
商工にのへ 令和２年９月１日発行

第１３9号

◇商工会のうごき　令和２年度第２回理事会を開催、安定的な雇用の確保等に関する要請
　働き方改革等無料相談会の開催
◇お知らせ事項　新型コロナウイルス感染症に伴う影響調査について（６月分）抜粋、新しい
　生活様式に対応した感染症対策を支援します、家賃支援給付金の申請受付が始まりました、
　各種補助金等のご案内、のぼり・ミニのぼりを贈呈、全国商工会珠算検定試験１級満点合格、
　商工会女性部がマスクを作成・寄贈、二戸市商工会創立60周年事業について

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２回理事会を開催
　令和２年度第２回理事会は、令和２年７
月10日（金）、午後５時から二戸パークホ
テルにおいて開催されました。
　理事会に先立ち、珠算検定満点合格者の
三角佳乃さん（中央小５年）と商工貯蓄共
済加入推進運動の優良職員表彰の本会中島
職員への賞状の授与式が行われました。

　当日は、役員27名中18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。

安定的な雇用の確保等に関する要請について
　令和２年６月25日（木）午後２時、二
戸市と県北広域振興局、二戸公共職業安
定所、県立高等学校長協会が本会を訪れ、
生内会長が下記のとおり「安定的な雇用
の確保等」の要請を受けました。
　内容は、コロナ禍の中で二戸管内の雇
用情勢は依然として厳しい状況が続いて
おり、新規学卒者の地元就職希望が多い
中、会員企業に対して「新規学卒者の採
用枠の確保」、「安定的な雇用の確保」、

 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５月８日から令和２年７月９日までの間に加入申込
があった５事業所について加入が承認されました。

 議案第２号　二戸市商工会会員増強運動実施の決定ついて
　会員増強運動による組織率の向上のため、新規会員28会員以上を目標とする組織強化運動実施
要領案を提案し、承認されました。
　なお、取り組みにあたっては、令和２年７月１日から令和３年３月31日まで役職員各１会員以
上の加入促進を行うことになりました。

 報告第１号　会員の脱退について

 報告第２号　令和元年度経営発達支援計画の評価報告について
　事務局より、報告第１号、報告第２号について説明があり、了承されました。

議　　事

報告事項

商工にのへ 2020.９ 第139号２



「多様な人材の雇用の場の確保」、「女性の活躍促進に向けた雇用環境の確保」、「働き方
改革に向けた取り組みの推進」についてご配慮願いたいというものです。
　生内会長は、「経済活動が低迷している中でも、元気のある事業部門に雇用の安定確保を
要請しながら、商工会としての役割を果たして参りたい」旨のあいさつを述べました。

働き方改革等無料相談会を開催
　「働き方改革等無料個別相談会」は、
令和２年６月12日・19日・26日の３日間
にわたり午前10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
県働き方改革推進支援センターとの共催
で開催されました。
　当日は、岩手県社会保険労務士会所属
の社会保険労務士の田中実弥穂氏が講師
となり、「コロナ対応による雇用調整助
成金などの補助金・助成金等の活用につ
いて」、「コロナ対応下での職員雇用について」、「働き方改革関連法への対応」、「有給
休暇の取得義務化への対応」等について、参加企業８社が個別に相談を受けました。
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新型コロナウイルス感染症に伴う影響調査について（６月分）抜粋

※本会では、国、県、市町村との連携を図りながら、新型コロナ
感染症対策関連の施策情報を郵送や会報、窓口相談等で会員事
業所の皆様に情報提供しております。
　不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
　また、相談にあたっては飛沫感染対策として、非接触消毒液ポ
ンプスタンドやビニールシート、マスクも完備して対応いたし
ますので、あらかじめご了承ください。

●「すでに影響の出ている事業者」は、「かなり影響が出ている」２２.８％、「影響が出てい
る」３７.９％を合わせると６０.７％となり、「今後影響が出る可能性がある」が２２.５％で
した。
●業種別では、「かなり影響が出ている」、「影響が出ている」を合わせると宿泊業が１００.０％、
飲食業が８８.２％、小売業が７１.７％、サービス業が６０.２％となっています。

