
商工にのへ 令和４年４月28日発行

第145号

◇商工会のうごき　カダルテラス金田一の視察見学会を実施、第４回理事会を開催
　「ビジネスマッチ東北2022春」商談会に出展
◇お知らせ事項　雇用保険料率のご案内、二戸市プレミアム付き食事券第２弾について、
　持続化補助金の公募について、マル経融資のご案内、事務局職員の異動について

主な内容

【施設概要】「カダルテラス金田一」〒028-5711 二戸市金田一字湯田 41
　　　　　　TEL 0195-26-8533　ホームページ  https://kadarterrace.net/

　二戸市商工会サービス業部会(下斗米幸夫部会長)は、令和
４年３月17日午前11時から金田一温泉郷に新しく完成した
施設「カダルテラス金田一」の視察見学会を実施しました。
　当日は、下斗米部会長ほか商工会の役職員15名が参加、１
階のフロント売店、飲食スペース、サウナも備えた入浴施設
等や、２階の宿泊施設を見学し、カダルテラス金田一の大清
水社長、米沢支配人より、説明を受けました。
　ロゴデザインは、カダルテラスを囲む金田一温泉郷の６つ
の湯をモチーフに、温泉郷全体のテラスとなるようにとの思
いが込められています。
　この視察見学会は、３月26日のフルオープンを前に行われたもので、今後は、
地元金田一温泉郷のより一層の活性化が期待されます。

カダルテラス金田一の視察見学会を実施

商工会は、行きます・聞きます・提案します。〈行動する商工会〉

二戸市商工会本所　〒028-6101　二戸市福岡字横丁24番地　電話 0195（23）4361　FAX 0195（23）4363
浄 法 寺 支 所　〒028-6854　二戸市浄法寺町下前田37番地４　二戸市役所浄法寺総合支所内３階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話 0195（38）2416　FAX 0195（38）2674



第３回理事会を開催
　令和４年３月28日（月）、第４回理事会が午後４
時から二戸パークホテルにおいて開催されました。
　第４回理事会には、役員27名中19名が出席、生
内会長のあいさつの後、下記の議案について審議
を行い全議案が可決承認されました。
　議事の主な内容は次のとおりです。

 報告第１号　会員の脱退について

 報告第２号　初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の一部改正について

 報告第３号　育児休業等及び介護休業等に関する規程の一部改正について

 報告第４号　令和３年度交通量調査の結果について

 報告第５号　経営発達支援計画の認定について
　事務局より、報告第１号～報告第５号について説明があり、了承されました。

議案第１号　会員の加入承認について
　「会員の加入承認」については、令和３年10月28日から令和４年３月28日までの間に加入申込
があった11事業所について加入が承認されました。

議案第２号　令和３年度一般会計更正予算について
　令和３年度の一般会計更正予算について、事務局より別紙資料に基づき説明を行い、質疑を
諮ったところ異議なしの声のもと採決の結果、議案第２号は全員賛成、可決承認されました。

議案第３号　令和３年度特別会計更正予算について
　令和３年度の特別会計更正予算について、事務局より別紙資料により説明を行い、質疑を諮っ
たところ、異議なしの声のもと採決の結果、議案第３号は全員賛成、可決承認されました。

議　　事

報告事項

 協議１　令和４年度二戸市商工会第１回理事会開催日程について

 協議２　令和４年度通常総会の開催日程について
　事務局より協議１について５月10日（火）、協議２について５月24日（火）パークホテルで開催す
ることを提案し、出席者に諮ったところ全員異議なく決定されました。
　また、コロナ禍が高止まりの状況にあることから、観桜会については見送ることで了承されま
した。

 二戸市商工会の人事異動について
　伊藤真一広域経営指導員の退職と本会の佐藤美希職員の軽米町商工会への異動を報告し、それ
ぞれから退任の挨拶をいただき、生内会長が御礼と激励の言葉を述べました。
　午後５時30分、第４回理事会の閉会を宣言し、終了しました。

