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堂々とした発表に会場にいた全員が聞

き入ってくださり、審査委員長から「この事

業の取り組みは珍しいため将来性が高く、

これからの活動に大いに期待する」と好評

をいただきました。大会終了後は懇親会に

て各県の代表や参加者と共に親睦を深め、

交流の輪を広げることができました。

６月秋田市にて開催された秋田県大会で見事に最優秀

賞を受賞したトザワ写真室の兎澤三果さんが、秋田県代

表として７月１１日(水)北海道札幌市で開催された【女性

部主張発表北海道・東北大会】にて、女性部活動の重点

項目に掲げている「移住者支援事業」の取り組みについ

て発表し、優秀賞を獲得しました！

兎澤三果さん（トザワ写真室）が
最優秀賞（秋田県大会）・優秀賞（北海道・東北大会）を受賞!!

～平成３１年度商工会等職員採用候補者選考試験のご案内～

商工会は、地元企業や地域のために様々な活動を展開しています。職員一人ひとりが誇りと

自信をもって活き活きと働き続けられる職場づくりに取り組んでいますので、ぜひ私たちと一緒

に地元「鹿角市・小坂町」の企業を守り成長させ、元気な地域づくりに貢献しませんか。

【受付期間】 平成３０年８月１０日（金）～９月２０日（木）（受付期間内必着）

秋田県商工会連合会 総務・人材育成課内 採用試験担当まで

【問い合わせ先】 秋田県商工会連合会 総務・人材育成課 （018-863-8494）

かづの商工会 （0186-22-0050）



かづの商工会報（平成３０年度 Vol.2）

経営力向上計画とは –中小企業等経営強化法-

先端設備等導入計画とは –生産性向上特別措置法-

人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画。

両計画とも認定を受けることにより、上記以外にも計画に基づく事業に必要な金融支援（融資・信用保証等）

等や認定事業者に対する補助金における優先採択といった支援措置も受けられます。

中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。

※ 鹿角市・小坂町は国から「導入促進基本計画」の同意を受けています

国

会員企業取り組み紹介

当社では、プラスチック製食器や電子機器プラスチック部品の製造・加工を主たる事業として行っております。

製造・加工は金型を用いた成形法の一つである「射出成形」で行っており、合成樹脂（プラスチック）などの材料

を加熱して溶かし、金型に送り込んだ後、冷やすことで目的とする成形を行います。射出成形では複雑な形状

を含めて多様な形の部品を、連続して素早く大量に製造することができるため、日用品をはじめ幅広い分野の

製品で利用されています。

このたびの計画申請では、最新の全電動射出成

型機を導入することにより当社生産工程を最適化

し、多様化している顧客ニーズを実現できる生産

力を向上させるために商工会の支援のもと取り組

みました。この計画策定をきっかけに今後の持続

的な事業の発展に繋げていきたいと思います。

固定資産税の軽減措置（３年間１／２に軽減）や中小企業経営強化税制（即時償却等）により税制面より支援

が認定

が認定

固定資産税の軽減措置（３年間ゼロに軽減）を受けられます。 （鹿角市・小坂町の場合）

【所在地】 鹿角郡小坂町荒谷字三ツ森６２－４

（小坂町工業団地内）

～秋田山下工業株式会社（小坂町）～

市町村



Topic・３

かづの商工会報（平成３０年度 Vol.2）

かづの商工会青年部では、今年もキッズフェス

ティバルを開催いたします。未就学児童から小学

生を対象に、車を通じて職業観を養うとともに、地

域の事業所に対する理解を深めてもらいます。お

子様を連れてぜひご来場ください！

【日 時】 平成３０年１０月１４日（日）

午前１０時～午後２時

【会 場】 鹿角市役所大駐車場

Topic・４

Topic・２

全国各地で開催されている展示会・商談会では商品紹介シートが必要不

可欠なツールになりつつあります。製造者の思い・商品の情報をバイヤーに

的確に伝え、効率的かつ効果的な売り込みをするために、専門家の直接指

導のもと、このセミナーで形にしてみてはいかがでしょうか？

～販路開拓のための「商品紹介シート」作成セミナー開催のご案内～

【日 時】 平成３０年１０月１１日（木） 午後１時３０分～午後４時（予定）

【場 所】 かづの商工会 本所

今年も市役所庁舎、駐車場及び周辺施設を会

場に「かづの元気フェスタ」が開催されます。今年

も商工会女性部で出店し、女性部特製のそば、う

どんを販売します。その他、参加団体による様々

な催し物が出店しますので、皆様お誘い合わせの

上、ぜひお越しください！