●「今後、国、県などへ要望する支援策」では、「売上減少事業者への補助金」が３０.７％と
最も多く、次に「減税措置」が２２.３％、「借入の支援」が１０.８％、「設備投資・販路開
拓支援」が９.８％、の順となっています。
●「国・県・市町村の支援策のうち、活用したもの」では、「持続化給付金」が３８.５％、
「制度融資など金融支援策」が３２.８％、「雇用調整助成金」と「感染症対策補助金」が同
じ割合で９.９％となっています。

　調査期間は、令和２年７月10日から７月17日まで行われ、６４７事業者にアンケートを配布し、
３３８者から回答がありました。回収率５２.２％でした。
主な調査結果は以下のとおりです。

お知らせ事項

【前回、前々回の調査と比較】

①かなり影響が出ている 28.7%

４月分

②影響が出ている 28.7%

③今後影響が出る可能性がある 30.5%

④影響はない 11.0%

29.0%

５月分

34.5%

20.7%

15.8%

22.8%

６月分

37.9%

22.5%

16.9%

－6.2%

５月／６月
の比較増減

3.4%

1.8%

1.1%

傾　向
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【対　象　者】
　①中小企業者又は個人事業主

　②来店型の店舗を県内に有する事業者

　・飲食業　・小売業　・サービス業　・鉄道及び道路旅客運送業

　※中小企業者を構成員とする団体も可

【補　助　額】
　補助対象経費について、１０万円を上限に実費（実際に支払った

　金額）を補助します。

【補助対象期間】
　令和２年４月～１２月

　※令和２年４月１日以降で交付決定前に着手した経費も支払いの確認ができれば対象とします。

【お申込み・お問い合わせ先】
　二戸市商工会本所 ＴＥＬ２３－４３６１、浄法寺支所 ＴＥＬ３８－２４１６

　「令和２年度岩手県補正予算地域企業感染症対策等支援事業費補助金」が
７月10日より商工会が窓口となり受付が始まりました。
　この補助金は、事業者の皆さんが各種業界団体の定めるガイドライン等に
沿って取り組む感染症対策「飛沫感染防止のためのアクリル板やビニール
カーテン、非接触式体温計や消毒液の購入」などの経費を補助するものです。
　また、飲食店が新たに業態転換（テイクアウトや宅配等）に要した経費も
対象です。

●国の「持続化給付金」について、電子申請の手続きが困難な事業者の皆様を対象とした
　申請サポート窓口を開設しています。（上記の連絡先まで事前に電話予約必要。）

　令和２年７月14日より「家賃支援給付金」のオンライン申請が始まりました。
　「家賃支援給付金」は、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃
（賃料）の負担を軽減する給付金です。

支給対象（①、②、③をすべて満たす事業者）
①資本金１０億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、
　フリーランスを含む個人事業者
②５月～１２月の売上高について
　・１カ月で前年同月比▲５０％以上または、
　・連続する３カ月の合計で前年の同月比▲３０％以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料の支払い

家賃支援給付金の申請受付が始まりました。家賃支援給付金の申請受付が始まりました。

補助金上限
10万円
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新しい生活様式に対応した感染症対策を支援します新しい生活様式に対応した感染症対策を支援します



　法人に最大６００万円、個人事業者に最大３００万円を一括支給。算定方法⇒申請時の直近１カ月
における支払賃料（月額）に基づき算定した給付額（月額）の６倍

法　　　人

項　目

７５万円以下

補助金名

ものづくり補助金

第４回締切日

令和２年11月26日

第５回締切日

令和３年２月（予定）

補助金名

持続化補助金

第３回締切日

令和２年10月２日

第４回締切日

令和３年２月５日

補助金名

ＩＴ導入補助金

第７次締切日

令和２年９月30日

支払賃料（月額）

支払賃料×２/３

７５万円超 ５０万円＋［支払賃料の７５万円の超過分×１/３］
※ただし、１００万円（月額）が上限

個人事業者

３７.５万円以下 支払賃料×２/３

３７.５万円超

生産性革命推進事業

ものづくり補助金

２５万円＋［支払賃料の３７.５万円の超過分×１/３］
※ただし、５０万円（月額）が上限

給付額（月額）

■ 給付額

■ 公募スケジュール
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新製品・サービス・生
産プロセスの改善に必
要な設備投資等を支援

