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Move On とは「先へ進む」という意味
潟上市商工会は、積極的に“前へ進む”事業所を応援します。
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初春のお慶びを申し上げます。

会員皆様のご健康とご多幸を心より祈念いたします。
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　新年明けましておめでとうございます。
　輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　平成は消費税に始まり消費税で終わった感がありま
す。そして本年は潟上市誕生15周年の節目の年でもあ
ります。
　これまで潟上市商工会は小規模商工事業者の団体と
して、旧来の地域の垣根を越え一つの商工会へと変貌
しました。もはや旧３町の商工会にこだわる会員事業
者はほとんど無くなりました。これからは合併商工会
の果実を実感する時代の幕開けです。
　とりわけ、青年部、女性部は活動範囲を広げ、また
その内容も進化しています。親会としても、会員の皆
さまの従業員、ご家族を対象とした研修事業・福利厚
生事業など実施して参ります。もちろん、商品開発、
販路開拓、異業種展開、金融・経理、コスト削減、共
同事業化、webショップなど経営に関わる全般で会員
事業者の要望に愚直に対応して参ります。
　また、2023年から導入される取引の適格請求書等保
存方式（インボイス制度）の意味、もたらされる影響
とその事前対応について会員事業者の皆様に的確な情
報提供と指導の体制を整えてまいります。
　本年が会員皆様にとって益々の発展と飛躍の年にな
りますよう祈念いたします。

　新年明けましておめでとうございます。
　商工会員並びに関係者の皆様には、令和の健やかな
新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　また、日頃より市政運営に対して格別の御理解と御
協力を賜り、衷心より感謝申し上げます。
　潟上市長を拝命して２年８か月が過ぎました。この
間、市民の方々との交流と対話を大切にして、その中
で、市政に関する様々なアイデアや改善点を見いだす
ことができたと考えております。
　そして、本市における諸課題の解決に向けた動きも
少しずつ活発になってきているとも感じております。今
後もこのスタイルを貫き、商工行政の発展に向け、決
意を新たにしているところです。
　さて、昨年10月の政府の月例経済報告では、景気の
統括判断を５か月ぶりに下方修正したものの、景気は
緩やかに回復している、としております。
　地方経済では、景気浮揚の実感はいまだ乏しいとも
言われており、加えて昨年10月の消費税率の引き上げ
が実施されたことによる駆け込み需要とその反動減の
動きなど、今後の経済情勢の推移を注意深く見守るこ
とが必要であると考えております。
　商工会におかれましては、潟上市外からの外需獲得
による全産業市場規模の底上げを目標とした「経営発
達支援計画」に基づく伴走型支援事業のほか、創業・
起業支援、企業人材育成支援、青年部・女性部による
各交流事業を展開されております。市といたしまして
も、商工会の皆様との連携をより強固なものとし、こ
れまで以上に潟上市の魅力発信に努めて参りたいと存
じますので、一層の御支援並びに御協力をいただきま
すようお願い申し上げます。
　結びに、本年も皆様にとりまして健康で幸せな１年
となりますよう御祈念申し上げ、新年のあいさつとい
たします。

新年のご挨拶

潟上市商工会会長

諸橋　磯光
潟上市長

藤原　一成
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　新年あけましておめでとうございます。
　日頃より会員の皆様には青年部活動に対し、多大なる
ご理解とご協力いただき、誠にありがとうございます。
　さて、昨年の総会において青年部長として再任され、
さらに県青年部連合会の副会長に就任いたしました。
潟上市だけでなく全県の商工会青年部の将来を考えた
活動を日々行っております。
　昨年を振り返ると、外部団体との交流を積極的に
行った１年でした。特に、潟上市役所若手職員との交
流勉強会では、意見交換を通じ少子高齢化対策などを
考える貴重な経験の場となりました。
　今年の抱負は、潟上市で開催される全県青年部ス
ポーツ交流会を成功させることです。全県から青年部
員が一堂に会する機会となりますので、同地区の男鹿、
河辺雄和、湖東３町の青年部と連携し、一丸となって
取り組んでまいります。
　最後になりますが、本年も皆様におきまして良い１
年となりますことを願っております。

