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第63回優良従業員表彰式を11月19日、ブランニュー北上で
開催し、優良従業員121名（勤続40年以上2名、勤続30年以
上30名、勤続20年以上28名、勤続10年以上61名）の功績を
称え、表彰状を授与しました。
被表彰者を代表し、
千田誠氏（富士善工業㈱ 勤続41年）
が、
「感謝の気持ちを胸に、社業発展のため、なお一層精進
して参りたい」と謝辞を述べられました。

佐藤会頭が辞任

佐藤正昭会頭が、病気療養のため11月30日付で辞任さ
れました。
これに伴い、佐藤直也副会頭が会頭職務執行者となり
ました。

令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金（一般型）受付中

小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の取組を支援するものです。第7回受付締切は令和
4年2月4日㈮です。
補 助 額：上限50万円
補 助 率：対象経費の2／3
補助対象：店舗改装、チラシ作成、広告掲載など
※過去採択事業例 ホームページ開設による販路開拓事業、パーソナルスペースを確保する店舗改装と広告周
知、
テイクアウトメニュー提供に伴う店舗改装など
※第7回からの変更点 賃上げ加点が廃止され、
「賃金引上げ枠」
として新たな枠を設け優先的に採択を行います。
（この枠で採択された後、賃金引上げが実施できていない場合は、原則として補助金の全額返還となります。）
申請書類一式送付締切

令和4年2月4日
【郵送：締切日当日消印有効】

補助事業実施期間

交付決定後から令和4年11月30日まで

申請方法

郵送 または

Jグランツによる電子申請

令和２年度第３次補正予算 小規模事業者持続化補助金
(低感染リスク型ビジネス枠) 受付中

小規模事業者等がポストコロナ社会に対応したビジネスモデルの転換に資する取組や感染防止対策費（消毒液
購入費、換気設備導入費等）の一部を支援するものです。第5回受付締切は令和4年1月12日㈬です。
補 助 額：上限100万円
補 助 率：3／4
補助対象：対人接触機会の減少を目的としたテイクアウト・デリバリーサービス導入、ECサイト構築など
※過去採択事業例 資格を生かした訪問サービスの構築、ECサイト構築による新規創業、移動販売を可能にする
キッチントレーラー導入など
※第5回からの変更点 賃上げ加点が廃止され、
「賃金引上げプラン」
として新たな枠を設け優先的に採択を行い
ます。
（この枠で採択された後、賃金引上げが実施できていない場合は、原則として補助金の全額返還となります。）
第5回

第6回

申請受付締切

令和4年1月12日 17時

令和4年3月9日 17時

補助事業実施期間

交付決定日から令和4年10月31日まで

交付決定日から令和4年12月31日まで

申請方法

Jグランツによる電子申請

事業再構築補助金

IT導入補助金

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変
化に対応するための、企業の“思い切った”事業再構
築を支援いたします。
補助額：100万円～8,000万円（通常枠）
6,000万円～1億円（卒業枠：中小企業
から大企業へ成長する事業者向け）
補助率：2／3
第4回公募 令和3年10月28日～12月21日
第5回公募 令和4年1月予定

自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する
経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アッ
プをサポートするものです。

補助額
補助率

通常枠

低感染リスク型ビジネス枠

30万～150万円未満
（Ａ類型）

30万～450万円
（Ｃ類型）

1／2（Ａ・Ｂ類型）

2／3（Ｃ・Ｄ類型）

150万～450万円
（Ｂ類型）

30万～150万円
（Ｄ類型）

5次締切日：令和3年12月中予定
事業実施期間：交付決定日以降～令和4年6月30日（予定）

お問い合わせ先：北上商工会議所 経営支援課 TEL 0197-65-4211
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再掲

地域企業経営支援金（令和３年度予算事業）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きな影響を受けている中小企業者が引き続き感染症対策に取り
組めるよう、減収幅に応じて感染症対策等に係る経費を支援し、さらなる感染対策の実施を図っていただくことを
目的に支援金を支給するものです。
◇7月より受付している支援金です。申請は1事業者1回のみです◇
支給額：1店舗につき上限額30万円（最大150万円）
※比較対象期間3か月に令和3年8・9月が含まれる場合は上限額を40万円に引き上げることができます。
（最大２００万円）
受付終了予定：令和４年３月末
◇対象業種に該当するかわからない場合は、ご相談ください。◇

