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【令和２年分所得税・消費税確定申告個別相談会のご案内】

　２月上旬から３月中旬にかけて、本所および各支所において確
定申告個別相談会を実施いたします。確定申告に関する疑問を派
遣税理士が直接、お答えいたします。相談料は無料となっており
ます。尚、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、会場内の
混雑を防ぐために今回から完全予約制とさせていただきますので、
事前に必ず電話予約をお願い致します。
※詳しい日時・会場・予約等については、５ページをご覧ください。

主な記 事 会 議 か所 ら の お 知 ら せ

　１月４日、ホテルグランシェール花巻にて、当所主催の令和３年役員・議員等新年交賀会が開催
されました。今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、従来の５００人規模の新年交
賀会は中止とし、出席者を当所役員・議員・参与等に絞り、役員・議員等新年交賀会として開催さ
れました。　　　　
　当日は、３密を避けるため間隔を空けての着座方式とし、事業所から代表者１名の出席と限定す
るほか、感染防止対策を講じた上で実施されました。来賓の国会議員や県議会議員、岩手県県南広
域振興局をはじめ、上田市長（ビデオメッセージ）、当所役員・議員・参与を含め、１２２名の方々
が参加しました。
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　News  File　会議所の動き　

花巻経済の進展と新型コロナ終息を願う
～令和３年　役員・議員等新年交賀会～

　当所主催の令和３年役員・議員等新年交賀会が１月４日、ホテルグランシェール花巻にて開催されました。

　年頭挨拶で髙橋会頭は、「新型コロナウイルスの一日も早い終息と花巻経済の回復と発展を期待し、元気で素晴

らしい１年にしたい」と呼び掛けました。また、上田市長からはビデオメッセージにて祝辞をいただき、来賓を代

表して藤原崇衆議院議員、木戸口英司参議院議員、横沢高徳参議院議員から新年を祝しての挨拶がありました。

　年頭のスピーチでは、今年の干支・丑年生まれの方々が登壇し、昭和３６年生まれの４名が新年の抱負を発表し

ました。さらに、今年度においては、新型コロナウイルスの影響により、新任者歓迎会などで紹介する場面がなか

ったことから、新しく参与に就任された１０名の方々に登壇していただき、スピーチをしてもらいました。

　今回祝宴はなく、乾杯はペットボトルのお茶を使用して、キャップを閉めたまま、岩手県県南広域振興局の佐々

木隆局長の音頭により静かに行われました。

１、がんばろう花巻！！「若者が安心して生活でき夢をもてるまちづくり		中心市街地の活性化と雇用の促進を！」

２、「花巻の未来へつなぐ定住希望者への情報発信と支援を！」

３、困難を乗り越え支え合おう！！「強力な経済政策による景気回復の実現を！」

４、「いわて花巻空港の利用促進　花巻に羽田便復活を！全国へ、世界へ」

５、「２１世紀の科学を切り拓き	東北と世界をつなぐ国際リニアコライダー（ILC）を北上山地へ」

６、オリンピック・パラリンピック「東京２０２０スポーツを通じて世界と繋がろう」

令和３年　花巻商工会議所新年交賀会スローガン

丑年生まれ

新参与

事業所名（役職名） 氏　　名 事業所名（役職名） 氏　　名

岩手県県南広域振興局総務部花巻総務センター

所長 木戸口豊武美
㈱菊忠印刷

代表取締役社長
菊池　忠彦

岩手県県南広域振興局県税部花巻県税センター

所長 小松　純哉
㈱星光舎

代表取締役社長
高橋　哲哉

事業所名（役職名） 氏　　名 事業所名（役職名） 氏　　名

花巻公共職業安定所
所　長

山形　伸一
岩手県県土整備部花巻空港事務所

所　長
冨岡　治安

日本年金機構花巻年金事務所
所　長

花田　愼嗣
花巻市区長会

会　長
富澤　正一

日本郵便㈱花巻郵便局
局　長

山下　　勝
㈱岩手銀行花巻北支店

支店長
伊藤　貴彦

岩手県県南広域振興局県税部花巻県税センター

所　長 小松　純哉
㈱東北銀行花巻支店

支店長
坂井　勝弘

岩手県県南広域振興局農政部花巻農林振興センター

所　長 北川　　睦
㈱北日本銀行花巻支店

支店長
刈屋　　譲

間隔を空け着座にて開催 年頭所感　丑年生まれの４名 新年の抱負を話す新参与
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　News  File　会議所の動き　　News  File　花巻市からのお知らせ　

