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 去る８月４日（木）に、鹿角パークホテルにて会員懇談

会が開催されました。本年度の会員懇談会は秋田県が実施

している「県北地域中小企業支援フェア」の開催に合わせ

て実施し、会員・来賓を併せて６０名の皆様にご参加いた

だきました。 

 秋田県では中小企業振興条例の理念にもとづき、中小企業

月間にあわせてセミナーを開催しており、本年度はあきた企

業活性化センターの小室チーフコーディネーターや、当会の

渡辺経営指導員が中小企業支援の事例発表として、それぞれ

の事業内容と支援事例について発表を行いました。また、

講演会では「ローマ法王に米を食べさせた男」として知られる高野誠鮮氏が講演を行い、地域活性化の事

例とローマ法王に米を食べさせた事例についてお話しいただきました。 

 セミナー後に開催した会員懇談会では、柳澤会長が「当地の経済状況は依然厳しく、「何もせず、手をこ

まねいている」だけでは淘汰を待つのみであることから、「事業所の個別支援の強化」を重要課題として伴

走型経営支援事業を実施していき、また、10 年後も会員の皆さんとともに挑み続ける商工会であり続ける

ための行動計画（アクションプラン）を取りまとめ行動していく」と挨拶があり、鹿角地域振興局の吉尾

局長の乾杯のご発声で開宴しました。和やかな雰囲気の中、参加された皆様は各テーブルを回りながら参

加者同士の

交流を深め

ると共に、

情報交換を

行うなど有

意義な機会

となりまし

た。 

 

 
＝今回の主な記事＝ 

◆平成２８年度会員懇談会を開催しました 

◆伴走型経営支援事業「かづの商工会補助金」を採択しました 

◆観光業部会からのお知らせ 

◆最低賃金の引き上げが予定されています 

◆皆様の情報発信をお手伝いします 

◆法人登記に株主リストの添付が求められます 

◆青年部・女性部の活動紹介 

◆新会員紹介 

◆鹿角市、秋田県事業引継ぎ支援センターからのお知らせ 

   

平成２８年度会員懇談会を開催しました 

SHOKO 

平成２８年８月３１日現在 

会 員 数  ８７５名 

青年部員数   ５８名 

女性部員数  １１８名 

商工業者数 １７０５名 

商工かづの 



 

