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新型コロナウイルス感染症による影響への対策として特別予算を措置

－１－

令和２年度かづの商工会通常総代会につきまして、新型コロナウイルス感染症（以下、「新型コロナ」とい

う。）感染拡大を防止するために、書面で審議を行うことといたしました。総代の皆様より上記のとおり回答を

いただき、上程された議案はすべて原案どおり可決されました。議案については同封しております議案書をご覧

ください。以下、書面決議にていただいたご質問・ご意見への回答です。（質問等については、趣旨を尊重しながら短くまとめております。）

総代総数及び回答数 １５０名（回答数１４２名）

書面決議の結果 賛 否

第１号議案 定款の一部改正案について １４２ ０

第２号議案 令和元年度事業報告書、収支決算書、貸借対照表並びに財産目録の承認について １４２ ０

（監査報告）

第３号議案 令和２年度事業計画（案）並びに収支予算書（案）の承認について １４２ ０

第４号議案 令和２年度会費の金額及び納入方法について １４２ ０

第５号議案 令和２年度借入限度額及び借入先について １４２ ０

○第２号議案について
Ｑ１．「商工基金特別会計財産目録の出資金に㈱花の

輪１千万円を計上しているが、回収不能の貸し
倒れではないか？」

Ａ１．破産が決定していないため、貸し倒れ処理を行
うことはできません。

○第３号議案について
Ｑ２．「新型コロナ対策として景気浮揚対策費として

特別予算２百万を計上しているが足りるか？
もっと思い切った対策をしてほしい。」

Ａ２．商工会が必ずしも事業主体ではなく、行政等と
連携する考え方で計上していますが、会員の皆
様から事業提案いただければ補正予算を計上す
ることとしております。

○その他
Ｑ３．「新型コロナの収束が発表された折には各地域

のホテルでの理事会、部会等を積極的に行い、
会員の後押しをしてほしい」

Ａ３．ご意見のとおり積極的に施設の活用を図りたい
と考えております。

○その他
Ｑ４．「役員の職務について」
Ａ４．全役員とも定款、規約に則り職務を遂行してお

ります。



新型コロナウイルス対策支援施策情報

－２－

新型コロナの影響により、最も事業活動の縮小を余儀なくされている飲食・観光事業者の皆さまの事業活

動の継続を支援することを目的として支給されます。対象事業者につきましては、鹿角市ホームページに掲

載されている申請受付要領等でご確認ください。

【鹿角市】事業継続支援金

秋田県の協力金とは別に、秋田県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金の休業等要請対象となっ

ている町内の事業者に対して、休業等の実施の有無にかかわらず支援金が支給されます。詳細については、

小坂町ホームページでご確認の上、小坂町観光産業課までお問い合わせください。

【小坂町】事業継続支援金

□お問合せ先 鹿角市産業活力課 Tel：30-0250

□お問合せ先 小坂町観光産業課 Tel：29-3908

各種支援施策について、商工会で申請をサポートいたします！
商工会では、事業者の方の事業継続のため各種施策の申請支援を行っております。申請支援にあたって、窓

口での３密を避けるために事前にお電話（22-0050）にて予約の上、応対させていただいております。事業者

の皆さまにはお手数をお掛けしますが、感染拡大防止のためご協力をお願いいたします。

下記施策のほか、資金繰りや補助金等の情報については、かづの商工会ホームページ「新型コロナウイルス対

策支援情報特設ページ」または別途お送りしている各種施策チラシにも掲載しておりますのでご確認ください。

拡大防止協力金

【国】持続化給付金

事業の継続を下支えし、再起の糧とするための事業全般に広く使える返済不要の給付金

○申請期間 令和2年5月1日（金）から令和3年1月15日（金）まで

感染拡大防止のため、秋田県の要請に応じて施設の休業等に全面的に協力した場合に支給

○申請期間 令和2年5月7日（木）から令和2年6月15日（月）まで

○申請期間 令和2年5月16日（土）から令和2年10月30日（金）まで

○申請期間 令和2年5月19日（火）から令和2年10月30日（金）まで

【秋田県】
新型コロナウイルス感染症

中小法人等 200万円 個人事業主等 100万円

１事業者
あたり 30万円

２施設以上
有する場合 60万円

１事業者あたり 30万円

１事業者
あたり 20万円

２施設以上
有する場合 40万円



その他経営支援情報

経済産業省が提供する、１つのアカウントで複数の行政サービスもアクセスできる認証サービスで、アカウン

ト（ID・パスワード）が無料で取得でき、補助金等の申請がいつでもどこでも可能となり、書類への押印が不要

