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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
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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

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】 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

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

「秋田県の飲食店」県民応援事業について（お知らせ）
秋田県では、飲食店での消費を喚起するため、プレミアム飲食券の発行を予定しています。
詳細につきましては決まり次第お知らせいたします。
■概要＜飲食券発行内容＞
　・販売金額　4,000円で5,000円分の飲食券（1,000円×５枚）を販売します。※何回でも購入可能。
　・対象店舗　県内に店舗を持つ中小企業者
　　　　　　　※配達、持ち帰り専門業者も可　※スーパー、コンビニエンスストアを除く。
　・利用期間　令和４年４月２０日～１２月３１日（予定）
　　・　販売方法　①コンビニエンスストアで飲食券（セット）購入　②スマートフォンで電子チケット購入
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新型コロナウイルス感染症による

【小学校休業等対応助成金】
詳細は
こちら

　令和３年８月１日から令和４年３月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが
必要となった労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取得さ
せた事業主は助成金の対象となります。
　①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など
（保育所等を含みます）に通う子ども

　②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

お問い合わせはコールセンターまで
『雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター』
（フリーダイヤル）0120‐603‐999　受付時間：9：00～21：00 土日・祝日含む
※詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、助成金の相談について電話などで勧誘することはありません。また、振込先、
口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話などで問い合わせることはありません。

【申請方法】

【助成内容】

①支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページにて確認ください。
　申請書は、厚生労働省HPから印刷してください。
＊①雇用保険被保険者の方用と、②雇用保険被保険者以外の方用の２種類の様式があります。
＊事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について可能な限りまとめて申請をお願いします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

②申請書の提出方法
秋田労働局雇用環境・均等室まで郵送でお願いします。
〒010-0951　秋田市山王七丁目1番3号　TEL 018-862-6684
※必ず配達記録が残る郵便（特定記録郵便やレターパックなど）で配送してください。（宅配便などは受付不可）

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10／ 10
　具体的には、対象労働者１人につき、対象労働者の日額換算賃金額※1×有給休暇の日数で算出した合計額を支給
します。　※1 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの（日額上限額あり）

※2 ただし、やむを得ない理由があると認められる場合（以下Ⅰ又はⅡ）は、申請期限経過後に申請することが可能（令和４年６月
30日まで）です。
Ⅰ.労働者からの都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』への「（企業に）この助成金を利用してもら
いたい」等のご相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合。
Ⅱ.労働者が都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自
らが事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合。

休暇取得期間
令和３年８月１日～10月31日

令和３年11月１日～12月31日

令和４年１月１日～３月31日

日額上限額
13,500円

13,500円
令和４年１～２月：11,000円
令和４年３月：9,000円

申請期限※2
令和３年12月27日（月）必着

令和４年２月28日（月）必着

令和４年５月31日（火）必着
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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©

第38回景況調査結果

◆目的
　大曲商工会議所地域内の商工業者の景況を把
握し公表することにより、商工業者の事業推進
に寄与するため実施した。

◆調査対象期間
●前期の実績
　前期（令和３年10月１日～12月31日）について
の実績を前年同期と比較（令和２年10月１日～
12月31日）
●今期の見通し
　今期（令和４年１月１日～３月31日）について
の見通しを前年同期と比較（令和３年１月１日
～３月31日）

◆考　察
　全業種の景況は、建設業を除く全業種で前期
実績、今期見通しとも改善傾向示している。また、
どの業種も原材料の高騰、原油価格の高騰、など
に加え変異株（オミクロン）による第６波の到来
などの不安材料があり、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。

◆回収状況

◆調査結果のイラストによる表示
　☀☀（DI 100 ～ 50）　☀（DI 49.9 ～ 1.0）　☁（DI 0.9 ～△0.9）
　☂（DI △1.0 ～△49.9）　☂☂（DI △50.0 ～△100）

（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）

参考資料：日本商工会議所LOBO調査・秋田県県内経済動向調査

令和４年１月実施

【全業種】

【業種別】

業 種

対 象 数

有効回答数

建設業

32

27（84％）

製造業

22

16（73％）

卸売業

6

4（66%）

小売業

80

57（71%）

サービス業

60

38（63%）

合計

200

142（71%）

雇用

☀

☀

資金繰り利益在庫売上景況

☂

☂

☂

☂

☁

☂

☂

☂

☂

☂

☀☀

☀

☀

☁

☁

☁

☀

☀

☀

☀

☂

☂

☂

☂

☁

☂

☂

☂

☂

☂

☂

☂

☂

☂

☂

☂☂

☂

☂

☂

☂

‐

-

☂

☂

☀

☀

☀

☀

-

-

☂

☂

☂

☂

☁

☁

☂

☂

☂

☂

☂

☂

☂

☂

☁

☁

☂

☂

☂

☂

期間

前期の実績

今期の見通し

業種

全業種

資金繰り利益在庫売上景況期間

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

業種

建設業

製造業

卸売業

小売業

サービス業

雇用
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　３月１日グランドパレス川端において、「大曲の花
火」出品業者宿泊施設・大会管理運営施設の説明会を、
大曲商工会議所の議員の方々を対象に開催しました。
　主に、先月２月号会報のP４～５に掲載された、建設
の趣旨や検討経緯、施設建設のスケジュール、各年度の
支出予定額、予算計画、財源内訳また借入金の償還計画、
年館維持管理費などについて説明を行いました。
　質疑応答では、地元説明会の早期開催要望や、施設
の利用方法、財源となる花火大会の今後のプログラ
ム内容の見直
しや、マスコ
ミへの情報発
信方法などに
ついてご意見
をいただきま
した。

