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株式会社つむぎ秋田アニメLab

❹❺「買い物」
「体験」
スタンプラリー参加店紹介

N o .8 4 0

株式会社つむぎ秋田アニメLab
アニメーション制作やアニメーターの人材育成などを行っている企業。地元に根差した
事業活動を通じて世界に日本のアニメ－ションを発信する秋田のシンボルとなれるような
企業を目指している。
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東京支社に着任して1年。人口減少で鉄道利用の

ことも思い出される。1980年代、廃線の危機に瀕し

先細りが予測されるなか、経営ビジョンで「変革に

た五能線を「地域の足」から「乗ってみたいローカ

挑戦」と謳っても、危機感を実感しにくいのが東京

ル線ナンバーワン」に変身させた原動力も、沿線の

の弱点と感じていた。そこへコロナ禍である。ガラ

皆さんや鉄道の諸先輩の危機感だった。最初は「こ

ガラの電車を目の当たりにして、
さすがに誰もが「こ

んな辺鄙なところに観光客が来るはずがない」とい

れはまずい」と危機感を募らせている。今、秋田を

う声も多かったと聞く。しかし、地域が一体となっ

思い出しながら「ピンチはチャンス。危機感をバネ

て観光資源を発掘して磨き上げ、
前例のない変革（絶

に変革だ」と社員を鼓舞する毎日である。

景ポイントでの徐行運転、五所川原立佞武多復活、
車内でのなまはげや津軽三味線の実演など、数えれ

2014年に秋田支社長として赴任した私の重要な
任務は「地方創生」だった。東日本大震災を経験し

ばきりがない…）を積み重ね、
年間12万人以上の「観
光」という新たな需要を生み出した。

た JR東日本は、2013年に発表した経営ビジョンで

今やリゾートしらかみは全国の観光列車のパイオ

「地域に生きる」を掲げていた。観光による交流人

ニアと言われている。
「知恵と工夫」で小さな「変革」

口拡大、地方中核都市の駅を中心としたまちづくり

を30年以上コツコツと積み重ねてきた結果である。

等、
「地方創生」は支社の重要な経営課題と位置づ
けられていた。

モノやカネが十分とは言えない秋田支社は「人で

❽新会員紹介

その大きな柱が、秋田駅周辺開発である。着任3

勝負する」――社員一人ひとりの「知恵と工夫」で

か月後に支社ビル建替えが本社で意思決定されて本

道を切り拓いてきた。人口減少に真っ先に直面する

格的に始動したのだが、当初は手探りだった。
「秋

秋田は、日本のトップランナーでもある。秋田で成

田に投資して大丈夫か」という社内の声、理解し難

功すれば、他に広がる。秋田駅周辺開発や五能線活

い「できない理由」等々。しかし、行政や商工会議

性化は、社内で「AKITA Way」と呼ばれている。

所等の皆さんと方向性を議論し、
2015年9月、
秋田県・

秋田の強みは、厳しい環境と危機感だろう。危機

秋田市と「地方創生に向けたコンパクトなまちづく

感をバネに、
地域が一丸となって「知恵と工夫」で「変

りに関する連携協定」の締結にこぎつけた。それを

革」に挑戦する。そのことで多くの「AKITA Way」

後押ししたのは「秋田を何とかしなくては」という

が発信され、秋田がポストコロナ・人口減少時代の

地域の皆さんの危機感だった。その思いが秋田駅前

日本をリードする存在になることを期待している。

 あきた歩き愛です

地価の反転上昇につながったのだと思う。
協定締結を受けて、初めて開催した「あきた光の
ファンタジー」点灯式（同年11月）
。旧支社ビルか
ら打ち上げた花火を一目見ようと秋田駅西口駅前広
場を埋めた3千人の人波に、来賓の方々が涙ぐまれ
ていた光景は今でも瞼に焼きついている。
リゾートしらかみ新型「橅」編成導入に奔走した

■略歴
1961年
1985年
1987年
2004年
2014年
2016年
2019年

東京都生まれ
日本国有鉄道 入社
東日本旅客鉄道株式会社 入社
同社 秋田支社総務部長（～2006年）
同社 執行役員 秋田支社長
同社 執行役員 総務部長
現職

秋田市観光クチコミ大使 … 秋田市に縁のある経済人や転勤等で過去に秋田市に在住経験のある方々に、身近な人々へのクチコ
ミやインターネットでの情報発信を通じて、秋田市の観光PRにご協力いただくため委嘱している。
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アニメーションを
秋田から世界へ
株式会社つむぎ秋田アニメLab
代表取締役

日本のアニメを取り巻く現状

櫻 井

つかさ

司氏

秋田で作ったアニメーションを世界に発信！
秋田をアニメーションの聖地へ！
実現のため全力で走り続けます！

❾会員情報プラザ

なぜ秋田にスタジオを作ったのか？秋田が宝の
山だからです。中心地のすぐそばに海があって山
もあり、風力発電の風車が立ち並ぶ光景はそれだ
けで絵になります。雲は低くて大きく、どこにも
似てない秋田の自然。どこを切り取っても作品の
舞台になります。これは物語を創造する弊社にとっ
て最高のロケーションです。加えて、優秀で熱意
溢れる若い人材が多く、弊社は秋田の人材を中心
とした雇用を進めています。
特にこれからはアート分
野での活躍を目指す女性の
雇用に力を入れる方針です。
現在、弊社では12名の女性
が働いています。地元に求人がないため、都会へ
出て行くことを選択する多くの若者たちの受け皿
となることができれば、弊社にとっても、秋田に
とっても、就職する若者やその親御さんにとって
も喜ばしいことだと思います。
今後は、秋田で活躍する他業種の方々とアニメー
ションを利用した幅広いコラボレーションも企画
していきたいと思っています。