今年度、会員支援事業の一つとして、会員事業所向け「かづの商工会補助金（かづの商工会伴走型経営支

援事業）」制度を新設し、周知したところ、34 件の申請を受け付けました。この事業は「会員事業所と商

工会職員が連携し、会員事業所の今後の目標達成、課題解決を図る」ことを目的とした事業です。8 月 29

日には採択審査会が開催され、厳正な審査を行ったところ、全事業所の事業計画が採択され、事業実施に

取り組みます。 
【採択一覧】 

 事業者名 事  業  名  事業者名 事  業  名 

1 (有)亀田カーボディー 看板設置による顧客への訴求効果向上 18 小伸製作所 取引量拡大に伴う作業所拡大事業 

2 (有)クイック 作業効率化および商品品質向上による受注拡大事業  19 軽食喫茶 Ｔ＆Ａ オープン 20 周年記念にともなう広告事業 

3 南水道設備 管工事の管内最先端技術導入による顧客獲得事業  20 (有)タカヤ電工舎 販路拡大と求人等を目的としたホームページ作成事業  

4 両国ドライブイン のぼり旗と看板による地域外顧客の誘客事業  21 (有)やましち商店 店舗リニューアル広告宣伝事業 

5 (有)安保食品 ホームページ刷新による販売促進事業 22 (株)関小市商店 東京展示会に向けたネットワーク構築事業 

6 平和軒 店舗２階座敷改装による顧客満足度の向上と売上増加  23 hair salon perfume 看板改装による新規顧客の獲得 

7 ファミリー寿司一番星 新メニュー（ちらし寿し）の提供による新規顧客獲得事業 24 (有)刈谷食品 首都圏及び都市部における未出店エリアへの販路拡大  

8 松浦テント内張店 案内表示見直しによる顧客増加事業 25 岩谷菓子店 ラベルプリンター導入による法改正への対応と業務効率化 

9 (株)キムラ鋼板 パンフレット作成による販路開拓事業 26 アロマシャイン 店舗移転による集客力と認知度向上と新規助成顧客開拓  

10 (株)大和地所 折込チラシ広告による不動産の購入及び売却の新規顧客獲得  27 (有)柴田商店 自社ブランド「鹿印」の新商品開発および既製品のブラッシュアップ  

11 (株)Mkpaso 販路拡大のためのイベント出展および社員研修事業  28 (有)安心サービス 厚物印刷・レーザー加工の広域広告展開事業  

12 米沢建設(有) 企業名およびサービス内容の周知とイメージづくり  29 鹿角ｺﾐｭﾆﾃｨ FM(株) 開局３周年記念フリーペーパー発行事業 

13 (有)安保金太郎商店 東京展示会に向けたネットワーク構築事業 30 ドライブイン下野 電光掲示板設置による新規顧客獲得事業 

14 (有)花万 サンプルガーデン OPEN に伴う店舗正面側看板設置 31 木村果樹園 広告宣伝・情報発信事業 

15 クスリきむら 顧客管理カードの刷新と販促物の拡充による顧客獲得事業 32 (同)ﾌｫｰ･ﾜｰｸｽ チラシ折り込み並びにダイレクトメール配布による新規顧客獲得事業  

16 村上塗装 軽量足場の導入による個人客の新規獲得と利益率の向上事業  33 柳沢末吉鮮魚店 移動販売車輌のデコレーション広告事業 

17 菅野食堂 作業台設置による回転率アップ、暖簾リニューアルで売上を伸ばす事業 34 理容室 Ri'z サインポールの増設、看板のライトアップ、チラシ作成・新聞折込による新規顧客の獲得  
 

 

旅行雑誌「じゃらん」に鹿角・小坂地域の記事が掲載されました。 

 かづの商工会観光業部会では、依然として低迷する

管内観光産業を活性化するため、旅行雑誌「じゃら

ん」に特集ページを掲載し、十和田八幡平周年記念の

周知と合わせ、広く鹿角市・小坂町をＰＲし観光客の

誘客を図ります。 

 ４ページの特集記事で、前半２ページは八幡平や十

和田湖の紅葉を紹介し、本地域の紅葉の素晴らしさを

視覚で強く訴えます。後半２ページには食や観光施設

など地域の魅力的なものを紹介し「行ってみたい！」

と思えるような誌面になっております。 

 また、本広告事業の

実施に合わせ、発行元であるリクルート社の担当者による「情報発信ブラッ

シュアップセミナー」を開催し、読者アンケートの集計によるお客様のニー

ズの分析結果と、それを元にお客様に喜ばれるサービス事例の紹介など、観

光客の満足度向上の取り組みについて学び、今後の事業の運営に役立てるこ

ととしました。                                [セミナーの様子] 

    

無担保・無保証の「マル経融資（経営改善資金）」を活用ください！！ 

本年度マル経融資で借入(借換も可)された場合、１年間１％の利子補給を実施いたします。 

対象者： 

１年以上事業を営み 

常時使用する従業員が２０名以下（商業・サービス業

は従業員が５人以下） 

商工会の経営指導を６カ月以上受けていること 

資 金 使 途 運転資金・設備資金 

融 資 限 度 額 ２，０００万円 

返 済 期 間 運転７年（１年）、設備１０年（２年） 

金   利 １．３０％（Ｈ28.8.10） 

担保・保証人 必要なし（無担保・無保証） 

取扱金融機関 日本政策金融公庫 

 

観光業部会からのお知らせ 

 

