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◇商工会のうごき　令和３年度第61回通常総会を開催、令和２年度第２回経営発達支援事業評価
　委員会を開催、安定的な雇用の確保等に関する要請について
◇お知らせ事項　新型コロナウイルス感染症に係る支援策について、二戸市のコロナ対策支援給付
　金等のお知らせについて、小規模事業者持続化補助金のお知らせについて、新型コロナウイルス
　感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の延長について、いわて飲食店安心認証制度について、
新型コロナ関連融資の期限延長について、食品営業制度が大きく変わります、中小企業退職金

　共済制度のお知らせについて

◇商工会のうごき　令和３年度第61回通常総会を開催、令和２年度第２回経営発達支援事業評価
　委員会を開催、安定的な雇用の確保等に関する要請について
◇お知らせ事項　新型コロナウイルス感染症に係る岩手県の支援策について、小規模事業者持続化
補助金のお知らせについて、新型コロナ関連融資の期限延長について、食品営業制度が大きく

　変わります、中小企業退職金共済制度のお知らせについて

主 な 内 容

総会に先立ち、令和３年２月21日に実施された第
200回全国商工会珠算検定試験において１級満点
合格者となった福岡中学校の新田真陽菜さんに表
彰状と記念品が生内会長より授与されました。

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

珠算検定満点合格の賞状の授与

第61回通常総会

全国商工会珠算検定で１級満点合格の快挙！



令和３年度　第６１回通常総会を開催
　二戸市商工会第61回通常総会が、去る令和３年５月
21日に、二戸市長、岩手県議会議員、県北広域振興
局副局長をはじめ多数のご来賓のご臨席と多くの会
員各位の出席のもと、充分な感染症対策を講じた上
で、二戸ロイヤルパレスにおいて開催されました。
　当日は、総会に先立ち生内会長よりあいさつが
あり、続いてご来賓の方々よりご祝辞を賜り、祝電
披露の後、議長に國分隆史氏を選出し、議案の審議
に入りました。

　総会議案については、令和２年度事業報告収支
決算書のほか令和３年度事業計画並びに収支予算書
など９議案が提出され、全議案が原案通り承認・決定
されました。
　また、任期満了に伴う役員改選が行われ、新役員
27名が選任されました。
　任期は、令和３年６月１日から令和６年５月31日
までとなります。

新役員の紹介
生内　雄二（再）会　　長

佐々木春彦（再）副 会 長

大下　政美（再）副 会 長

古舘　聖人（再）専務理事

中田　勇司（再）常任理事 堀内　正人（再）常任理事 黒澤　一史（再）常任理事

久慈　浩介（再）常任理事 内沢由美子（新）常任理事

畠山　和雄（再）理　　事 畑山　光男（再）理　　事 山口　光宏（再）理　　事

久保田幸夫（再）理　　事 新毛　國信（再）理　　事 阿部　繁之（再）理　　事

五日市　洋（再）理　　事 熊野　正城（再）理　　事 荒谷　拓和（再）理　　事

田口　厚子（新）理　　事 下斗米幸夫（新）理　　事 目時　孝彦（新）理　　事

小松　　豊（新）理　　事 丹野　明法（新）理　　事 山本　卓也（新）理　　事

大下　貴也（新）理　　事

金田一重雄（再）監　　事 高村　文昭（再）監　　事

議長：國分隆史氏

生内会長あいさつ
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最低賃金名 時間額（円）

【二戸市商工会経営発達支援事業評価委員会委員名簿】

【委員からの意見及び改善点】

所　　　属 役　　　職 氏　　　名

二戸市商工会 副会長 佐々木　春　彦

佐々木経営システム
研究所 代　表 佐々木　　　貢

岩手県北広域振興局
二戸広域センター 主幹兼地域振興課長 菊　池　辰　也

二戸市産業振興部 副部長兼商工観光流通課長 山　田　善　之

岩手県商工会連合会

１

２

３

４

５ 広域経営指導員 伊　藤　真　一

備　考

委員長

委　員

委　員

委　員

委　員

■令和２年度事業に対する意見
・事業計画策定支援件数は、82件となり目標を達成した。
・持続化補助金については、採択率も高く、公募回数が増えたため申請件数が増加した。
・コロナ禍にあっても需要動向の情報提供は増えている。
・コロナの影響は県単位でしか伝わっていないので、地域の現状を伝える必要がある。
・事業計画策定後のフォローアップ支援実績は重要なので、目指すべき支援の具体的実績を報
告すること。

