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第１42回通常議員総会

令和2年度事業・決算など13議案を承認

5月27日に開催した第142回通常議員総会では、令
和2年度の事業報告と一般会計・特別会計収支決算、
議員総会や常議員会の書面による表決を可能とする
定款の一部改正が承認されました。
令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大に
伴い度重なる緊急事態宣言等によりマイナス成長に転
ずる見通しです。さらには、最低賃金の7年連続引上げ
や人材確保等のための人件費上昇や原材料・物流・燃
料費の上昇等が収益を圧迫するなど、より厳しい経営
を強いられた一年となりました。こうした中、コロナ禍
における事業者への支援を最優先事項とし、国、県、
市の支援策の周知や相談、受付、支援に全力を注いで
きたところです。
ワクチン接種の進展や治療薬の開発による早期の
感染収束を願うばかりです。
要望活動では、新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から限られた要望行動となりましたが、国道4
号の北上・金ケ崎間及び北上・花巻間の4車線化事業
の早期着工・完成を求めました。ILCについては、国際
将来加速器委員会で正式に日本での建設を求めるこ
とが決議されたことから、建設費の資金分担や研究参
加に関する国際調整を速やかに進めることを引き続き
要望していきます。

経営支援では、国や県で措置した新型コロナウイル
ス感染症特別貸付や新型コロナウイルス対策マル経
融資、コロナ緊急資金への独自の利子補給を行うなど
円滑な資金繰りの支援に努めたほか、小規模事業者
持続化給付金など、国・県・市の様々な給付制度へ円
滑な申請の対応、クラウドファンディングを活用した地
域飲食店応援プロジェクト「北上みらい飯」の取組み、
「地域企業感染症対策補助金」の申請・相談窓口、
金融・税務・労務・経理などの日々の経営支援を通じ
て経営維持・安定に努めるとともに、エキスパートバン
ク等の専門家を活用するなど多岐に渡る支援及び相
談に対応しました。
雇用では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
雇用調整助成金や雇用安定助成金についての制度説
明会と個別相談会による事業継続の支援のほか、働き
方改革関連法の施行に伴い、同一労働・同一賃金の適
用など、岩手県働き方改革推進支援センターと連携し
て個別相談会を実施し制度周知に努めました。
地域活性化では、市内飲食店で利用できる「北上
市地域飲食店応援事業」を北上市から受託し、飲食
店の売上回復と関連する飲食関係の製造業や卸小売
業・タクシー業等への波及効果及び賑わい回復に取り
組みました。

■令和2年度 収支決算（単位：万円）
収入内訳（89,817万円）
繰越積立金
13,452

繰越金 1,617

雑収入 59

共済事業掛金・
企業年金契約
給付金受入
15,413
共済事業取扱手数料・
特定退職金共済制度事務費収入 4,283

支出内訳（88,184万円）

会費 2,938

財政調整基金 3,495

事業収入 2,001

商工会館積立金
5,951

委託料収入
18,694

退職給与
積立金
6,388
法定台帳
管理 47

会館運営・
負担金収入
734

感染症対策等支援事業
23,826

補助金 30,626
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一般事業 3,397
中小企業相談所事業
7,860
商工会館管理
1,230
共済事業
1,394
特定退職金
共済事業
16,038
飲食店応援事業 18,558

岩 手 労 働 局 か らの おしらせ

令和3年度の高等学校卒業予定者を対象とした
求人申込受付開始日は6月1日㈫です
新規高等学校卒業者の採用選考スケジュール

ハローワークによる求人申込書の受付開始

６月1日㈫

※高校生を対象とした求人については、ハローワークにおいて求人の内容を確認したのち、学校に求人が提
出されることとなります。

学校・生徒への求人公開開始
／企業による学校への求人申込及び訪問開始

7月1日㈭

学校から企業への生徒の応募書類提出開始

9月5日㈰

企業による選考開始及び採用内定開始

9月16日㈭

（注）求人活動のための学校への訪問については、高等学校の事前の了解の下に、ハローワークに求人申込み
を行った日以降についても行うことができます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、経済全般にわたって甚大な影響をもたらしていると
ころですが、企業様におかれましては、
１人でも多くの学生・生徒の人材確保にご協力をお願いい
たします。
また年度末から新年度初めにおける内定者の内定取消しや、入職時期を延期していた内定者
の内定取消しの防止のために最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講じていただくようよ
ろしくお願いいたします。