エムズ書店
　tel.０１９８－２３－０６６０
エムズデポ
　tel.０１９８－４１－１０００
トイエムズ
　tel.０１９８－４１－１００３
ティーエス花巻
　tel.０１９８－４１－６６００

事業者を対象とした
融資制度をお知らせします

融資の
申し込

みは

取扱金
融機関

へ

区　分 内　　　　　容

対象
売上高などが減少し▶セーフティネット保証４号▶同保証５号▶危機関連保証一のいずれか認定が受けられる事業者
※セーフティネット保証４・５号および危機関連保証の認定の可否について詳しくは、取扱金融機関にご連絡ください

貸付限度額 ６，０００万円

貸付利率（固定） １．４㌫以内

保証料率 ０．８５㌫

貸付期間 １０年以内（据置期間５年以内）

利子・保証料補助 利子…県が当初３年間分を補助、保証料…県が全額補助

取扱金融機関 市内金融機関（東北労働金庫を除く）

問い合せ 県経営支援課（☎０１９－６２９－５５４２）

区　分 内　　　　　容

対象 ▶市内に事業所などを有している法人▶市内に住所および事業所などを有している個人事業主
貸付限度額 ３，７５０万円

貸付利率（固定） 貸付期間３年以内…２．７㌫、貸付期間３年超 10 年以内…２．９㌫

保証料率 ０．４５～１．７㌫

貸付期間 運転資金７年以内、設備資金１０年以内

利子・保証料補助 利子…市が最大０．９㌫を補助、保証料…市が全額補助

取扱金融機関 市内金融機関（東北労働金庫を除く）

問い合せ 市役所商工労政課（☎４１－３５３９）

区　分 内　　　　　容

対象 ▶市内に事業所などを有している法人▶市内に住所および事業所などを有している個人事業主
市補助対象
貸付限度額

３，７５０万円 ２，０００万円 １，６００万円

貸付利率
貸付期間３年以内…１．９㌫
貸付期間３年超１０年以内…２．１㌫

貸付期間３年以内…１．９５㌫
貸付期間３年超７年以内…２．１５㌫

貸付期間３年以内…２．１㌫
貸付期間３年超１０年以内…２．３㌫

保証料率 ０．４５～１．７㌫ ０．７㌫

市補助対象
貸付期間

運転資金７年以内
設備資金１０年以内

運転資金５年以内
設備資金７年以内

運転資金７年以内
設備資金１０年以内

利子・保証料補助
利子…市が最大０．４５㌫を補助
保証料…市が全額補助

利子…市が最大０．５５㌫を補助
保証料…市が全額補助

利子…市が最大０．４５㌫を補助
保証料…市が全額補助

取扱金融機関 市内金融機関（東北労働金庫、JAいわて花巻を除く）
市内金融機関

（東北労働金庫を除く）

問い合せ 制度に関すること…県経営支援課（☎０１９ー６２９ー５５４２）、利子・保証料補給に関すること…市役所商工労政課（☎４１－３５３９）

区　分 内　　　　　容

対象
売上高が減少している事業者

※事業規模に応じて要件が異なります。詳しくは取扱金融機関にご確認ください

貸付限度額 中小事業３億円、国民事業６，０００万円

貸付利率（固定） 日本政策金融金庫の基準金利

貸付期間 運転資金１５年以内（据置期間５年以内）、設備資金２０年以内（据置期間５年以内）

利子補助 国が当初３年間分を補助

取扱金融機関 日本政策金融公庫

問い合せ 日本政策金融公庫盛岡支店（☎０１９－６２３－４３７６）

岩手県新型コロナウイルス感染症対応資金（特別資金）…実質無利子・無担保

新型コロナウイルス感染症特別貸付（特別利子補給制度）…実質無利子・無担保

花巻市中小企業振興融資…市が利子の一部と保証料の全額を補助

岩手県融資制度…市が利子の一部と保証料の全額を補助（３月１日開始〔＊〕）

＊２月２８日以前に上記の「岩手県融資制度」を利用する場合は、市の利子・保証料補助の対象外となります。
　詳しくは、市役所商工労政課（☎４１－３５３９）にお問い合わせください
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　News  File　会議所の動き　

令和３年度申告・申請のための

障害者雇用給付金制度事務説明会のご案内

開　催　日　時 開　催　会　場
参加対象者 
（事業主）

2 月１０日（水）
13:15 ～ 16:00

☆（３０分）

北上オフィスプラザ

（２階 セミナールーム）
北上市 北上安定所管内

2 月１９日（金）
13:15 ～ 16:00

☆（３０分）

花巻松園振興センター

（１階 研修室）
花巻市 花巻安定所管内

3 月　3 日（水）
13:30 ～ 16:15

☆（３０分）

いわて県民情報交流センター

（アイーナ８階 研修室 812）
盛岡市 盛岡安定所管内

3 月　9 日（火）
13:30 ～ 16:15

☆（３０分）

いわて県民情報交流センター

（アイーナ８階 研修室 812）
盛岡市 盛岡安定所管内

3 月 17 日（水）
13:30 ～ 16:30

△（４５分）

いわて県民情報交流センター

（アイーナ８階 会議室 803）
盛岡市 盛岡安定所管内

☆：岩手障害者職業センターが行う事業主支援の説明

△：盛岡労働基準監督署により働き方改革関連法等の説明

独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構　
岩手支部　高齢・障害者業務課

担当　　吉田・高橋・中村
TEL　019-654-2081  　FAX　019-654-2082

　Information　お知らせ　
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　News  File　会議所の動き　

令和２年分 所得税・消費税確定申告個別相談会のご案内

　花巻商工会議所では、東北税理士会花巻支部のご協力をいただき、下記の日程にて確定申告個別相談会を実施い

たします。確定申告に関する疑問を派遣税理士が直接、お答えいたします。相談料は無料となっております。

　農業所得、不動産所得がある方は、あらかじめ決算書を作成の上、お越し下さるようお願い致します。

　尚、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、会場内の混雑を防ぐために今回から完全予約制とさせていただ

きますので、事前に必ず電話予約をお願い致します。

【ご持参いただくもの】

　・令和元年分確定申告書及び決算書の控え

　・令和 2 年分の関係帳簿（経費毎に金額のまとまっているもの）

　・令和 2 年分給与所得等に対する源泉徴収票

　・各種控除証明（国民年金、健康保険、生命保険、損害保険、小規模企業共済等）

　・印鑑

【対象者】花巻市内で事業を営んでいる個人事業主

【予約先】花巻商工会議所	 本　　所：0198-23-3381　石鳥谷支所：　0198-45-4488

	 	 	 	 東和支所：0198-42-3155　大迫支所：　　0198-48-3230

	 	 	 	 	 　	（予約のない場合は、相談できない場合があります。）

その他、新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用、検温、アルコール消毒へのご協力をお願い致します。