　新春のお慶びを申し上げます。
　平成から令和へと新しい歴史が刻まれていく今、女
性部もまた次の一歩を進むべく、新たな活動として女
子部を立ち上げました。これも、潟上で企業を興し、
事業を継承する若い人たちが、これより先の未来と
夢を語り、商工会という組織の中で仲間をつくり、知
識を身に着けて欲しいとの思いから始まった活動です。
ぜひ、若手の皆さんで人生の計画書を作り、共に手を
携えて、潟上の未来と夢を語って欲しいと思います。
　毎年行っている研修旅行は、昨年、東京の全国物産
展などを視察してまいりました。私たち女性部にとって
は視野を広げる素晴らしい機会となりました。この経
験を基に潟上のおいしいものを利用し、商品開発に乗
り出せればと思っています。
　先人たちが作り上げた土台があり、現在こうして商
売できることに感謝し、未来の若い人たちが潟上で貢
献できる地域であって欲しいと切に願います。
　過去・現在・未来と三世に渡って会員の皆様とともに
手を携え、前進して参りましょう。皆様の健康と益々の
ご多幸をお祈りし、新年の挨拶とさせていただきます。

　11月29日㈮潟上市商工会本所にて、
JA青年部との交流勉強会を開催いたし
ました。商工会青年部から11名、市内
にあるJA秋田なまはげ、JAあきた湖東
の両青年部より11名が参加し、それぞ
れ部員の自己紹介と青年部活動紹介を
行いました。同じ潟上市で活動してい
ますが、互いに知らないことが多く、
資料を熱心に見つめ、真剣に紹介を聞
き入っていました。次回は６次産業化
や農商工連携などをテーマとした話し
合いの場を作り、引き続き交流を続け
ていく予定としております。

　11月22日㈮から23日㈯の２日間
に渡り、総勢16名で東京へ視察研
修に行ってきました。１日目、昼
食と国会議事堂見学のため、衆議
院議員会館へ向かいました。昼食
後には、金田勝年代議士夫妻が駆
け付けてくださり、意見交換と交
流を図り大変貴重な時間を過ごす
ことができました。その後の国会
見学では第一委員会室や本会議が
開かれる衆議院議場など、様々な
場所を見学し、豪華で美しい建物
や荘厳な雰囲気に圧倒されました。

　２日目は今回の研修のメインで
ある「ニッポン全国物産展」を視
察しました。この物産展は全国商
工会連合会が主催するもので、中
小・小規模事業者が日本全国から
出展し、地域の特色を生かした産
品が集結する、来場者15万人規模
のものです。女性部では、地域の
果物などを使った女性部オリジナ
ル商品の開発を構想しており、今
回は商品リサーチのため物産展を
訪れました。
　この度の視察研修は、潟上市商
工会女性部としては初めての東京
研修でしたが、昨年度から何度も
話し合いを重ねて計画し、今回無
事に実施することができました。
これからも積極的に見聞を広め、
女性部の力を地域の発展に生かし
ていきたいと思っております。

JA青年部との
交流勉強会の開催

女性部初の東京視察研修
へ行ってきました！

金
田
代
議
士
を
囲
ん
で（
１
日
目
）

物
産
展
の
会
場
前
に
て（
２
日
目
）

女性部長

菅原　勇子
青年部長

伊藤　史成
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戦挑 潟上企業

する

Company to challenge 　Vol.6

なぜチームとして集まったのか？
賢一：人口減少や顧客の高齢化、食の多様化、食品流通
の発展等により佃煮の消費量が年々減少傾向となってい
ます。メンバーそれぞれが「このままではいけない」と
危機感を覚え、１社ではできないことを４社が力を合わ
せてチャレンジすることで、佃煮業界を盛り上げていきた
いという思いから昨年春にsmelt（スメルト）を発足しま
した。スメルトとは英語で「わかさぎ」という意味です。
八郎潟で獲れるわかさぎを原材料として佃煮を作り、
地域産業として支えてもらった感謝を込めて名付けま
した。

チームとしての取組は？
英信：スメルト発足後、初めての活動はメンバー各社の
工場見学でした。これまでは、自社工場を競合他社に見
せることがタブーとされていたため、他社の工場内を見
たことがありませんでしたが、様々な発見と収穫があり
ました。材料だけでなく設備面でも各社の工夫が見られ、
同じ秋田佃煮でも微妙な味の違いが産まれる要因がそこ
にあることに気付かされました。いい刺激になったと同
時に事業に関することを包み隠さず腹を割って話す関係
にもつながったと思います。