雇用調整助成金の特例措置を一部内容を変更し
6月30日㈬まで延長いたします
判定基礎期間の初日が 令和3年5月1日以降の場合、支給申請様式が4月から変更されて
おります。厚生労働省HPに掲載している最新の様式をご提出ください。
判定基礎期間の初日

〜4月末

4/5
（10/10）
15,000円

原則的な措置【全国】
中小企業

業況特例【全国】※特に業況が厳しい事業主
（生産指標（売上高等）が30％以上減少）
地域に係る特例
※営業時間の短縮等に
協力する事業主

緊急事態宣言
まん延防止等重点措置

原則的な措置【全国】
大企業

業況特例【全国】※特に業況が厳しい事業主
（生産指標（売上高等）が30％以上減少）
地域に係る特例
※営業時間の短縮等に
協力する事業主

緊急事態宣言
まん延防止等重点措置

5月・6月

4/5
（9/10）
13,500円

−

4/5
（10/10）
15,000円

−

4/5
（10/10）
15,000円

2/3
（3/4）
15,000円

2/3
（3/4）
13,500円

4/5
（10/10）
15,000円

4/5
（10/10）
15,000円

4/5
（10/10）
15,000円

4/5
（10/10）
15,000円

（注）金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合

ご不明な点は、
以下のコールセンターまでお問い合わせ下さい
雇用調整助成金、
産業雇用安定助成金、
学校等休業助成金・支援金コールセンター
0120-60-3999 【受付時間】9：00〜21：00
（土日・祝日含む）
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「65歳超雇用推進助成金」
のご案内
本助成金制度は、生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の
設備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図る
ことを目的としています。本助成金はⅠ〜Ⅲの3つのコースがあります（Ⅱ・Ⅲはホームページをご覧ください）。
概要

Ⅰ.65歳超継続雇用促進コース

Ａ.65歳以上への定年引上げ、Ｂ.定年の定めの廃止、Ｃ.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇
用制度の導入、Ｄ.他社による継続雇用制度の導入※1のいずれかを導入した事業主に対して助成を行
うコースです。

支給額 定年引上げ等の措置の内容や年齢の引き上げ幅等に応じて、下表の金額を支給します。

※D. 他社による継続雇用制度の導入については、下記表の支給額を上限に、他社における制度の導入に要した経費の1/2の額を助成します。

【Ａ.65歳以上への定年の引き上げ、
Ｂ.定年の定めの廃止】
措置内容

65歳

60歳以上
被保険者数

10人未満
10人以上

25万円
30万円

66〜69歳に引き上げ
〈5歳未満〉 〈5歳以上〉
30万円
85万円
35万円
105万円

定年の引上げ
（70歳以上）
又は定年の定めの廃止
120万円
160万円

〈〉
は引き上げ幅

（注）複数の制度導入を
合わせて実施した場合
の支給額はいずれか高
い額のみとなります。

【Ｃ.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入】【Ｄ.他社による継続雇用制度の導入※1】
措置内容
60歳以上
被保険者数

10人未満
10人以上

66〜69歳まで
〈4歳未満〉
〈4歳〉
15万円
40万円
20万円
60万円

７０歳以上

措置内容

80万円
100万円

支給上限額

66〜69歳まで
〈4歳未満〉
〈4歳〉
5万円

７０歳以上

10万円

15万円

※1 申請事業主が雇用している65歳以上のものであって、定年後等に雇用されることを希望するものを、その定年後等に他の事
業主が引き続き雇用することにより、雇用を確保する制度の導入をいいます。
※2 本コースは1事業主当たり1回限りの支給ですが、要件を満たす場合は2回目の申請が必要です。
※1、2の詳細は、
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご覧ください。 https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/

⑴制度を規定した際に経費を要した事業主であること。
主な
⑵制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。
支給要件 ⑶支給申請日の前日において、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めを
していないこと。
また、高齢者雇用確保措置を講じていないことにより、同法第10条第2項に基づき、当該雇用
確保措置を講ずべきことの勧告を受けていないこと及び、法令に基づいた適切な高年齢者就業
確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正
に向けた計画作成勧告を受けていないこと
（勧告を受け、支給申請日の前日までにその是正を
図った場合を含みます）
。
⑷支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以
上の雇用保険被保険者※3が1人以上いること。
※3