■令和３年度に向けての改善点
・令和３年度もコロナの影響は続くと思われるので、Ｗｅｂ商談会等の販路開拓支援を継続し、
進捗状況についても委員会に報告すること。
・アフターコロナの新しい支援方法が開発される可能性もあるので、その状況も見据えていく
必要がある。
・令和４年度以降の次期経営発達支援計画の策定を令和３年度に進めることになるので、関係
機関と連携を図り、進捗状況を委員会に報告すること。

令和２年度第２回経営発達支援事業評価委員会を開催
　令和２年度第２回経営発達支援事業評価委員会
は、令和３年５月18日午後２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、委員長の佐々木春彦副会長、学識経験
者の佐々木貢氏、県北広域振興局菊池辰也地域振
興課長、二戸市産業振興部の山田善之商工観光流
通課長、岩手県商工会連合会伊藤真一広域経営指
導員の委員５名と事務局より陳場事務局長はじめ
４名が出席しました。
　評価委員会では、令和２年度の経営発達支援事業の評価について報告・協議し、事業の見
直しについて意見をいただきました。

佐々木春彦委員長あいさつ
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【お問合せ先】
県庁経営支援課
℡019－629－5543　担当：上野
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安定的な雇用の確保等に関する要請について

　令和３年７月２日（金）午前９時30分、二
戸市と県北広域振興局、二戸公共職業安定
所、県立高等学校校長協議会が本会を訪れ、
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」、「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」について配慮願いたいというものです。
　生内会長は、「コロナ禍で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。

【要請文】



地域企業経営支援金
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新型コロナウイルス感染症に係る支援策について新型コロナウイルス感染症に係る支援策について

令和３年４月から令和４年３月までの期間において、感染症対策や業態転換等に取り組みなが
ら事業を継続し、売上が前々年同月比で５０％以上減少又は連続する３か月の売上の合計が前々年
同月比で３０％以上減少している中小企業者等に支援金を支給。
【支 給 額】
１店舗当たり最大３０万円(１事業者最大１５０万円)

【対象業種】
卸売業、小売業(無店舗営業含む)、宿泊業、飲食業、その他サービス業(フリーランス含む)

【問い合わせ先】
二戸市商工会本所　TEL 23-4361、浄法寺支所　TEL 38-2416
●７月１２日より受付を開始します。
●６月３０日で終了した上限４０万円の地域企業経営支援金を受けていても申請可能です。
●内容が一部前回と異なる部分がありますので、募集要項等を確認ください。
●申請書類については、二戸市商工会ホームページ又は商工会窓口で取得してください。

お知らせ事項

１．持続化支援給付金事業

２．地域企業家賃支援給付金事業

・コロナ禍の中で事業を行っていくにあたり、売上が減少している事業者に対し、事
業者の経営継続を支援する。

二戸市のコロナ対策支援給付金等のお知らせについて二戸市のコロナ対策支援給付金等のお知らせについて

①要件　令和３年４月～12月までのいずれか１か月の売上が前々年同月比30％以上減少して
　　　　いる事業者に対し、給付金を給付する。
②対象事業者　市内に事業所を有する卸売業、小売業、飲食店、宿泊業、その他サービス業
③給付額　20万円(1事業者当たり)

・コロナ禍で収束が見えない中、事業を継続していくにあたり、固定経費が重くのし
かかるため、家賃等の固定経費に対し給付することで事業の経営継続を支援する。
①要件　令和３年４月～12月のいずれか１か月の売上が前々年同月比30％以上減少している
　　　　事業者に対し、当該事業用家賃等の２分の１を９か月分給付する。
　　　　ただし、年額で支払う賃料に対しては、12分の１を１か月とみなす。
　　　　賃貸借する関係が第三者の場合のみ対象とする。
②対象事業者　市内に事業所を有する事業者
③給付額　１か月上限１店舗10万円

３．岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給事業

・令和３年４月１日～令和４年３月31日までに貸付実行を行った「岩手県新型コロナ
ウイルス感染症対策資金」の貸付金に対し利子補給を行う。
①利子補給率　１.４％以内
②利子補給期間　融資実行の日から起算して２年以内



４．二戸市タクシー等利用促進事業
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●詳細は、二戸市商工観光流通課 (TEL 43-3213) までお問い合わせください。