【日 時】 平成３０年９月１６日（日）

午前１０時～午後３時

【会 場】 鹿角市役所庁舎、駐車場及び周辺施設

Topic・1
～今年度もビジネスマッチ東北へ出展します！～

１１月８日（木）に宮城県仙台市で行われる「第１３回ビジネスマッチ東北２０１８」に、かづの商工会の会員事業

所１４社も参加いたします。今年度は、商工会の販路拡大支援事業として取り組み、多くの企業・団体・バイヤー

が参加する東北最大級の展示商談会で新たな販路獲得を目指します。８月には、商工会で出展社説明会を行

い、開催日までの流れや準備を確認し、参加事業者間での意見交換と士気を高めました。また、９月には、ビジ

ネスマッチ東北主催の「事前セミナー」が各県の会場で開催され、その後は事業所毎に出展に向けた準備を進

めます。今年は、建設業部会が視察研修先として計画しているなど、各業種から興味を持たれている商談会で

すので、ご興味のある方はぜひ会場へお越しください。

【日 時】 平成３０年１１月８日（木）

午前１０時～午後５時

【会 場】 夢メッセみやぎ

（仙台市宮城野区港三丁目１-７）



【Facebook】 かづの商工会では、経営や地域に関す

る話題をいち早くお届けするために「Facebook」でも

日々記事をアップしていますので、ぜひご覧ください。

また、より多くの方に大切な情報が

伝わるように、「いいね！」「フォロー」

「シェア」をお願いいたします！

④ 備品の貸出サービス
下記の商工会備品については無料で貸出ししており
ます。イベント・お祭り等にご活用ください。

（貸出しは先着順としております。
早めの事前予約をお願いいたします。）

新規会員のご紹介

雇用保険の資格喪失届は従業員が退職して
から10日以内に提出しなければなりません。
従業員が退職した際には、下記の確認書類を
準備し、ハローワークにて手続きしてください。

確認書類：
〇マイナンバー 〇賃金台帳
〇退職証明書 〇労働者名簿
〇出勤簿

発 行：かづの商工会 発行日：平成３０年９月１日
本 所：〒018-5201 鹿角市花輪字柳田１４－１ Tel:0186-22-0050／Fax：0186-23-2698
小坂支所：〒017-0202 鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部１６－２ Tel:0186-29-2378／Fax：0186-29-4049
E - mail：kazuno@skr-akita.or.jp

① コピー・印刷サービス
コピーは1枚からでも承ります。100枚を超える場
合は用紙の持込にご協力ください。

② ロール紙印刷サービス
幅61ｃｍのロール紙に印刷できます。
ポスターサイズに拡大コピーも可能です。

商工会では新規の会員を募集しています。お近くに加入し
ていない事業所がございましたら、商工会までご連絡くださ
い。事務局職員が加入のご説明に伺います。

かづの商工会報（平成３０年度 Vol.2）

事業所名 代表者名 業種

㈱阿部林業 阿部 優肯 製 造 業

UN ROCHER(ｱﾝ ﾛｼｪ) 伊藤 栞里 サービス業

黒沢写真館 黒沢 治士 サービス業

㈱ファストコム 小林 栄治 サービス業

菅原塗装 菅原 正人 建 設 業

R.S (ﾘｰｼﾞｮﾝｾｰﾌﾃｨ) 菅原 涼介 サービス業

himmel(ﾋﾝﾒﾙ) 田原 陽子 サービス業

畠山塗装工業 畠山 英太郎 建 設 業

－ 商工会の各種サービスのご案内 －

会 員 数 ８５２名 青年部員数 ５６名
商工業者数 １,６０４名 女性部員数 １１３名

（平成３０年９月１日現在）

ハローワークからのお知らせ

雇用保険の

資格喪失手続きをお忘れなく

③ 会議室の貸出サービス
商工会の会議室を1時間単位で貸出します。

※上記は会員価格となり、会員以外は2倍の金額となります。

会議室 １時間 500円

冷暖房費
（7月から9月、11月から4月）

１時間 200円

白テント（1.5間×2.0間） ３張

無料
ターフテント（1.8m×1.8m） 9張

折りたたみイス 約90脚

長テーブル 23台

コピー機使用料
白黒 1枚 10円

カラー 1枚 40円

輪転機使用料
片面 １枚 2円

両面 １枚 3円

用紙代
（用紙持込の場合は
用紙代はかかりません。）

B5 １枚 1円

B４ １枚 3円

A4 １枚 2円

A3 １枚 4円

原稿料 1枚 2,000円

印刷代
（各１ｍあたり）

1色刷り 500円

2色以上 1,000円

【ホームページ】 商工会ホームページの充実を図る

ため、会員ページへのリンク集を作成しております。

事業所の自社サイトがありましたら商工会にご連絡下

さい。

また、名刺に記載されている場合や、

インターネットでの検索で発見した

場合も随時更新していきます。

かづの商工会のインターネット情報発信


