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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”事業者を応援します。

潟上市商工会報
Move On
No.43
R４. ６発行
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P4　商工会成長プラン '22-26
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C O N T E N T S直面する経営課題を解決し
「稼げる企業」を目指しましょう!

　　新型コロナやウクライナ情勢は経営に深刻な影響を及ぼしています。新型コロナやウクライナ情勢は経営に深刻な影響を及ぼしています。
　これら経営課題の解決には、補助金や各種支援策の活用が有効です。　これら経営課題の解決には、補助金や各種支援策の活用が有効です。
　“経営の困った”には商工会が全力でサポートしますので、一緒に　“経営の困った”には商工会が全力でサポートしますので、一緒に
「稼げる企業」を目指しましょう！「稼げる企業」を目指しましょう！
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■通常総会開催
　４月22日㈮、ブルーメッセあきたにて通常総会を開催しました。
　今年度は、ウィズコロナとして、環境変化の
スピードに即した経営力強化のため、資質向
上や地域振興に取組みます。
■令和４年度重点事業
　①各種勉強会の開催
　②物産展等での地域産品のＰＲ
　③組織内外ネットワーク等の強化

商 工 会 活 動 か ら

　５月11日㈬、商工会本所にて通
常総会を開催しました。

　昨年度より市やＪＡと連携して製作に取り組んでい
た「女性部ＰＲ(店舗紹介)パンフレット」が完成し、
各所へ設置しております。小さなお店の魅力や観光情
報等も満載ですので、ぜひ皆さまご
覧になってください。(商工会ＨＰ
にも掲載しています。)
　また、今年度は全県の女性部長
が一堂に会するサミットが当市で
開催されます。女性部ならではの
おもてなしの精神でお迎えし、当
市の魅力を伝えます。

■令和4年度重点事業
　①ＰＲパンフレットによる小さなお店・

地域の魅力発信
　②女性部長サミットでのおもてなし活動
　③他地域のおもてなしを学ぶ視察研

修の実施

■新たな部員12名加入
　昨年度、全県の女性部による部員増強
運動で、「強化期間優秀賞」及び｢年間優
秀賞」を受賞しました！(写真：菅原部長）

通常総会開催
及び女性部ＰＲ
パンフレット完成

　Vol.12

■課題と解決方法の模索
　開業以来、顧客数・売上は安定していたが、さらに
稼働日を増やす方法を検討していた。そんな矢先、新
型コロナ感染拡大により外出自粛やソーシャルディ
スタンス等が常態化したことで売上が落ち込んでし
まった。稼働日を増やし、売上増加につなげるため
の新規顧客をターゲットにしたプロモーション戦略
に商工会と一緒に着手した。

■ポストコロナに向けた新たなチャレンジ
　新型コロナが収束しつつあり、マスク着用が緩和
されていく中で、女性が綺麗な肌を見せて普段の日
常生活に戻る日も近づいている。内面にある健康的
な「美」を引き出す新たなフェイシャルメニューの
開発や化粧品の開拓など、ポストコロナに向けた新
たなチャレンジに今後も期待したい。

■ターゲット層に合わせたプロモーション戦略
　ターゲットとする年代に合わせたプロモーション
戦略を実行するため、補助金を有効活用した。
・予約システム付ホームページ	 （全世代向け）
・Facebook、インスタ等Web広告	 （若年層向け）
・商圏を限定したチラシのポスティング	（全世代向け）
・店舗の存在をアピールするための移動式看板
　従来は電話またはＳＮＳで対応していた問合せや
予約受付もホームページで対応することで施術中の
中断や顧客、獲得の取りこぼしの抑止となった。また、移動式看板を設置することでサロンを
見つけやすくすることができた。

LILY BEAUTE（エステティック業）

企業データ　　　　　　Company information

LILY BEAUTE

代表　鈴 木 直 美
NAOMI SUZUKI

　令和元年に開業して４周年を迎える「女性限定・完全予約制」のプライベートサロン。
販路拡大に向けて、小規模事業者持続化補助金を活用して予約システム付きホームページの
開設や各種プロモーション戦略に取組んだ。
　店名のLILY BEAUTE(リリー　ボーテ)は、百合の花ことばの "純粋で無垢な女性" を
イメージしている｡

「綺麗｣を提供する施術スペース(完全個室)

人気の脱毛施術のようす

スマートフォンでも
見やすいホームページで
顧客満足度アップ

■通常総会開催
　～｢商工会成長プラン'22-26｣がスタート～
　５月19日㈭、ブルーメッセあきたにて通常総会を開催しました。
　本年度から新たにスタートした「商工会成長プラン'22-26」に
基づき、10年先の未来が「賑わいに溢れ進化を続ける潟上市」と
なるための重点推進施策を実行します。
　（「商工会成長プラン'22-26」の詳細はP4-5をご覧ください）