≪本所地域≫ 

時間：１３：００～１７：００

会場：花巻商工会議所本所　

≪東和地区≫

時間：１０：００～１６：００

会場：花巻商工会議所東和支所

≪大迫地区≫

時間：１０：００～１６：００

会場：花巻商工会議所大迫支所

≪石鳥谷地区≫

時間：１０：００～１６：００

会場：花巻商工会議所石鳥谷支所

日時 担当税理士名

3月	2 日 ( 火 )
（所得税）

髙橋　勝芳　氏

柏原　信孝　氏

瀬川　裕一　氏

3月	5 日 ( 金 )
（所得税）

菅原　正男　氏

鈴木　陽介　氏

3月 10 日 ( 水 )
（消費税）

酒井　利政　氏

日時 担当税理士名

2月 10 日 ( 水 )
※午後のみ

関本　吉明　氏

2月 25 日 ( 木 ) 栗原　祐二　氏

3月	4 日 ( 木 ) 伊藤　今子　氏

日時 担当税理士名

2月	5 日 ( 金 ) 東海林英則　氏

2月 24 日 ( 水 ) 栗原　祐二　氏

3月 12 日 ( 金 ) 梅木　彰厚　氏

日時 担当税理士名

2月 25 日 ( 木 ) 鎌田　弘　氏

3月	4 日 ( 木 ) 鎌田　弘　氏

3月 11 日 ( 木 ) 鎌田　弘　氏

　Information　お知らせ　



(6)