そ の 他

商工にのへ 2022.４ 第145号２



商工にのへ 2022.４ 第145号 3

「ビジネスマッチ東北2022春」商談会に出展
　経営発達支援計画に基づく販路開拓支援の一環として、宮城県仙台市の夢メッセみやぎで
開催された「ビジネスマッチ東北2022春」に㈱ポトラガーデンが出展し、商談会に参加しま
した。
　この商談会は毎年行われていますが、今年もコロナ禍の中、感染対策を行いながら令和４
年３月10日に開催されました。
　出展にあたり、令和３年11月30日のリモートによるＷＥＢセミナーに参加し、商談会シー
トなどの作成支援を行うなど出展の準備を進めた上で商談会に臨みました。
　当日は、食と農や観光、環境・くらしなど10の分野別に４１７企業・団体が出展し、東北内
外から有力バイヤーが参加しました。
　㈱ポトラガーデンでは、漆染めを製造している施設利用者２名が、漆を採取後の原木を乾
燥させ、樹液を抽出し、絞り柄や色合いに特長があることや、染柄の作り方についての説明
を積極的に行っていました。
　また、同時に出展の様子を二戸の会社でも従業員や施設利用者が見られるようライブ配信
を行い、情報共有を図っていました。
　小軽米健太社長は、今後は、反応の良かったバイヤーとも再度連絡をとり、成約につなげ
たいと話していました。
　商工会では、今後も経営発達計画に基づき、事業計画策定を支援した事業者の販路開拓を
伴走型でフォローアップ支援を行っていきます。

お知らせ事項

令和４年度雇用保険料率のご案内令和４年度雇用保険料率のご案内

◆「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和４年３月30日に国会で成立しました。
　令和４年４月１日から令和５年３月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
　・令和４年４月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
　・令和４年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
　・年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。



～ 飲んで ! 食べて ! 応援しよう ! ～

「二戸市プレミアム付き食事券」大好評につき第２弾発売!!「二戸市プレミアム付き食事券」大好評につき第２弾発売!!

　この度二戸市商工会では、新型コロナウイルス感染
症まん延防止に取り組んでいる、いわて飲食店安心認
証制度認証店の皆様のお店で使用できる「プレミアム
付き食事券第２弾」の発行を行うこととなりました。
　これは、３月15日に終了した「二戸市プレミアム付
き食事券」が大変好評につき、いわて飲食店安心認証
で使用できるプレミアム付き食事券の追加発行を行う
もので、前回同様１セット5,000円分を3,000円で販売
するものです。（プレミアム2,000円分）
　プレミアム食事券は、大変好評をいただいており、
４月19日で完売となりました。
　利用期間は下記のとおりとなっておりますので、地
元のお店の積極的な利用をお願いいたします。
【食事券利用期間】
 令和４年４月23日（土）から令和４年６月30日（木）まで
（７月１日（金）以降は利用できませんのでご注意ください。）

①労働者負担
（失業等給付・育児休業
　給付の保険料率のみ）

②事業主負担 失業等給付・育児
休業給付の保険料率

負担者

事業の種類

①＋②
雇用保険料率雇用保険二事業

の保険料率

一般の事業 ５/1,000 8.5/1,000 ５/1,000 3.5/1,000 13.5/1,000
農林水産・※
清酒製造の事業 ６/1,000 9.5/1,000 ６/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000

建設の事業 ６/1,000 10.5/1,000 ６/1,000 4.5/1,000 16.5/1,000

○令和４年10月１日～令和５年３月31日

＜令和４年度の雇用保険料率＞

負担者

事業の種類

①労働者負担
（失業等給付・育児休業
　給付の保険料率のみ）

①＋②
雇用保険料率②事業主負担 失業等給付・育児

休業給付の保険料率
雇用保険二事業
の保険料率

一般の事業 3/1,000 6.5/1,000 3/1,000 3.5/1,000 9.5/1,000
（３年度） 3/1,000 6/1,000 3/1,000 3/1,000 9/1,000

農林水産・※
清酒製造の事業 4/1,000 7.5/1,000 4/1,000 3.5/1,000 11.5/1,000
（３年度） 4/1,000 7/1,000 4/1,000 3/1,000 11/1,000

建設の事業 4/1,000 8.5/1,000 4/1,000 4.5/1,000 12.5/1,000
（３年度） 4/1,000 8/1,000 4/1,000 4/1,000 12/1,000

○令和４年４月１日～令和４年９月30日

（枠内の下段は令和３年度の雇用保険料率）

（赤字は変更部分）

※詳しくは厚生労働省のホームページにてご確認ください。
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2,000円
お得!!