❼会議所レポート

P r o f i l e●
■沿

革

平成29年4月3日
『株式会社つむぎ作画技術研究所』設立
令和2年4月3日
『株式会社つむぎ秋田アニメLab』へ商号変更
令和2年4月6日
埼玉県川口市から秋田市へ本社移転
■事業内容 アニメーション制作事業
企画・脚本/デジタル動画・仕上げ/
デジタル原画/3Dレイアウト/
3Dデジタル背景
■所 在 地	秋田市旭北栄町1-48
トラパンツビル4階403号室
■Ｕ Ｒ Ｌ https://www.tsumu-sakuga.com/

挑戦する企業…意欲的・先進的な取組を行っている会員企業を紹介しています。

 新議員さんの横顔

世界に知られる日本文化の一つにアニメーション
があります。毎日のように数多くの作品が生み出さ
れる一方で、制作現場は大きな問題を抱えています。
国内のアニメーター不足です。アニメーターとはア
ニメーションの制作工程において、キャラクターや
背景などの動きを絵に描くスタッフのことで、アニ
メーションを支えている重要な仕事の一つです。そ
れにもかかわらずアニメーション業界はその重要な
仕事を海外にアウトソーシングし、国内の人材育
成を怠ってきました。その結果、現在では海外スタ
ジオの力を借りなければ作品を作り出すことができ
なくなってしまい、国内の制作力は弱体化の一途を
辿っています。
更に技術を学んだ海外のスタジオは力をつけて、
日本の下請けに甘んじることなく優れたオリジナル
作品を作り出すようになってきました。
このままではアニメーションが日本のお家芸で
はなくなってしまう！という強い危機感を感じた私
は、現状を打破するため、2017年にアニメスタジオ
を設立しました。それがつむぎ秋田アニメLabの前
身である『つむぎ作画技術研究所』です。
他社のスタジオを間借りし、アニメーター3名か
らのスタートでしたが人材育成に力を注ぎ、少しず
つ人数を増やし、その後、埼玉に自前のスタジオを
設立。制作に関わる環境も試行錯誤の末、全てをデ
ジタルに切り替え、作業する場所を選ばない状態を
作り上げました。これによって首都圏に縛られずど
こでも仕事ができるようになりました。
そして今年、縁あって本社を秋田に移して社名を
変更し、こうして生まれたのが『つむぎ秋田アニメ
Lab』です。スタジオが秋田と埼玉の2か所になり、
アニメーターも22名に増えました。業界ではフリー
ランスが基本とされていたアニメーター全員を社員
にして、世間に流布されているブラックなイメージ
から脱却し、安心して働ける環境を整えました。

い
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お買い得感たっぷり！

新型コロナ対策第5弾

下記参加店舗がワンコイン・ツーコインで商品提供

「買い物」
「体 験」

スタンプラリー

9月27日（日）～10月31日（土）
抽選で参加店共通商品券等が当たる!!

参 加 店で 500円または1000円の商品購入や
サービス利用１回につきスタンプ１個。3 個集め
たら最寄りの参加店に設置の応募箱へ投函！

❹スタンプラリー

◎お問合せ
まちづくり推進課
TEL 866-6676

「買い物」参加店舗
店舗名
ランチ＆ディナー
市場いちばん寿司
カレーハウス．
ブー
THE・CATWALK
小金龍 土崎店、茨島店
炭火焼志庵

❻会議所レポート

セリオンキッチン
Dining 想
竹嶋
ティールーム陶
天ぷら醍醐 西武秋田店
ナガハマコーヒー
秋田駅前店 秋田ＯＰＡ
Pi Café
ブッチャーノ
御厨 光琳
焼鳥diningとりたか
ラムだっちゃ バル

商品・サービス内容

詳細はこちらから
価格

いちばん寿司特製海鮮ちらし������������ 1,000円
※月～土ランチタイム（11:00～13:30）限定
※1日20食限定
エッグチキンカレー�������������������� 500円
チキンカレー�������������������������� 500円
晩酌セット（生ビール一杯o rワイングラス1,000円
+おつまみ）
きくらげ玉子あんかけラーメン（スープ付き） 500円
晩酌セット（ワンドリンク+おつまみ計1,500円相当） 500円
晩酌セット（ツードリンク+おつまみ計2,500円相当）1,000円
かつ丼（味噌汁付き）
�������������������� 500円
グラスワイン（赤・白）+ワンディッシュ
（おつまみ） 500円
晩酌セット（生ビール1杯、おばんざい1品 1,000円相当） 500円
晩酌セット（生ビール1杯、おばんざい3品 3,500円相当）1,000円
野菜カレー＆シフォンケーキ（1,400円相当）1,000円
醍醐特製天重弁当（1,274円相当）
������� 1,000円
ホットサンドセット（サンドウィッチ・サラダ・ドリンク） 500円
※ドリンクはコーヒーor紅茶  ※平日/店内飲食のみ
ミートソースフィットチーネ（サラダ、珈琲付き） 500円
「オムライススタジアム」
����������������� 500円
優秀店のオムライス（780円相当）
スタンプラリー限定特別ランチ���������� 1,000円
晩酌セット
（ドリンク2杯+枝豆+鶏のから揚げ）1,000円
晩酌セット
（生ラム鉄板焼き＆レモンサワー 1,000円
・カールスバーグ・ハイボールのいずれか）

