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感染症に伴う国・県・市の支援策の周知および相
談、支援に取り組んだほか、
ウィズコロナを踏まえた

販路拡大や事業再構築などの支援に取り組みまし
た（詳細は2ページ）

第１44回通常議員総会

令和3年度事業報告・収支決算など 議案を承認

5月24日に開催した第144回通常議員総会では、令
和3年度の事業報告と一般会計・特別会計収支決算が
承認されました。
令和3年度は、新型コロナウイルス感染症が発生し
て2年以上が経過し、県内においても2度にわたる県
独自の緊急事態宣言が発出されるなど、国内経済や
県内経済に大きなダメージを与えている状況が続い
ています。
このような中、コロナ禍における経済状況
の改善を図るため、国、県、市の支援策の周知や相談、
申請、支援を最優先事項として全力を注いできたとこ
ろです。
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・金ケ崎間の早期完成及び北上・花巻山の
神間の早期拡幅を求めました。ＩＬＣについては、北
上市加速器関連産業参入推進協議会の設立と、岩手
県連として関係機関と連携し、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、国の一時支援金や月次支援金、事業

復活支援金の事前確認のほか、県の地域企業経営支
援金の申請及び相談窓口として円滑な支援に努めま
した。
また、既存事業の販路開拓等の取り組みに対す
る持続化補助金やウィズコロナを踏まえた新たなビ
ジネスや事業転換を補助する事業再構築補助金など
専門家派遣を活用しながら計画策定支援を行ったほ
か、適格請求書等保存方式（インボイス）制度周知、金
融・税務・労務・経理などの経営支援を通じて経営維
持と安定に努めました。
雇用では、時間外労働の上限規制、年5日以上の有
給休暇取得、同一労働・同一賃金の適用など働き方改
革関連法の順次施行に伴い、岩手県働き方改革推進
支援センターと連携し事業所ごとの内情に合わせた
支援を実施しました。
地域活性化では、長引く新型コロナウイルス感染症
の影響を受けた市内中小企業等の売上回復を図るた
め地域内の消費喚起を目的としてPayPayを活用した
「北上市キャッシュレス決済推進事業」を実施し地域
経済の回復に取り組みました。

■令和3年度 収支決算（単位：万円）
収入内訳（110,335万円）
繰越金 1,633

会費 2,938

支出内訳（108,977万円）

事業収入 1,894

商工会館積立金
6,951

委託料収入93

繰越積立金
15,738
雑収入 38

共済事業掛金・
企業年金契約
給付金受入
16,737

財政調整基金
3,995

中小企業相談所事業
7,747
商工会館管理
1,105

退職給与積立金
6,961

会館運営・
負担金収入
629

一般事業 3,361

法定台帳管理
98

共済事業
1,938
特定退職金
共済事業
17,157

北上キャッシュレス
決済推進事業
9,313

補助金
66,309

岩手県地域企業経営
支援金給付事業
26,330

共済事業取扱手数料・
特定退職金共済制度事務費収入 4,326

省エネ のことなら、横川目電業に！！

㈱ 横 川目電 業
ヒト が 笑え ばカイシャも笑う
露出度１２０％ の横川目電業です。
北 上 市 和 賀 町 横 川 目12 - 37 - 8
TEL 0197-72 - 2 718(代) FAX 0197-72 - 2 719
URL http : //yokokawamedengyou.co.jp/
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事業伴走型
支援事業
148

岩手県特別給付金
23,873

新型コロナウイルス感染 症関連

事業主の皆様へ

休業支援金・給付金の申請にご協力ください

◆新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休業（シフト制で働く従業員の勤務時間や勤務日を削減した場
合を含みます）させた場合、休業手当の支払いには、雇用調整助成金を活用できますので、雇用の維持に努めて
いただくようお願いします。
◆休業手当の支払いが困難な場合には、従業員の方が直接申請でき、国から支給する新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金・給付金があります。従業員への周知や申請に協力いただくようお願いします。※令和3年10月〜
令和4年6月の休業が対象です。

