年間売上高

対象者

給付額

2022年１月31日（月）～５月31日（火）申請期間

ホームページを確認ください。　https://jigyou-fukkatsu.go.jp申請方法

相談窓口電話：0120-789-140問い合わせ先

法人

年間売上高
1億円以下

年間売上高
1億円超～5億円以下

年間売上高
5億円超

100万円

60万円

150万円

90万円

250万円

150万円

個人売上高減少率

▲50％以上

▲30％以上50％未満

50万円

30万円

※ ※ ※
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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©

【秋田県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店認証制度】詳細は
こちら

申請受付期間　令和４年２月28日（月）まで
認証有効期間：認証された日～令和５年３月31日（金）

　本制度は、一定の基準を満たす新型コロナウイルス感染防止対策を実施し、感染リスクを低減
させている飲食店を県が認証することで、飲食店における感染防止対策の徹底を図り、お客様に
安心して利用していただく環境を整えようとするものです。

〇郵送またはメール申請の場合
申請書類を封入の上、以下に送付ください。
〒010-0921  秋田市大町3丁目4-1  マニュライフプレイス秋田5階
秋田県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店認証事務局宛て
Mail：info@akita‐ninshou.jp
※令和4年2月28日（月）17時必着

〇オンライン申請の場合
https://akita-ninshou.jp
申請受付フォームから申請ください。
※令和4年2月28日（月）16:59締切

【飲食店感染予防環境整備支援事業費補助金】 詳細は
こちら

申請受付期間　令和４年２月28日（月）まで

　「秋田県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店認証」を取得するための設備導入費用を支援。
　　　補助金額：上限額1店舗あたり30万円（補助率：4/5）
　　　　　　　※複数店舗の設備導入を行う場合も店舗ごとに上限30万円となります。

〇郵送またはメール申請の場合
申請書類を封入の上、以下に送付ください。
〒010-0921  秋田市大町3丁目4-1  マニュライフプレイス秋田5階
秋田県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店認証事務局宛て
Mail：info@akita‐ninshou.jp
※令和4年2月28日（月）17時必着

〇オンライン申請の場合
https://akita-ninshou.jp
申請受付フォームから申請ください。
※令和4年2月28日（月）16:59締切
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１．建設の趣旨
　大曲商工会議所は、本市商工業発展の一翼を担う団体
のひとつとして、長期的な展望に立って、本市に大きな経
済効果をもたらす「大曲の花火」をさらに発展させるとと
もに、「大仙市花火産業構想」の推進による地方創生にも
貢献するため、これまでにない発想と行動力で実効ある
取組を展開していきたいと考えています。
　こうした考えのもと現在進めているのが「花火業者宿
泊・大会管理運営施設」の建設です。
　当該施設は、大会運営上またコロナ対策上大きな課題
となっている「花火大会本部体制の集約強化」と「花火業
者の宿泊場所確保」を解決するものであり、またアフ
ター・コロナを見据え必要となる「花火による交流推進に
資するプラットフォームづくり」を実現するものです。
　花火大会本部体制の集約強化は、「安全」を最優先事項
に位置づける「大曲の花火」の大会運営における「要」の部
分であり、また今後しばらく続くことが予想されるコロ
ナ感染防止対策の一環として求められているものです。
現在分散している市・警察・消防・大曲商工会議所による
本部体制を一カ所に集約し、機能強化を図ることで、観覧
者の移動を緻密かつ円滑にコントロールし、混雑による
感染リスクの低減とトラブルの未然防止を図るものです。
　花火業者の宿泊場所確保は、全国花火競技大会に参加
する花火業者がこれまで宿泊していた施設が閉鎖し、再
開の目途がたっておらず今後利用できなくなることへの

対応です。本大会は県外から多くの花火業者を招聘して
おり、宿泊場所の確保は大会開催の「生命線」となってい
ます。大会当日の市内及び市周辺の宿泊施設は常に飽和
状態にあり、長期的に花火業者に振り向けることは難しく、
仮に確保できても大会終了後、会場から離れた宿泊施設
に移動することは困難を極め、また経済波及効果上も一
般観覧者の宿泊が重要なファクターとなっていることか
ら、新たな宿泊場所の確保が喫緊の課題となっています。
　花火による交流促進に資するプラットフォームづくり
は、花火産業構想に基づき「大曲の花火」ブランドを戦略
的に活用するため計画している国際花火観光都市交流推
進事業や国際花火競技大会開催事業、四季の「大曲の花
火」開催・販売促進事業、プライベート花火打上事業など
の実施にあたり、海外からの訪問団の受入や花火関係者
の招聘に対応できる会場の確保のほか、必要となる観覧
場所や宿泊場所、天候に左右されない審査会場などの確
保を図るものです。
　花火産業構想の根幹を成す「大曲の花火」が抱える課題
を解決し、未来に向けて持続的に発展させていくために
必要な拠点施設であり、また同構想を推進していく上で
不可欠な基盤であると考えています。
　さらに当該施設は、こうした花火に関する課題を解決
するだけではなく、交通の要衝である本市の強みを活か
したビジネス・観光・交流の活動拠点にもなるものであり、
また民間発想ならではの魅力的な機能、近隣住民の皆様

