
商工にのへ 令和３年５月10日発行

第141号

◇商工会のうごき　令和２年度第５回理事会を開催、にのへ呑み喰いスタンプラリーを開催
◇お知らせ事項　一時支援金事前確認のご案内、地域企業経営支援金支給事業について、事業
　再構築促進事業について、小規模事業者持続化補助金のお知らせについて、商業登記電子
　証明書の取得方法について、ＧｏＴｏＥａｔキャンペーンの延長について、令和３年度の保険料
　が変わりました、珠算検定結果について、事務局職員の異動について、会員事業所等表彰受付
　のお知らせについて、総額表示について

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



令和２年度　第５回理事会を開催
　令和３年３月26日（金）、第５回理事会が午後４時から二戸ロイヤルパレスにおいて開催さ
れました。
　第５回理事会には、役員27名中22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　給与規程の一部改正について

 報告第３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４号　就業規則の一部改正について

 報告第５号　商工会臨時職員に関する就業規程の一部改正について

 報告第６号　事務処理規程の一部改正について
　事務局より、報告第１号～報告第６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２年11月13日から令和３年３月25日までの間に加入申込
があった６事業所について加入が承認されました。

議案第２号　令和２年度一般会計更正予算について
　令和２年度一般会計更正予算については、年度途中で新型コロナ対策関連事業が加わり、大幅
な予算更正になったこと等を中心に主な変更点について説明を行いました。
質疑を諮ったところ異議なしの声のもと採決の結果、第２号議案は全員賛成、可決承認されました。

第３号議案　令和２年度特別会計更正予算について
　令和２年度特別会計更正予算については、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、第３号議案は全員賛成、可決承認されました。

議　　事

報告事項

 協議１　令和３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３年度通常総会及び観桜会の日程について
　協議１について議長は事務局に説明を求め、事務局案として４月28日に開催したい旨を説明し、
質疑を諮ったところ全員異議なく了承されました。
　続いて、協議２について議長は事務局に説明を求め、事務局よりコロナ禍における６つの総会
開催方法を説明し質疑を諮ったところ、「感染対策を講じた上で例年通り総会を開催する」が妥
当だという意見があり、全員異議なく了承されました。
　また、観桜会については事務局より新型コロナウイルス感染症の影響拡大の状況をふまえ、今
年は開催を見送ることとしたい旨を述べ、出席者も全員異議なく了承されました。

そ の 他
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　二戸市内飲食店では、新型コロナウイルス感染症の
拡大による外出自粛などで客足が減少し、事業継続に
影響が出ていることから、市内飲食店の需要喚起を図
るため、参加店で飲食をしてスタンプを集めると地場
産品が当たるイベントとして「にのへ呑喰スタンプラ
リー」を開催しました。
　今年は、昨年の「にのへごはんスタンプラリー」の
参加店に加えて夜のバー・スナック等の飲食店も併せ
て70店が参加、国のＧｏTｏEatに合わせて感染症対
策を図りながら、下記の実施期間で行われました。

にのへ呑喰スタンプラリーを開催

　令和３年１月に11都道府県に発令された緊急事態宣言により影響を受けた中小法人・個人
事業者等に一時支援金が給付されます。（申請期間2021年３月８日（月）～５月31日（月））
　対象要件や申請方法などについては、一時支援金ＷＥＢサイトをご確認いただくか、一時
支援金窓口までお問合せください。
　本会では、本支援金の申請に当たり必要な「登録機関の事前確認」を会員事業所に限り
行っております。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金「事前確認」のご案内緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金「事前確認」のご案内

【問合せ先】一時支援金事務局相談窓口
　ホームぺージ　https：//ichijishienkin.go.jp
　ＴＥＬ　0120－211－240

〈 対象要件や申請方法について 〉

【問合せ先】二戸市商工会　ＴＥＬ　23－4361
〈 事前確認について 〉

　応募状況は、５つのコース合わせて１回目１７５名、２回目４４１名、合計６１６名の
応募があり、好評のうちに終了しました。

実施期間

１回目　令和２年12月１日（火）～令和３年１月22日（金）
２回目　令和３年１月22日（金）～令和３年３月22日（月）

一時支援金相談窓口
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お知らせ事項
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　新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けている県内中小企業者に対する新たな支援策として、
減収により厳しい状況にあっても、感染症対策の徹底や業態転換等に取り組みながら事業を継続しよ
うとする事業者を支援する事業です。
　感染症対策の補助金として、岩手県が商工団体を通じて要件を満たす中小企業者に支援金を交付す
るものです。

