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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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C O N T E N T S

新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お祈りいたします。

謹賀新年
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　新年明けましておめでとうございます。
　令和２年は新型コロナウィルスの感染が広が
るという予想もしなかった一年でした。皆様の
事業所でもその対応に腐心されたかと思います。
潟上市商工会は持続化給付金など国・県・市の
支援制度の対応に加え、独自商品券の発行など
会員事業者のための商工会という立場で例年と
は違う業務を進めました。しかしまだコロナ禍
は終息しておりません。今後の会員事業者の事
業のサポートをこれまで以上に進めてまいります。
　秋田県地域は天明の飢饉・天保の飢饉、昭
和恐慌、石油危機、リーマンショックなど多く
の試練を乗越えてきました。特に飢饉の際には
人口が半分にまで減ったといわれています。し
かし先人はそれらを乗越えて今日の繁栄を創り
出してきたのです。果敢に業種の転換を図った
り、新販路を開拓したり、新商品を創り出して
きました。危機を好機に変えた結果の今日と言
えます。
　今、潟上市の事業者では新しい波が起りつつ
あります。商品の共同開発や異業種連携、協同
組合化などこれまでの垣根を越えた事業者間連
携が進みつつあります。またマーケットを県外に
も広く求め果敢に行動する事業者も増えつつあ
ります。一概にコロナ禍というものをネガティブ
ではなく好機ととらえる元気印事業者が出てき
ました。
　また、事業承継が小規模事業者の課題となっ
ていましたが、国県市の支援制度が整備された
結果、承継と改革が同時進行の事業者が出て
きました。果敢にM＆Aに挑戦し拡大のチャン
スを狙っています。潟上市商工会としても最大の
支援を致します。
　今年は残念ながら新年会を開催することが出
来ません。昨年は通常総会、会員研修、福利
厚生事業など多くの商工会事業や行事が中止に
なり、会員交流の多くの機会が失われました。
商工会の本来事業である経営支援、金融支援
などの日々業務を通じて会員事業者の皆様と一
緒に歩んでいきたいと考えます。令和３年が皆
様にとって最高の一年と振返ることが出来る一
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３
年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ご
理解とご協力を賜り、衷心より感謝申し上げ
ます。
　現在、新型コロナウイルス感染症が全世界
へ拡大している中、日本経済もかつてない大
きな打撃を受けております。県内経済はもと
より本市経済活動にも大きな影響を及ぼして
おり、感染症の脅威はまだまだ予断を許さな
い状況であります。またインフルエンザの流
行期も迎えております。こうした中、本市で
は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
のひとつとして、秋田県制度資金への利子助
成事業や、事業継続と雇用の確保を図るため
の「潟上市事業継続支援金」、「潟上市飲食店
コロナ対策支援金」を創設し事業者皆様への
支援を行っております。また、商工会では「潟
上市商工会商品券事業」をはじめ、国・県の
緊急経済対策等への経営相談等、地域の社会
経済活動の継続と発展につながるサポートを
行っていただいております。
　内閣府が発表した昨年10月の「月例経済報
告」では、国内景気は「新型コロナウイルス
感染症の影響により、依然として厳しい状況
にあるが、持ち直しの動きが見られる」とし、
総括判断は据置きとしております。政府によ
る「GoToキャンペーン」も旅行や外食など
の地域経済への需要回復に寄与しているもの
の、感染の再拡大による落ち込みも見られ不
安定感は否めない状況であり、感染防止対策
の徹底を再認識しながら経済活動との両立を
図っていく必要があるとしています。
　商工会におかれましては「元気印企業創出
のため事業者とともに歩む商工会」をテーマ
としたアクションプログラムに基づき、販路
開拓・市場拡大支援、事業継承支援、創業・
起業支援、事業継承支援、若手経営者など地
域人材育成や交流促進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重い
ますので、一層のご支援ご協力を頂きますよ
うお願い申し上げます。
　結びに、一日も早い新型コロナウイルス感
染症の収束と、皆様のご健康をお祈り申し上
げ、新年の挨拶といたします。

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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　地域との「絆」に感謝するとともに、
青年部・女性部相互の「絆」を強化す
るために、10月３日㈯、青女部員20名
が参加し、出戸浜海水海岸のクリーン
アップを実施しました。