の利便性向上に繋がる機能を設けることも検討しており、
コロナ禍で停滞し元気を失った市内経済を再び盛り上げ
る起爆剤にもなると考えています。
　令和２年11月、大曲の花火大会委員会は、「大曲の花火」
の精神的支柱とも言うべき「大曲の花火憲章」を制定し、
これからも郷土の誇りとして、また地域発展の源泉の一
つとして守り、育み、未来へと継承していく決意を表明し
ました。
　この憲章は日本初の花火に関する憲章であり、地域経
済発展や日本の花火の発展への寄与など「大曲の花火」が
果たすべき使命を明記しています。
　今般の「花火業者宿泊・大会管理運営施設」は、この花火
憲章の理念を具現化するひとつの形でもあり、平成30年
８月に大仙市が整備した花火伝統文化継承資料館「はな
び・アム」とともに、「大曲の花火」の物理的な支柱、あるい
はシンボルにもなるものと考えています。

２．検討経緯
　令和２年12月から令和３年12月までの常議員会で８回
にわたり、建物の必要性、建物規模、事業スケジュール、資
金繰り、借入金返済計画、維持管理費、花火大会以外の利
活用などについて検討協議を行い、令和４年１月の常議
員会で建設議案が可決されました。

３．建物完成による効果
　花火を核とした各種事業展開はもとより、花火以外に
も活用することで観光消費と交流人口の拡大を図り地域
経済への波及効果が見込まれます。例えば次のような利
用を想定しています。
　　・　国際花火観光都市交流推進事業（花火イベントで観
光振興に取り組む世界の都市との交流）

　　・　国際花火競技大会開催事業（海外で活躍する花火会
社、交流のある都市の花火会社が出場する競技大会）

　　・　四季の「大曲の花火」開催・販売促進事業（ブランド力
を活かした通年誘客）

　　・　プライベート花火打上事業（模擬花火玉作り体験＆
プライベート花火による通年型観光）

　　・　全国バイヤーを招聘して行う花火見本市の開催
　　・　全国規模の花火関連会議の誘致
　　・　修学旅行の誘致　　　・　スポーツ合宿での利用
　　・　農業体験者の利用等

「大曲の花火」出品業者宿泊施設「大曲の花火」出品業者宿泊施設「大曲の花火」出品業者宿泊施設
　令和４年１月25日の常議員会で標記議案が可決されましたので、お知らせします。
事業主体：大曲商工会議所
建設場所：大仙市大曲船場町１丁目地内
構　　造：鉄骨造り地上６階建て（高さ 22.9m）
総事業費：10億3,942万円
事業期間：令和４年度～令和６年度

建　築　概　要
延床面積
１Ｆ
２Ｆ～４Ｆ
５Ｆ
６Ｆ
屋上
鉄骨２階テラス
鉄骨３階テラス

3,019.5㎡
エントランス・ロビー・会議室
30室（和室８畳・４名）
10室（洋室・ツイン）
食堂
設備スペース
警戒警備フロア（138㎡）
大会本部フロア（138㎡）

完成イメージ完成イメージ

◀観覧会場から船場町方面を望む
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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）

１．建設の趣旨
　大曲商工会議所は、本市商工業発展の一翼を担う団体
のひとつとして、長期的な展望に立って、本市に大きな経
済効果をもたらす「大曲の花火」をさらに発展させるとと
もに、「大仙市花火産業構想」の推進による地方創生にも
貢献するため、これまでにない発想と行動力で実効ある
取組を展開していきたいと考えています。
　こうした考えのもと現在進めているのが「花火業者宿
泊・大会管理運営施設」の建設です。
　当該施設は、大会運営上またコロナ対策上大きな課題
となっている「花火大会本部体制の集約強化」と「花火業
者の宿泊場所確保」を解決するものであり、またアフ
ター・コロナを見据え必要となる「花火による交流推進に
資するプラットフォームづくり」を実現するものです。
　花火大会本部体制の集約強化は、「安全」を最優先事項
に位置づける「大曲の花火」の大会運営における「要」の部
分であり、また今後しばらく続くことが予想されるコロ
ナ感染防止対策の一環として求められているものです。
現在分散している市・警察・消防・大曲商工会議所による
本部体制を一カ所に集約し、機能強化を図ることで、観覧
者の移動を緻密かつ円滑にコントロールし、混雑による
感染リスクの低減とトラブルの未然防止を図るものです。
　花火業者の宿泊場所確保は、全国花火競技大会に参加
する花火業者がこれまで宿泊していた施設が閉鎖し、再
開の目途がたっておらず今後利用できなくなることへの