短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者ま
たは定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限ります。

⑸高年齢者雇用等推進者の選任及び次の⒜〜⒢までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以
上実施している事業主であること。

【高年齢者雇用管理に関する措置】
⒜職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等 ⒝作業施設・方法の改善 ⒞健康管理、安全衛生の
配慮 ⒟職域の拡大 ⒠知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善 ⒡賃金体系の見直し ⒢勤務時間制度
の弾力化

受給手続の流れ
事

業

❶定年引上げ等実施後2カ月以内に申請

主

助成金の詳細は、
（独）高齢・障害・求職者
雇用支援機構（JEED）

独立行政法人

❶支給の申請
❷支給の決定

高齢・障害・求職者雇用支援機構

事

業

主

（申請は主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県支部高齢・障害者業務課）

相談・申請については、
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 岩手支部
〒020-0024 盛岡市菜園1-12-18 盛岡菜園センタービル3Ｆ
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TEL 019-654-2081

岩 手 県 か ら の お 知 ら せ

地域企業経営支援金Q＆Ａ
Ｑ１ どのような業種が対象になりますか？
Ａ１ 対象となる業種は飲食業・小売業・サービス業
となります。
これらに該当する業種を営む店舗（事業所）
を
有し、事業を行っていることを要件としていま
す。
なお、主たる業種が上記の対象業種でない場
合も、対象業種を営む店舗を有しており、その
事業の実態を確認できる場合には対象となる
場合があります。

Ｑ３ 白色申告をしていますが、年間平均売上額で
比較すると30％以上減少しませんが、
自分でつ
けている帳簿では30％以上減少します。該当と
なりますか？
Ａ３ 基本的には該当となりませんが、月別の売上
台帳（1日ごとの売上）が別途整理されていれ
ばこれを用いることも可能とします。
Ｑ４

他市町村在住で北上市に店舗がありますが、
どちらで申請すればいいですか？
Ａ４ 店舗所在地での申請です。

Ｑ２ 店舗の定義を教えてください

Ａ２ 基本的には来客のある常設の施設であり、直
接その場で売上が発生する場所を指します。
なお、
自宅兼店舗も店舗に含みますが、管理機
能のみの事務所や従業員の休憩スペース、倉
庫などは店舗に含みません。

Ｑ５
Ａ５

税務署へ確定申告をしておらず、市町村への
住民税申告のみですが、
申請できますか？

住民税申告書（収受印があるもの）
もしくは課
税所得証明書（市民税課）
を提出することで申
請が可能です。
岩手県HP

●支援金の申請にあたっては、募集要項（申請様式）
を取得し、内容を確認して下さい。
●その他Q&Aについても岩手県HPに掲載されておりますので、
こちらをご覧下さい。

申請期限

令和3年6月30日㈬

消印有効

「該当するかわからない」
「手続きの仕方がわからない」など、
お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問合せ先】北上商工会議所

地域企業経営支援金支給事業係

TEL0197-62-8911

「出前無料労働相談会」
の開催について
「出前無料労働相談会」
の開催について

労働委員会は、労働者と使用者間のトラブルの解決を支援する専門的で中立公正な県
の行政機関です。相談の秘密は厳守します。労働者と使用者との間の様々な問題について、
岩手県労働委員会の委員（弁護士、労働団体役員、経営者等）が相談に応じます。電話によ
る予約をお受けしております。当日受付の場合、予約された方が優先となります。
●日時・場所
6月13日㈰ 午後1時〜午後4時

北上地区合同庁舎

●お問合せと予約
0120-610-797 岩手県労働委員会事務局

（平日

労働者・使用者
問わず

※会場での当日受付は終了1時間前まで

岩手県HP

8時30分〜17時15分）

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に伴い、中止や延期とする場合があります。
ご来場予定の方は開催の
有無について、
3日前
（日曜日開催の場合は直前の木曜日）
までに、問合せ先へ確認をお願いします。
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青年部通常総会

