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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
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。

【大仙市飲食店等経営支援給付金】

詳細は
こちら

新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経営状況となっている市内の卸・小売業、生活関連
サービス業、飲食業などを営む事業者に対し、経営維持のための給付金を支給します。
支 給 額 １事業所あたり 20万円
日本標準産業分類表の大分類Ｉ「卸売業、小売業」、大分類Ｍ「宿泊業、飲食サービ
対象業種 ス業」および大分類Ｎ「生活関連サービス業、娯楽業」に分類される中小企業および
個人事業主。
以下の要件を全て満たす必要があります。
✓令和２年12月までに創業している市内において事業を営む中小企業または個人事業
主。
要
件 ✓令 和元年の年間売上額が120万円以上であり、令和元年と令和３年の年間売上額を
比較して20％以上減少していること。法人にあっては、直近決算期の年間売上額と
前々年度の年間売上額を比較して20％以上減少していること。
（※令和３年の年間売上額には、一時支援金などの各種補助金を含みます。）
申請期間 令和４年５月９日（月）～６月30日（木）
申請書類 下記ＨＰまたは二次元バーコードで確認ください。
大仙市ＨＰ内のリンクより電子申請。
申請方法 または、紙申請
大仙市ＨＰ（https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2022041100011/）
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

電子申請サポート会場

（電子申請が困難な方は紙での申請を受け付けます。）

開設期間（９時～17時）※土日除く
５/９（月）～５/20（金）
※５/23以降は商工業振興課

５/９（月）～６/30（木）
５/９（月）～６/30（木）

会場
はなび・アム ２階
（大仙市大曲大町7-19）
大曲商工会議所
大仙市商工会
神岡支所（ 0 1 8 7 ）7 2－4 0 2 8
中仙支所（ 0 1 8 7 ）5 6－2 0 2 1
南外支所（ 0 1 8 7 ）7 4－2 6 1 5
太田支所（ 0 1 8 7 ）8 8－1 6 3 3

事前電話予約
不要
必要（ 0 1 8 7 ）6 2－1 2 6 2
必要
  西仙北支所（ 0 1 8 7 ）7 5－1 0 2 1
  協和支所（ 0 1 8 ）8 9 2－3 3 3 3
  仙北支所（ 0 1 8 7 ）6 3－4 1 7 2

税理士法人

日本未来経営

各種印刷物に関するお問い合わせはこちらまで

0120-0433-55

（鈴木典男税理士事務所）

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

○本社

秋田県大仙市福田町1229
TEL0187-62-0433 FAX0187-62-0426
mail mimori.p@lily.ocn.ne.jp
URL http://www.mimori-insatsu.co.jp
○東京営業所 ○秋田営業所 ○横手営業所 ○湯沢営業所
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5月末 【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
② 2021年11月～2022年3月のいずれかの月（対象月）の売上高が、
対 象 者
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
給 付 額

売上高減少率

個

人

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

▲50%以上

50万円

100万円

150万円

250万円

▲30%以上50%未満

30万円

60万円

90万円

150万円

申請期間 2022年１月 31日（月）～５月 31日（火）
申請方法 ホームページを確認ください。https://jigyou-fukkatsu.go.jp
問い合わせ先 相談窓口

電話：０１２０－７８９－１４０

【補助金】飲食店感染予防環境整備支援事業費補助金
（新型コロナ対策認証枠）「上記の認証を取得するための設備導入を支援します」

詳細は
こちら

宿泊業も対象

次の全てを満たす事業者
・県内で客席を設けて食事を提供する飲食店を営む事業者（大企業を除く）
対 象 者
・県認証の申請をしている者
※補助対象となる店舗は、県認証を取得するために設備を導入した店舗のみとなります。

補助金額

１店舗 上限30万円（補助率：４／５以内）
（複数店舗の場合は店舗ごとに上限30万円）

申請期間 令和４年４月１日（金）～令和４年12月28日（水）
対象経費 ホームページをご確認ください。https://akita-ninshou.jp
申請方法 ホームページをご確認ください。https://akita-ninshou.jp
問い合わせ先

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
電話：０１８－８９６－６６２２

文具・ＯＡ機器・スチール家具

秋田県知事許可（般―02）第10905号

株式会社
本

ビジネス秋田

社 〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町3-11
（0187）
（0187）
TEL
63-0765㈹・FAX
63-0764

秋田支店 〒010-1431 秋田市仁井田二ツ屋一丁目11-41斉勇ビル2F
美郷支店 〒019-1404 秋田県仙北郡美郷町六郷字荒町20-1
仙北支店 〒014-0326 秋田県仙北市角館町山根6
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大曲の花火 ～ SPRING FESTA ～
「新作花火コレクション２０２２」