プレミアム

■ 二戸市商工会 本所
 二戸市福岡字横丁24  TEL0195-23-4361
■ 二戸市商工会 浄法寺支所
 二戸市浄法寺町下前田37-４ TEL0195-38-2416
 ※本所・支所とも、土・日を除く

■ なにゃーと物産センター
 二戸市石切所字森合68  TEL0195-22-4395
　　※年中無休

販
売
場
所

お一人
様

１回５セ
ットまで

購入でき
ます

二戸市商工会 TEL0195-23-4361 〒028-6101
岩手県二戸市福岡字横丁24お問い合わせ

いわて飲食店安心認証店二戸市プレミアム付き食事券取扱飲食店でのみ利用できます。

※期間内に5,000セットが完売の際は販売を終了します。

9:00~17:00販売時間

9:00~17:00販売時間

8:30~19:00販売時間

利用できる店舗は二戸市商工会の
ホームページをご覧ください。

検索

食事券

二戸市商工会

2千5百万円2千5百万円

500円券
10枚組×
5,000セ

ット

500円券
10枚組×
5,000セ

ット
発行
総額
発行
総額

令和
４年4月18日~24日月 日

4月23日~6月30日令和
４年

土 木

●おつりは出ません。  ●払
い戻しはできません。

いわて飲食店安心認証店
二戸市プレミアム付き食

事券

取扱飲食店でのみ利用で
きます。

二戸市
プレミアム付き

食事券

第2弾

利用有効期限：令和４年6月3
0日まで ※有効期限を過ぎた

食事券は利用できません。
発行者：二戸市商工会

1セット5,000円分を1セット5,000円分を1セット5,000円分を1セット5,000円分を
3,000円で販売 !3,000円で販売 !3,000円で販売 !3,000円で販売 !

第2弾



商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く） 常時使用する従業員の数　　５人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数　２０人以下

製造業その他 常時使用する従業員の数　２０人以下

小規模事業者持続化補助金の公募について小規模事業者持続化補助金の公募について
　小規模事業者持続化補助金の公募が始まりました。
今回の公募は、「令和元年度補正予算・令和３年度補正予算」で措置されたもので、令和４年度
は下記の４回の公募が予定されています。
　利用できるのは、常時使用する従業員が下表に該当する商工業者となります。

【補助上限】
①通常枠：５０万円
②賃金引上げ枠：２００万円　
　事業期間内に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より＋３０円以上とした事業者が対象。
③卒業枠：２００万円　
　補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を
　超え事業規模を拡大する事業者が対象。
④後継者支援枠：２００万円　
　将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として「アトツギ甲子園」の
　ファイナリストになった事業者が対象
⑤創業枠：２００万円
　「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去３か年の間に受け、かつ、
　過去３か年の間に開業した事業者が対象。
⑥インボイス枠：１００万円
　2021年９月30日から2023年９月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税
　事業者であることが見込まれる事業者の内、インボイス(適格請求書)発行事業者に登録した事業者
　が対象。
【補　助　率】補助率３分の２(賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字事業者４分の３)
【申請受付開始】令和４年３月29日(火)
【申請受付締切】(各回とも締切日当日消印有効)
　　　　　　　　第８回受付締切：令和４年６月３日、第９回受付締切：令和４年９月中旬
　　　　　　　　第10回受付締切：令和４年12月上旬、第11回受付締切：令和５年２月下旬
【 申 請 方 法 】Ｊグランツによる電子申請か郵送による申請
●申請を希望される方は、あらかじめ申請を希望する方の事前相談を受け付けていますので、電話
　にて予約の上締切日直前ではなく余裕を持った日程でご相談ください。