店舗名
ラーメン鈴弥 秋田本店
らーめん処珍竹林
お菓子＆スイーツ
一乃穂本店
翁屋開運堂

商品・サービス内容

かおる堂 大町店
菓子工房ぜんげつ
菓子舗榮太楼
幸 町 店、 いとく新 国 道
店、 いとく自 衛 隊 通 り
店、仁井田店、秋田駅ト
ピコ店、南通店

川口屋

キャッスルデリカ
郷土菓子司 勝月
旭南高砂堂 旭南本店
光月堂

価格

辛醤油ラーメン（からしょうゆらーめん）
���

500円

鶏中華そば（通常680円）
���������������

500円

しどき菓子詰め合わせ������������������

500円

お菓子詰め合わせ（袋入れ）750円相当��
お菓子詰め合わせ（袋入れ）800円相当��
※提供する形態のみのお渡し（箱詰め、内容変更不可）
ケーキ（350 円以下 2 個セット）
����������
リンゴタルト12ｃｍ（700円相当）
��������

500円
500円
500円
500円

あんぱん焼4個セット（定価600円）
������ 500円
赤まん・青まん5個セット（定価650円）
��� 500円
さなづら12枚入（定価1,260円）
�������� 1,000円
赤まん・青まん10個セット
（定価1,300円）
� 1,000円

いぶりがっこちーず「け」・もっちりごま醤油 500円
「く」・ショコラミルク「んめ」・いぶりがっこ
しょこら「け」
500円商品+美人の郷（餅入りどら焼き）
�� 1,000円
・きんつば・最中・つるのこ餅
※通常より3割近くお買い得です
ホテルメイド焼き菓子詰合せ������������ 500円
お菓子詰め合わせ（600 ～ 700円相当）
�� 500円
選べるケーキ2点���������������������� 500円
選べるケーキ4点���������������������� 1,000円
※対象ケーキのみ（お一人様1セットのみ）
カトールスティック4本������������������ 500円
カトールスティック8本入り�������������� 1,000円

❽新会員紹介
 秋田かやき祭り
新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談や症状がある方の連絡先【あきた帰国者・接触者相談センター TEL.866-7050またはTEL.895-9176】

商品・サービス内容

価格

スペシャリティーコーヒー豆（100ｇ）
������
スペシャリティーコーヒー＆ケーキ�������
週替わりのチーズロールハーフ����������
※冷凍でお渡しします

500円
500円
500円

スイーツガーデン
セレステ翔
ポンドール（杉山壽山堂） 和菓子4個（1個151円～172円相当）���� 500円
チュイール（ごま・アーモンド・かぼちゃの種） 500円
手づくりケーキ
３種セット※お一人様3セットまで
グランシェフ
りんごもち本舗 秋田銘菓
高砂堂
渡勇菓子舗

嘉祥饅頭（かじょうまんじゅう）赤飯の入ったお饅頭です
大500円・小280円のセット������������� 500円
※冷凍販売になります
（賞味期限3カ月）
ロールケーキハーフ
（600円相当）
�������� 500円
ロールケーキ一本（1,300円相当）
 ������� 1,000円
※売り切れた場合はシュークリーム

酒類・食料品
秋田県産品プラザ

上村商店
お茶の辻吟
加藤本店
酒の英雄 本店

漬魚詰合せ��������������������������� 1,000円
生ラムテイクアウト（200ｇ）
������������� 1,000円
炭火焙煎 デカフェコーヒー豆「まじレス」
��

500円

精肉セット（通常700円相当）
������������

500円

ぱっぷや唐揚げテイクアウト（620円相当）


500円

紅鮭1ケース（5切入り）
�����������������

500円

大阿蘇万能茶 400ｇ�������������������� 500円
※「チラシを見た」とお伝えください
カイロプラクティックLINK 頭・目の周りほぐし10分���������������� 500円
かわいいフルーツスポンジとキッチンセット 500円
佐野薬局 本店
いざという時のおいしい保存食セット����� 1,000円
目元にあわせた眉カット���������������� 500円
美容室シャトレー

池田薬局 通町店

理容・美容
つばめカンパニー
山田相談薬局
ユーランドホテル八橋

ドライヘッドスパ ���������������������� 500円
レディスシェービング������������������� 1,000円
入浴剤天然温泉チベット産ヒマラヤ岩塩�� 1,000円
（定価 4,000円）
入浴と仮眠室が利用できる
��� 1,000円
「ゆったりコース」（通常料金1,350円）

「体験」参加店舗

1,000円
1,000円
500円
500円
1,000円
500円
500円
500円
1,000円
500円
1,000円

500円
500円
1,000円
有田焼和皿または多用鉢���������������� 1,000円

千釜陶器店

ミニ有田市コーナー��������������������

陶苑むらき
通町花のさとう
那波紙店

お好きな花束（800円相当）
�������������

500円

便箋・封筒などの和小物詰合せ
（800円相当） 500円
腕時計電池交換����������������������� 500円
時計・メガネのイチノセキ ※ただし、特別な電池交換品を除く
メガネ専用クリーナー（800円相当）
������ 500円
本店、桜店
補聴器電池2パック（2,400円相当）
������ 1,000円
当店オリジナルエコトートバッグにオリジナ
mogunezu
ルドリップコーヒー 1 つとお好きなクッキー 1,000円
（モグネズ）
を一つ選んでいただきます。
靴下2枚またはストッキング������������� 500円
ブティックあんのん
靴下2枚+ストッキングまたは小物�������� 1,000円
珈琲豆、紅茶、おかしのバラエティーパック
500円
まめまめハウス本店
※500円以上の商品を各種用意しております。
補聴器電池6粒入り1パック（1,200円相当） 500円
めがねの平和堂
※補聴器のご相談は無料で行っております

趣味・その他サービス
秋田県立博物館
ミュージアムショップ
㈱風間石材店
タイヤガーデン秋田中央

菅江真澄絵はがき（900円相当）
���������

500円

終活ノート「マイ・ウェイ」（1,000円相当）


500円

軽自動車限定（ハイブリット車を除く）オイル交換 1,000円
バルーンブーケ（1,100円相当）
��������� 500円
バルーン＆ドレスショップ
バルーンアレンジメント（2,200円相当）
�� 1,000円
スパイラル
※ご希望・用途に合わせてお作りいたします。
マイナンバーカード用写真とポートレート1,000円
みかみ写真館
写真のセット（通常3,000円相当）