　新型コロナ感染症拡
大の影響を受けた事業
者等の販路拡大を応援
するため、11月８日㈰

「道の駅てんのう」に
おいて、青年部オスス
メ商品（32品）を販売
しました。

　９月24日㈭、地区商工会
女性部の広域交流会に参加
して、男鹿市の道の駅オガー
レや男鹿真山の見学、ポー
セラーツ体験を行いました。
コロナ禍における観光対策
も万全であり、大変参考に
なった交流会でした。

　新春の候、お慶び申し上げます。
　日頃より青年部活動にご理解、ご協力いた
だき誠にありがとうございます。
　さて、昨年は新型コロナウイルス感染症の影
響により、思うように活動ができませんでし
た。その中で活動できた事業が二つあります。
　一つは毎年開催している「“絆”感謝運動」
で、女性部との合同により出戸浜海水浴場を
清掃しました。海水浴場も今年は海開きがで
きませんでしたが、ゴミが散乱していたので
清掃活動ができて良かったと思います。
　もう一つは、11月上旬に「impulseマルシェ」
を道の駅てんのうで開催したことです。全県
６つの道の駅を会場に様々な商品を販売しユ
ニークな物販展になりました。将来的には商
品カタログを作成し、各商工会で管理運営す
ることにより新たな販路開拓にもつながるの
ではないかと思います。
　最後になりますが、皆様のご健康並びに商
売の繁盛をお祈りし、新年のご挨拶とさせて
いただきます。

　新しい年を迎え、一堂に会するのは難しい
なかにあって、会員の皆様はどんなお正月を
迎えているでしょうか。私たち女性部も、当
初計画していた事業を断念せざるを得ないま
ま終わろうとしています。これも、皆様の健
康を考えてのこととご理解していただければ
幸いです。昨年は、様々なストレスや不安を
感じた１年だったと思います。当たり前の生
活ができない中にあって、今の環境をピンチ
と捉えるのではなく、こんな状態の中にあっ
ても足を運んでくれるお客様がいることに感
謝し、宝物は当たり前の中にあるのだとお客
様との絆を深めるチャンスと捉え、踏ん張り
耐えて乗り切ろうではありませんか。商工会
というプロ集団が背後に控えています。解決
に役立つ情報を得たり、悩みを相談できるプ
ロ集団です。願わくは、すべての方々に素晴
らしい１年が始まりますように心から願い、
新年の挨拶とさせていただきます。
　『未来を信じ、おもてなしの心でともそう
希望の光』

女性部長

菅原　勇子
青年部長

伊藤　史成

青年部

通
信

商工会青年部全国統一事業「“絆“感謝運動」
（青女共同開催）

地区商工会女性部「広域交流会」商工会青年部地域応援物産展
～ impulse マルシェ～

ゴミ袋15袋分を回収

地元客や観光客で大盛況 ポーセラーツ体験では、
思い思いの作品を制作
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戦挑 潟上企業

する

Company to challenge

【自然災害の多発により増加する需要】
　近年、自然災害による災害復旧や対策工事が増加し、法面保護工事を含む土木建築工事需要
が高まっている。しかしながら、現場では人手不足が課題となり、受注機会を逃してしまうこ
とがあった。そのため、人手不足を補いながら現場の作業効率化を図り、生産性向上を目指す
こととした。

【新規設備導入のため、補助金に挑戦】
　住宅に近接した急傾斜地は、作業ヤードが狭窄で残土搬出等多く
の時間と労力を費やす。この作業における効率化を目指し、ベルト
コンベアーの増強に踏み切った。併せて、認知度向上による民間工
事の受注拡大のために看板を設置することとした。導入にあたっては、商工会から紹介を受け
た県の「元気づくり事業費補助金」に挑戦。初めての挑戦であったが、計画書の作成は、商工
会の支援を受け、見事採択した。今後も新たな取組に挑戦しながら、公共事業を通じて社会に
貢献する企業を目指す。