■令和４年度重点推進施策
　①アフターコロナを見据えビジネスチャンスを勝ち

取るための積極的な支援
　②新型コロナに負けない持続的経営実現のための

着実な支援
　③会員満足度向上のための組織財政強化の推進
　④観光産業・創業支援強化による潟上市経済活性化の推進
　⑤商工会アクションプログラムの着実な推進

※諸橋会長が健康上の理由から退任表明されました。６月41日㈫に臨時総会を開催予定です。

卒業部員への記念品の贈呈

潟上市昭和大久保虻川境80-21
　　TEL 090-4047-1129

https://lily-beaute.jp/

退任される諸橋会長

ご来賓祝辞（左から）
鈴木市長、小林議長、瓜生県議、金子県連合会専務理事

青年部

通
信

戦挑 潟上企業

する

Company to challenge
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「創生」から「成長」へ
商工会成長プラン'22-26

潟上市商工会
アクション
プログラムの概要
（実施期間：令和４年度～令和８年度）

　平成29年度にスタートした「商工会創生プラン」が終了し、令和４年度から新たに「商工
会成長プラン'22-26」がスタートしました。
　創り出されて芽が出る「創生」から、双葉を出し、花を咲かせ、実をつけていく「成長」へ
つなげていくことにより、地域の新しい可能性を切り拓き、前例にとらわれず様々なことに
挑み続け、「成長」を実現していきます。

新しいチャレンジを支える実効性の高い個社支援の推進1施策
強固な組織財政基盤構築による組織運営の強化6施策

〝食〞のブランディングによる魅力度向上支援の強化7施策

潟上市の新たな観光スタイル「体験･滞在型観光」の促進8施策

稼げる企業及び雇用創出支援の強化9施策

創業支援強化による稼げる企業創出の推進10施策

2施策

3施策

4施策

5施策

経営基盤の強化による持続的な経営の実現支援

事業者間連携による販売促進支援の強化

行政・関係機関との連携による課題解決支援の強化

会員の満足度向上のための事務局体制の強化

①組織基盤強化のための会員加入促進の実施
②財政基盤強化のための新たな収益事業の推進

①「商工会認証制度」導入による商品のブランディング支援
②ふるさと納税返礼制度による認証特産品の販路拡大支援

①地域の特性を活かした体験型観光コンテンツ造成
②観光商品(食や体験型観光コンテンツ)の魅力を
　集約した観光情報サイトによる発信

①企業価値向上に向けた取組支援
②企業競争力強化に向けた取組支援

①創業支援に関する情報発信及び支援施策の拡充
②地域に根差した新たなビジネス創出のための支援

①事業者の経営力向上のための取組推進
②小売店等の販促プロモーション強化支援

①財務分析による経営状況の見える化支援の推進
②商工会ならではの事業承継支援の強化
③リスクマネジメント力の強化支援

①事業者間連携による新たな事業展開の促進
②観光拠点との連携体制の強化

①政官財との連携による地域課題解決支援
②行政等との連携による経営課題解決支援

①機能的かつ継続的な支援のための事務局体制強化
②業務改善による迅速かつ効率的な支援体制の推進
③情報発信機能の強化と効果的な活用共通戦略１ 革新的な経営戦略に踏み込んだ支援の推進

独自戦略１ 地域資源である食と観光の魅力に着眼した潟上経済活性化

独自戦略２ 持続的に稼げる企業創出による潟上産業活性化

共通戦略２ 新たな可能性を切り拓く多様な連携の推進

共通戦略３ 成果を創出し続ける組織・運営体制の構築進化する潟上の強みを活かし稼げる力を高める商工会

賑わいに溢れた未来を創造する３つの力
　　　　　　　　　"稼げる力"　"支える力"　"考える力"

目 指 す 姿

推進スローガン

目 指 す 姿

推進スローガン

TEL 018-838-0117  FAX 018-878-7306 潟上市天王字上江川47－1069

デザイン／編集／ホームページ
ドローン各種撮影／動画編集
看板／タオル／Tシャツ／缶バッジ

印刷物全般

有限会社クイック 検索

オンラインショップ
「カタガミカラー」

オリジナルグッズオリジナルグッズ
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経営環境の変化は企業変革のチャンスです。経営課題を早期解決し、「稼げる企業」を目指しましょう！