支給事業者の主な業種例（一部抜粋）

卸売業・小売業

食料品卸・小売、婦人服卸・小売、化粧品卸・小売、酒卸・小売、炭卸・小売、薪卸・小売、
畳卸・小売、インターネット販売（無店舗小売業）、移動販売

専門・技術サービス業

コンサルティング、広告業、測量業、設計業、ボーリング業（地質調査）

生活関連サービス業

クリーニング業、理・美容業、エステ、運転代行業、旅行会社、バスガイド、ペットサロン

娯楽業

ボルダリングジム、
フィットネス

宿泊業

旅館、ホテル、民宿

飲食サービス業

食堂、
レストラン、料亭、
ラーメン店、すし店、居酒屋、バー、
スナック、喫茶店、たこ焼き
店、キッチンカー、弁当製造配達

運輸業

タクシー業、貸切バス業、貨物運送

教育・学習支援

ヨガスタジオ、
ダンススタジオ、学習塾

医療、福祉

整体、整骨、医院

サービス業

自動車整備、看板業、ハウスクリーニング、ビルメンテナンス

※法人については、添付する全部履歴証明書等に該当する業種が記載されている必要があります。また、
主たる業種が該当しても別の要件を満たさなければ対象になりませんのでご確認ください。
お問い合わせ先：地域企業経営支援金事務局 TEL 019-654-2390（平日9:30～17:00（祝日除く））
郵送先：〒024-0031 北上市青柳町2-1-8 北上商工会議所 地域企業経営支援金支給事業係
TEL 0197-62-8911（平日9:00～17:00（土日祝を除く））

花巻税務署からのお知らせ

「決算のしかた」の説明動画の掲載について

税務署では、例年個人事業者の方を対象とした決算説明会を開催しているところですが、本年度の実施につい
ては、新型コロナウイルス感染症対策等の観点から開催を見合わせました。
そこで、決算の方法・注意点等を説明する動画「決算のしかた（青色申告編・白色申告編）」を作成しYouTube国
税庁動画チャンネルに掲載しましたのでぜひご覧ください。
花巻税務署
〒025-8602 花巻市材木町８番20号
TEL 0198-23-3341

決算

※音声案内で①番を選択していただくと電話相談センターへ
つながります。
一般的なご相談は電話相談センターをご利用ください。
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消費税 インボイス制度
免税事業者向け対策講習会を開催

消費税 適格請求書等保存方式（インボイス制度）の登録申請受付が
10月から開始されたことに併せて、免税事業者向け事前準備・対策講
座を10月26日に開催しました。
今回は公認会計士の海生裕明氏を講師に迎え、インボイス制度が開始
されることでの影響や今後の対応策などを学びました。
「この制度の仕組みを経営者がしっかり理解することが重要であり、消
費税の概念がない免税事業者であっても、本格的に開始される2年後を
見据え対応を考えなければならない。今一度自社の事業が必要なもの
か、地域や同業者に必要とされているか経営を見つめなおす機会と捉えて考えてみましょう。」
と述べられました。

ＳＮＳ活用セミナーを開催

SNS活用セミナーを11月5日、ハイブリッド形式（来場型とオンラ
イン型での同時開催）にて開催しました。オンラインにより中小企業
診断士の筑間彰氏を講師に、顧客獲得につながるＳＮＳの活用方法を
学びました。
ネットショップ市場の需要拡大に伴い、自社に適したサービスの選
定を行うこと、何をしたら喜ばれるかを意識することが重要であると
話されました。

令和４年度役員を選任

御所野遺跡を視察

女性会は11月10日、移動研修を一戸町等で開催
しました。7月に世界遺産として登録された「北海
道・北東北の縄文遺跡群」の一つである御所野遺跡
を見学したほか、いわておかみ会会長である新安比
温泉「静流閣」女将 橋本英子氏よりご講話をいた
だきました。

青年部は11月10日、ザ・ジャポナイ
ズリサージュにて臨時総会を開催し、
令和4年度の役員を決定しました。
新会長には現副会長の平野良氏が
（㈱平野ターフ）が選任されました。
令和4年度会長
会長を除く三役は次のとおりです。

平野

副会長

直前会長
専務理事

良

髙橋
平野
泉澤
高橋
髙橋
渡邊
及川

卓（㈱START）
太基（牧子・平野建築研究所）
透（㈲泉製作所）
誠（㈱横川目電業）
勝樹（㈱葵架設）
和真（㈱渡屋）
功（㈱丸片石油 トータルカーサポート丸片北上）
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きたかみ逸品研究会 お店訪問を開催