対応です。本大会は県外から多くの花火業者を招聘して
おり、宿泊場所の確保は大会開催の「生命線」となってい
ます。大会当日の市内及び市周辺の宿泊施設は常に飽和
状態にあり、長期的に花火業者に振り向けることは難しく、
仮に確保できても大会終了後、会場から離れた宿泊施設
に移動することは困難を極め、また経済波及効果上も一
般観覧者の宿泊が重要なファクターとなっていることか
ら、新たな宿泊場所の確保が喫緊の課題となっています。
　花火による交流促進に資するプラットフォームづくり
は、花火産業構想に基づき「大曲の花火」ブランドを戦略
的に活用するため計画している国際花火観光都市交流推
進事業や国際花火競技大会開催事業、四季の「大曲の花
火」開催・販売促進事業、プライベート花火打上事業など
の実施にあたり、海外からの訪問団の受入や花火関係者
の招聘に対応できる会場の確保のほか、必要となる観覧
場所や宿泊場所、天候に左右されない審査会場などの確
保を図るものです。
　花火産業構想の根幹を成す「大曲の花火」が抱える課題
を解決し、未来に向けて持続的に発展させていくために
必要な拠点施設であり、また同構想を推進していく上で
不可欠な基盤であると考えています。
　さらに当該施設は、こうした花火に関する課題を解決
するだけではなく、交通の要衝である本市の強みを活か
したビジネス・観光・交流の活動拠点にもなるものであり、
また民間発想ならではの魅力的な機能、近隣住民の皆様

の利便性向上に繋がる機能を設けることも検討しており、
コロナ禍で停滞し元気を失った市内経済を再び盛り上げ
る起爆剤にもなると考えています。
　令和２年11月、大曲の花火大会委員会は、「大曲の花火」
の精神的支柱とも言うべき「大曲の花火憲章」を制定し、
これからも郷土の誇りとして、また地域発展の源泉の一
つとして守り、育み、未来へと継承していく決意を表明し
ました。
　この憲章は日本初の花火に関する憲章であり、地域経
済発展や日本の花火の発展への寄与など「大曲の花火」が
果たすべき使命を明記しています。
　今般の「花火業者宿泊・大会管理運営施設」は、この花火
憲章の理念を具現化するひとつの形でもあり、平成30年
８月に大仙市が整備した花火伝統文化継承資料館「はな
び・アム」とともに、「大曲の花火」の物理的な支柱、あるい
はシンボルにもなるものと考えています。

２．検討経緯
　令和２年12月から令和３年12月までの常議員会で８回
にわたり、建物の必要性、建物規模、事業スケジュール、資
金繰り、借入金返済計画、維持管理費、花火大会以外の利
活用などについて検討協議を行い、令和４年１月の常議
員会で建設議案が可決されました。

３．建物完成による効果
　花火を核とした各種事業展開はもとより、花火以外に
も活用することで観光消費と交流人口の拡大を図り地域
経済への波及効果が見込まれます。例えば次のような利
用を想定しています。
　　・　国際花火観光都市交流推進事業（花火イベントで観
光振興に取り組む世界の都市との交流）

　　・　国際花火競技大会開催事業（海外で活躍する花火会
社、交流のある都市の花火会社が出場する競技大会）

　　・　四季の「大曲の花火」開催・販売促進事業（ブランド力
を活かした通年誘客）

　　・　プライベート花火打上事業（模擬花火玉作り体験＆
プライベート花火による通年型観光）

　　・　全国バイヤーを招聘して行う花火見本市の開催
　　・　全国規模の花火関連会議の誘致
　　・　修学旅行の誘致　　　・　スポーツ合宿での利用
　　・　農業体験者の利用等

・大会管理運営施設の建設・大会管理運営施設の建設・大会管理運営施設の建設
４．各年度の支出予定額、予算計画、財源内訳
各年度の支出予定額

５．借入金償還計画
　借入金７億円（10年償還）　毎年の償還額は予算計画の
施設建設費分と基金引当金を充当する。

６．年間維持管理費
　電気料金、上下水道使用料金、火災保険料、エアコン保
守点検料金、清掃業務委託料など1,680万円

予算計画

財源内訳

（単位：万円）

（単位：万円）

項　目 総　額 令和４年度 令和５年度 令和６年度
調査設計費
土地整備
建築工事
事務費
合　計

5,893
3,336
94,273
440

103,942

5,893

5,893

3,336
69,307
440

73,083

24,966

24,966

項　目 令和４年度 令和５年度 令和６年度
花火振興事業特別会計（収入）
花火振興事業特別会計（支出）
　事業費、管理費ほか
　施設建設費
　基金引当金
　予備費