持続化補助金

経営計画を作成して取
り組む販路開拓の取組
等を支援

ＩＴ導入補助金

ＩＴツール導入による
業務効率化等を支援

対　　象

通常枠

中小企業・小規模事業
者等

小規模事業者等 中小企業・小規模事業
者等

補
助
上
限
・
補
助
率

1, 000万円・1/2
（小規模事業者 2/3）

50万円・2/3
【事業再開枠】追加
50万円・10/10

450万円・1/2

特別枠
（類型Ａ）

1, 000万円・2/3
【事業再開枠】追加
50万円・10/10

100万円・2/3
【事業再開枠】追加
50万円・10/10

450万円・2/3

特別枠
（類型Ｂ・Ｃ）

1, 000万円・3/4
【事業再開枠】追加
50万円・10/10

100万円・3/4
【事業再開枠】追加
50万円・10/10

450万円・3/4

※特別枠の申請要件　類型Ａ：サプライチェーンの毀損への対応　類型Ｂ：非対面型ビジネスモデルへの転換
　類型Ｃ：テレワーク環境の整備

各種補助金等のご案内
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■ 二戸市の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業者支援

制度名

① 8月補正予算追加分

対象者・要件等 補助金額又は給付金額

新事業展開等支援補助金 新しい生活様式に対応した業種転換や、
勤務形態の多様化、感染症対策や新事
業展開、地域の資源を活用した魅力向
上など、コロナ禍に対応した事業展開
への支援

費用の 4/5を支援
補助上限 50万円

地域イベント等開催支援
補助金

感染症に配慮しながら地域内で開催す
る小規模イベントの開催経費を支援。
対象は、地域団体、商店街団体、複数
の事業者で構成するイベント主催者。

経費 4/5を支援
補助上限 30万円

制度名

② 持続化特別給付金（６月より継続分）

対象者・要件等 補助金額又は給付金額

持続化特別給付金
（国の持続化給付金の対象
とならない事業者）

①１ヶ月の売上が前年同月比で30％～
　50％未満減収事業者。
②令和２年３月から申請月の前月まで
　の売上が50％以上減収していない事
　業者

20万円

●問い合わせ先　二戸市商工観光流通課　ＴＥＬ43－3213

　令和２年６月９日ちっちや食堂において、「おうちでにのへごはん」の「のぼり・ミニのぼり」
の贈呈式が行われました。
　この「のぼり・ミニのぼり」は、市内
の㈱オノデラサインからテイクアウト
事業を応援するため無償提供されたも
のです。
　この贈呈式の後、「おうちでにのへ
ごはん」参加店４８店に配布されました。
　ぜひ、テイクアウトで市内の飲食店
をご利用ください。

商工会の話題

のぼり・ミニのぼりを贈呈のぼり・ミニのぼりを贈呈 ㈱オノデラサインより無償提供



　全国商工会珠算検定試験は、全国商工会連
合会と都道府県商工会連合会が主催して全国
の商工会地区で行われています。
　このたび、第１９６回全国商工会珠算検定試
験（令和２年２月実施）において、三角佳乃
（みすみかの）さん（中央小５年・沢藤珠算
教室）が見事満点で１級合格者となりました。
　令和２年７月１０日二戸パークホテルで開催
された第２回理事会において、生内会長より
賞状が授与されました。おめでとうございます。
　今回は、全国で９５１名が試験を受け、うち満点合格が２名という快挙でした。

全国商工会珠算検定試験１級満点合格　三角佳乃さん（中央小５年）全国商工会珠算検定試験１級満点合格　三角佳乃さん（中央小５年）

　二戸市商工会女性部は、令和２年６月１７日
（水）午後２時から二戸市社会福祉協議会に
おいて、女性部部員が製作したマスク２７０枚
の寄贈を行いました。
　このマスクは、新型コロナウイルス感染症の
影響が続く中、介護関係の仕事に従事される
方々にご活用いただくため、商工会女性部の
部員が社会貢献事業として作成したものです。
　当日は、荒川部長、込山副部長、内沢副部
長の３名が二戸市社会福祉協議会の山口金男
会長に女性部手作りのマスクを贈呈しました。

商工会女性部がマスクを寄贈商工会女性部がマスクを寄贈

合格おめでとうございます

二戸市商工会創立６０周年記念事業について
　本年は、商工会法施行60周年にあたり、10月２日に記念式典、及び記念講演会を開催する
予定でしたが、岩手県内における新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止となりましたの
で、お知らせします。
　なお、永年勤続従業員表彰並びに記念誌発刊は予定通り行います。
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