きたかみ逸品研究会は11月９日と16日の２日間にわ
たり、お店訪問を行いました。
逸品とは、売れ筋ではなく売り筋の商品のことを差
し、逸品というひとつの商品やひとつのサービスの開
発・発掘を通して、来店のきっかけをつくり、新規のお
客様獲得やリピーターを増やすための取り組みです。
コロナ禍により「お披露目会」など消費者の方への
発信が難しい中、新入会員が増えたこともあり、改めて
お互いの逸品を知る場として開催したものです。他の
会員の逸品を知ることで自社の逸品を見つめ直す機会
となりました。

きたかみ逸品研究会
会員募集中
逸品研究会では、様々な業種が集まっており、
逸品の選び方から見せ方まで、同業種のアドバイ
スや異業種ならではの別視点の意見を聞き、逸品
を磨いています。
年会費は10,000円です。まずは、例会や行事を
見学に来るだけでも構いませんので、お問い合わ
せください。
ホームページやイン
スタグラムでも活動
や逸品を紹介してい
ます。

5,000円相当／回 10,000円相当／月
（期間内上限：20,000円相当）

キャンペーン期間：2021年12月1日 ▶ 2022年1月31日
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日本年金機構からのお知らせ

日本年金機構への各種お手続きは「新型コロナウイルス感染症」の感染防止のためにも、
電子申請の活用をお願いします
社会保険手続きは電子申請でカンタンに！

年金記録の確認は「ねんきんネット」が便利

社会保険の電子申請とは、申請・届出を紙やCD・
DVDではなく、インターネットを利用して行うことで
す。

「ねんきんネット」は、お客様がインターネットを通じ
てご自身の年金の情報を手軽に確認できるサービスで
す。
24時間いつでもどこでも、パソコンやスマートフォン
からご自身の年金情報を確認することができます。

【電子申請のメリット】

24時間365日いつでもどこでも申請が可能
郵送費などのコスト削減が可能
● 紙やCD・DVDでの申請よりも早く処理されます
● 保険証の到着が早い
（紙での申請より３～４日程
早く届きます）
●

【ねんきんネットで出来ること】

●

ご自身の年金記録の確認
将来の年金見込額の確認
● 電子版
「ねんきん定期便」の確認
● 年金の支払いに関する通知書の確認
● 源泉徴収票・社会保険料控除証明書などの再交
付申請
● 各種届書の作成・印刷
など
●
●

GビズIDを使用すると手数料なしで電
子申請を始められます。
（GビズIDの詳しい内容、手続きはG
ビズIDホームページをご覧ください）

【利用するには？】
ご利用には「ねんきんネット」への
登録が必要です。
「ねんきんネット」の登録には2つの
方法があります。
● マイナポータルとの連携
● ユーザIDの取得

利 用の 手 順 は日本 年金機 構 ホーム
ページに掲載されています。

【お問い合わせ先】
岩手県内各年金事務所

盛岡：019-623-6211
花巻：0198-23-3351

一関：0191-23-4246
二戸：0195-23-4111

宮古：0193-62-1963

全国の法務局では
休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています

全国の法務局では、平成26年度以降、毎年、休眠会
社・休眠一般法人の整理作業を行うこととしていま
す。
この整理作業により『12年間登記をしていない株式
会社』
『５年間登記をしていない一般社団法人または
一般財団法人』は解散したものとみなされます。
事業継続中の会社・法人は、法務大臣による公告後
2か月以内に管轄法務局に届出または登記をする必要

があります。届出や登記手続きについては法務局にお
問い合わせください。

【お問い合わせ先】
盛岡地方法務局
TEL 019-624-1141
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法務省ＨＰ