伴走型経営支援事業「かづの商工会補助金」を採択しました 

詳細は９月１日発売の 

「関東・東北じゃらん１０月号」 

をご覧ください！ 



 

 平成 28 年 7 月 28 日に厚生労働省中央最低賃金審

議会において、最低賃金額の引上げの目安が答申され

ました。答申では全国加重平均で 24 円の引上げとな

り、平成 14 年以降最大の引上げとなります。現在、

都道府県毎に設置されている地方最低賃金審議会にお

いて、地域別最低賃金の引上げに関する審議が行われ

ているところです。本改定は 10 月 1 日以降順次発効

されることとなりますのでご注意ください。 

 

 商工会が年４回発行している会報の配布に、会員の

皆様が発行しているチラシを同封して配布します。会

員数と予備の分を含め 900 枚(H28 年 8 月現在)を用意

し、各受付期日までに商工

会へご提出ください。 

 また、全会員への巡回配布

が完了するまでは３週間程か

かりますので、イベント等の

告知にはご注意ください。 

発行月 受付締切 

6 月 5 月 15 日 

9 月 8 月 15 日 

12 月 11 月 15 日 

2 月 1 月 15 日 

 

 昨今、虚偽の内容を記載した株主総会議事録等をも

とに商業登記を行い、当該会社の役員になりすまして

会社の財産を処分するなど、商業・法人登記を悪用し

た犯罪や違法行為が発生していることから、法務省で

は、法人の登記（変更を含む）を申請する際の手続き

に関し、株主総会の決議を要する登記事項の場合、従

前の議事録に加え「株主リスト」を添付するよう商業

登記規則の改定を行いました。 

 本改正は、平成２８年１０月１日以降に申請する全

ての株式会社（旧有限会社を含む）に影響が及ぶもの

であり、「株主リスト」の作成の基となる株主名簿の整

備が行われていない場合は、株主名簿を整備する必要

がありますのでご注意ください。 

【対象となる手続き】 

 株主総会の決議を要する場合の登記すべき事項 

【株主リストの内容】①氏名又は名称、②住所、③株

式数、④議決権数、⑤議決権割合 

【参考】法務省ホームページ 
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html 

 

＜青年部＞ 

 

 

 7/3(日)～23(土)まで花輪ポケットパークを会場に

七夕
たなばた

イルミネーション事業を実施しました。 

 会場に設置した竹には、市内の幼稚園、保育園の園

児の皆様、当日来場された方々の願いが書かれた短冊

が飾られ、会場を彩りました。 

 また、今年度は 4 月に発生した熊本地震により被災

した方々への復興支援として、会場にて募金活動を実

施し、皆様からの善意 4,332 円を熊本に届けること

ができました。 

 皆様から記入いただいた短冊は、8 月 8 日（月）に

開催された｢花輪ねぷた｣のお焚き上げに奉納しました。 

＜女性部＞ 

 

 

 7 月８日（金）に大湯ストーンサークルの清掃活動を

行いました。清掃活動の後は佐藤友信先生を講師に招き、

「どばんくん」づくりに挑戦しました。見た目のかわい

い縄文時代の発掘物で、時代の文化に触れながら楽しく

製作しました。 

 

 

 

 

 その他、6 月 3 日（金）には県女性部主張発表大会で

は当会より土舘昭子さんが優秀賞を受賞、6 月 13 日

（月）に秋田トヨタ自動車㈱鹿角店様へ約 2 万個のエコ

キャップ寄贈を行いました。 

❤今後の活動❤ 

・９/18 かづの元気フェスタへ出店 

・10/11～13 福井県への視察研修 

 ・講習会・スポーツ交流会・新年会 等 

    

資金繰りでお悩みなら、今すぐご連絡を！！ 
事業資金の新規借入や借換え、事業資金以外でも相談に応じております。既存借入金の条件変更につ

いても、商工会が金融機関との折衝や橋渡しを行います。経営改善計画書の作成も支援します。 

法人登記に株主リストの添付が求められます 

皆様の情報発信をお手伝いします！ 

最低賃金の引き上げが予定されています 

青年部・女性部の活動紹介 
 



 