　３月２日大曲商工会議所において、障がい者雇用の
採用職域の拡大と求人の提出について要請がありま
した。
　当日は、大曲公共職業安定所の佐藤所長、秋田県仙
北地域振興局の小西局長、大仙市経済産業部の冨樫部
長が訪れ、要請書が佐々木会頭に手渡されました。
　令和２年度にハローワーク大曲・角館の紹介により
就職した障がい者は、前年度を下回る85人となってお
ります。障がい者が１人でも多く地元企業に就職及び
定着し、安定した就労が継続できるよう会員の皆さま
にはご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

障がい者雇用のお願い

大仙市技能功労者表彰
　卓越した技術を持ち、長年精進された技能者の方々をたたえる技能功労者表彰。
　当会員事業所の、佐々木正夫氏（佐々木木工所）、粟津貞一郎氏（㈱粟津鉄工建設）、岸竹一氏（㈲角間川設備
工業）が、令和３年度大仙市技能功労者として選ばれ、３月１日に大曲エンパイヤホテルにて表彰されまし
た。

　三氏とも、業界全体の後進育成と発展に大きく貢献されております。今後益々のご活躍をお祈りいたしま
す。おめでとうございます。

佐々木木工所
佐々木　正夫  氏

㈱粟津鉄工建設
粟津　貞一郎  氏

㈲角間川設備工業
岸　　竹一  氏

「大曲の花火」
出品業者宿泊施設・大会管理運営施設

議員説明会　開催

「大曲の花火」
出品業者宿泊施設・大会管理運営施設

議員説明会　開催
　３月１日グランドパレス川端において、「大曲の花
火」出品業者宿泊施設・大会管理運営施設の説明会を、
大曲商工会議所の議員の方々を対象に開催しました。
　主に、先月２月号会報のP４～５に掲載された、建設
の趣旨や検討経緯、施設建設のスケジュール、各年度の
支出予定額、予算計画、財源内訳また借入金の償還計画、
年館維持管理費などについて説明を行いました。
　質疑応答では、地元説明会の早期開催要望や、施設
の利用方法、財源となる花火大会の今後のプログラ
ム内容の見直
しや、マスコ
ミへの情報発
信方法などに
ついてご意見
をいただきま
した。

　３月２日大曲商工会議所において、障がい者雇用の
採用職域の拡大と求人の提出について要請がありま
した。
　当日は、大曲公共職業安定所の佐藤所長、秋田県仙
北地域振興局の小西局長、大仙市経済産業部の冨樫部
長が訪れ、要請書が佐々木会頭に手渡されました。
　令和２年度にハローワーク大曲・角館の紹介により
就職した障がい者は、前年度を下回る85人となってお
ります。障がい者が１人でも多く地元企業に就職及び
定着し、安定した就労が継続できるよう会員の皆さま
にはご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

障がい者雇用のお願い

【障がい者雇用のための助成等】
・トライアル雇用助成金
　（障がい者トライアルコース）
・障がい者介助等助成金
・職場適応援助者助成金
・特定求職者雇用開発助成金
・特定求職者雇用開発助成金
・その他

第293号 ［５］商工会議所News　おおまがり



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）

大曲商工会議所　実施検定試験

令和4年度日本商工会議所検定試験日
①簿記検定（１級～３級）  統一試験（ペーパー試験）
※第163回は１級の試験はありません

②珠算（そろばん）検定（１級～６級）
（７級～10級は日本珠算連盟検定）

試験日 募集受付期間 合格発表

第161回 6月12日（日）  4月25日（月）～5月13日（金）

第162回 11月20日（日） 10月4日（火）～10月21日（金）

第163回 令和5年2月26日（日） 令和5年1月10日（火）～1月27日（金）

1級： 8月1日（月）

2･3級： 6月27日（月）

1級： 令和5年 1月10日（火）

2・3級： 12月5日（月）

2・3級： 令和5年3月13日（月）

受験料
（税込）

1級

7,850円

2級

4,720円

3級

2,850円

試験日 募集受付期間 合格発表

第225回 6月26日（日） 5月9日（月）～5月26日（木）

第226回 10月23日（日） 9月5日（月）～9月22日（木）

第227回 令和5年2月12日（日） 12月19日（月）～令和5年1月12日（木）

7月1日（金）

10月28日（金）

令和5年2月17日（金）

受験料
（税込）

1級

2,340円

2級

1,730円

3級

1,530円

4～6級

1,020円

7～10級

910円

※１級を除く全ての級で、随時試験可能のネット試験も実施しております。
　 （施行日はネット試験会場が決定します）

※令和3年度よりリテールマーケティング（販売士）検定はネット試験に変更になりました。
●日本商工会議所　検定ホームページhttps://www.kentei.ne.jp
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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

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

秋田支部の健康保険料率は変更となります。
令和4年2月分まで

（3月納付分）
令和4年3月分から

（4月納付分）

10.16％ 10.27％

介護保険料率も変更となります。
令和4年2月分まで

（3月納付分）
令和4年3月分から

（4月納付分）

1.80％ 1.64％

協会けんぽからのお知らせ
令和4年3月分（4月納付分）からの協会けんぽの保険料率についてお知らせします。
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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

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

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

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

Ⓡ

　・　会員事業所短期経済観測調査ご協力のお願い
　・　生産性向上支援訓練のご案内（秋田職業能力開発促進センター）

今回同封した各種ご案内

３月の行事予定３月の行事予定３月の行事予定
日時 行事 会場 時間

３月２３日（水）
３月２５日（金）
３月２５日（金）

新入社員合同入社式・教育講座
常議員会
通常議員総会

グランドパレス川端
フォーシーズン
フォーシーズン

９：３０～
１５：００～
１５：３０～

第10回

～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
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）

花火打上（両日）　19：00～20：30

（土日・祝日は除く）
9：00～17：00

発売中!!
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