新しい生活様式に対応
した営業スタイルを確
立させる

緊急時に事業の継続、
早期復旧を図りたい

経営革新のための
設備投資を行いたい

新規顧客獲得、販路拡
大の取組を行う

新分野展開、業種・業
態転換に挑戦する

借入による
資金調達を行う 

自社の経営状況を把握
し、資金管理の適正化
を図る

資金繰りに不安があり
資金調達を行いたい

自社の経理を
見直したい

新製品開発、生産性向
上のための取組を行う

ものづくり・商業・サービス
生産性向上補助金

緊急時の対応を取り決める

キャッシュレスを導入する

感染予防対策を行う（飲食店）

■感染症や自然災害など様々な企業リスクに備えたい事業者

■新型コロナ等の影響による事業の立て直しを考えている事業者

■原油価格・物価高騰等により資金繰りに影響がある事業者

課　題 解決方法 支援メニュー

売上増加を図りたい
専門家派遣制度の活用

小規模事業者持続化補助金

会計システム「商工会クラウド」
日々の帳簿付けから財務分析まで
商工会がサポートします。

各種融資制度
マル経融資、県や市の融資制度を
ご活用できます。
商工会までご相談ください。

商品・サービスを広く
ＰＲしたい ＨＰ(ＥＣサイト※)作成 国①・県・市の補助金

国①・県・市の補助金

①小規模事業者持続化補助金
対象となる取組例
　販路拡大・売上向上のための新設備導入
・広告宣伝・ホームページ開設・店舗改装・
看板設置等
補　助　率
通常枠 2/3(補助上限50万円)
特別枠 2/3(補助上限100万円～200万円)
※特別枠には「賃金引上げ枠・卒業

枠・後継者支援枠・創業枠・イン
ボイス枠」があります。

詳細についてはこちら➡
詳細についてはこちら➡

詳細についてはこちら➡

②ものづくり・商業・サービス
　生産性向上補助金(一般型)

対象となる取組例
　経営革新のための新商品や試作品の開
発、新たな生産ライン導入、新サービス立
ち上げなどのための設備投資等
補　助　率
1/2もしくは2/3(補助上限1,250万円)
公 募 締 切
第11次公募　令和４年８月１８日木

専門家派遣制度
　相談内容に応じた専門家を直接事業所に
派遣する制度です。(無料・回数制限あり）
　専門的な立場から具体的かつ実践的なア
ドバイスを受けることで、事業所の抱える課
題解決を支援します。
　店舗レイアウト見直し、労務関係、商品開
発、ＢＣＰ作成など多岐にわたる相談内容に
対応可能です。
詳細については商工会へご相談ください｡

③事業再構築補助金
対象となる取組
　新分野展開・事業転換・業態転換又は事
業再編等のための建物の建設費・改修費、
機械装置の購入・製作、技術導入等
補 助 率
2/3～1/2(補助金額100万円～8,000万円)
※従業員数や企業規模等に応じて
　変わります｡

詳細についてはこちら➡

新事業創出・業態転換等支援事業費補助金
■通常枠・デジタル化推進枠
対象となる取組例
　新商品・サービスの開発・生産・販売、サ
ービス提供までのプロセス改善等による生
産性向上、新分野進出、業態転換
補　助　率
1/3以内(補助上限100万円）
■小規模企業者デジタル基盤整備枠
対象となる取組例
 新顧客管理用パソコンや電子マネー対応
機器、インターネット環境等の整備　ほか
補　助　率
1/2以内(補助上限50万円）

詳細についてはこちら➡

EＣサイト・キャッシュレス関連補助金
■事業者ＥＣサイト活用補助金
対象となる取組
　ホームページ及びＥＣサイトの開設又は改
修に係る委託費、ＥＣモールに新たに出店す
るための入会金・登録料、ページ等制作料等
補　助　率
1/2以内（補助上限20万円）
■事業者キャッシュレス決済導入補助金
対象となる取組例
 キャッシュレス決済端末及び附属品の購
入費用、本体機器設置費用、設置と併せて
行うインターネット回線の開設費用
補　助　率
1/2以内（補助上限20万円）

P7

新事業創出・業態転換等
支援事業費補助金 P7

P7

P7

事業再構築補助金 P7

新型コロナ
飲食店認証・補助金

ＢＣＰ(事業継続力強化)
計画

P7

P7

P7

　長引くコロナ禍と、ウクライナ情勢の緊迫化などによる原油や物価高騰が多くの事
業者を直撃しています。以下の表を参考に、自社の経営状況や課題に当てはめ、必要
な支援メニューをご確認ください｡掲載がない課題や解決方法、支援メニューの詳細
など、いつでも商工会までお問合せください｡