次世代を担う全国の若手花火師の育成と日本花
火の伝統継承及び技術向上を目的とした若手花火
師競技大会である大曲の花火「新作花火コレク
ション2022」が４月29日に開催されました。当日
は、生憎の雨でしたが事故なく無事に大会を終了
することが出来ました。
大曲の花火「新作花火コレクション2022」は、
夏の競技大会に準じて競技種目に「芯入割物の
部」が加わり、４号玉と５号玉で構成する「新作
花火の部」の２部門に22名の若手花火師の皆様よ
り出品いただきました。
花火は瞬間の芸術です。１発１発に込められた
若手花火師の魂と花火技術の粋を集めた光と音の
芸術作品の中で、総合的に最も優れた作品には最
優秀賞が授与されました。

芯入割物の部
優 勝
上野 寛
長野県
㈲伊那火工堀内煙火店
玉名
昇り曲導付
四重芯菊先紅緑銀乱
準優勝
小幡 知明
群馬県 ㈲菊屋小幡花火店
優秀賞
齋藤 健太郎 秋田県 響屋大曲煙火㈱
小勝 康平
東京都 ㈱丸玉屋小勝煙火店

新作花火の部

大曲の花火 ～SPRING FESTA～

「新作花火コレクション2022」

優 勝
今野 貴文
秋田県
㈱北日本花火興業
玉名
星灯りの夜に浮かぶススキ

最優秀賞

今野

秋田県

貴文

㈱北日本花火興業

野山に風がそよぐ頃、夜空に
瞬く星々は今日も静かにスス
キを照らします。

準優勝
石村 佳恵 宮城県 芳賀火工
優秀賞
上野 寛
長野県 ㈲伊那火工堀内煙火店
伊藤 航也 秋田県 ㈱小松煙火工業

特別賞

受賞した若手花火師の皆様

（上左から）長廻 睦氏 齋藤 健太郎氏 小勝 康平氏 伊藤 航也氏
（前左から）小幡 知明氏 上野 寛氏 今野 貴文氏 石村 佳恵氏

（公社）
日本煙火協会会長賞
石村 佳恵 宮城県 芳賀火工

よりよい形をつくり、
街をつくり、
社会をつくる
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

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
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第94回 全国花火競技大会

有料観覧席販売のお知らせ

全国花火競技大会の一般有料観覧席の販売方法は、大曲商工会議所会館での直接販売、インターネッ
ト販売の２通りとなります。
【観覧席

場所別料金表】※金額はすべて税込価格

NEW

テーブル付イス席 定員 4 名

30,800円（税込）

ベンチ席

定員３名

16,500円（税込）

パイプイス席

定員１名

5,500円（税込）

ブルーシート席

定員 4 名

11,000円（税込）

堤防席

定員３名

19,800円（税込）

▲ 大曲ＩＣ方面

由利本荘方面

会

場

図

ブルーシート席

※イスはついておりません。

【広さ】180㎝×180㎝（区画）
地面が土や砂利の箇所がございます。
イスや座布団などを持参いただくと
快適にご観覧いただけます。

花火打上会場（立入禁止）
▶▶▶

雄

物 川 ▶▶▶

路

席

秋田方面
▼
大曲駅方面

防

※会員・関係者の受付につきましては同封のお知らせをご確認ください。
会議所窓口直接販売

●販 売 日：７月３日（日）

●販売方法：抽選で1,000人に販売

※詳細は随時ホームページで掲載いたします。

インターネット販売

●販売期間：７月11日（月）～７月29日（金）
●販売方法：ローソンチケット／イープラスで先着順販売
※詳細は随時ホームページで掲載いたします。
大曲の花火公式ＨＰ
有料観覧席案内ＨＰ

姫神橋

ブルーシート席

パイプイス席

横手方面
▼
大仙警察署方面

堤

ベンチ席

テーブル付イス席

ベンチ席

パイプイス席

ブルーシート席

大曲花火大橋

通

https://www.oomagari-hanabi.com/index.html
https://www.oomagari-hanabi.com/ticket_02.html

第94回全国花火競技大会
有料観覧席案内HP

※新型コロナウイルス感染防止対策のため厚生労働省の接触確認アプリ「COCOA」をご利用ください。
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新参与からのあいさつ
若者や女性に魅力のある
地域を目指して
この４月に仙北地域振興局長
に就任いたしました齋藤と申
します。皆様におかれましては、
日頃より、県政の推進に格別の
御理解と御協力をいただき、心
から御礼を申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に
ついては、予断を許さない状況
秋田県仙北地域
が続いており、県では、関係機
振興局 局長
齋藤 正和 関との連携のもと、感染防止対
策や医療提供体制の確保に万全
を期してまいります。その上で、地域経済の下支
えの観点から、プレミアム飲食券の発行や感染防
止対策飲食店認証制度の運用等に取り組んでいる
ところであり、皆様からも御活用をいただきます
ようお願い申し上げます。
さて、県では、
「賃金水準の向上」
、
「カーボン
ニュートラルへの挑戦」
、
「デジタル化の推進」の
３つの柱からなる「新秋田元気創造プラン」を策
定し、この４月からスタートしております。
特に、人口減少問題の克服には、社会動態に大
きく影響する「賃金水準の向上」がカギになるも
のと捉えており、労働生産性や県内就業率の向上
につながる施策を展開するとともに、各企業の御
理解と御協力のもと、女性や若者に魅力的な雇用
の場を創出し、地元定着・回帰につなげてまいり
たいと考えております。
また、地域の更なる発展を目指し、
「大曲の花
火」など全国に誇る有形無形の資源を生かしなが
ら、意欲的に取り組む地域の皆様のチャレンジを
支援してまいります。
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お祈り申し上げ、就任の挨拶
とさせていただきます。