県内に店舗を有し、小売業、飲食業、サービス業 を営む中小企業や個人事業主

地域企業経営支援金支給事業について地域企業経営支援金支給事業について

中小企業等事業再構築促進事業についてのご紹介中小企業等事業再構築促進事業についてのご紹介

※50％以上減少し、３か月の合計額も前年対象月よりも減少していること が必要です。

※１事業者あたりの支援金は、売上減少額と申請限度額のいずれか低い額になります。

《制度概要》
【支給対象者】

【申 請 期 限】

ア　令和１年11月～令和２年３月と令和２年11月～令和３年３月の中で、３か月同士の
売上・合計額を比較し、いずれか１ヶ月の売上が前年同月比で50％以上減少※、又は連続
する３ヶ月の売上合計が前年同月比で30％以上減少していること
イ　感染症対策に取り組んでいること　など

【支 給 要 件】

　新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編等の経費の一部を補助する事業再構築促進事業
が令和３年３月26日に公募開始されました。
　公募は１回ではなく、令和３年度さらに４回程度実施予定です。

　中小企業等で売上高の減少や事業計画の策定、補助事業終了後に
付加価値の増加等の要件があります。

【対象要件】

2/3、100万円～6,000万円（中小企業、通常枠の場合）
【補助率・補助額】

対象期間内の前年同期との 売上差額（減収額）について、１店舗当たり40万円を上限として
支給（複数店舗を経営する事業者にあっては、法人２００万円、個人１００万円を上限）

※支援金の申請にあたっては、はじめに募集要項を取得し、内容を確認ください。
　募集要項は、岩手県又は二戸市商工会のホームページからダウンロードするか商工会の窓口
で取得できます。
　申込・問い合わせは、店舗、事業所が所在する商工会まで。

【支　給　額】

令和３年６月30日（水）まで

事業再構築促進事業
相談窓口
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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お知らせ小規模事業者持続化補助金のお知らせ
　本補助金は、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
であり、「一般型」と「低感染リスク型ビジネス枠」の２種類があります。
　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。

商業登記電子証明書の取得方法について商業登記電子証明書の取得方法について
登記所で発行している会社・法人の代表者等に関する電子証明書（商業登記電子証明書）の取得方法
について

令和３年２月15日から商業登記電子証明書の発行のオンライン申請が開始されました。
オンライン申請には代表者の公的個人認証（マイナンバーカード）等の電子証明書のほか、法務
省が無償配布している「申請用総合ソフト」も必要です。詳しくは法務省ホームページをご覧く
ださい。

建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費、研修費、販売促進費等
※本事業の申請には「ＧビズＩＤプライムアカウント」の取得が必要です。アカウント発行に時間を
要します。あらかじめ取得手続きを行ってください。

【補助対象経費】

洋菓子屋にて持続化補助金を活用し、機械装置を導入し、新商品を開発。手作りチラシ、看板
ブラックボード、ＳＮＳを活用した販促ＰＲを実施した結果、目標売上に対して１０２％の達成率
につながった。

【活 用 事 例】

【補助上限・補助率】

お問合せ先：事業再構築補助金コールセンター
【ナビダイヤル】0570-012-088　【ＩＰ電話用】03-4216-4080
【受 付 時 間】9：00～ 18：00（土日祝祭日除く）

一般型　補助上限５０万円、補助率３分の２
低感染リスク型ビジネス枠　補助上限１００万円、補助率４分の３

【申 請 方 法】
補助金事務局へ書類の郵送またはＪグランツからの電子申請

【申請受付期限】
一　般　型
　第５回締切：令和３年６月４日、第６回締切：令和３年10月１日、第７回締切：令和４年２月４日
低感染リスク型ビジネス枠
　第２回締切：令和３年５月12日、第３回締切：令和３年９月８日、第４回締切：令和３年11月10日
　第５回締切：令和４年１月12日、第６回締切：令和４年３月９日

【想定される活用例】
・ウェブサイト作成や更新　　　　・新たなサービス提供のための製造・試作機械の購入
・新たな販促用チラシの作成送付　・看板作成・設置

ＵＲＬ：http://ｗｗｗ.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html
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ＧｏＴｏＥａｔキャンペーンとは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出の自粛等の影響を
受けていながら予防対策に取り組んでいる飲食店と生産者を応援するキャンペーンです。このキャン
ペーンは、下記の期間まで延長されています。