となるなどさまざまなメリットがあります。また、gBizIDプライムアカウントが申請要件となっている補助金も

ありますので、ホームページで情報をご確認の上、早めの取得手続きをお願いいたします。

ｇＢｉｚＩＤプライムアカウント（ＩＤ・パスワード等）で、
各種補助金をネットで申請することができます！

□gBizID登録サイト https://gbiz-id.go.jp/top/

商工会におけるＧＳ1事業者コードの申請受付業務終了について

２０２０年３月末をもって、商工会でのＧＳ１事業者コード申請受付業務は終了いたしました。ＧＳ１コード

についての申請・お問い合わせはＧＳ１ＪＡＰＡＮ（正式名称：一般財団法人流通システム開発センター）へ

行っていただきますようお願いいたします。

□GS1 JAPANホームページ https://www.dsri.jp/jan/

－３－

『鹿角市特設通信販売サイト』が新たに開設されます！
鹿角市では新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている事業者の皆さまの支援を目的に、６月中旬ご

ろインターネットでの通信販売サイトを新たに立ち上げ、送料無料キャンペーンなどを実施します。サイトへ

の出品等、詳細につきましては鹿角市産業活力課までお問い合わせください。

□お問合せ先 鹿角市産業活力課 商工・新エネ班 Tel：30-0250／Fax：30-1515

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、書面での審議をお願いしておりましたが、取りまとめた

結果、上程された議案は全て承認されました。

かづの商工会商業部会書面決議の結果について

令和２年度『かづの商工会伴走型支援補助金』
の公募を開始いたします！

「かづの商工会伴走型支援補助金」は、会員事業所および農業者、創業者、地域コミュニティ団体等を対象と

し、事業者と商工会職員が連携して行う経営課題解決の取り組みにして取り組む事業に対して補助金を交付する

ものです。販路拡大や生産性向上など、幅広い取り組みにご活用いただくことができますので、お気軽にご相談

ください。詳細につきましては、かづの商工会ホームページをご確認ください。

補助率 上限額１／２ １０万円

通常、アカウントの発

行には２～３週間程度

の時間がかかります！



新規会員のご紹介・会員募集

企業支援課 総務課

事務局長
前田 一浩

副事務局長
安保 奈緒美

主事
奈良 樹

（新規採用）

主任
村木 梨絵

主査
金田 智美

課長
渡辺 正臣

主事
高橋 祐希

主査
田中 和則

課長
岩井 寛樹

【担当業務】

・経営に関する全般的な相談
・補助金申請、経営計画作成
・決算申告（ﾈｯﾄde記帳）
・製造業部会、観光業部会

【担当業務】

・経営指導、記帳指導
・労働保険事務組合
・商業部会、建設業部会
・一般庶務、経理、会費

令和２年度
かづの商工会 事務局体制

事業所名 代表者名 業種

居酒屋まちや 奈 良 明 飲 食 業

杉江板金工業 杉江 敏昭 建 設 業

移動販売 柳沢鮮魚店 柳 沢 敦 小 売 業

居酒屋しんちゃん 倉岡 和子 飲 食 業

光栄堂 山崎 泰史 小 売 業

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。

事務局総轄

主事
村岡 知紘
（新規採用）

主事
川又 このみ

主事
奈良 樹

課長
中川 俊寿

主事
兎澤 知洋

地域振興課

【担当業務】

・経営指導、記帳指導
・各種共済、各種検定
・販路拡大支援、地域振興
・サービス業部会
・青年部、女性部

小坂支所

【担当業務】

・記帳指導
・小坂支所業務

小坂支所
開所時間

月・火・木・金
10：00～16：00
※水曜日閉所

会 員 数 ８４５名 青年部員数 ４８名

商工業者数 １，４６９名 女性部員数 １０２名

（令和２年６月１日現在）

商工会からのお知らせ

４月１日より、かづの商工会事務局に

２名の新しい仲間が加わりました！

村岡 知紘（むらおか ともひろ） ・・・・・

皆様初めまして、今年から新任職員としてか

づの商工会に配属となりました村岡知紘です。出身

は北秋田市ですが、鹿角のことをよく知り、その魅

力を多くの方々へ届け、

奈良 樹（なら たつき）・・・・・・・・・・

皆様初めまして、新任職員として採用された奈良

樹です。一年目から地元鹿角で働かせていただける

ことになりました。鹿角に恩返しができるよう、ま

た皆様に信頼される職

－４－

貢献していけるよう努

力していきたいと思い

ますのでよろしくお願

いいたします。

員に早くなれるように

努力していきますので

よろしくお願いいたし

ます。


