
商工にのへ 令和５年１月10日発行

第148号

◇年頭のごあいさつ

◇商工会のうごき、第３回理事会を開催、事業計画作成セミナーを開催、消費税インボイス制度対策

　セミナーを開催、金田一温泉・九の市通りマルシェを開催、商工会に対する助成等について二戸

　市長に要望、年末金融懇談会を開催、にのへ横断呑喰スタンプラリーを開催中

◇お知らせ事項　最低賃金の改正について、中小企業119専門家派遣事業のご案内、新任職員紹介

のみくい

主な内容

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



　新年明けましておめでとうございます。

　市民の皆様並びに会員の皆様には、健やかな

新春をお迎えのことと衷心よりお慶び申し上げ

ます。

　また、昨年中、本会に賜りましたご支援、ご

協力に対し厚く御礼申し上げます。

　昨年を振り返りますと、２月に行われた北京

冬季オリンピックでは個人種目県勢初となる金

メダルを小林陵侑選手が獲得した事で岩手県民

が大いに盛り上がっている最中、ロシアによる

ウクライナ侵攻が発生し、未だに終息の見通し

が絶たず、これを起因とする経済的悪影響が続

いております。

　特に、エネルギー価格の高騰は電力事業者の

経営を圧迫し、経済活動に直結する電気料金の

高騰は地域経済を縮小させるなど、電力の安定

供給は最重要課題であります。

　また、11月に開催されたワールドカップカ

タール大会では、日本チームが過去に優勝経験

のある強国を次々に撃破して決勝トーナメント

に進出し、惜しくも前回大会準優勝チームに敗

戦しましたが、若者の躍動により新たな幕開け

を予感させる活躍が国民に感動と勇気を与えて

くれました。

　さて、コロナ禍の長期化に伴う需要の蒸発と

消費スタイルの変化や資源価格高騰、急激な円

安等によるコスト高により、中小企業・小規模

事業者は需要の回復に向けた事業の再構築及び

上昇コストの転嫁・吸収に取り組まねばならず、

従前からの人口減少や高齢化等に伴う需要の縮

小、深刻な労働力不足や働き方改革への対応、

インボイス制度の導入、事業承継、ＤＸ（デジタ

ルトランスフォーメーション）やＧＸ（グリーン

トランスフォーメーション）など課題が山積し

ております。

　本会は、こうした事業者の経営を下支えする

ため、昨年４月にスタートした「第２期経営発

達支援計画」に基づき、中小企業・小規模事業

者の経営基盤の安定なくして地域の発展は考え

られないことから、経営基盤の強化と健全な経

営発展を強力に支援して参ります。

　さらに、中長期的な商工業振興の指針となる

「商工業振興ビジョン」を昨年６月に策定し、

会員事業者の皆様にはダイジェスト版を進呈し

たところであります。これら施策実現に向けて、

市をはじめ関係者のご理解のもと実現に努めて

参ります。

　本会は、地域唯一の総合経済団体としての役

割を担うとともに、会員事業者の皆様に寄り添

い、地域とともに歩み、頼りにされる商工会を

目指して、役職員一丸となって地域振興に尽力

して参ります。

　結びに、昨年12月１日に東北新幹線二戸駅及

びＩＧＲ二戸駅が開業20周年を迎え祝賀行事が

行われるなど、次なる伸展を期したところであ

ります。会員各位におかれましても、本業はも

とより地域振興に積極的に参画されるとともに、

今年一年が、皆様方にとって幸多き年となりま

すようご祈念申し上げ年頭のあいさつといたし

ます。

年頭のごあいさつ
二戸市商工会
　会長　生　内　雄　二
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 議案第１号　会員の加入承認について
　議長は事務局に説明を求め、事務局は、「会員の加入承認」については、令和４年７月15日から令和４
年10月13日までの間に加入申し込みのあった６事業所について内容説明を行った。
　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１号は全員賛成、可決承認された。