・商工会では、飲食店等を応援するため１冊 5,000円分の
食事券を4,000円で販売しています。お１人様１回５冊
まで購入できます。
・食事券面には令和３年３月31日まで有効と記載されて
いますが上記期間まで利用できます。
・岩手県内の「いわてＧｏＴｏＥａｔキャンペーン取扱店」
のステッカーのある飲食店で利用できます。詳しくは
ホームページでご確認ください。

ＧｏＴｏＥａｔキャンペーンの延長についてＧｏＴｏＥａｔキャンペーンの延長について

協会けんぽ岩手支部加入の被保険者の健康保険料率と介護保険料率は令和３年３月分（４月納付分）
より以下のとおり改定されました。

令和３年度の保険料率が変わりました令和３年度の保険料率が変わりました

いわてＧｏＴｏＥａｔキャンペーン事務局
〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通４番４号　飲食店用問合せ先 TEL 019-624-5050
ＨＰアドレス  http:www.iwate-gotoeat.jp

9.74%

販売期間　令和３年５月31日（月）まで
利用期間　令和３年６月30日（水）まで

健康保険料率

※健康保険料と介護保険料は、労使折半となります。
※40歳から 64歳までの方（介護保険第２号被保険者）には、健康保険料率に介護保険料率
　が加わります。
※賞与については、支給日が３月１日分から変更後の保険料率が適用されます。

【お問合せ先】全国健康保険協会（協会けんぽ）岩手支部　TEL 019－604－9018

現行
9.77%

0.03％引き下げ
（岩手支部）

令和３年３月分
（４月納付分）から

1.80%
介護保険料率 現行

1.79%
0.01％引き上げ

（全国一律）

令和３年３月分
（４月納付分）から
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　本会では、令和３年度において下記に係る表彰対象者の申請を受付する予定です。

　第200回全国商工会珠算検定試験は、令和３年２月21日、二戸市商工会２階会議室において実施
され、３月３日に合格者の発表がありました。
　今回は、最年少者10歳の受験生を含め５名が合格しました。
　さらに上級を目指して頑張ってください。

　このたび、４月１日付の定期人事異動で洋野町商工会勤務を命ぜられ、過日着任
いたしました。
　二戸市商工会在任中は、役職員をはじめ会員の皆様には公私とも一方ならぬ
ご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。
　二戸での経験を活かし新任地でも頑張る所存でございますので、今後ともご指導、
ご鞭撻を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

事務局職員の異動について事務局職員の異動について

合格おめでとうございます

【１級合格者】中　村　凛　花　　新　田　真陽菜
　　　　　　　中　村　花　香　　宮　本　りのん

【２級合格者】小　林　こゆき

令和３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日付け異動者
主事（経営支援員）

異動先：洋野町商工会　主事（経営支援員）

小笠原　雅　紹

　今回、二戸市商工会に配属になりました佐藤幹祥です。
　不慣れではありますが、会員の皆様のお役に立てるよう精進いたしますので、
よろしくお願いします。

４月１日付け新規採用者
主事（経営支援員）佐　藤　幹　祥

み さ き

①本年４月１日現在で、本会会員事業所に在籍する従業員等の、功労者・功績者・勤続
功労者表彰の申請
②本年１月１日～12月31日の期間において、10周年、20周年、30周年等、10年を単位と
する創業・創立記念にあたる会員事業所の表彰の申請

　※詳細については、後日、会員事業所に郵便で発送致します。

【対 象 表 彰】
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令和３年４月１日より、税込価格の
表示（総額表示）が必要になります！

◇ 総額表示に《該当する》価格表示の例

10,780円 10,780円（税込） 10,780円（うち税980円）

10,780円（税抜価格9,800円） 10,780円（税抜価格9,800円、税980円）

9,800円（税込10,780円）

■ 総額表示に《該当しない》価格表示の例
9,800円（税抜） 9,800円（本体価格） 9,800円+税

※ 平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により、令和３年３月３１日までは
上記のような価格表示も認められていますが、令和３年４月１日以後は、総額表示が必要にな
ります。

※ 税込価格10,780円（税率10％）の商品の例

ｰ 事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。

ｰ 店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、
どのような表示媒体でも、対象となります。

消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、

ｰ 支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにし、

ｰ 価格の比較も容易にできるよう、

総額表示義務は、平成16 年４月より実施されているものです。

税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格
を併せて表示することも可能です。

財務省