珠算1級満点合格

青年部（渡邊和真会長）は第37回通常総会を5月10
日、会員98人のうち74人（委任状含む）が出席する中、
ホテルシティプラザ北上で開催し、令和2年度の事業
報告並びに収支決算と令和3年度の事業計画並びに
収支予算が原案どおり承認されました。
令和2年度は、年度当初から続く新型コロナウイルス
感染症が拡大する中、感染対策をして講習会等を実
施したほかWEBを活用し、事業を展開しました。
今年度はスローガンに「戮 力 協 心 Be water YEG!
～意志あるところに道は開ける～」を掲げ、互いに心を
ひとつに合わせ協力し合い、柔軟にかつ意思を定めこ
の状況を打破していくとしました。

今年の2月14日に行われた第221回珠算能力検定試
験で江釣子中学校1年（受験時江釣子小6年）の田代
希さんが1級試験を300点満点で合格。5月21日、商工
会館にて伝達式を行い、今野専務理事から表彰状と盾
が贈られた。
田代さんは小学1年で珠算を始め、小学5年で1級合
格。4回目の挑戦で満点合格を達成した。
「前回は1問間違え満点を逃したので、今回は丁寧
にはじいて見直しをしっかり行いました。満点と聞いて
嬉しかったです。今後は中学生のうちに珠算・暗算両
方で十段を取ることが目標です」と語った。

り く りょくきょう し ん

日本政策金融公庫インターネット申込の機能拡充
日本政策金融公庫国民生活事業では、インターネット経由での事業資金の借入申込が可能です。決算書類等の
電子ファイルを添付することが可能となったほか、入力途中の申込情報やアップロードした添付書類を一時保存で
きるようになったことで、
よりスムーズな手続きが可能となりました。

インターネット申込の概要（ステップ1から4までがインターネットで完結）
ステップ1

ステップ2

ステップ3

ステップ4

お申込後

メール
アドレス
登録

申込情報
入力

書類添付

申込完了

ご面談
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「コロナ禍での効果的な
ストレス解消」
この一年、思うようにストレス解消ができないと