雇用調整助成金の特例措置

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

【特例措置の対象となる対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※売上等事業活動の状況を示す直近の生産指標が、
比較対象月と比べ5％以上減少していること等の要
件があります。
【特例措置の内容】
○助成内容・対象
※令和3年5月1日から令和4年6月30日まで
①休業手当等に対する助成率 中小企業4/5、大企業2/3
解雇等を行わない場合【注】 中小企業9/10、大企業3/4
※助成額の上限：対象労働者1人1日当たり9,000円
②教育訓練を実施した場合、中小企業2,400円、大企
業1,800円を加算します
③新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して
雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象
としています
④1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能です
⑤雇用保険被保険者ではない労働者の休業も対象にしています

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させら
れた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることが
できなかった方に対し、当該労働者の申請により、新
型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支
給します。※雇用保険被保険者でない方も対象です。
〈対象となる休業期間〉
令和3年10月1日から令和4年6月30日まで
〈対象者〉
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業
主が休業させ、その休業に対する賃金（休業手
当）
を受け取っていない方
■申請対象期間及び申請期限
休業した期間

令和3年10月〜令和4年3月
令和4年4月〜6月

申請期限

令和4年6月30日㈭
令和4年9月30日㈮

【お問合わせ先】
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業
支援金・給付金コールセンター

申請様式や詳細については厚生労働省HPから

【お問合わせ先】
雇用調整助成金コールセンター

0120-221-276

0120-603-999

【受付時間】月〜金 8：30〜20：00
土日祝 8：30〜17：15

【受付時間】9：00〜21：00（土日祝含む）

小学校休業等対応助成金

令和4年1月1日から同年6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働
者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法の年次有給休暇を除く）を取得させた事業主は助成金の対象
となります。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など
（保育所等を含みます）に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
事業主の皆さまには、
この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用
できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。
【助成内容】有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額※1×有給休暇の日数で算出した合計額を支
給します。
※1 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの（日額上限額あり）
休暇取得期間

令和4年4月1日〜6月30日

日額上限額
9,000円

申請期限

令和4年8月31日㈬必着

【お問合わせ先】雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
0120-603-999

【受付時間】9：00〜21：00（土日祝含む）
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インボイス制度説明会及び登録申請相談会のご案内

令和5年10月1日から複数税率に対応した消費税の方式としてインボイス制度が導入されます。花巻税務署では制
度説明会及び相談会を開催します。
■場
所 花巻税務署（花巻市材木町8-20）
開催日時
申し込み期限
■定
員 各20名
年月日
時間
■申込方法 申込期限までに電話にて申込下
令和4年6月13日㈪
6月 9日㈭17時
さい
花巻税務署 個人課税第一部門
【3回／日 実施】
令和4年6月14日㈫
6月10日㈮17時
TEL 0198-23-3341（内線44）
①10：00〜11：30
■留意事項
令和4年6月15日㈬
6月13日㈪17時
駐車場には限りがありますので公共交通機
②13：00〜14：30
令和4年6月16日㈭
6月14日㈫17時
関をご利用ください
③15：00〜16：30
コロナウイルス感染対策のためマスク着用
令和4年6月17日㈮
6月15日㈬17時
でご参加ください

インボイス制度が始まります

令和５年10月１日から「適格請求書等保存方式（以下、インボイス制度）」が始まります。一般消
費者に直接的な影響がないこともあり、大きく取り上げられていませんが、事業者は大きな影響を
受ける可能性があります。
自社がインボイスを発行できないと、取引先は仕入税額控除ができません。消費税の負担が
増えるため、取引を見直す可能性があります。
また、仕入先がインボイスを発行しないと、その分仕入税額控除ができないため、自社の消費
税負担が増える可能性があります。

国税庁
特設サイト

インボイス登録申請のスケジュール

インボイス登録申請は既に始まっています。2023年（令和5年）10月1日からインボイスを発行するには、原則2023
年（令和5年）3月31日までに登録申請を済ませる必要があります。
登録申請は

2021年（令和3年）10月1日

2023年（令和5年）10月1日から
インボイスを発行するには、原則として

2023年（令和5年）3月31日

から始まっています

までに登録申請を行う必要があります

2021年（令和3年）
10月1日

2023年（令和5年）
3月31日

2023年（令和5年）
10月1日
インボイス制度の開始
（予定）

登録申請の受付開始
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いわてGo To Eatキャンペーン

第3弾

いわての食応援プロジェクトとは…

「いわて飲食店安心認証
店」で利用できる食事券を
販売し、岩手の食を応援す
る取組です。1冊5,000円分
（500円券×10枚）の食事券
を4,000円で販売します。
※食事券は、お一人様1回5
冊まで購入できます。

