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商工おおまがり

THE OMAGARI CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

2023.4.29
19:00～21:00

開催会場：「大曲の花火」公園
（秋田県大仙市大曲雄物川河畔）

（荒天延期の場合、令和5年4月30日、5月6日のいずれかに延期）
時間： （開場16時予定）

土

●オープニング花火
●競技花火（20名）
　・芯入割物の部　10号1発
　・新作花火の部　4号10発、5号5発
●インターバル花火（地元業者）
●世界の花火と日本の花火のコラボレーション花火

約8,000発
※花火内容は企画の都合により
変更となる場合があります。

打上発数

春の章春の章春の章
新作花火

コレクション2023
世界の花火
日本の花火＆
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観覧席
販売開始！

※詳細はP5掲載

2月
商工会議所News

№304

令和
５年



商工会議所
からの
お知らせ
商工会議所
からの
お知らせ

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
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からの
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商工会議所
からの
お知らせ

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

税理士法人税理士法人
日本未来経営日本未来経営

（鈴木典男税理士事務所）

○本社　秋田県大仙市福田町12-29
　　　　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

0120-0433-55
各種印刷物に関するお問い合わせはこちらまで
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春の章春の章春の章
新作花火コレクション2023 世界の花火・日本の花火＆

information
OMAGARI  HANABI

Ⓡ

「春の章」HP

観覧席販売のお知らせ

花火打上　19：00～21：00

前　売　期　間

コンビニ販売
前売券販売場所

3月1日（水）～4月28日（金）
大曲商工会議所 花火振興事業部窓口（2階）
https://www.oomagari-hanabi.com/spring2023/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（3/1～4/28）

（土日・祝日は除く）
9：00～17：00

1セット
（税込）26,000円テーブル席（４名まで）

1名
（税込）6,000円イス席

1名
（税込）6,000円カメラマンエリア（窓口販売無し）

1台
（税込）2,500円観覧会場内駐車場

前売券
1セット

（税込）28,000円テーブル席（４名まで）

1名
（税込）7,000円イス席

カメラマンエリア

1台
（税込）2,500円観覧会場内駐車場

当日券販売は
ありません。

当日券

①１日開催となります。（昨年は２日間開催）　②露店エリアが復活します。
③カメラマンエリアは、専用の前売券を
　コンビニで購入してください。当日券
　販売はありません。

前回からの変更点

（会場入口で販売）

第42回景況調査結果

全業種

業種 期間 景況 売上 在庫 利益 資金繰り 雇用

全業種
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 合計

対象事業所数 32 22 6 80 60 200

有効回答事業所数
（回収率）

27
（84%）

14
（64%）

4
（67%）

53
（66%）

42
（70%）

140
（74%）

業種別

業種 期間 景況 売上 在庫 利益 資金繰り 雇用

建設業
前期の実績 ☂ ☂ － ☂ ☂ ☀

今期の見通し ☂ ☂ － ☂ ☂ ☀

製造業
前期の実績 ☂ ☀ ☀ ☂ ☂ ☀☀

今期の見通し ☂ ☂ ☀ ☂☂ ☂ ☀

卸売業
前期の実績 ☂ ☂ ☀ ☂☂ ☂☂ ☁

今期の見通し ☂ ☂ ☀ ☂☂ ☂☂ ☁

小売業
前期の実績 ☂ ☂ ☀ ☂ ☂ ☀

今期の見通し ☂ ☂ ☁ ☂ ☂ ☀

サービス業
前期の実績 ☂ ☀ － ☂ ☂ ☀

今期の見通し ☂ ☂ － ☂ ☂ ☀
参考資料：日本商工会議所 LOBO調査・秋田田県県内経済動向調査

◆調査対象期間
　●前期の実績
　　�前期（令和４年10月１日～令和４年12月31
日）についての実績を前年同期と比較（令
和３年10月１日～令和３年12月31日）