同業者が集まってみて
進幸：以前から佃煮組合の会合で集まる機会はありまし
たが、ここまで詳しく意見交換や情報共有をしたこと
が今までありませんでした。やはり業界の若手同士が頻

繁に集まることで、商品開発につながるような新しいア
イディアが次々に出てくることがいい刺激になっていま
す。また、佃煮は時代の変化に対応し、現代まで文化と
して根強く残ってきたため、スメルトが今の時代に合わ
せた変化を創る機会が来たと思います。

イベント出展から見えた課題
浩太：昨年の10月26、27日、秋田拠点センターアルヴェ
で開催された「醸しまつり2019」にスメルトとして出展
をしました。ブースでは、わかさぎのからあげを試食し
ていただきながらアンケートを取り、お客様から直接話
しを聞くことができたいい機会となりました。一方で、
佃煮もわかさぎからあげも認知度が低いことがアンケー
ト結果から見えてきたため、秋田や潟上の特産品として
どのようにＰＲをしていくか、また、顧客ニーズにあった
商品開発も必要になると考えています。

これからの活動について
賢一：結成して間もないスメルトですが、個性的なメン
バーと協力して従来の概念を打破していきたいと思い
ます。そのためにも、これからも積極的にテレビやラジ
オ、新聞等のメディアやＳＮＳを通じたＰＲを続けていき
ます。
　チームが活躍することで自社の発展だけでなく、地域
や佃煮業界全体の発展につながりますので、これからも
佃煮業界を盛り上げ、佃煮文化の継承・進化に挑戦します。

smelt（スメルト）

スメルトメンバー

佐藤食品株式会社 代表取締役　佐藤　賢一
有限会社佐藤徳太郎商店 代表取締役　佐藤　進幸
株式会社菅英佃煮本舗 常務取締役　菅原　英信
株式会社千田佐市商店 取　締　役　千田　浩太

　かつて、八郎潟周辺に100件近い佃煮屋が存在していたといわれているが、現在、秋田県内に存在する佃煮屋
は９社まで減少している。佃煮文化の衰退が叫ばれている中、伝統産業を守るため、潟上市内の佃煮製造業者の若
手経営者と後継者の有志４名が新たなグループ「smelt（スメルト）」を結成し、新たなチャレンジと、秋田佃煮の
ブランド化を目指している。

smelt member

市内佃煮業者の若手経営者、後継者集団
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　令和５年10月１日より、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書保存方式
が導入されます。これにより、適格請求書が保存されていなければ消費税の仕入税額
控除が出来なくなります。また、適格請求書を発行するためには、税務署長に「適格
請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。（令和３
年10月１日より登録開始）
　なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできず、免税事業者の方は課税事
業者を選択する必要があります。

〈注〉免税事業者からの仕入控除における経過措置
令和８年10月まで  …… 80％控除
令和10年10月まで …… 50％控除

　適格請求書には、区分記載請求書等に必要とされる記載事項に加え、次の事項の記
載が必要となります。
　・登録番号
　・消費税額等及び適用税率

　なお、小売業、飲食店業、タクシー業等の不特定多数の者に対して資産の譲渡等を
行う事業については、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交
付することができます。

〈適格請求書と適格簡易請求書の相違点〉
記載事項 適格請求書 適格簡易請求書

適用税率・消費税額 記載必要 どちらか一方のみの記載で可

受領者の氏名・名称 記載必要 記載不要

適格請求書等保存方式（インボイス制度）の導入について

事業所名
ヘルスケア日々輝
代表者名：鈴木　美子
地　　区：天王地区
業　　種：整体院

Sales Point
女性のためのケアサロ
ンです。心と体づくり
のお手伝いをさせて
いただきます。

事業所名
能登塗装
代表者名：能登勇悦
地　　区：天王地区
業　　種：塗装業

冬期間でも、内装の仕
事を受け付けてます。
よろしくお願いします。

Sales Point

事業所名
エス・エム・ケー
代表者名：佐々木　巧
地　　区：天王地区
業　　種：鉄道・建設業

鉄道工事と土木工事を
取り扱っております。
よろしくお願いいたし
ます。

Sales Point

事業所名
登藤建築
代表者名：登藤　篤史
地　　区：天王地区
業　　種：建築業

新築からリフォームま
で承ります。よろしく
お願いいたします。

Sales Point

事業所名
Shot Bar TKC
代表者名：三浦　猛
地　　区：昭和地区
業　　種：飲食業

7月にオープンしたば
かりのダーツbarです。
お気軽に遊びに来て
ください。

Sales Point

Welcome 
new face.

