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 11 月 3 日(木)、道の駅かづの あんとらあを会場に、「鹿角のいいもの発見フェスト」を開催しました。本

事業は、昨年度まで地域外のバイヤーとのマッチングによる販路開拓を目的とした「かづの産業見合市」に対

して、今年度は地元事業者の地域内での取引拡大のため、住民に対し地元事業者の「いいもの、いいわざ、い

い仕事」を紹介し、地域内での認知度向上と需要掘り起こしに繋げることを目的として、より多くの方からの

来場をいただけるよう「きりたんぽ発祥まつり 2016」との共催で実施しました。出店事業所も全会員へ広く

募集を募り、様々な業種から 22 の事業者から参加いただきました。 

 本事業を通じて、参加した事業者には商品やサービスに対する評価を再確認してもらうことで、今後の商品

開発や経営計画の作成に活かしてもらい、更に事業所への理解が深まることで地元就職の促進など、地域の課

題でもある労働者の確保に繋げ、今後の経営基盤の再構築を図ることも期待しての実施となりました。 

当日はあいにくの雨模様でしたが、多くの方に来場いただき、地元事業者の商品やサービスの説明や体験を

受けられ、約 140 名の方からアンケートにご協力いただきました。 

開催に当たり、出展頂きました事業所の方々、ご来場いただいた皆様、運営にご協力いただきました関係団

体の皆様に御礼申し上げます。今回のイベントでご回答いただきましたアンケートの集計とフォローアップを

行い、今後の皆さまの事業展開を支援してまいります。 
 

    

＝今回の主な記事＝ 

◆「鹿角のいいものフェスト」を開催しました 

◆部会活動報告 

◆全事業所に個人情報保護法が適用されます 

◆雇用保険料と最低賃金を年末調整でご確認を 

◆会員のチラシ配布を始めました 

◆融資利率が引き下げられました 

◆小坂支所が移転しました 

◆新会員紹介 

 

 

鹿角のいいもの、いいわざ、いい仕事が集結！！ 
「鹿角のいいものフェスト」を開催しました 

SHOKO 

平成２８年１１月３０日現在 

会 員 数  ８７６名 

青年部員数   ５６名 

女性部員数  １１８名 

商工業者数 １７０８名 

商工かづの 



 

【商業部会】 

 11月17日、18日、

北海道札幌市の発寒北商

店街振興組合などの視察

研修を実施しました。 

 同商店街地域も少子

高齢化や大型店・コンビニの進出などによる商店街

利用客・売上の減少など鹿角と同様の課題を抱えて

いる中、商店街振興組合に事業者を手配するくらし

の相談窓口を設置するなど様々な取組を実施、モノ

からサービスの提供への意識改革や空き店舗の解消

に繋げている事例などを同組合理事長である土屋日

出男氏から受講しました。 

【製造業部会】 

 ９月２日に鹿角パーク 

ホテルにて、毎年恒例の 

部会員講師による研修会 

を開催しました。今回の 

講師は鹿角から世界へ商 

品を羽ばたかせるアート 

フォルム有限会社 取締役 橋野浩行様を講師に迎え、

ご講演をいただきました。 

 橋野様の取り扱う商品「ひねり髪すき」がおもてな

しセレクション 2016 の金賞を受賞したことや、首

都圏や世界にマーケット展開していることから各商圏

の顧客の特徴など、橋野様独自の目線でのお話しをい

ただきました。研修会終了後は少し遅めのビアパー

ティーを開き、部員間の親睦をさらに深めました。 

【建設業部会】 

 9 月 13 日ホテル茅茹荘にて、かづの商工会、大

館北秋商工会、北秋田市商工会、上小阿仁村商工会

の県北地区４商工会の建設業部会交流会を開催し

26 名の事業所の皆様にご参加いただきました。 

 研修会では鹿角市の空き

家対策について説明を受

け、交流会では他の商工会

員との懇談し「共に地域の

活性化の為にがんばろう」

と今後も交流を深めていく

ことを確認しました。 

【サービス業部会】 

 11 月 10 日～11 日、「仙

台市夢メッセみやぎ」で開催

された東北最大級のビジネス

展示商談会「第 11 回ビジネ

スマッチ東北 2016」の視察

を実施いたしました。秋田県

内や他の都道府県では商工会

や部会での出展も多くみら

れ、今後当会での出展も検討してみたいと考えており

ます。 

【青年部】 

 10 月 16 日、鹿角市

役所駐車場で｢キッズフ

ェスティバル｣を実施し

ました。たくさんの働く

車の展示や体験、屋台村

の出店、ステージイベン

トなどを実施し、晴天にも恵まれ、多くの親子連れな

どの来場者で会場は賑わいました。また、今年度は商

店街との連携イベントとして商品券の発行を企画する

など、地元商店の利用促進にも取り組みました。 

【女性部】 

❤福井県：東尋坊の視察研修！！ 

 １０月１１日～１３日の 

３日間、北陸方面の視察研 

修を行いました。 

 日本随一の奇勝として名

高い「東尋坊」など視察し

てまいりました。観光スポ

ットも多く、同じ観光産業を基幹とする鹿角市にも

通じる部分が多々あり、本研修で学んだことを今後

活かしてまいりたいと思います。 

❤リラックス運動講座とニュース

ポーツ「ペタンク」体験！！ 

 １１月１８日にかづの商工会に

て、市の出前講座より「家でも出来

る簡単リラックス運動講座」および

ニュースポーツ「ペタンク」を行いました。白熱した

チーム戦が繰り広げられました。 

    