 議案第２号　令和４年度一般会計更正予算について
　議長は事務局に説明を求め、事務局は、「当初予算成立後にコロナ関連等に係る追加予算が発生したの
で、収入・支出それぞれ5, 991, 577円を増額し、収入支出の予算額を296, 059, 440円とする旨説明し、さ
らに別添説明資料を詳細説明し更正予算を提案する」旨説明した。
　熊野理事から７月以降、本会職員１名欠員状況にあるようだが、この１名分の人件費は予算に含まれて
いるのか質問があった。
　陳場事務局長は、欠員職員分人件費の予算は計上済みであり、欠員の補充については、今月中に会長の
面談を経て11月１日から新採用職員が配属になる予定である旨述べた。
　議長は、他にないか諮ったところ、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
された。

 報告第１号　会員の脱退について
　議長は事務局に説明を求め、事務局は、「令和４年７月15日から令和４年10月13日までの間の会員の脱
退４事業者と変更３事業者について」内容説明を行った。
　また、会員数の状況等について併せて説明・報告を行った。
　議長は、質疑を諮ったところ、異議なしの声のもと、報告第１号の質疑を閉じた。

 報告第２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
　議長は事務局に説明を求め、事務局は、「本件は令和４年９月28日の県連理事会で議決されたもので、
本理事会に報告するものであること、その主な改正内容について」詳細説明を行った。
　議長は、質疑を諮ったところ、異議なしの声のもと、報告第１号の質疑を閉じた。

令和４年度第３回理事会を開催
　二戸市商工会第３回理事会は、令和４年10
月14日（金）、午後４時から二戸市農村勤労福
祉センターにおいて開催されました。
　当日は、理事18名が出席し（うち１名がオ
ンライン出席）、開会にあたり、生内会長が
「今日は更正予算に係る議案を提案しており
ますので、忌憚のない意見をお願いする。」
旨のあいさつを述べました。

議　　事

報告事項

 ①令和３年度の経営発達支援計画の評価報告について
　議長は、その他について各理事及び事務局に何か発言ないかを諮り、事務局から第２回理事会で事業計
画策定件数に対する採択件数について質問がありましたので、改めて別紙資料により採択状況について報
告を行った。

その他
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消費税インボイス制度対策セミナーを開催
　「消費税インボイス制度対策セミナー」は、
令和４年10月21日（金）午後１時30分から午後
３時30分まで、二戸市シビックセンター２階
のカルチャールームにおいて会員31名が参加
し開催されました。
　このセミナーは、令和５年10月より消費税
の仕入れ税額控除の方式としてインボイス制
度が始まることへの対策として、開催された
もので、泉山殖税理士による「インボイス制度
の概要と対応について」と、二戸税務署より
「登録申請について」説明がありました。そ
の場で登録申請の受付けも行われました。

「事業計画作成セミナー」を開催
　今年度の「事業計画作成セミナー」は、令和
４年９月27日午後２時から午後４時まで二戸市
農村勤労福祉センターにおいて、岩手県商工会
連合会と本会の共催で開催されました。
　このセミナーは、新型コロナウイルス感染拡
大や原油価格の高騰の影響など厳しい経済状況
が続く中、販路開拓や生産性向上のための各種
補助金申請に不可欠な事業計画を策定し、売上
や利益の向上につなげることを目的に開催しま
した。
　講師は、事業計画策定支援の豊富な実績のある株式会社アイドリングトークの代表取締役伊
藤真一氏で、事業計画の作成イメージやリスク回避、損をしない制度活用などについて初心者
にもわかりやすく説明していました。
　当日は、二戸市内事業者の５名が参加し、熱心に受講していました。

 ②年末金融懇談会について
　陳場事務局長は、来る12月２日に年末金融懇談会を予定しているので日程確保をお願いしたい旨報告し
た。
　さらに、議長より山本理事と数名の理事に質問を考えてほしい旨お願いした。

 ③エネルギー懇談会視察研修について
　陳場事務局長は、エネルギー懇談会の視察研修で女川原発を予定しており理事の皆さんの参加をお願い
したところ、佐々木、大下、黒澤、新毛の４名の理事から参加があった。
　議長は、その他について、質疑を諮ったところなしの声あり、午後４時40分、第３回理事会の閉会を宣
言した。

●持続化補助金等の事業計画策定を希望する方は、商工会までお気軽にご相談ください。
※持続化補助金一般型　第 11回公募締切　令和５年２月下旬予定。
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あべはん感謝祭 抽選会