・新型コロナウイルス感染拡大の影響で落ち込んだタクシーの利用促進、ワクチン接
種後の飲食・宴会利用及び高齢者の買い物支援による市内経済への波及効果のため、
岩手県タクシー協会二戸支部が市民対象に実施する利用促進事業について補助金を交付。
①チケット販売　３，０００円分のチケットを２，０００円で販売
②販売期間　交付決定後～令和４年２月まで

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。

　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】
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
　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

●申請にあたっては、事業計画の作成が必要となります。
●本会では、本会職員や専門家により事業計画作成を支援しています。
●申請を希望される方は、あらかじめ 事前相談 を受け付けています。
●また、商工会での書類確認作業が必要なため、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。

※持続化補助金のほか、ものづくり補助金、ＩＴ補助金、事業再構築補助金等の相談も行って
　おりますので、お気軽にご相談ください。
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新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の延長について新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の延長について
　新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少しても企業が休業させるなどして雇用を維
持した場合に、休業手当等の一部を助成する現行の「雇用調整助成金」特例措置について、
９月末まで延長となりました。
　また、休業手当が支払われない人を支援する「休業支援金」の申請期限は令和３年７月末
から令和３年９月末まで延長となりました。
　詳細は下記のサイトをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/r309cohotokurei_00001.html

全国の新規感染者数の増加が続く中、感染防止対策をより一層推進するため、岩手県においても
飲食店の認証制度を導入。

【経　　緯】

食品衛生法による飲食店の許可を受け、客席を設けて飲食を提供する県内の店舗(約９，０００)
※飲食部門のある宿泊施設等は対象となりますが、持ち帰り、宅配、仕出しのみで、客席を有し
ない施設は対象外となります。

【対象店舗】

①店舗からの申請に基づき現地調査の上、認証基準を満たす店舗を認証
※認証基準は県で定め、認証店には認証マークを交付
②認証店舗の名称や感染対策情報等を専用ホームページに公表

【制度概要】

国の認証基準４２項目のうち次の４項目は必須
①アクリル板等設置(座席の間隔の確保)、②手指消毒の徹底、③食事中以外のマスク着用の推
奨、④換気の徹底
岩手県基準　国の基準に追加して　カラオケ利用についての基準や来店者名簿作成等

【認証基準】

【申請方法】
申請書及び認証基準チェックシートに必要事項をご記入の上、下記まで郵送又は専用サイト
（https://iwate-ninshou.jp）から申請。6月28日(月)受付開始。

【送付先及び問い合わせ先】
いわて飲食店安心認証事務局 〒020-8777 岩手県盛岡市名須川町17-10  TEL 019-613-8009
受付時間10：00～17：00（土日祝日、年末年始を除く）

【認証制度に関する問い合わせ先】
県庁県民くらしの安全課　電話019-629-5363　受付時間 9：00～17：00（土日祝日、年末年始を除く）
●いわて飲食店安心認証制度の普及推進のため、認証を受けた店舗（中小事業者に限る）に
　支援金を給付いたします。

【 支 給 額 】
１店舗当たり１０万円 (認証マーク交付の際に申請書とチラシを同封)

【支援金申請窓口・お問い合わせ先】
〒020-0024  岩手県盛岡市菜園１丁目3-6　農林会館307号
地域企業経営支援金認証取得事業者支援事業事務局　TEL 019-601-3077 (申請は郵送のみ受付)
受付期間　令和３年７月12日(月) ～ 令和４年３月31日(木)

【支援金に関する問い合わせ先】
県庁経営支援課　TEL 019-629-5547　受付時間９：00～17：00 (土日祝日、年末年始を除く)

いわて飲食店安心認証制度についていわて飲食店安心認証制度について



日本公庫(中小事業)

３億円(実質無利子)
６億円(融資枠)

３億円(実質無利子)
６億円(融資枠)

6,000万円(実質無利子)
8,000万円(融資枠)

商工中金(危機対応融資) 日本公庫(国民事業)

貸付期間
(据置期間)

上 限 額
(併用可)

設備資金２０年以内、運転資金１５年以内
(据置期間は最大５年)

期　　限 当面今年前半まで → 当面年末まで(今回の措置事項)

新型コロナウイルス感染症の影響により最近１か月間の売上高が前３年のいずれか
の年と比較して一定程度減少すること
① ▲5％であれば低利融資
当初３年間：基準利率 ▲0.9％、４年目以降:基準利率
※中小事業・危機対応：1.11％→0.21％、国民事業：1.26％→0.36％
※令和３年４月１日時点、貸付期間５年、信用力や担保の有無にかかわらず一律