　News  File　会議所の動き　　Information　情報発信版　

　通常であれば、年末から春までの間というのは、とかく会食やパーティーなどで人と会う機会が増え、お祝いや

労をねぎらう席が多いものです。しかし、今年はコロナ禍における自粛の影響で、寂しさや孤独感から不安を抱え

ている人も多いのではないでしょうか。

　こうした中、手紙やポストカードなどで、心温まるような写真や絵柄を添え、ひと手間かけた手書きで気持ちを

伝えようとする人が増えていると聞きます。かくいう私も、昨年よりも手紙を書くことが増えています。たとえビ

ジネス文書であっても、メッセージを書いた一筆箋やミニカードを郵便物に同封したり、メール送信の際に、相手

を気遣う言葉を必ず一言添えるようにしたりしています。

　近年、季節のお便りなどは、パソコンでデザインしたり既成の絵柄を選んだり、宛名書きも印刷で済ませること

が多かったはずです。それ自体は、全く問題ありません。大切なのは、そこに手書きのメッセージを一言添えるこ

とで、親しみや温もりを相手に届けることができます。長文でなくてもいいので、送る相手の心に寄り添うような

言葉を選んで書くようにしましょう。

　気を付けなくてはならないことは、「コロナ禍」という言葉です。悲しいかな、すっかり使い慣れてしまった言葉

ですが、「忌み言葉」に該当します。「落ちる」「別れる」「絶える」「衰える」「病む」「失う」……といった言葉と同

様、正式な書面でなくとも、手紙やポストカードなどでも使わない方がいいので、気を付けてください。

　柔らかい表現にするための四つのコツがあります。それは、相手を思い浮かべながら書くこと。また、「心に寄り

添う言葉」を使うことです。気持ちが明るく、前向きで、元気になれるものです。例えば、「お変わりございませんか。

次回、笑顔でお目にかかれることを心待ちにしております」。これに、季節感のある言葉で「春の訪れが待ち遠しい

この頃です」のような一文を添えます。また、漢字よりもひらがなを多めにした方が優しい雰囲気を醸し出せます。

最後に、相手に「おまじない」をかけると、自分も幸せな気持ちになれるのでぜひお試しを。文末に「素敵な春に

なりますように」や「幸せがたくさん舞い込みますように」といった言葉でしめましょう。

　厳しい時こそ、せめて心だけでも明るく晴れやかに。暗い気持ちのままだと、つい不安や愚痴を書いてしまうこ

とはないでしょうか。また、不謹慎な絵柄やコメントは控えてください。ぜひ、言葉を通して、周りの方々を元気

づけてください。

人財育成コンサルタント
　　　　　　　　美月　あきこ

花巻商工会議所のテレビ・ラジオ番組　放送予定日　２月版

●花巻ケーブルテレビ　11ch

『Ｃ・Ｃ・Ｉアワー』

◆放 送 日　 隔週金曜日
◆放送時間　 12:00 ～ 12:20
◆再放送日　 土曜日 13：05 ～ 13：52
◆放 送 枠  「フラワープラス」内

「手書きの文字で“温もり”を伝える」

美月　あきこ／みづき・あきこ

　人財育成コンサルタント・ＡｌｌＡｂｏｕｔ「ビジネスマナー」ガイド。大学卒業後、国際線キャビンアテンダント（ＣＡ）とし

て１７年間勤務。２００４年に起業。ＣＡ経験者約５６００人を母集団に持つ「ＣＡ－ＳＴＹＬＥ」を主宰。企業の顧客満足度調査