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 1.16 ％（Ｈ28.11.1） 

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 

 

部会活動報告 ～さまざまな事業を実施しました～ 
 



 
 これまでは、5,000 人以上の個人情報を取り扱う事業所が対

象であった個人情報保護法が改定され、平成 29 年度からは全て

の事業所に適用されます。顧客や従業員の個人情報を紙やパソコ

ンで名簿化して事業に活用している全ての事業者は、個人情報保

護法のルールに沿った個人情報の取扱いが求められます。 

 また、マイナンバーも運用が始まっています。年末調整でマ

イナンバーを利用する際は、利用した記録を残さなければなり

ません。これまで以上に個人情報の取り扱いには、注意が必要

です。 

 【個人情報漏えいの事例】 

 ●メール誤送信でふるさと納税者のメアド流出 

 ●消防団で要援護者名簿が所在不明 

 ●顧客情報が登録された業務用携帯電話を紛失 

 ●年賀状印刷の名簿が風に飛んで紛失 

 ●個人情報含む書類を患者家族待合室に置き忘れ 

 ●アプリ利用者の個人情報をツイート 

 ●個人情報含む USB メモリを紛失 

 個人情報とは、生存する個人に関する情報で当該情報

に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の

個人を識別することができるもの。 
 

 

 平成２８年に雇用保険料率、最低賃金が改定となっています。年末調整の際にもう一度ご確認ください。 

■雇用保険料率（平成 28 年４月１日から） 

事業の種類 ①労働者負担 ②事業主負担 ①＋②雇用保険料率 

一般 4/1000 7/1000 11/1000 

農林水産・清酒製造 5/1000 8/1000 13/1000 

建設 5/1000 9/1000 14/1000 

■秋田県の最低賃金（平成２８年１０月６日から） 

 秋田県の最低賃金が平成２８年１０月６日から下記の通り改定されています。 

秋田県の最低賃金（すべての産業） 時間額 716 円 平成 28 年 10月 6日から 

また、産業別の最低賃金は１２月２５日から引き上げられますのでご注意ください。 

業種 
最低賃金額 

Ｈ27/12/24 から Ｈ28/12/25 から 

産

業

別 

非鉄金属製錬・精製業（非鉄金属合金製造業を含む） 時間額 818 円 時間額 834 円 

電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装

置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、

電子計算機・同附属装置製造業（光ディスク・磁気デ

ィスク・磁気テープ、電気音響機械器具製造業を除く） 

時間額 751 円 時間額 766 円 

自動車・同附属品製造業 時間額 790 円 時間額 805 円 

自動車（新車）、自動車部分品・附属品小売業 時間額 781 円 時間額 794 円 
 

    

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。 

雇用保険料と最低賃金を年末調整でもう一度確認を 

全事業者に「個人情報保護法」が適用されます 



 
 前回の会報で、会員の皆様のチラシ配布をお手伝いし

ますとご案内したところ、多くの会員の皆様から申込を

いただきました。商工会からのお知らせと会員の皆さま

からのチラシを区別するため、下図の通り皆さまからお

預かりしたチラシは、ま

とめてホチキス止めとさ

せて頂きました。 

 今後も皆様のチラシ配

布を継続していきますの

で、希望される方は商工

会までお問い合わせくだ

さい。 

 

市・町の制度融資（中小企業振興資金） 

 限度額 

(万円) 

貸付期間 

(据置)(年) 

年利率 

（％） 

鹿角市 

(マル鹿) 

一般 1,500 10(-) 1.75 

小規模 1,250 10(-) 1.55 

小坂町（マル坂） 1,000 10(-) 1.75 

政府系の融資制度 

 限度額 

(万円) 

貸付期間 

(据置)(年) 

年利率 

（％） 

マル経資金 

経営改善貸付 
2,000 

運転 7(1) 

設備 10(2) 
1.16 

 ※１年間の利子補給あり 

 
 建物の老朽化のため小坂支所を閉鎖し、地域の皆さま

にはご不便をおかけしておりましたが、この度、下記の

通り事務所を移転し、業務を再開することとなりまし

た。今後は新事務所をご利用くださいますようお願い申

し上げます。 

 なお、一部の業務についてはかづの商工会本所での取

り扱いとなります。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理

解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

業務開始日： 平成２８年１２月１日から 

所 在 地： 小坂町小坂鉱山尾樽部１６−２ 

（鹿角地域シルバー人材センター小坂分室となり） 

電話番号： 0186-29-2378   

FAX 番号： 0186-29-4049  これまでと同じ 

 

 

★新規加入者 

事業所名 代表者名 業種 地区 

㈱大和地所 関  守 博 不動産業 花輪 

マイタ内装 米 田  操 建設業 花輪 

蛇沼板金 蛇沼秀四郎 建設業 十和田 

イーエス・カンパニー 江刺家真一 サービス業 花輪 
 

★代表者変更 

事業所名 代表者名 業種 地区 

勝田呉服店 勝 田 春 江 小売業 花輪 

民宿さくら荘 石 出 厚 子 宿泊業 小坂 

斉藤ふとん店 斎 藤 龍 子 小売業 花輪 

御菓子司 小田 小田誠一郎 小売業 花輪 

ジュポンかづの㈱ 畠 山 大 和 製造業 八幡平 
 

 

  

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/ 

 

  

 

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～ 

小坂支所が移転・再開しました。 

融資利率が引き下げられました。 

会員のチラシ配布を始めました 

 
会員の皆様 
のチラシ 

 
商工会から 
のお知らせ 

商工会の封筒 

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