※ＥＣサイト…インターネット上に開設した商品などを販売するサイト。「ネットショップ」などを指す。

国 国

市

商工会国

県

ECサイト キャッシュレス
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①事業所名　②代表者名
③所在地　　④業種
⑤電話番号　⑥コメント

②	長 岡 吉 明
③	天王字長沼21-14
④	建設業(土木、外構工事）
⑤090-4634-3100
⑥	主に外構工事を行っています。
　よろしくお願いいたします。

長岡技建①

②伊 藤 龍 一
③	天王字上江川47-988
④	管工事業
⑤	018-878-5248
⑥	住宅新築及びリフォームを主に行います｡
水回りでお困りの時はご相談ください。

②吉 田 香 織
③天王字上江川47-433
④	不動産仲介業
⑤	018-802-0663
⑥	お客様の日々の幸せ
のためのお手伝いを
させていただきます。

②山 口 美 帆
③天王字長沼64-46
④美容業
⑤018-807-5111
⑥頭皮毛髪診断でトラブルの根本的改善
をコンセプトにしたサロンです

②古知愛一郎
③	飯田川下虻川字街道下1-5
④	一般乗用旅客自動車運送業
⑤	018-877-4141
⑥	皆様の様々な移動機会を応援する、地
域密着のタクシー会社です。よろしく
お願いいたします。

伊藤設備①

ＷＯＯＤＹ①

olive①

②	川 山 信 也
③	天王字中浜山54-6
④漁業、民宿、小売・卸売業
⑤	080-5746-8498
⑥	漁師仲買人がやっている漁家民宿	
です。よろしくお願いいたします。

②伊 藤 修 悦
③	昭和豊川上虻川字山岸21-1
④	代行業
⑤090-1066-1862
⑥安全・親切な営業に
努めています。よろ
しくお願いします。

②菅 原 明 美
③飯田川下虻川道心谷地30-45
④飲食店
⑤080ｰ1249ｰ4568
⑥旬のものをつかったお料理で、
　おもてなしさせていただいております。

②石 川 久 志
③	天王字不動台149-1
④	鳶職
⑤018ｰ853ｰ6568
⑥足場の事でご相談があればいつでも
　ご用命をお待ちしております。

丸信魚商JangooJangoo①

ブンブン代行①

はやま①

新昭和タクシー㈱①(同)石川仮設①

②	藤 原 明 正
③	天王字上江川1-1
④漁業・農業
⑤	018-878-5371
⑥	漁業・農業ともに盛り上げて	
いけるようがんばります！

②土 田 　 陽
③	天王字蒲沼137-144
④機械器具設置工事業
⑤	018-878-7228
⑥	県内外の農協へ精米加工機、乾燥機等
据付、修理メンテナンスをしております。

②伊藤美香子
③天王字上江川9-4
④美容業
⑤018ｰ893ｰ3644
⑥リラックスできる空間づくりと、リフレッ
シュして、笑顔で帰られるように頑張っ
ています。ご来店、心待ちにしております。

②髙 橋 尚 也
③	天王字細谷長根84-1
④	航空宇宙産業
⑤	018-893-6659
⑥	機械加工にお困りなら当社まで
　明日の航空業界を担う若人求む！

②桜 庭 勝 巳
③	天王字塩口135-1
④	電気工事
⑤	090-4632-7238
⑥一般電気工作物の設計施工を行って
　おります。よろしくお願いします。

②	牧 野 竜 平
③天王字上北野89-12
④パン製造小売
⑤	018-853-5678
⑥	北海道産小麦100%、
　無添加でパンを作っています。

②	小 玉 克 彦
③	天王字二田29-49
④	美容業
⑤	018-878-2310
⑥お客さまの快適なヘアライフを
　サポートします。

②登 藤 　 徹
③天王字二田50-3
④電気工事業
⑤018-878-4215
⑥一般住宅、テナントなどの電気工事や
工場のメンテナンスを行っています。
看板、ネオンサインも得意としています。

㈱ファーム藤原①

㈲秋田機設①

美容室あいむ①

山本精機㈱潟上事業所①

かつみ電設①

Bread Fictions①

カーニュ美容室①

トドウサイン①

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://katagami-shoko.com/

企業主導型保育園

準備いただく物は、着替えとバスタオルだけ！
その他必要な物は園で用意します。
土日祝日も開園します！ おむつ

布団など

入園申込み・ご見学は 電話 018－853－0681にお問い合わせください

手ぶら

登園
秋田市飯島川端１丁目１－２５
TEL ０１８－８９３－５０９０
FAX ０１８－８９３－５０９５

三浦重工業株式会社
建設機械修理