きるよう、日常生活に好きな香りを取り込んでい

感じている人も多いのではないでしょうか。気の

きましょう。
コーヒーの香りなどは、鎮静の効果も

合う仲間同士でワイワイ騒いだり、旅行にも気軽

あります。インスタントでもおいしいコーヒーはた

に出掛けたりできず、今まで何の制限もなくできて

くさんありますが、自分で豆をひけば香りの立ち

いたことができなくなって久しいです。実際に、
ど

方は断然違います。紅茶なども今はさまざまなフ

うやってストレス解消してよいのか分からず、鬱々

レーバーのものが出回っているので、いろいろと

(うつうつ）
としてしまうという話もよく耳にします。

試してみてください。
また、アロマやお香などをた

とはいえ、いつまで続くか分からない現状では、
で

くのもいいでしょう。ただし、
これは、
プライベート

きる範囲で効果的なストレス解消を取り入れてい

空間に限って行うこと。職場だと、香りの好き嫌い

く必要があります。そのポイントについて、お伝え

でトラブルに発展することがあります。自宅では、

したいと思います。

入浴剤やシャンプ―を、香りの良いものに変える
のも手軽な方法です。

まず、大切なのは、強制リセットの時間を確保す

二つ目は、無心、夢中になれることを取り入れま

ることです。嫌なことや気掛かりなことがあると、
そのことばかり考えてしまうことは誰にでもありま

しょう。ぼーっとする、
もしくは集中できることが大

すが、
「忘れよう」
「考えないようにしよう」
と思えば

切です。自分が好きなことであれば何でも構いま

思うほど、実は「強化」が起こり、かえってそれにと

せん。手芸やDIY、
ゲームなども効果的です。

らわれてしまう現象が起きます。
ですから、強制的

三つ目は、気持ちを動かす時間をつくることで

にそこから離れるための物理的な方法を取り入れ

す。お笑いを見て笑う、
ドラマや映画を見て泣く、

る必要があります。

スポーツ観戦で熱くなるといった具合に自分の
気持ちを動かすようにしましょう。
日々の生活の中

一つ目は「香り」を有効利用しましょう。嗅覚は、
五感の中で、情動と記憶に直接結びつく感覚器官

で、
できる範囲のことを少しずつ取り入れていくこ

です。気分転換やリラクセーションに有効利用で

とが有効です。

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
◇大野 萌子／おおの・もえこ
法政大学卒。一般社団法人日本メンタルアップ支援機構（メンタルアップマネージャ資格認定
機関）代表理事、産業カウンセラー、2級キャリアコンサルティング技能士。企業内健康管理室
カウンセラーとしての長年の現場経験を生かした、人間関係改善に必須のコミュニケーション、
ストレスマネジメントなどの分野を得意とする。現在は防衛省、文部科学省などの官公庁をはじ
め、大手企業、大学、医療機関などで年間120件以上の講演・研修を行い、机上の空論ではない
「生きたメンタルヘルス対策」を提供している。著書に『よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図
鑑』（サンマーク出版）ほか多数。
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さ さ ら

北上 美濃里庵 咲々良
粗挽きの手打ちそばをどうぞ

席ほどの小さなお
店︒感染対策も万全

自 家 製一味 麹 を 添 え
て出す﹁火鴨﹂
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data

北上市町分18地割90−1
TEL
0197−72−7155
営業時間 昼：11時30分〜14時30分（LO）（木〜火曜）
夜：18時〜19時45分（LO）（土曜のみ）
定休日 火曜
（不定休）
、
水曜
（毎週）

６ 月・７ 月 の 定 例 相 談
岩手県信用保証協会

日本政策金融公庫盛岡支店（国民生活事業）

６月

２日㈬・９日㈬・１６日㈬

１６日㈬

７月

７日㈬・１４日㈬・２１日㈫

２１日㈬

時間

１０：００〜１６：００

オンライン相談

１３：００〜１５：００

働き方改革個別相談

※相 談は事前の 予約が必要で
す。あらかじめ電話でのご予
約をお願いいたします。

経営支援課
☎６５-４２１１

「岩手県事業承継・引継ぎ支援センター」
定期移動相談会

日

時／６月８日㈫、２２日㈫
７月１３日㈫、２７日㈫
１０：００〜１６：００
（正午から１３時までの休憩時間を除く）
場 所／北上商工会館
相談料／原則３回まで無料（事前申込必要）

日

時／８月３日㈫ １１：００〜１５：００

場

所／北上商工会館

相談料／無 料（お問合わせ、申込は当所まで）

8

令 和 ３ 年 ６ 月 号︵通 巻 ５ ３ ５ 号︶

はほほ笑む。
大内さんは元会社員。
「定年後に何かをやるなら
早いほうがいい」と早期退職し、55歳で開業した。そ
ば打ちは長年の趣味だったが、
「店をやるなら自分
がおいしいと思ったそばを出したい」と味にほれ込ん
だ宇都宮市の「美濃里庵」に弟子入り。オープン後も
「さらに粗く喉越し良く、もっとそばを極めたい」と改
良を重ねる。
「おいしかった」
「こういうそばは初め
て食べた」という声に喜び、
「粗挽きならではの香り
と甘さを感じてもらえればうれしい」と話している。

北 上 商 工 会 議 所 会報

北上 美濃里庵 咲々良は2019年4月に新築オープン
した手打ちそばの店。石臼自家製粉による風味豊か
な粗挽きそばを、もり、かけ、天ぷらセットなどで味
わえる。
同店のそばは厳選した福井や岩手県産のソバを
粗めに挽き、そば粉10対つなぎ2の「外二」の割合で
打つ。殻付きで挽いた「黒」と、殻をむいた「白」の2
種類あり、黒は香り、白は甘みがより際立つ味わい。
そばに甘さがあるぶん、自家製つゆはやや辛め。
「越前おろし」
（1000円）、
「つけ鴨」
（1300円）、
「野菜天セット」
（同）などが人気で、ピリ辛の「火
鴨」
（1600円）や丼物もファンが多い。もりそばの白
と黒が1枚ずつ食べられる「白黒セット」
（1200円）も
おすすめ。
「そばは出来たてが一番うまい。届いたら
すぐに食べて」と店を営む大内禎洋（よしひろ）さん

発 行 日 ／ 令 和 三 年 六 月一日
発 行 ／北 上 商 工 会 議 所 編 集・印 刷 ／ 株 式 会 社 岩 手 日 日 新 聞 社

︵ 左から︶外二の割 合で打つそば︑
大 根おろしとネギをトッピングし
た
﹁越前おろし﹂

会員 紹 介