5,000食円事分券のを
4,000円で

10枚
1冊／500円券×

第1期 春・夏
販売期間

販売！

5月13日 〜7月31日
5月13日 〜8月31日

令和4年

利用期間

当所では
販売しておりません
HP等で販売店を
ご確認下さい

令和4年

第1期の食事券は第2期には使用できません

「いわての食応援プロジェクト2022」は2期に分かれて行われます！
今回から、第1期・第2期と期間が分かれるため、期間によって使用できる食事券が異なります。
食事券の購入・利用の際は、利用可能期間を十分に確認して下さい。

第2期［秋・冬］

販売期間／令和4年9月1日 〜11月30日
利用期間／令和4年9月1日 〜12月31日

キャンペーンに参加希望される飲食店の皆さま
※その他、農林水産省が定めた Go To Eat キャンペーンの基準を満たすことが条件となります。
※すでに認証を受けている飲食店の方は事務局までお電話下さい。

「いわての食応援プロジェクト」
に参加するためには、

「いわて飲食店安心承認制度」の

認証が必要となります。

なになに？ どうしたの？ 気になるハナシを岩手から

https://najotta-news.com
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令和4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。

「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
予約が必要です（予約がない場合は中止となります）
。予約締め切りは6月9日㈭です。

岩手県HP

●日時・場所
6月12日㈰ 午後1時〜午後4時 北上市生涯学習センター
●お問合せと予約
0120-610-797

労働者・使用者
問わず

岩手県労働委員会事務局（平日：8時30分〜17時15分）

事

業

復

活

支 援

金

●事業復活支援金の申請期限が6月17日㈮まで延長されました。なお、申請前に必要な「登録確認機関による事前
確認」の実施は6月14日㈫までとなります。

ただし、申請や事前確認のために必要な「申請IDの発行」は5月31日㈫で終了していますので既に申
請IDを発行し、取得している方のみに限ります。

●事業復活支援金の差額給付の申請受付が6月1日㈬より開始されました。差額給付は、事業復活支援金を受給し
た方のうち特定の要件を満たす一部の方が申請可能です。

〈差額給付とは〉

基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30％以上50％未満の区分で事業
復活支援金の給付（初回給付）
を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付
の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった
新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、
自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、
月間
の事業収入等が50％以上減少した月が存在する場合に限り、
その月を対象月とした支援金を給付するものです。
対象となる可能性のある方は、
マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。
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働き方の変化は、中小企業
人材を多様化するチャンス
先日、地域の伝統的な資源を原材料として活
用するビジネスを立ち上げようとしている事業者
さんと販路開拓の話をしていました。環境問題や
自然保護などに高い関心を持つ若い女性をター
ゲットに置いていました。
この層を狙うなら、イン
スタグラムやツイッターなどのSNSによる情報発
信は不可欠です。
ところが、社長自身はもう60代だということもあ
り、
「やらなければいけないと思うけれど、
どうす
ればいいか分からない」
とのこと。私は「社長が無
理して自分でやることはないですよ。すでにSNS
を使いこなして、運用の勘所を押さえた若い人に
任せましょう」
と言いました。
しかし、
「そんな若い
人をどうやって見つけたらいいか分からない。雇
うお金もない」
との反応でした。
よく話を聞いてみると、地域資源を発掘する社
長の取り組みに共感した近くの大学の先生が、研
究室を挙げて応援してくれていました。それなら
ば、その研究室の学生さんをインターンとして受
け入れたり、卒論の研究テーマとして関わっても
らったりすることで、力を借りることができそうで
す。結局、SNSを使った情報発信の立ち上げと運
用もその研究室の若い学生に相談することにし
ました。
自分ではできない能力を持った多様な人材を
どのように集めるかが今回のテーマです。男女や
国籍の別だけでなく、さまざまなキャリアを持っ
た人材を活用する「ダイバーシティ」が注目され
てずいぶんたちます。都市部の大企業では女性
管理職の登用など、さまざまな取り組みが始まっ
ていますが、地方の中小企業では、なかなか進ん
でいないのが実態です。人材の供給市場が小さ
い上に、多様な職能を持つ人を常時雇用するだ