　Vol.9

株式会社 伊藤特殊工事（天王地区）

　代表取締役　伊藤　　修
OSAMU ITO

潟上市天王字上出戸20-4　TEL 018-878-9761

　約30年にわたり、法面保護工事を中心とする土木工事を生業とし、潟上市のみならず県
内外のインフラ整備に関わってきた株式会社伊藤特殊工事。今回、新規設備導入のため県補
助金の応募に挑戦した。

現場の作業効率が大幅に向上

　従業員の子育てし
やすい環境づくりに
努めている企業とし
て表彰されました。

【取組内容】
▪有給の特別休暇として育児休暇（５日）を
新設
▪子の看護休暇を子が１人の場合は６日、２
人以上の場合は 11日に拡充
▪半日単位で有給休暇を取得可能
▪インターンシップや職場見学の積極的な受入れ

　全国商工会連合会が主催の「バイヤーズルーム※１」において進藤電気設計
の「ライトベース」がW受賞しました。今後、多くのバイヤーとの取引が期
待できます。
※１…地域資源・技術を活用した特産品等の販路拡大や商談を目的に、バイヤーとの取引を前提とした

審査が行われました。

▪４つの特徴	 ①上に載せるものを変えればオリジナルの照明　②USBで充電可
	 	 ③8時間で自動的に消灯　④弱点灯、強点灯、ゆらぎ点灯を切り替えて使用可
▪ご購入・お問合せ先：進藤電気設計　潟上市昭和大久保字町後79 -7（TEL：018-877-5303）

　女性の能力活用と
働きやすい職場づく
りなどの取組が顕著
な企業として表彰さ
れました。

【取組内容】
▪契約交渉や工程会議への参加などの職域拡大
▪工事現場における現場代理人への登用
▪秋田中央建設業協会女性部会の会長として
活躍する機会を付与
▪年次有給休暇を取得しやすい環境づくり	他

「あきた子育て応援企業表彰」
㈱菅与組（建設業）

全国コンテストで進藤電気設計が「ゴールド賞＆審査員特別賞」Ｗ受賞

「女性の活躍推進企業表彰」
秋田瀝青建設㈱（建設業）

「ライトベース」
6,380 円 ( 税込 )

知事との記念撮影知事との集合写真
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①菊地電気　②小玉義孝　③レイアウト変更
④商品展示販売フェア開催に向けて、来店客数の増加を目的
にレイアウト変更を実施しました。最新家電を取り扱う電
気屋として明るく華やかな雰囲気にイメージアップを図る
ことができ、フェアは大盛況でした。

①有限会社クイック　②伊藤正人
③撮影機材の導入、看板設置
④機材を導入したことで、クオリティの高い撮影ができるよ
うになりました。撮影とデザインは密接な関係にあるため、
ワンストップでお客様に提供できる強みになりました。看
板を設置したことでは、飛び込みのお客様も増えました。

①㈱リチャードソンイトウ　②伊藤一貴　③自動研磨機導入
④商工会からの補助金紹介を受け、県内唯一となる最新設備
を導入しました。これにより、研磨作業が自動化され、作
業工程が大幅に改善されます。また、生産性が向上される
ことから、売上増加を目指したいと思っています。引き続
き商工会に相談しながらチャレンジを続けていきます。

　販路拡大・売上増加を目的とした店舗のイメージアップや新たな設備
の導入等について、補助金を活用して取組んだ事例をご紹介します。

①事業所名　②代表者名　③実施内容　④利用者の声

ものづくり・商業・サービス生産性向上補助金（国）

①雑貨＆カフェ メゾンドット
③ＰＲ用看板の設置、店外デッキと中庭の整備
④店舗の存在をＰＲする看板を設置したことで、当店の認知
度の向上が図られ、集客力のアップにも繋がりました。整
備した中庭は景観が良くなり、お客様に居心地の良い空間
を提供しております。今後も補助金等を活用し、積極的に
新しいことに取組みたいです。

▪年末調整改正事項について
▽給与所得控除の引下げ
▽基礎控除の引上げ
▽扶養親族等の合計所得金額要件の引上げ
▽所得金額調整控除の新設
▽寡婦(寡夫)控除の改正、ひとり親控除
の新設

　詳細については国税庁のホーム➡
ページをご確認ください。

▪税務個別相談会について
　商工会では、確定申告に合わせて、税理士に
よる所得税・消費税の申告相談を実施しますの
でご活用ください。
▽日　程：令和３年２月下旬～３月15日㈪

までの３日間（予定）
▽場　所：本所・広域指導センター
▽その他：具体的な日程確認、又はご相談希

望の方は商工会までご連絡くだ
さい。

年末調整改正事項及び税務個別相談会のお知らせ

小規模事業者持続化補助金（国）

県内唯一の最新自動研磨機

レイアウト変更によるイメージアップ

店舗の存在を PR する看板

写真撮影の機材
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商工会からのお知らせ商工会からのお知らせ

Welcome 
new face.