※二戸市内の「いわて飲食店安心認証制度」認証飲食店のうち、この事業に参加する
　店舗は50店です。（令和４年４月21日現在）
※参加店にはポスター及びレジステッカー等を貼っています。

【利用可能店舗】
レストラン ボヌール 銀河ダイニング へのへの まるまつ 二戸店 短角亭 エクセル・ガーデン・カフェ 日本料理 柏 レストパーク 馬渕川

龍潭酒家 和ぎダイニング 京星 二戸大吉 ビヨンド ぐでんぐでん HOUSE OF PICNIC 来夢来人

夜來香 ニュータンゴ １号店 ニュータンゴ ２号店 海鮮居酒屋 わさび ミカド 橋本屋食堂 隠れ家キッチンSORA ピザ＆喫茶 ASA club

レストラン 山桜 マルモ食堂 スナック 茶房瑠 食道荒ヤ あか垣 スナック バロン 串揚げ居酒屋 一生

幸の蔵 フルハウス 三五郎 下町店 茜どき 二戸店 Tiara パピヨン２ スナック きずな

スナック 月うさぎ スナック olive ミスタードーナツ 二戸ショップ Café Stand Oli-Oli ファミリーハウス せとる すし 福とみ 鮨処 たけ田

長瀬屋

川又食堂

麺’s倶楽部 ラーメン宝介 二戸店 和風レストラン 蔵 きたぐに ゆきはな Café 稲庭交流センター 天台の湯
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マル経融資のご案内

資金の使いみち

融資限度額

設備資金運転資金

2,000万円

返済期間(据置期間)

利率(年)

10年以内(2年以内)7年以内(1年以内)

1.23%(令和４年４月１日現在)

保証人・担保 保証人、担保は不要です。
ご利用にあたっては商工会長の推薦が必要です。

※「新型コロナウイルス対策マル経融資制度」の斡旋も行っております。詳細については、
　二戸市商工会本所(23-4361)、浄法寺支所(38-2416)までお気軽にお問合せください。

　マル経融資は、商工会の経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資
金を無担保・無保証人でご利用できる日本政策金融公庫の融資制度です。

　この度、定期人事異動により４月から軽米町商工会勤務となりました。
　二戸市商工会での在任中は、役職員の方々をはじめ会員の皆様に支えていただいた
こと、心より感謝申し上げます。
　ここでの経験を活かし、さらなる成長を目指して日々精進して参ります。
　今後とも、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。

事務局職員の異動について事務局職員の異動について
令和４年度定期人事異動で本会職員の異動がありましたので、お知らせします。

４月１日付異動者
主任 (経営支援員 )

異動先 :軽米町商工会　主任 (経営支援員 )

佐　藤　美　希

　今回、新任で二戸市商工会勤務に任命されました小野寺未紗です。
　初めての事が多く不慣れな点が多々あるかと思いますが、会員の皆様に少しでも多
くお役に立てるよう日々努めていきたいと思います。何卒宜しくお願いいたします。

４月１日付新規採用者
主事 (経営支援員 ) 小野寺　未　紗

み 　 さ

事業復活支援金の「事前確認」のご案内事業復活支援金の「事前確認」のご案内

　新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける事業者に対し、事業規模に応じた給付金が
支給されます。
　対象要件や申請方法については、事業復活支援金ＷＥＢサイトをご確認いただくか、事業復活支
援金相談窓口までお問合せ下さい。
　なお、本会では申請にあたり必要な「登録確認機関の事前確認」を会員事業所に限り行っており
ます。
　事前確認（５月26日まで）は、予約制となっておりますので、二戸市商工会本所（TEL 23-4361）、
浄法寺支所（TEL 38-2416）まで電話にて予約してください。詳しくは本会ホームページをご確認
ください。
問合せ先　事業復活支援金事務局相談窓口
ホームページ https://jigyou-fukkatsu.go.jp　TEL 0120-789-140（８：30～17：30)
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