 

★新規加入者 

事業所名 代表者名 業種 地区 

㈱西村林業 西村 公一 サービス業 十和田 

(公社)鹿角地域シルバー人材センター 松岡 昇 サービス業 花輪 

花輪養蜂場 木村 力 小売業 花輪 

柏木理容美容所 柏木 良藏 サービス業 花輪 

★代表者変更 

事業所名 代表者名 業種 地区 

小坂製錬㈱ 川口 純 製造業 小坂 

㈱トワダソーラー 青山 文明 製造業 十和田 

グリーンフィル小坂㈱ 小笠原 滋 製造業 小坂 

 

 

 
 

事業所名 代表者名 業種 地区 

㈱エコサカ 亀田 勝男 製造業 小坂 

秋田リサイクル・アンド・ファインパック㈱  木村 鋭 製造業 小坂 

㈲海沼電気工事 海沼 利幸 建設業 花輪 

松浦テント内張店 松浦 直哉 製造業 花輪 

トータルサロン八幡平駅前  阿部 美鈴 サービス業 八幡平 

髙橋ヌリモノ店 髙橋 実 小売業 花輪 

㈲さこう 佐藤 茂幸 小売業 花輪 

鹿角市花輪新町商店街振興組合 山崎 豊 サービス業 花輪 

㈲中村造林 黒澤 政明 サービス業 小坂 

 

 

「秋田県よろず支援拠点」 

～サテライト鹿角が開設されます～ 

「秋田県よろず支援拠点」は、中小企業・小規模

事業者のための経営相談所として、売上拡大、経

営改善などの経営上のお悩みをお聞ききし、事業

者の課題に応じて複数の支援機関がチームで応援

し、的確な解決策を提案するほか、定期的なフォ

ローアップを実施します。 
 

日時：9 月 15 日(木)10 時～15 時 30 分 

    ※10 月以降も第 3 木曜日に開設します。 

場所：市役所第 4 会議室 

    ※12 月からは「まちなかオフィス」 

相談料：無料 

事前予約：事前予約をお願いしますが、当日の 

     相談も受け付けます。 

事前予約先：(公財)あきた企業活性化センター 

       ℡０１８－８６０－５６０５ 

問い合わせ：鹿角市産業活力課商工振興班 ℡30-0250 

  

事業承継のことなら 

秋田県事業引継ぎ支援センター 
にご相談ください！ 

「後継者がいない」「事業の引継ぎに不安が…」 

 

◎親族内承継      ◎従業員への承継 

◎第三者承継(M&A､外部招聘､起業家とのﾏｯﾁﾝｸﾞ) 

◎業容拡大のため買収をお考えの企業 

 

秋田商工会議所 
秋田県事業引継ぎ支援センター 

秋田市山王２丁目１番４０号 田口ビル４階 

TEL.018-883-3551 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://akitacci.or.jp/hikitsugi/ 

 

 
 

本所／〒018-5201 鹿角市花輪字柳田 14-1 

支所／〒017-0202 鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部 6-10 

TEL：0186-22-0050 FAX:0186-23-2698 

TEL：0186-29-2378 FAX:0186-29-4049 

E-mail kazuno@shoko.skr-akita.or.jp 

E-mail kosaka@shoko.skr-akita.or.jp 

かづの商工会ホームページ URL http://shoko.skr-akita.or.jp/kazuno/ 

 

  

 

相談無料 
秘密厳守 

新会員紹介！新しい仲間が加わりました ～商工会では随時新会員を募集しております～ 

秋田県事業引継ぎ支援センター 
からのお知らせ 

鹿角市からのお知らせ 

http://shoko.skr-akita.or.jp/kazuno/