② さらに以下の要件を満たせば、利子補給を通じて当初３年間、実質無利子・
無担保融資　小規模の個人事業主：▲５％、小規模の法人：▲15％、その他：▲20％

要　　件

支援内容

新型コロナ関連融資の取扱期限の延長について新型コロナ関連融資の取扱期限の延長について
　新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者に対する政府系金融機関による実質無利
子・無担保融資について申込期限が延長となりました。
　「当面今年前半まで」とされている申込期限について、足下の感染状況や資金繰りの状況を踏
まえて「当面年末まで」延長 となります。
　本会でも、新型コロナウイルスの影響を受けている事業者に対して、日本政策公庫の融資制度
の斡旋を下記により行っております。

食品営業制度が大きく変わります!食品営業制度が大きく変わります!
　食の取り巻く環境の変化や国際化などに対応し、食品の安全を確保するため、食品衛生法が一部
改正されました。
　本改正は、令和３年６月１日から施行となり、食品等事業者について、営業許可制度が見直され
ると共に、営業届出制度が創設されました。

■政府系金融機関（日本政策金融公庫及び商工中金）による実質無利子・無担保融資の概要

●主な変更内容
①食品営業許可制度の見直し
　現在の３４許可業種が３２許可業種に変更されます。一部は届出業種に移行し、新業種が追加
されます。
②新しい「食品営業届出制度」のスタート　
　許可業種以外でも、営業を行う際には、あらかじめ保健所へ営業届出を行う必要があります。
　(一部の業種を除く)
③新しい衛生管理「ＨＡＣＣＰ」の義務付けと食品衛生責任者の設置対象施設の拡大
　営業許可・届出の対象事業者は「ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理」を実施し、施設ごとに食品衛生
責任者を設置する必要があります。
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カシオペア連邦建国３０周年記念
ロゴマークの活用について
カシオペア連邦建国３０周年記念
ロゴマークの活用について
　県北広域振興局長より、カシオペア連邦建国30周
年記念ロゴマークについて、周知依頼がありました
ので、お知らせします。
　なお、ロゴマークは商標登録を行っておりません
ので、使用の際には特段の申請等は不要です。
詳細は、県北広域振興局二戸地域振興センター

（ＴＥＬ0195-23-9205）までお問合せください。

●ご不明な点は、二戸保健所環境衛生課 (電話 0195-23-9219) までお問合せください。

Ｂ営業届出業種

Ａ営業許可業種

Ｃ届出対象外業種

１．食品又は添加物の輸入業
２．食品又は添加物の貯蔵業又は運搬業（常温品に限る。）
３．常温保存可能品の販売業（カップラーメン、ペットボトル飲料等）
４．器具又は容器包装の製造業（但し、プラスチックを原材料とするものは届出対象です。）
５．器具又は容器包装の輸入業又は販売業

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

豆腐製造業
納豆製造業
麺類製造業
そうざい製造業
複合型そうざい製造業
冷凍食品製造業
複合型冷凍食品製造業
漬物製造業
密封包装食品製造業
食品の小分け業
添加物製造業

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

菓子製造業
アイスクリーム類製造業
乳製品製造業
清涼飲料水製造業
食肉製品製造業
水産製品製造業
氷雪製造業
液卵製造業
食用油脂製造業
みそ又はしょうゆ製造業
酒類製造業

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

飲食店営業
調理機能を有する自動販売機に
より食品を調理し販売する営業
食肉販売業
魚介類販売業
魚介類競り売り営業
集乳業
乳処理業
特別牛乳搾取処理業
食肉処理業
食品の放射線照射業

食中毒のリスクを考慮し、公衆衛生に与える影響が著しい営業として
32業種が定められました。

営業届出対象とならない業種は、公衆衛生に与える影響が少ないと
して、決められた以下の５つの業種です。

・漬物製造業、液卵製造業、などが新たに許可業種となります。
・営業を行う際は、あらかじめ営業許可を取得する必要があります。
・現在、営業許可を取得している営業者であっても、令和３年６月１日以降の許可更新の際は、新しい
　施設基準に適合させる必要があります。

営業許可業種、届出対象外の業種を除く

すべての食品等事業者が対象です。
「Ａ 許可業種」と「Ｃ 届出対象外の業種」を除く食品を扱う営業は全て届出の対象です（但し、採取業
を除く）。
許可業種と併せ届出業種に該当する営業をする場合も、許可の取得とは別に届出をする必要があります。
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