ワンコイン市 ハンドメイド販売

金田一温泉・九の市通りマルシェを開催
　10月29日（土）、例年開催しているイベント、マルシェを今年は金田一温泉・九の市通りマ
ルシェとして開催しました。
　九の市通りマルシェでは、24店舗が参加した「ワンコイン市」が九の市通り商店街で開催
されました。当日は、にのへ共通商品券が 308名に、入浴券が 10名に当たる抽選会が行われ
大勢の方が行列を作りました。
　また、「ギャラリーはんこう」では、ハンドメイド事業者が16店出店したほか、つまみ細
工展示会が行われました。そのほか、空き店舗への臨時出店が５店、市日業者10店がイベン
トに参加しました。
　さらに、「あべはん秋の感謝祭」があべはんグループ本社前で行われ、食品販売、飲食
ブース、ダンス、民謡、武将隊などのステージイベント等で盛り上がりました。
　金田一温泉マルシェでは、りんごと地場産品の販売が「カダルテラス金田一」において行
われました。

　インボイスを発行するためには、登録申請が必要となります。
　また、すでに令和３年10月からインボイス発行事業者の登録申請が始まっており、制度開
始時の令和５年10月から導入する場合は、令和５年３月31日までに登録を終える必要があり
ます。
　免税事業者も課税事業者もすべての事業者に影響するものですので、不明な点がありまし
たら商工会までお問合せください。
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年末金融懇談会を開催
　年末の中小企業に対する金融支援が円滑に行
われるよう金融機関に要請するため、「年末金
融懇談会」を12月２日（金）午後４時から二戸
パークホテルにおいて開催しました。
　当日は、市内金融機関代表者５名と信用保証
協会二戸支所長、二戸市長、二戸市産業振興部
長、商工会役員17名が出席し、生内会長のあい
さつの後、岩手県信用保証協会の佐藤二戸支所
長より「二戸支所管内の資金需要と保証状況に
ついて」、二戸市の泉山産業振興部長より「二
戸市融資制度の貸付状況等について」説明がありました。
　その後、生内会長が座長となり市内金融機関と懇談を行いました。
懇談会では、生内会長より「誘致企業は景気が良いという話も聞いているが、二戸の景況感は

商工会に対する助成等について二戸市長へ要望
　令和４年11月22日（火）生内会長他副会長、
専務理事が二戸市役所を訪れ、藤原市長に商工
会の財政基盤強化対策としての助成措置拡充や
商工対策など５項目について要望を行いました。
　二戸市からは、藤原市長、産業振興部長らが
出席、生内会長から要望内容を説明、要望書を
手渡し、商工会の役割を十分にご理解の上、助
成措置の拡充強化、商工会の運営・事業推進等
の一層の支援を求めました。

要望事項は次のとおりです。
①コロナ禍の長期化及びコスト増加対策による事業継続支援の強化について
②中小・小規模振興条例の制定など地域の総力を挙げた中小・小規模事業者支援体制の強化に
　ついて
③経営発達支援計画及び事業継続力強化支援計画の策定・推進に対する連携強化について
④令和５年度商工会補助金の拡充・強化について
⑤商店街等地域商業機能の維持・活発化について
⑥中小・小規模事業者の経営基盤の強化について
⑦金融支援の強化について

【要望に対するコメント】
　藤原市長から「コロナ後の地域経済の振興に取り組んでまいりますが、商工業者の方々が
困っていることを支援していきたい。振興条例については、まちづくりとの兼ね合いで整備を
検討しながら今後につなげていきたい。各種課題解決に向けて、商工会と連携を図りながら対
応していきたい。」とのコメントがありました。
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にのへ横断呑喰スタンプラリーを開催中!
のみ くい

のみくいのみくい

　今年も二戸市内の飲食店の魅力発信と新型コロナウ
イルス感染症の影響により客足の減少する市内飲食店
の振興を目的として、市民等が二戸市内飲食店でスタ
ンプラリー参加店の対象メニューを食べ歩きし、スタ
ンプを集めると地場産品等の景品が当たる「にのへ横
断呑喰スタンプラリー」を開催しています。