　●今期の見通し
　　�今期（令和５年１月１日～令和５年３月31
日）についての見通しを前年同期と比較
（令和４年１月１日～令和４年３月31日）

◆考　察
　全体的には、実績値は景況観がやや回復して
いるが、売上・利益・資金繰りは改善していな
い。コロナ禍の状況の変化や各種価格高騰など
の影響によるものと思われる。一方雇用につい
ては不足傾向が拡大している。
　今後の見通しとしては、景況感はやや回復す
るが、売上・利益がやや大きく悪化、資金繰り
も悪化してくると予想されている。
　コロナ禍の状況が改善されてくる見込みのため、
景況感は良くなると考えている一方、インフレ・
燃料等のエネルギー価格高騰、国の賃金アップ
要請、借入返済スタートなど、利益や資金繰りを
圧迫する懸念材料が多く、特に利益については
悪化するとの予想が一番増加しており、目先とし
ては利益の確保が大きな課題となり得る。
　今後は価格転嫁や付加価値戦略、仕入れ先変
更などの工夫、業務の見直しなど、多方面で改革
をしていかなければ利益体質になるのは難しい可
能性がある。また、ひとえにこれで解決するもの
ではないが、デジタル化はこの状況を乗り越える
ためには重要なセクターになると思われる。

※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）

令和５年1月実施

（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）

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
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春の章春の章春の章
新作花火コレクション2023 世界の花火・日本の花火＆

information
OMAGARI  HANABI

Ⓡ

「春の章」HP

観覧席販売のお知らせ

花火打上　19：00～21：00

前　売　期　間

コンビニ販売
前売券販売場所

3月1日（水）～4月28日（金）
大曲商工会議所 花火振興事業部窓口（2階）
https://www.oomagari-hanabi.com/spring2023/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（3/1～4/28）

（土日・祝日は除く）
9：00～17：00

1セット
（税込）26,000円テーブル席（４名まで）

1名
（税込）6,000円イス席

1名
（税込）6,000円カメラマンエリア（窓口販売無し）

1台
（税込）2,500円観覧会場内駐車場

前売券
1セット

（税込）28,000円テーブル席（４名まで）

1名
（税込）7,000円イス席

カメラマンエリア

1台
（税込）2,500円観覧会場内駐車場

当日券販売は
ありません。

当日券

①１日開催となります。（昨年は２日間開催）　②露店エリアが復活します。
③カメラマンエリアは、専用の前売券を
　コンビニで購入してください。当日券
　販売はありません。

前回からの変更点

（会場入口で販売）

総合建設業・鋼構造物工事業

よりよい形をつくり、
街をつくり、社会をつくる

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
ＦＡＸ

（0187） 63－2233
（0187） 63－2236
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【令和４年分】
個人事業者の消費税および地方消費税

3月31日（金）までに申告・納税

所得税および復興特別所得税・贈与税

3月15日（水）までに申告・納税

確定申告

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 

光プロダクション©
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2 3 月の行事予定

今回同封した
各種ご案内

月　日 行　事 場　所 時　間
2月19日（日） 創業個別相談会 会議所 10：00～
2月20日（月） 常議員会 会議所 14：00～
2月21日（火） 記帳指導個別講習会 会議所 10：00～
2月26日（日） 簿記検定 会議所 9：00～
2月26日（日） 創業個別相談会 会議所 10：00～
3月15日（水） 新入社員合同入社式・教育講座 大曲エンパイヤホテル 9：30～

第21回

・会員事業所短期経済観測調査ご協力のお願い
・マイナンバーカード普及啓発チラシ（大仙市）
・心の健康に関する調査のお願い（秋田大学）

決算・申告令和４年分青色申告決算及び消費税申告についての講習会を開
催します。受講無料です。お気軽にご参加ください。ご案内は、先月号（１
月号）会報に同封させていただいております。

日　時

会　場
講　師

持参するもの
申込方法

令和５年２月21日（火）
※個別指導です。相談時間の事前予約をお願いします。
・14：00〜　・14：30〜　・15：00〜　・15：30〜
※�30分ごとの個別講習会となります。申し込み多数の場合はお時間を調
整させていただきますので、ご希望時間に添えない場合があります。
大曲商工会議所
税理士　竹内　誠一�氏
諸帳簿、決算・申告書類等
電話にて 2/20 までに申込みください。
受付後こちらから予約完了のご連絡をいたします。

講習会に関するお問い合わせは、大曲商工会議所 久米まで
ＴＥＬ：０１８７－６２－１２６２

記帳指導個別講習会予約制

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

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）
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