やマーケティング調査などによって得た顧客の期待と知覚品質についてのデータをはじめ、信頼性や共感性などサービス品質におけ

る６つの次元と収束性から顧客満足度を数値化し、ＣＡ経験者の感性を付加するサービスを提供する。著書に『ファーストクラスに

乗る人のシンプルな習慣』（祥伝社）、『たった１分でうちとけ、30 分以上会話がつづく話し方』（ダイヤモンド社）など。

『笑っていい友 in 花巻』
出演

◎ 2/ 5( 金 ) M@chou 代表　田中　勝 さん
◎ 2/19( 金 ) スープカレーハウスしっぽ 代表　佐藤睦美 さん

●えふえむ花巻　78.7MHZ

◆放 送 日　 毎週月曜日

◆放送時間   月曜日 13:05

フラワープラス

「商工会議所情報室」

◆放 送 日　2/15 ㈪～ 2/19 ㈮ 8:55、20:55

　　　　　　 2/20 ㈯～ 2/21 ㈰ 8:55、18:55
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　Information　ご案内・お知らせ　

2月の定例相談日

　　東北
　　全国全産業ＤＩ (前年同月比 )の推移

※　全国の商工会議所が毎月調査し、結果を日商でまとめています。

業 況

売 上

採 算

＜日本政策金融公庫盛岡支店＞

   中小企業事業定例相談日 

◇ 日時 ２月５日 (金 ) 午後 1時～ 3時
　       　　 ※ 偶数月のみ開催
◆ 場所 花巻商工会議所

  国民生活事業定例相談日  

◇ 日時 ２月１０日 (水 )午後1時～3時
◆ 場所 花巻商工会議所　

  【限度額】 【金利】
・普通貸付 　  4,800 万円   2．06%～2.45%(1 月 4日現在)
資金用途、返済期間、担保の有無などによって異なる利
率が適用されます。
・経営改善貸付 2,000 万円   1．21%(1 月 4 日現在)
※相談希望の方は事前予約をお願いします。

 岩手県信用保証協会相談日 

◇ 日時 ２月　２日 ( 火 ) 午前 10 時～午後 4 時

 ２月　９日 ( 火 ) 午前 10 時～午後 4 時

 ２月１６日 ( 火 ) 午前 10 時～午後 4 時

☆ 場所 花巻商工会議所　３階３０４号室

 法律・経営・税務無料相談会 
日　時　２月１９日（金）午後１時３０分～４時３０分
場　所　なはんプラザ
相談員 法律 弁 護 士 細井　洋　氏
 経営 中小企業診断士 土岐徹朗　氏
 税務　税 理 士 酒井利政　氏
創業に関する相談にもご利用いただけます！
※事前予約が必要です。
（連絡先）花巻商工会議所　電話　23-3381

☝トピックス①

☝トピックス②

新型コロナウイルスによる経営への影響
2020 年度の所定内賃金（正社員）の動向①
依然として影響が続く企業は約６割と高止まり
□新型コロナウイルスによる経営への影響について
「影響が続いている」は 58.8％と 2020 年 11 月調査か
ら 1.6 ポイント減少し、「経済活動の停滞が長期化す
ると影響が出る懸念がある」と合わせて 90.0％とな
った。
□経営への影響が続いている企業は 2 カ月連続で減少
したものの、依然として約 6 割と高止まりの状態が続
く。感染再拡大の動きがみられる中、先行きを不安視
する声も多く聞かれた。