主な内容は下記のとおりです。
①開催期間
令和４年12月１日（木）～令和５年１月31日（火）
②景品内容　６地区の参加店飲食店ごとに地区飲食店
スタンプ１個を押印。異なる地区のスタンプを３個以
上集めた応募者に、抽選で６００名様に総額８０万円相
当の地場産品をプレゼント。（景品のコースは、スタ
ンプ３個、スタンプ４個、スタンプ５個の３コース）
③応募締切　令和５年２月１日（水）消印有効
※応募多数の場合は抽選となります。抽選予定令和５
年２月中旬。

　その後、生内会長が座長となり市内金融機関と懇談を行いました。
　懇談会では、生内会長より「誘致企業は景気が良いという話も聞いているが、二戸の景況感は

どうか。」との質問があり、これに対し岩手銀行成田支店長は、「やはり中央とは違い人口
減やいろいろな課題がある中でよいとは言えない状況である。二戸の融資実績が減少してい
るのは、前年コロナ融資が多かったためであるが、今後は融資も増えてくると思われる。」
と回答。
　続いて、山本理事より「コロナ、エネルギー高などの経済情勢の中で、金融機関から提案
できる商品はないか。」という質問があり、岩銀浄法寺菊池支店長より、「電気料の高騰に
ついては、風力や太陽光発電などを紹介している。」との回答があった。
　次に、荒谷理事より「コロナ、エネルギー、原材料高に対する支援事例があれば聞きた
い。」との質問あり。これに対し東北銀行金野支店長は、「地方の金融機関として、三方よ
しの考え方で事業継続伴走型支援を行っている。」と回答。
　また、五日市理事より、「旅館業を経営しているが、外部目線で見た二戸の観光に対して
もっとここを活かせればというものはないか。」との質問あり。
　北日本銀行藤原支店長は、「観光資源はかなりあると思われるが、それぞれ市町村ごとに
単独でやっているので、県北として横のつながりを生かした展開があればよいと思う。」と
回答。
　盛岡信用金庫菅原支店長は、「田舎は田舎の良さがある。今ある見せたいものが共有でき
ていない。大きいエリアでやれる仕組みが良い。」との発言あり。
　岩手銀行成田支店長は、「観光面では、温泉、食べ物、九戸城などもっとＰＲできない
か。」との発言あり。
　藤原二戸市長は、「古いものにみがきをかけて、本物をつくる。単発では負ける。５年後、
10年後に向けて目標をもって作っていく。」と発言。
　最後に、金融機関に対して「年末金融支援体制の強化に関する要請書」を生内会長と藤原
二戸市長が連名で要請書を手渡し、懇談会を終了しました。
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●商工会では、上記以外にエキスパートバンク等の専門家派遣事業を行っておりますので、
　お気軽にご相談ください。

新任職員の紹介新任職員の紹介
　令和４年７月から１名の欠員となっていた本会職員について、新任の職員が
赴任いたしましたので、お知らせします。

　このたび、二戸市商工会に配属になりました澤村海斗です。
　少しでも早く、会員の皆様のお役に立てるよう日々精進して参りますので、何卒宜
しくお願いいたします。

11月１日付新規採用者
主事 (経営支援員 ) 澤　村　海　斗

か い と

岩手県最低賃金が改正されます!岩手県最低賃金が改正されます!
　岩手県最低賃金が、令和４年10月20日（木）から
時間額８５４円 となります。
・岩手県内で働くパートタイマー・アルバイト等を含む全
　ての労働者に適用されます。
・賃金額が時間額８５４円を下回っている場合は、発効日
　以降の賃金額が８５４円以上となるよう是正する必要が
　あります。
・岩手県最低賃金のほか、特定（産業別）最低賃金にもご留
　意ください。
・最低賃金の改正に伴い、業務改善助成金の制度の要件緩
　和・拡充を図っておりますので、積極的にご活用くださ
　い。
詳細は、岩手労働局ホームページをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/

中小企業１１９専門家派遣事業のご案内中小企業１１９専門家派遣事業のご案内

　中小企業１１９は、中小企業、小規模事業者のための経営相談と専門家派遣事業です。
事業者の皆様が抱える様々な経営課題に対して、支援機関が専門家を派遣して課題解決をサポート
します。
　経営課題で悩んだときは、まず支援機関に相談してください。
　詳細は、中小企業１１９ホームページをご確認ください。https//chusho119.go.jp/

お知らせ事項
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