※ご参加の際は事前に必ず各店舗に直接お電話でお申込みください。
体験内容

矢留彫金工房

秋田銀線細工の磨き体験（お持ち帰りできます）

友禅工房 風

友禅染の説明とハンカチ染色体験

りんごもち本舗 秋田銘菓 高砂堂 和菓子（上生菓子）の手作り体験

4回
2回

開催回数
10/4
（日）10/18（日）
10:30 ～ 11:30と13:30 ～ 15:00
10/7
（水）、14（水）

※個別に日程調整します（866-5068）

価格
無料
500円
500円

※個別に日程調整します
（090-1377-0086）1,000円
4回

9/28（月）、10/3（土）、14（水）、30（金） 500円

3回

10/2
（金）、16（金）、30（金）
18:00 ～ 19:00

※個別に日程調整します（893-4107）
1回

10/2
（金） 13:30 ～

3回

10/9
（金）、10（土）、11（日）

500円
500円

無料
1,000円

※個別に日程調整します（883-5121）

1,000円

※個別に日程調整します（811-0771）

1,000円

※個別に日程調整します（823-0078）

500円

無料

（080-2815-0945）1,000円
※個別に日程調整します
3回

9/29
（火）、10/13（火）、27（火）
1,000円
13:30 ～ 14:30
4回 9/27
（日）、28
（月）、10/4
（日）、5（月）
1,000円
10:00 ～
（土）
、
10
（土）
、
17
（土）
、
24
（土）
、
31
（土）
5回 10/3
500円
13:00 ～ 14:00

県民生活に関する相談（感染や予防、健康管理に関することを除く）や商工関係の相談（企業の資金繰り等に関する相談）
がある方の連絡先【新型コロナウイルス感染症 県民相談窓口 TEL.860-3313】

 新議員さんの横顔

『ゲームクリエイター体験
iTeen 秋田保戸野校
～プログラミングでオリジナルゲームを作ろう～』
奥羽住宅産業
自分でやってみよう！アミ戸の張り替え
韓国語・中国語 40分の体験個人レッスン
金森韓国語・中国語教室
※ 1 言語おひとり様 1 回限り
ＫｕＫｕＲｕ
泡洗顔エステお試し体験30分
健康・栄養クラブ
体組成計にて水分・筋肉・脂肪・体年齢・食事の分析
クレインズルーム
ミニカウンセリング付き、ストレッチ付き
コーヒーの生い立ちなどを学びながら、
杉本珈琲店
実際にドリップを体験してみましょう
筋トレ初心者でもできるパワープレートトレーニング15分体験
TIARE*（ティアレ）
～短時間でトレーニング効果を上げたい方へ～
知っててお得なお話
時計・メガネのイチノセキ 本店
「白内障術後のレンズの選び方とデジタル補聴器の音声体験」
Natural Kitchen アンジェリカ 「免疫力アップの薬膳茶」体験、ミニ秋の食養講座
コスメコンシェルジェの美マスクレッスン
Noevir Beauty Studio K2
（マスクをしている時もキレイに見えるようなメイクレッスンです）
beauty salon gerbera
気持ちを晴れやかに！マスクダメージによるスキンケア
（ジェルブラ）
&美眉アドバイス（カットサービス付き）
①マスクチャーム手作りワークショップ
POLA エステイン famy
②マスクメイクレッスン
マルシュ
姿勢・ウォーキングレッスン
（女性の足専門サロン＆ショップ）

❾会員情報プラザ

店舗名

ソープフラワー（ミニブーケ）
������������
ソープフラワー（壁掛け）����������������
和柄地の布ご祝儀袋（1,100円相当）
�����
秋田良品市庭ごえん
お好きな精油3ml（660円相当）
���������
����������
アロマテラピーショップPfre お好きな精油3ml × 2 本
+アロマストーン
（1,870円相当）
使い捨てめがねくもり止め+液体くもり止め
カモヤ眼鏡店
補聴器電池（定価1,200円）
�������������
オリジナルブレンド
「秋のそら」150ｇ�����
珈琲工房ビーンズ
お洗濯洗剤ふんわり石鹸400ｍｌ
仕上屋工房
（1,320円相当）
ワンコイン福袋（エコバック入）
����������
ツーコイン福袋（エコバック入）
����������
食器のさかいだ
※限定30個
グアテマラ リベルタッドメレンゲ150ｇ���
杉本珈琲店

秋田中央生花

価格

❼会議所レポート

笹川商店
進藤水産
生ラムジンギスカン
ラムだっちゃ
南蛮屋あおい /
器屋あおい
八幡平ポーク
泉店、御野場店、広面店
ばっぷや 市民市場店、
茨島厨房、まるごと市場店
深堀商店
美容・健康

商品・サービス内容

❺スタンプラリー

市場の酒屋

稲庭うどん、男鹿の塩、リンゴジュース、
��� 500円
トロリンゴ、ぼたん× 2（800円相当）
雪の茅舎大吟醸酒粕（450ｇ）
������������ 500円
まぐろ・サーモン・イカ・アジなどの刺身�� 500円
（通常600円相当）
※魚は天候によって異なります
茶葉60g（648円相当）
���������������� 500円
たらこ1パック ������������������������ 500円
開き干しホッケと開き干しサバ各1 枚のセット 1,000円
缶チューハイ詰合せ（700～800円相当）
�� 500円
ワイン・日本酒（700～800円相当）
������ 500円
ちぎりえい+のりセサミ（通常550円相当）
� 500円