けの余力も企業側にないためです。
そうした環境の中、多様な人材を取り込むの
に適した方法が登場しています。副業やフリーラ
ンスのマッチングサービスも充実してきました。
先の学生インターン制度なども有効な手段だと
思います。例えば鳥取県のハローワークでは、都
市部のスキルのある人をオンラインによる“時間
貸し”のような形で、副業で県内の中小企業に関
わってもらうマッチングサービスを始めていま
す。
費用は月額3万円程度で契約期間も1カ月か
ら。仕事の内容に満足できれば延長するといった
方式です。
これなら、地方の中小企業でも手が出
せる範囲だと思います。実際に取材したところ、副
業として参加している人は、都市部の大企業で働
きながら、
しっかりとしたスキルを持った人が多
いようでした。
こうした制度を上手に使うにはいくつかのポイ
ントがあります。いきなり重い仕事を任せず、仕事
を切り分けて軽いものから任せること。本音でコ
ミュニケーションが取れる
「気の合う」人を選ぶこ
となどです。
こういった注意点を守れば、
うまく導
入できるのではないでしょうか。
◇渡辺 和博／わたなべ・かずひろ
日経ＢＰ総合研究所 上席研究員。
1986年筑波大学大学院理工学研究科
修士課程修了。同年日本経済新聞社
入社。IT分野、経営分野、コンシューマ
分野の専門誌編集部を経て現職。全
国の自治体・商工会議所などで地域
活性化や名産品開発のコンサルティン
グ、講演を実施。消費者起点をテーマ
にヒット商品育成を支援している。著書に『地方発ヒットを
生む 逆算発想のものづくり』
（日経BP社）。
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会員 紹 介
手作り料理とマフィンをどうぞ

左 から ︑
一番 人 気 の
﹁ナポリタン﹂︑好きな
味 を 詰め合わせて注
文できる﹁マフィンギ
フトＢＯＸ ﹂
︵要予
約︶
︑
たい焼きが乗った
﹁ 抹 茶 スペ シ ャルパ
フェ﹂

data

北上市本通り2−2−1
さくら野百貨店東館２階
TEL
0197−61−5635
営業時間 10時〜20時（18時LO）
定休日 さくら野と同じ

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

１日㈬・８日㈬・１５日㈬

１５日㈬

７月

６日㈬・１３日㈬・２０日㈬

２０日㈬

時間

１０：００〜１６：００

１３：００〜１５：００

日 時／６月２８日㈫、７月２６日㈫
１０：００〜１６：００

日

時／６月７日㈫、８月２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）

（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

https://www.kitakamicci.jp/

北上商工会議所

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

働き方改革個別相談

北上商工会議所Webサイト

※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。

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

令 和 ４年 ６月 号
︵通 巻 ５ ４ ５ 号︶

感と、素材を生かした味わいが好評。ギフト用の詰
め合わせにも応じている。
「おいしいと言ってもらえるのが何よりうれしい」
と話すのは、店を営む折居和恵さん。調理学校を卒
業後、料理とは関係ない仕事をしていたが、
「何か
新しいことをやりたい」
と開業。
「ちゃんと手作りした
物を出したい」
と料理の腕を振るっている。大きな
窓がある店内は居心地が良く、常連客も多い。
「お
しゃべりしたり読書したり、好きなひとときを過ごし
てもらえれば」
と話している。

北 上 商 工 会 議 所 会報

さくら野百貨店北上店の2階、婦人服や紳士服の
店が並ぶフロアの一角に2021年3月にオープンし
た「ニコカフェ」。ゆったりした空間で、手作りの食事
やスイーツを提供している。
パスタ、カレー、サンドイッチなどの食事、ガトー
ショコラ、
プリン、パフェなどのスイーツ、
ドリンク類
があり、
ランチは定番と週替わりを合わせて５種類
を用意。人気は昔懐かしい味付けのナポリタン、
ミートソースとハンバーグを乗せたジャーマンパス
タ、
グリーンカレーなど。野菜はなるべく県内産、米
は北上産を使い、
ソースからドレッシングまで手作
りにこだわっている。
スイーツも自家製で、焼き菓子
には国産小麦粉と豆乳を使う。おすすめはマフィ
ン。
「ピスタチオ」や「イチゴクリームチーズ」などさ
まざまな味が日替わりで登場し、ふんわりとした食

発 行 日 ／ 令 和 四 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

店の入り口︒さくら野正面入り口
の２階部分にある

NICO.CAFE（ニコカフェ）