Welcome new face.新会員
紹介

新会員紹介

10月の消費税率引き上げ以降、
お客様の声や周辺店舗等の状況
などによりキャッシュレス決済の
導入やポイント還元事業への参
加を考えている事業者の方がい
らっしゃいましたら、申込を受け
付けておりますので商工会まで
ご相談ください。

キャッシュレス決済
未導入事業者の
みなさんへ

新会員を募集しています！
　商工会では皆様の課題に応じた様々な経営サポー
トを行っています。皆様の周りで新たに開業された方
や未加入の事業所をご紹介ください。仲間を増やし
て地域の商工業者ネットワークを強化しましょう。

商工会では
こんな経営支援を行っています
★手厚い経営サポート
★販路拡大
★ネットワーク強化
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商工会
からの　　

お知らせ

働き方改革推進支援センター
出張相談会開催のお知らせ
就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成
金の活用などについて社会保険労務士等専門家が無料で
相談に応じます。
日　　時：１月９日㈭、２月13日㈭、３月５日㈭
　　　　　13：30 ～ 16：00
　　　　　※相談時間は１時間以内となります
会　　場：潟上市商工会　本所
そ の 他：詳細や申込方法についてはホームページ掲載

のチラシをご覧ください。
〈お問い合わせ〉
　秋田働き方改革推進支援センター
　相談用フリーダイヤル：0120-695-783
　　　　　　　　メール：akita2@akita-sr.or.jp

公式Facebookページ「商工会あきた」開設
　商工会連合会と県内２１商工会による公式Facebook
ページが開設されました。
　地域の情報やセミナー開催情報等を発信し
てまいりますので、みなさまページへの「い
いね！」や「フォロー」をお願いいたします。

商工会費納入のお願い
　令和元年度の会費納入期限が11月30日となってお
りました。まだの方は、お手持ちの納付書を各指定金融
機関窓口・商工会窓口で納入してくださいますようお願
いします。
　見当たらない方や集金を希望される方は連絡を頂けれ
ば、集金に伺います。（自動振替は行っておりませんの
でご了承ください。）

セミナー開催予告
　補助金の活用は事業をステップアップさせる第一歩で
す。補助金を上手に活用して、新たな顧客を獲得しましょ
う。活用好事例から申請のポイントまで、「補助金獲得
のコツ」伝授します。次年度の補助金活用をお考えの方
は、ぜひ早めの対策を！！

しっかり補助金／助成金を調達するための
商業／工業／建設業向け 販路開拓セミナー
開催日時：令和２年２月４日㈫18：30 ～ 20：00
会　　場：潟上市商工会本所「会議室」
講　　師：久保　正英 氏（KUBO経営コンサルティン

グオフィス代表、中小企業診断士）
受 講 料：無料　　
定　　員：20名

商工貯蓄共済に加入しませんか？
　商工貯蓄共済は、急な出費時に一部払い出しができる積
立タイプの生命保障の共済です！
　例えばこんな利用者が…

【例１】設備の修理代に

　老朽化した設備の買い替えが必要となり、融資を受け
ようと商工会に相談したところ、貯蓄共済の積立金で支
払えることが判明し、修理代全額を一部払い出しで補う
ことができました。また少しずつ蓄え、万が一に備えて
いきます！

【例２】仲間との海外旅行に

　仲間と共に海外旅行へ行くことになり、貯蓄共済から
一部払い出しすることにしましたが、加入から何年も積
み立てていたため、予想以上の金額が貯まっていたこと
に驚きました。貯金が苦手な私でも気軽に積み立てがで
き、旅行先で良い思いができました！

年末年始休業のお知らせ
　12月28日㈯から1月5日㈰までの間、年末年始のお
休みとさせていただき、1月6日㈪より業務を開始いた
します。会員の皆様には御不便をおかけしますが、御理
解のほどよろしくお願いいたします。

潟上市商工会 本所
秋田県潟上市昭和大久保字元木田12-1
Tel.018-877-3456　Fax.018-877-6273

商工会の最新情報を発信中！　http://www.itoshiya.net/

潟上市商工会 広域指導センター
秋田県潟上市天王字上江川47-936
Tel.018-878-2420　Fax.018-878-2439