店舗名
日用品・生活雑貨

❸挑戦する企業

店舗名
さん・サンThe Coffee

❷活力ある 秋 田

テレワークの導入に向けて
～第１回情報通信部会オープン部会～

8／4

夏の恒例行事で親睦を深める
～秋田異業種交流会納涼会＆ゴルフコンペ～

❹スタンプラリー

働き方改革に対応したテ

秋田カントリー倶楽部

レワークでの働き方や導

で行われたゴルフコンペ

入 事 例 を 学 ぶ た め、 秋 田

に18名 が 参 加。 当 日 は、

キ ャ ッ ス ル ホ テ ル で50名

最高気温が31度を超える

が 参 加（ 会 場41名、 オ ン

暑さの中でのラウンドと

ライン9名）し、開催した。

8／4

なったが、参加者同士が冗談も交えながら、親睦の

はじめに、パーソルプロセス＆テクノロジー㈱シ

プレーを楽しんだ。

ニアコンサルタントの水野悠美子氏がテレワーク

同日の夕方からは他の会員

の導入ステップや課題についてオンラインで講演。

も加わり、秋田ビューホテル

水野氏は「テレワークを導入するには、【①目的の

で納涼会を開催。会の途中で

策定②計画の設計③トライアル実証④制度・環境設

行われたゴルフコンペの表彰

計⑤普及や定着への施策】を順に実施し、トライア

あいさつする七山会長

式では、能登谷正人氏（㈱能

ル実証の中で、効果と課題の検証を行い、課題を明

登谷工務所代表取締役）がユーモアを交えた司会で

確化することが重要となる」と述べた。

全員の順位を発表し、㈱アルビス、㈲PATEKから

❻会議所レポート

次に、NTT東日本秋田支店副支店長の網代武人氏
が、業務で使用しているノートパソコンの画面をス
クリーンに投影し、秋田支店や大館セミナー会場、

提供いただいた協賛品をドラコン賞、ニアピン賞等
として授与した。
今後、異業種交流会では10月6～7日の日程で、

外出先の社員同士のWeb会議の模様など実際のテ

㈱羅羅屋会津工場など福島県会津若松市への企業

レワーク業務を実演した。

視察を予定している。

キャッシュレス決済・マイナポイント事業の動向を学ぶ
～キャッシュレス決済導入セミナー～

8／5

中央市民サービスセンターにおいて、当所、秋田市、東日本旅客鉄道㈱、㈱秋田ジェーシービーカード、フィ
デアカード㈱、㈱ジェイエムエスの6社で開催。33名が参加した。

❽新会員紹介

はじめに、秋田市が9月1日より開始するマイナポイント事業を説明。この事業は、事業所の事前登録が
不要で、キャッシュレス決済への対応のみで参加が可能であることなどを説明。次に、東日本旅客鉄道㈱が
Suicaの推進について、秋田では3月14日よりチケットレスで新幹線が利用できる（eチケット）サービス
を開始するなど、東北地方での普及を強化している。また、Suicaによる新幹線からのシームレスな移動に
ついても検討を進めていることを紹介した。
最後に、㈱ジェイエムエスが決済端末機の無償導入について、「端末にはインター
ネット回線への有線接続と無線接続の2種類を用意している。無線端末はレシート代
のみ有償となる。また、『早期払いサービス』提供により、売上金は5～10日以内に
入金され、振込手数料は弊社が全額負担する」との説明があった。

 あきた歩き愛です

新型コロナの

雇用調整助成金

現 場 に 、未 来 が や っ て く る 。

申請承ります。

中小企業活性化サポート
秋田市卸町 1-3-2 秋ト協ビル
TEL 018-853-5005

社会保険労務士

高橋 朱実

社会保険労務士
社会保険労務士

冨沢 克次
武田 明子

事業再生計画・経営改善計画の策定のご相談に応じます【秋田県中小企業再生支援協議会 TEL.896-6150】

8／31

～運輸交通部会～
運輸交通部会の西宮部会長、三浦副部会長、当所水澤専務理事の3名で、当所か
ら秋田県知事への要望を行った。

❸挑戦する企業

秋田港臨港道路の安全対策を県に要望

佐竹知事に要望書を手交し、秋田港臨港道路の安全対策として、「臨港道路13
号線・外港地区入口交差点へのラウンドアバウト整備」および、「主要地方道秋田
天王線・秋田火力発電所前交差点の矢印信号整備等による安全対策」の2項目を要
望した。

佐竹知事への手交

両交差点ともに、8月より一般開放が始まった北防波堤への釣り人や、男鹿方面への県外観光客などの
が高まっており、貨物や観光客を運送する各事業団体からも安全対策を求める声が強く出されていること
を訴えた。
なお、9月7日には、同様の内容により秋田県秋田臨港警察署に対して要望を実施した。

千秋公園大手門蓮ライトアップ撮影
～秋田市ナイト観光検討委員会～

8／19

〔プレミアム付き飲食券〕

★もちは餅屋へおまかせ！★
住宅リフォームのプロ集団

〒 010-0967 秋田市高陽幸町8番17号 岸ビル内
TEL.018-883-1888 ㈹ FAX.018-883-1822
URL http://www.knbs.jp

奥羽住宅産業株式会社
バリトン伊藤さん

■お問い合わせ

0120-444-877

親族・従業員・第三者～会社の事業承継のご相談に応じます【秋田県事業引継ぎ支援センター TEL. 883-3551】

 新議員さんの横顔

今後ともご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

○○○○○レストラン

※支援店舗
（飲食券利用可能店舗）
が記載されています

❾会員情報プラザ

おかげさまで20周年を迎えることができました。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲
食店の資金繰りを支援するため実施しました「飲
食店応援ファンドプロジェクト」につきまして、
お陰様で3,324万円の支援金を飲食店に送金す
ることができました。支援者の皆様には心から
感謝申しあげます。
返礼品としてお送りしました飲食券は9月1日
から利用開始となります。飲食券をご持参のう
え、ご家族、ご友人等連れ立って支援店舗をご
利用ください。
なお、利用期間は2021年2月28日までとなり
ますので、期限内にご利用ください。