Welcome 
new face.

Welcome new face.新会員
紹介

新会員
紹介

新会員紹介

潟上市に対する小規模事業者のための要望活動
　11月18日(水)潟上市の藤原市長に対して、新型コロナ感染症に係る景況アンケート調査結果か
ら導いた支援策や新たな取組みにチャレンジする事業者を応援する施策など小規模事業者の持続的
発展のための要望活動を実施しました。

▪要望日　令和２年11月18日㈬
▪主な要望事項（計12項目）
　１　国「持続化給付金」に関連した独自支援策の実施
　２　市「飲食店コロナ対策支援金」の拡充
　３　融資に係る利子補給支援策の実施
　４　市条例制定による小規模事業者の支援強化　など

①事業所名　②代表者名　③地区
④業種　　　⑤電話番号

延村ミツ子
昭和地区
飲食業（焼肉店）
018-877-7389

いこいや
②
③
④
⑤

①

畠山美奈子
天王地区　④貸間業
0120-385-728

高齢者シェアハウス
茉莉花

②
③
⑤

①

岡 崎 克 也
天王地区
パン製造小売業
018-853-5067

Bakery ALToco
②
③
④
⑤

①

松 澤 　 満
天王地区
サッシ工事業
018-878-9339

グットマッツ
②
③
④
⑤

①

佐 藤 　 良
天王地区　④観光農園
018-874-8572

株式会社 秋田食産
フルーツパークDeto

②
③
⑤

①

斎 藤 明 夫
天王地区
中古車・中古オートバイ販売業
050-1421-0309

ガレージmaharo
②
③
④
⑤

①

伊 藤 　 昇
昭和地区
中古タイヤ専門店
018-853-5971

株式会社 トラスト・トレーディング
②
③
④
⑤

①

菅 原 照 雄
昭和地区
製造業
018-877-5877

有限会社ステンレス工業
②
③
④
⑤

①

　当店自慢の“若鶏”
と“自家製キムチ”
をぜひ食べにいらし
てください。
　常連さんもご新規さんも大歓迎です。

　まだまだ使用可能
な良質な中古タイヤ
を多数揃えておりま
す。価格に自信あり。交換作業も行ってお
りますのでお気軽にご来店下さいませ。

　この度会員になりました。
よろしくお願いします。 

　車、バイクの事
なら何でもご相談
ください。

　福祉用具のレンタル、
販売と住宅改修を行って
おります。
　お気軽にご相談くだ
さい。

　高齢者シェアハウス茉
莉花は、介護施設ではな
く共同生活の住まいです。
　「一人暮らしは不安」「地域との交流がな
くなった」と感じる方に安心した生活をし
ていただけたらと思います。

　日本の昔話や世界の
童話をモチーフにした
かわいいパンを販売し
ています。夫婦二人でがんばっています。
ぜひお立ち寄りください。

　あなたの町の
サッシ屋さん。
　リフォーム全
般のことならお
任せください。

　楽しい農業を目指
しておいしいイチゴ
を作っています。１
月からはイチゴ狩り
もスタートします。愛情込めて育てたイチ
ゴを皆さまに楽しんでいただきたいです。

Sales Point Sales Point

Sales Point

Sales Point

Sales Point Sales Point

Sales Point

Sales Point

Sales Point

潟上市商工会 本所・広域指導センター 商工会の最新情報を発信中！
https://r.goope.jp/katagamishokokai

藤原市長へ要望書を手渡す諸橋商工会長（右）

佐 藤 大 進
天王地区
福祉用具
018-893-4414

ライナ株式会社
②
③
④
⑤

①