79,938
79,938
67,132
5,893
5,000
1,913

79,938
79,938
67,132
6,000
5,000
1,806

79,938
79,938
67,132
6,000
5,000
1,806

一般財源
基金取崩
予備費
借入金

合　　計

5,893

5,893

6,000
5,277
1,806
60,000
73,083

6,000
7,160
1,806
10,000
24,966

償還年
償還額
償還年
償還額

令和７年 令和８年 令和９年 令和10年 令和11年
8,050 7,630 7,560 7,490 7,420

令和12年 令和13年 令和14年 令和15年 令和16年
7,350 7,280 7,210 7,140 7,070
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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

information
O M A G A R I   H A N A B I

Ⓡ

～ＳＰＲＩＮＧ ＦＥＳＴＡ～～ＳＰＲＩＮＧ ＦＥＳＴＡ～
有料観覧席販売のお知らせ

販 売 期 間 ３月１日（火）～４月28日（木）
販　売　場　所 大曲商工会議所 花火振興事業部窓口（2階）
インターネット販売 https://www.oomagari-hanabi.com/springfesta2022/index.html

※上記URLから販売ページをご確認の上ご購入下さい。販売期間（3/1～4/18）
「SPRING FESTA」

HP

新作花火
コレクション2022

新作花火
コレクション2022

テーブル付イス席を新たに設置！テーブル付イス席を新たに設置！
観覧会場のアスファルト
舗装されたエリアに
設置されます！

テーブルを囲んで
ゆっくり花火を観賞！

2022.4.29（金）

15,400円（税込）1セット ・・・・・・・・・・
テーブル付イス席

（４名まで）

3,300円（税込）1名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パイプイス席

2,200円（税込）1台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
観覧会場内駐車場

24,200円（税込）1セット ・・・・・・・・・
テーブル付イス席

（４名まで）

5,500円（税込）1名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パイプイス席

2,200円（税込）1台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
観覧会場内駐車場

春の章春の章
一般社団法人
日本煙火芸術協会60周年記念事業花火
一般社団法人
日本煙火芸術協会60周年記念事業花火

2022.4.30（土）

区画の大きさ　　　縦140㎝／横170㎝
テーブルの大きさ　縦120㎝／横60㎝
区画の大きさ　　　縦140㎝／横170㎝
テーブルの大きさ　縦120㎝／横60㎝

花火打上（両日）　19：00～20：30

（土日・祝日は除く）
9：00～17：00
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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

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

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

塗装で明るい街づくり塗装で明るい街づくり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

◆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

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
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

令和３年分確定申告 申告納税
所得税および復興特別所得税・贈与税

令和４年３月15日（火）まで
消費税および地方消費税（個人事業者）

令和４年３月31日（木）まで

詳しくは国税庁ホームページを
ご覧ください。 検索確定申告

密を避けて

さぁ、おうちで
　スマホでe-Tax
さぁ、おうちで
　スマホでe-Tax

PCでもできます

※新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難
　な方は、4月15日まで期限を延長することができます。
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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

　　　記帳指導個別講習会
　・　会員事業所短期経済観測調査ご協力のお願い
　・　経営者のための健康経営セミナー（3/2）のご案内
　　　　　　　　　　　　　　　 （秋田県商工会議所連合会）

今回同封した各種ご案内

２・３月の行事予定２・３月の行事予定２・３月の行事予定
日時 行事 会場 時間

２月１７日（木）
２月２０日（日）
２月２２日（火）
２月２７日（日）
２月２７日（日）
３月２３日（水）

総務財政委員会
大曲創業塾
常議員会
簿記検定
大曲創業塾
新入社員合同入社式・教育講座

会議室
相談室
会議室
会議室
相談室

グランドパレス川端

１２：００～
１０：００～
１４：００～
９：００～
１０：００～
９：３０～

第９回

令和４年合同入社式
　　新入社員・従業員教育講座
令和４年合同入社式
　　新入社員・従業員教育講座
令和４年合同入社式
　　新入社員・従業員教育講座

日　時
グランドパレス川端
大仙市大曲浜町7-39 TEL 0187-62-0354

会　場

※申込〆切は2月18日（金）必着です。

合同入社式
教育講座

3月23日（水）
9：30～10：00
3月23日（水）
10：00～16：00

令和４年２月24日（木）
　　  　 10：00～16：00
大曲商工会議所

日時

会場

記帳指導個別講習会のご案内

2/24

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。

第292号［８］ 商工会議所News　おおまがり