❼会議所レポート

千秋公園お堀の蓮の花をライトアップにより、新
たなナイト観光スポットの創出と、2021年に開催
予定の「東北デスティネーションキャンペーン」へ
誘客を図るため、1日限定でのライトアップ撮影会
を実施した。
中土橋と広小路の歩道に発光ダイオード（LED）
のカラー投光器10台を設置。午後7時から約1時間
半にわたり様々な色で蓮が照らされ、通行する人々
が足を止め幻想的な光景に見入っていた。
当初は、7月中旬から9月上旬まで毎日ライトアッ
プする計画で準備を進めていたが、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大で、密集や密接を避けるために中
止とし、ドローンからの空撮とスチール写真の撮影
に切り替えた。
記録した映像と
写真は無償公開を
予定しており、様々
なメディア媒体の
活用により、秋田
市観光の魅力を広
く情報発信するこ
中土橋より撮影
とにしている。

当所プレミアム飲食券が9月から利用開始
飲食店応援ファンドプロジェクト

❺スタンプラリー

一般車輌が増加傾向にあることから、コンテナなど重量物を積載している車輌等との衝突・追突の危険性

❷活力ある 秋 田

信用の証し
「会員章プレート」を掲げて
会議所会員をＰＲ
※販売価格 2,200円
（税込）
㈱クロスタニン秋田
ＭＩＲＡＩＺ

納豆専門店
二代目福治郎

麺処りょう馬

近藤  和稔

古屋  和久

川辺  芳美

868-3202
外旭川字三後田 175

863-2926
大町一丁目 3-3

微細藻類応用 6 事業

納豆専門店

❹スタンプラリー

空 sora

村上

ツバサ広業㈱

ハピネス歯科クリニック

交通安全・防犯・
防災等関連商品製造販売

歯科医療業務

圭

舛谷

874-9094
牛島東七丁目 10-1

屋内外一般電気工事

朋子

田中

洞井  彩子

布袋屋  久昭

㈱クレインズ

ラーメン店

ウエルネスコーチ・ビジネスコーチ

小玉  千鶴

❻会議所レポート

893-5170
山王二丁目 4-6
（谷内ビル 1F）

829-1300
御所野元町六丁目 12-12

あをによしリハビリ
脳神経外科クリニック

hair design agrea

050-8880-0280
高陽青柳町 1-50
（山王スクエアビル）

山科  優

髙橋  剛

佐藤  元気

823-5558
山王三丁目 1-13

884-3606
広面字谷内佐渡 152-2

838-6033
大町一丁目 5-21

チャンティカ

㈱ ALL-A

㈲道儀商店

ISUKA

総合建設業

不動産管理業

治和

824-6151
山王二丁目 1-54
（三交ビル）

（LLC）ゴーウィン

吉野  弘坪

上下水道及び工業用水道等
コンサルティング・工事監理

嶋矢

山科建設㈱秋田営業所

マジックバー、出張マジック

802-0192
中通六丁目 12-13

義友

久蔵食堂

848-2014
川尻町大川反 170-26

862-4495
八橋南二丁目 10-31

粕加屋  勇也

823-0810
川尻上野町 8-25

㈱看板屋

勇

㈱日水コン秋田事務所

田中電気

看板製作

淑子

飲食業

090-5844-5612
手形字西谷地 126-2
（レ・ラフィーネ 101）

865-0292
大町五丁目 3-14-1
（エルブランコビル 4F）

873-5081
金足追分字海老穴 213-7

炭火焼

佐藤  興太郎

飲食業

大髙  一男

827-6086
大町五丁目 2-22
（ナカミビル 2F）

秋田アジア商店

化粧品雑貨等輸入・販売

Ｌ
ｉ
ｂｅｒ
ｔ
ａ

食堂

太田  遥

手品家秋田店

824-2533
保戸野桜町 10-6

てっぱん焼き 大雅

飲食業

大久保

飲食業 ラーメン

美容室

医療（脳神経外科リハビリテーション）

吉岡  正太郎
838-6771
土崎港相染町字沼端 77-33

リラクゼーション

リビングラボ運営

鉄、非鉄買取り

椅子の修理・製作

奈良  由紀子

末廣  健二

松原  朋子

加藤  直哉

863-4024
保戸野通町 5-35-2F

803-6430
八橋南一丁目 1-3

845-6687
土崎港相染町字浜ナシ山 117

802-0820
寺内堂ノ沢三丁目 5-6

東北電力ネットワーク㈱
秋田支社
一般送配電事業

小林  昭仁
866-9615
山王五丁目 15-6

❽新会員紹介

公益財団法人産業雇用センターは失業なき労働移動をサポートします。
・お気軽にご相談、
連絡ください。
当センターの全職員は皆様方のご期待、
ご要望に応えるべく努力いたします。

当センターの4つの特色

■企業間の人材マッチングをサポート
・人材を必要としている企業の皆様へ
⇒人材情報の提供・斡旋をします。
・雇用調整を検討している企業の皆様へ
→従業員様の再就職をサポートします。