「部下の自主性を
育てる声掛け」
「自ら考え、行動できる部下を育てたい」という

くて上司に相談しても「今のままでいいよ」と言わ

のは、どこの現場でも上に立つ人の重要な目標の

れたり、自分の作成したものや、行ったプレゼン

一つです。そのために、
「あえて突き放して考えて

などに対して「いいね」
「良かったよ」と言われた

もらう」
「とにかく自信を持ってもらうために一任

りするだけでは、かえって不安になるという事例で

する、褒める」をしがちですが、実はどちらも逆効

す。何を認めてくれているのか分からないと、本当

果になっていることが多いのです。

は自分にきちんと向き合ってもらえていないので

例えば、部下が何かを尋ねてきたときに「自分

はという不安が生まれてしまうのです。
「○○の部

で考えろ」との答えは、部下にしてみたら門前払い

分が良かったよ」
「言葉の選び方が分かりやすく

のような印象を受けます。小さなことでも相談で

ていいね」など、どの部分を評価したのかを明確

きることが仕事のモチベーションにもつながるか

に伝える必要があります。

らです。本人に考えさせるとしても、どこまで把握

また、自信を付けてもらうつもりで「任せたよ」

できているのか、問題は何なのかを相互理解する

も危険です。経験値と自信がある部下には効果的

ためのプロセスを大切にしましょう。回答が必要

ですが、そうした人材はほんのわずかです。そうで

な場合でも、それを明示する前に、部下がどう考え

ない部下にとってはプレッシャー以外の何もので

て行動しようとしているのかを確認してからにす

もなく、かえってやる気を失うという声が多く聞か

ることです。緊急案件でなければ、その上でヒント

れます。何をどう任せるのかを明確にして、さらに

を与えましょう。面倒なやり取りに思えるかもしれ

フォローアップの体制があることを伝えましょう。

ませんが、これを繰り返すことによって自主性は育

いずれにしても、部下の現状を聞くという場を通し

まれます。それを端折って方法だけを教えてしま

て、把握と相互理解を深めるステップがあること

うと、指示待ち人間が出来上がってしまいます。ま

が自主性を育てるためには不可欠です。

た、褒めることも大切なのですが、具体性のない
賞賛はかえって自信を無くさせてしまいます。よく
新人から相談を受けるのは、アドバイスを仰ぎた

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
◇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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hair salon HEY ME（ヘイミー）
癒やされ、笑顔になれる美容室

data

１２ 月・１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）

１２月

１日㈬・８日㈬・１５日㈬

１５日㈬

１月

５日㈬・１２日㈬・１９日㈬

１９日㈬

時間

１０：００〜１６：００

「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／１２月１４日㈫
令和４年１月１１日㈫、２５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）

北上商工会議所

http://www.kitakamicci.jp/

北上商工会議所

経営支援課
☎６５-４２１１

１３：００〜１５：００

働き方改革個別相談

北上商工会議所Webサイト

オンライン相談

※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。

日

時／１２月７日㈫、令和４年２月１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）

補助金・助成金制度
の 紹介、セミナー等
のお知らせ、地域情
報など更新しており
ます。

TEL 0197-65-4211
〒024-0031
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Facebook

Twitter

FAX 0197-64-2656

北上市青柳町二丁目１番８号

１２

月 号︵通 巻 ５ ４ ０ 号︶

北上市諏訪町2丁目4−36 2Ｆ
TEL
070−8364−9578
（施術中は出られない場合があります）
営業時間 10時〜19時（予約制）
定休日 不定

令 和 ３年

髪やお手 入 れのこと
を気軽に相談できる

﹁お客さまに元気をい
ただいています ﹂と話
す菊池さん

メニューはカット、
カラー、パーマ、
ストレートなど
を用意。
カラーやカットで大切にしているのは「その
人の雰囲気に合わせること」。
「職場の人に褒められ
ました、なんて言われるとヨシ！って思います」。頭皮
から美しくする
「スキャルプトリートメント」
もおすす
め。毛穴の汚れをしっかり落とすシャンプーは「眠っ
てしまう人もいる」
という気持ち良さで喜ばれてい
る。
「お客さまのおかげで、楽しくあっという間の1年
間だった」
と感謝する菊池さん。
「これからもお客さ
まが笑顔になれる店にしていきたい」
と話している。

北 上 商 工 会 議 所 会報

11月にオープン1周年を迎えたヘアーサロン・
ヘイミーは、家族で通う人も多い居心地のいい美
容室。リラックスできる雰囲気と、一人一人に合
わせたスタイルの提案が幅広い年齢層に頼りにさ
れている。
店を営むのは美容師として約20年のキャリアを
持つ菊池美由紀さん。自宅で美容室を営む母親が
「楽しそうに働いていた」姿に憧れて美容師になり、
タイプの異なる2店に勤務して腕を磨いた。独立開
業に選んだのは商店街にあるビルの2階。窓が多く
開放感があるのに、通行人の視線が気にならない
のでサロンにぴったり。予約を取る際はなるべく他
の人と一緒にならないように調整。気兼ねなくくつ
ろいでもらえ、自身も1人のお客さまにじっくり向き
合えるという。

発 行 日 ／ 令 和 三 年 十 二 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

﹁グリーンで癒やされてほしい﹂と
大 好きな 観 葉 植 物 をたくさん置
いた店内︒着付け用のスペースもあ
る

会員 紹 介