賃上げ実施企業は昨年同月比で約 20 ポイント減
賃上げ実施企業のうち防衛的な賃上げが８割に迫る
□ 2020 年度に所定内賃金の引き上げを実施した企業
（予定含む）は 38.2% と、2019 年 12 月調査と比べ、
20.4 ポイント減少した。そのうち、「業績が改善して
いるため賃上げを実施」は 9.1％と、同 10.4 ポイント
減少しており、厳しい経営環境がうかがえる。
□賃上げを実施した企業（予定含む）の内訳では、「業
績が改善しているため賃上げを実施（前向きな賃上
げ）」が 23.9% で同 9.4 ポイント減少、「業績の改善
がみられないが賃上げを実施（防衛的な賃上げ）」が
76.1% で同 9.4 ポイント増加した。

2020 年度の所定内賃金（正社員）の動向②
人材確保・定着を理由とする賃上げが増加
先行きの不透明感に苦しむ企業の声が多数
□賃金を引き上げる主な理由は「人材確保・定着や
モチベーション向上のため」が 95.0% と最も多く、
2019 年 12月調査と比べ 4.2 ポイントの増加となった。
続いて、「最低賃金が引き上げられたため」が 13.4%
と同 13.6 ポイント減少、「新卒採用者の初任給や非正
規社員の給与を引き上げたため」が 9.6% と同 6.3 ポ

イントの減少となった。
□賃金の引き上げを見送る・未定の主な理由は「今後
の経営環境・経済状況が不透明なため」が 83.3% と最
も多く、同 9.0 ポイントの増加となった。続いて、「業
績の改善がみられないため（見込み含む）」が 49.5%
で同 6.8 ポイント増加、「社会保険料の増加により会
社負担が増えているため」が 13.9% で同 6.0 ポイント
の減少となった。
□企業からは、人材確保やモチベーション向上のため
に賃金を上げたいが、新型コロナウイルスの影響が長
期化し、今後の見通しが立たない中、業績の改善もみ
られず、賃上げを行う余裕はなく経営が苦しいという
意見が聞かれた。
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経済産業大臣認可／全日本葬祭業協同組合連合会 加盟

㈲成島仏具店
末広町

全葬連
桜台

あとがき

　『この席はご使用にならないでください』

公共施設のフリースペースにあるテーブルの周りに配

置された 4つの椅子。ソーシャルディスタンスのた

め 4つの内、2つの椅子に貼られていた注意書きです。

そこに 4人のお客様が！注意書きを読んだのでしょ

う。その 2つの椅子には座らず、注意書きがない椅

子を 2つ運んできて結局 4人で座りましたとさ。

　うん、そういうことではないよね～！驚きと笑いが

一度にやってきて大変でした（笑）

　毎日たくさんの情報に囲まれ埋もれのまれながら

（笑）生活するような時代。コロナ関連の情報も日々

錯綜しています。情報を発信する側も、受け取る側も、

見極める力、意味をくみ取る力が大切だなと改めて感

じた出来事でした。

㈱日本ホームスパン
菊池　久範さん

（花巻市東和町土沢１区８９番地２）

　株式会社日本ホームスパンは生地の企画生産販売を手

掛ける、従業員２０名程度の工場です。明治から大正に

かけて東和町から遠野市近郊に伝わったホームスパンの

技術を礎に、日々新しい生地の企画開発を行っています。

現在では国内だけではなく、海外のアパレルやブランド

に生地を販売しています。

　また、当社工場内にてオリジナルで製造しましたマフ

ラーなどを販売しております。お近くにお越しの際は是

非ご来店ください。

【営業時間】午前９時００分～午後５時

【定 休 日】土日祝

【Ｔ Ｅ Ｌ】０１９８－４２－３６３７

【F A X】０１９８―４２－３７５２

【e-mai l】h-kikuchi@homespun.co.jp

【ホームページ】http://www.homespun.co.jp

会員さんこんにちは 209

10 日㈬パソコン活用講座

	 	 	（10 日、12 日、15 日、17 日、19 日、22 日）

	 	 	 計 6 回

14 日㈰第 221 回日商珠算検定・第 131 回段位

	 	 	 認定試験

17 日㈬第 87 回リテールマーケティング（販売士）

	 	 	 検定試験

28 日㈰第 157 回簿記検定試験

２月の主な行事予定