1 30年以上の実績と信頼

3 全国ネットのサービス

経済・産業団体と厚生労働省の協

全国 47 都道府県に事務所があり、

力で設立された公益財団法人で、

全国ネットでサービスを提供して

30 年以上の実績と信頼を得てい

おります。

ます。

■優秀な人材の育成、
職場の活性化をサポート
・経験豊富な講師が、活力ある職場づくりを
各種セミナーを通じてお手伝いします。

ご利用は無料
録
相 談

あっせん

は、当センターの個人情報保護方

援をしております。

針に基づき厳守いたします。

独自の人材情報を提供

ハローワーク等と併用が可能

当センター独自の人材情報を提供し、
再就職・人材確保の支援が可能です。

ハローワーク等と併用し、全国ネットで
の再就職・人材確保の支援が可能です。

裁判所●
市民グラウンド

もしもの備えに、業務上・業務外を問わず24時間保障～生命共済制度【総務課 TEL.866-6674】

山王大通り
●秋田市役所

産業雇用安定センター

木内
●
広小路
千秋
公園

秋田県庁●

ホームページもご覧ください

みずほ
銀行●

東カン秋田ビル

● アイデックスビル

メールでもお問合わせいただけます Akita-2@sangyokoyo.or.jp

ホームページは
こちらから

●日本銀行

FAX 018-883-4215

山王十字路

TEL 018-823-7024

中央通り

秋田県庁●
第二庁舎

産業雇用安定センター 秋田事務所

〒010-0951秋田市山王3-1-7東カン秋田ビル4階

sangyokoyo.or.jp

企業情報・個人情報に関しまして

企業との間で出向・移籍による支

秋田銀行本店●

公益財団法人

成立（再就職）

4 企業・個人情報は厳守

人材が余剰の企業と不足している

秋田駅

 あきた歩き愛です

登

2 雇用調整対象者に再就職支援

内面から美しくなるサロン
住所／保戸野通町5-35 2F
TEL ／ 863-4024
（男性は紹介制）
営業時間／ 10：00 ～ 21：00
定休日／不定休
HP ／

チャンティカ
代表

奈良 由紀子

口腔ケア

株式会社クロスタニン 住所／山王三丁目5-28
セントラル山王ビル１F
秋田MIRAIZ
TEL ／ 827-6256

近藤 和稔

本校は、秋田県初の文部科学大臣「職業実践専門課程」
認定校です。IT､ デザイン､ ビジネス､ 医療事務､ ホテル・
ブライダル､ 国際分野など全学科が企業と連携していま
す。
また、県内産業の即戦力となる専門的人材育成と、地
元企業への就職促進のため「秋田県私立大学等即戦力人
材育成支援事業」も行っています。社会人に必要な能力・
技能・資格を修得し、人間性を高めるため “Jump Now!”
をスローガンに全校あげて取り組んでいます。

弊社は微細藻類の応用事業、食品、環境保全の普及販
売を手掛けております。この度、微細藻類コッコミクサ
抽出物を含有した、噴霧式の清涼飲料水「藻の凄い贈物」
を新発売いたしました。コッコミクサは、愛知医科大学
感染・免疫学教室との産学連携の共同研究成果が「抗ウ
イルス剤及びその製法」（特許第5597160号）で特許化
され、実証実験では古典的なインフルエンザ株など8種
類で感染の抑制が確認されました。口腔ケアにも効果的
です。現在取り扱い代理店様の募集をしております。

企業連携：学科ポスターのプレゼン

いつも笑顔でお待ちしております
有限会社アンフィニ
仁井田デイサービスセンター
ふきむすめ

住所／仁井田字仲谷地282
TEL ／ 892-6333
営業時間／ 8：30 ～ 17：30
定休日／日曜日

取締役

熊地 真吾
仁井田デイサービスセンターふきむすめは、田園の中
に位置し、静かにゆったりと過ごすことができる環境に
あります。送迎、健康チェック、入浴、食事、機能訓練、
レクリエーションを提供し、ご利用者様の心身機能の維
持・回復、ご家族様の身体・精神的負担の軽減となるよ
う支援いたします。
ゆったりとした快適な空間で安心に楽しくお過ごしく
ださい。

❾会員情報プラザ

営業時間／ 9：00 ～ 18：00
定休日／土日祝
URL ／
https://c-akita-miraiz.co.jp

代表取締役

小野 巧

代表の奈良氏

新感覚な清涼飲料水

URL／
https://core-akita.ac.jp/abc/

校長

❼会議所レポート

白が基調のリラックス空間

住所／中通5-4-12
学校法人コア学園
TEL ／ 832-8303
秋田コア ビジネスカレッジ FAX／ 835-5821

❺スタンプラリー

今年8月1日にオープンしたリラクゼーションです。高
品質のアロマを使った全身のオイルトリートメントや、
小顔フェイシャル、内臓ヒーリングなどの豊富なメニュ
ーは、お身体もお顔もしっかりほぐし、流れを良くして、
スッキリ＆ほっこりの極楽気分に。一番人気メニューは
【女神が目覚めるアロマトリートメント120分】です。こ
のページをご持参いただくと、足ツボor毛穴洗浄（フェ
イシャルコースのみ）を無料サービスいたします♪

Jump Now!

❸挑戦する企業

わが社の自慢

新議員さんの横顔

シュシュッと飲む

携帯サイズで気軽に予防が可能

建物全景

簿記・販売士・ビジネス実務法務等々、社員のスキルアップに商工会議所検定のご活用を！

❷活力ある 秋 田

「歩き愛です」とは…
専 用 歩 数 計 を持 っ て歩 い
●日

時：2020 年

9 月 27 日（日）10：00〜14：00

（参加受付：10：00〜11：00 まで） 雨天決行（荒天中止）

●場

所：秋田駅前大屋根下（スタート・ゴール地点）

て 観 光、 お 買 い 物 を し な
が ら、 地 元 を 愛 す る 気 持
ちを高 めるウ ォ ー キ ン グ
イベントです。

●参加費：500 円※参加には専用歩数計またはdヘルスケアアプリが必要です
❹スタンプラリー

専用歩数計ご購入
希望者には…
●定

（参加費別）

歩き愛です歩数計を1,000円で販売！

員：先着 200 名（事前申込） ※ホームページより申込できます

合計歩数

エリア内に設置

「買い物｣
「体験」

「歩き愛です
歩数計｣

されたチェック

参加店で商品を

を持って歩いて、

スタンプ1個につき

専用歩数計

ポイントを周り、

購入し、

❻会議所レポート

スタンプ1個につき

20 000歩以上で
達成賞を
進呈!!