『地域とつながる保証協会』
に
この４月に秋田県信用保証協
会大曲支所に赴任しました髙橋
です。
11年ぶりに地元勤務となり、
館の橋から大盛橋まで丸子川沿
いの「丸子の小径」を通って
片道10分の徒歩通勤をしていま
す。晴れた朝は、前方に姫神山
秋田県信用保証協会
大曲支所 支所長 を仰ぎつつ街の景色を目にする
と「大曲ってほんとうに美しい
髙橋 操
街だなぁ」と今更ながら感動し、
嬉しくなります。
秋田県信用保証協会は、平成30年度から「地域
とつながる保証協会」を全ての行動の基本に据え、
従前からの金融支援に加え、きめ細かく実効性の
高い経営支援サービスを提供していくこととして
おります。しかしながらこの 2 年間は、新型コロ
ナの影響により事業運営に支障をきたした中小企
業の皆様の事業維持を図るため、資金繰り支援を
最優先として取り組み、経営支援については一部
休止や縮小の傾向となりました。
今年度は、長引くコロナ禍に加え、原材料高騰、
ウクライナ情勢の悪化等を受け厳しい経営環境に
置かれている中小企業の皆様には引き続き金融支
援を、また経営課題を抱える中小企業の皆様には
課題に沿った的確な経営支援メニューをご準備し
ておりますので、ぜひお気軽に保証協会をご利用
ください。大曲支所職員一丸となって、地域の経
済発展に貢献できるよう取り組んで参ります。今
後もどうぞよろしくお願いいたします。
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「大曲商工会議所共済・福祉制度キャンペーン」実施のお知らせ
大曲商工会議所では、「福祉制度キャンペーン」を５月～６月に実施いたします。本キャンペー
ンは『会員事業所への寄り添い』を合言葉に、「商工会議所福祉制度」を会員の皆様にご理解いた
だき、福祉向上にお役立ていただくことを主な目的としております。
会員事業所の皆様にお役に立つ情報を提供させていただきますので、商工会議所職員とアクサ生
命推進員がご連絡、お伺いさせていただいた際には、是非ともご協力いただきますようお願い申し
上げます。

お問合せ

大曲商工会議所

共済推進課

０１８７－６２－１２６２

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
© 光プロダクション

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）

横手商工会議所会館4F
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月の行事予定

月 日
５月21日（土）
５月24日（火）
５月26日（木）
６月4～5日（土・日）
６月 4日（土）
６月12日（日）
６月13日（月）

第３回

行 事
第３回商工会議所 まつり
花火ウィーク実行委員会
通常議員総会
会議所野球大会
楢岡さなぶり酒花火
簿記検定試験
常議員会

場 所
ヒカリオ広場 他
会議室
フォーシーズン
中川原グラウンド
南外
会議所
会議所

時 間
9：50 ～
11：00 ～
15：00 ～
6：00 ～
19：30 ～
9：00 ～
14：00 ～

商工会議所まつり 5/ 21
9：50〜14：00
令和４年

【会場】大曲ヒカリオ広場 他

ステージイベント

展示コーナー

豪華景品が当たる!?

くじ引き会開催！

体験コーナー

販売コーナー

お子様限定 参加無料

景品
あり

花火玉カーリング

※詳細は同封チラシをご覧下さい。

【移動商工会議所に関するお知らせ】

６月に開催を予定しておりました移動商工会議所は、新型コロナウイルスの感染
拡大防止の為、各地区公民館での飲食が禁止されていることから、会場の確保が出
来ず、９月に開催を延期いたします。
会員企業の皆様へは、会報を通じて改めてご案内いたします。
６月の花火のお知らせ

第15回 楢岡さなぶり酒花火
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【場 所】南外・梨木田 南外体育館前（ふれあいパーク）
月 日土 19：30〜
【主 催】楢岡さなぶり酒花火実行委員会
打ち上げ予定数：1,000発
【お問合せ】０１８７－６３－１２２４（秋田清酒㈱）
今回同封した各種ご案内
・会議所まつり（５月21日）開催チラシ
・会員事業所短期経済観測調査ご協力のお願い ・秋田県中小企業融資制度パンフレット
・秋田県立大曲支援学校からのお知らせ
・多様性に満ちた社会づくりに向けて（秋田県）
・生産性向上人材育成支援センターのご案内
・秋田県事業承継・引継ぎ支援センターのご案内
・全国花火競技大会有料観覧席販売のお知らせ（会員・関係者）

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

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

有限会社 エフ・エム・デー

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