お問合せ・申込先 秋田歩き愛です実行委員会（秋田あるけあるけ協会）TEL 883-1133

小規模事業者持続化補助金のお知らせ
❽新会員紹介

小規模事業者が商工会議所と一体になって持続的な
経営計画を作成し、それに基づいた販路開拓等に要す
る経費の一部を補助する制度ですので、
ご活用ください。
一

般

型

コロナ特別対応型

機械装置等、広報費、 一般型と同じ
展示会等出展費、旅費、 ※補助対象経費の1/6以
上が、以下の要件に合
開発費、資料購入費、
致する投資であること
雑役務費、借料、
専門家謝金、専門家旅費、A類型:サプライチェーン
対象経費
設備処分費 （補助対象経
の毀損への対応
費総額の1/2が上限）、 B類型:非対面型ビジネス
委託費、外注費
モデルへの転換
C類型:テレワーク環境の
整備
補助金額 限度額

50万円

限度額

100万円

 あきた歩き愛です

補助対象経費の2/3以内 補助対象経費の
補 助 率
A類型:2/3以内
B·C類型:3/4以内
10月2日（金）
申込締切
【郵送当日消印有効】
お問合せ

10月2日（金）
【郵送必着】

秋田商工会議所
経営支援課 TEL：866-6677

※補助金の詳細は、当所ホームページ≫
経営支援情報≫国・県・市等補助金・助成金情報
(https://www.akitacci.or.jp) をご覧ください。

総務省統計局・都道府県・市区町村

日本に住む全世帯参加の
国勢調査はじまります
5年に1度の日本で最も重要な統計調査「国勢
調査」を2020年10月1日現在で実施します。
「日本に住む人や世帯」について知ること、生
活環境の改善や防災計画など、わたしたちの生
活に欠かせない様々な政策に役立てられる大切
な調査です。
皆様、参加のご協力をよろしくお願いいたし
ます。

●回答期間：9月14日（月）～10月7日
（水）
（インターネット）
10月1日（木）～10月7日
（水）
（調査表（紙））
詳しくはホームページをご覧ください。

国勢調査2020

検索

小規模事業者（従業員20人以下・商業・サービス業は5人以下）向け、無担保・無保証人・低利（8月3日現在1.21％）の
「マル経融資」をご利用ください。【経営支援課 TEL.866-6677】

月日

行事

時間

15：30～ 当所 7 階
9：30～ 当所 7 階
13：30～
11：00～
16：00～
17：00～
9：30～

イヤタカ
当所 7 階
ホテルメトロ
ポリタン秋田
当所 7 階

13：30～ ホテルメトロ
ポリタン秋田
13：30～ 秋田キャッス
ルホテル

10/1 企業連携セミナー

経営のヒント！

新型コロナウイルス
感染症対策サイト

新型コロナウイルス感染症対策サイト
■国の支援策
検索

■秋田県の支援策
美の国あきたネット /
新型コロナウイルス感染症に
関する対応等について

検索

執行役員秋田工場長

中村 真一郎 氏

弊社は
「木とともに未来を拓く」
というスローガ
ンのもと、再生可能な資源である木を育て、紙を
始めとする多様な製品を作る
「総合バイオマス企
業」
として、生活や文化を支える製品を幅広く提
供しています。近年は脱プラスチックの流れの中、
「紙でできることは紙で。
」
を合言葉に、リサイク
ルが可能な素材である紙をベースとした新製品
の開発にも力を入れています。皆さまの生活に身
近なところでは、紙製のトレーや買い物袋、紙ス
トローなどが挙げられます。このような木質資源
の用途拡大により、低炭素・循環型社会の構築
に寄与していくことが弊社の大きな役割の一つで
す。
当工場は昭和47年に東北製紙として創業以来、
半世紀に亘り向浜地区で生産活動を営んできま
した。現在はPPC用紙や段ボール原紙を製造し
ています。印刷用紙などの情報媒体としての紙の
需要低下は留まるところを知りませんが、一方で
これから伸びていく紙もあります。私たちは臨港
工場としての立地を活かした紙作りを通し、秋田
の発展に微力ながらも貢献することを目指してい
きますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

❼会議所レポート

経済産業省 /
新型コロナウイルス感染症関連

日本製紙㈱

❺スタンプラリー

9/14 運輸交通部会
9/16 ビジネススクール凌雲塾
「若手フォローアップ研修」
9/25 理財部会
9/29 企画政策委員会
0/00 常議員会
0/00 議員懇談会
9/30 ビジネススクール凌雲塾
「接客向上研修」
10/1 商談力アップセミナー

場所

❸挑戦する企業

新議員さんの横顔

厚生労働省

COCOA

COCOAは、新型コロナウイルス感染症の感染
者と接触した可能性について、通知を受け取るこ
とができるスマートフォンアプリです。詳しくは、
ホームページをご覧ください。

厚労省 接触確認アプリ

検索

〈生命共済にご加入の皆様へ〉
2019年度の生命共済制度利益配当金を
お振込みいたしました
2019年度
（2019年5月～ 2020年4月）利益配
当金を8月17日
（月）
に掛金の振込口座へお振込み
いたしましたので、お知らせいたします。
☞生命共済制度については

今月の
「とくとく情報便」
をご覧ください。
問い合わせ先 総務課 TEL 018-866-6674

❾会員情報プラザ

新型コロナウイルス接触確認アプリ

 新議員さんの横顔

会員向けメールマガジン配信中！経営に役立つ情報をお届けしています
ご登録は「maga@akitacci.or.jp」宛てに企業名をお知らせください【企画振興課 TEL.866-6679】
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