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【スカイランタンイベントボランティアスタッフ募集】

スカイランタンイベント「はなまき星めぐりの夜～願いを込めて、星空へ
～」をお手伝いいただくボランティアスタッフを募集します。
【期日】1月 24 日（日）・1月 31 日（日）・2月 7日（日）・14 日（日）
【時間】午後 4時 30 分～午後 7時 00 分頃
【会場】鉛温泉スキー場　【内容】参加者の誘導、ランタンの着火等
【特典】①イベント終了後、スカイランタンの打ち上げを実施
	 ②日帰り入浴券をプレゼント　
※詳細は、花巻観光協会のホームページまたは電話（TEL29-4522）まで
お願いします。

主な記 事 会 議 か所 ら の お 知 ら せ

　丑年は「我慢（耐える）」や「発展の前振れ（芽が出る）」を表す年になると言われています。過
去の丑年の出来事を見ると、「オイルショック」や「消費税 5％引き上げ」、世界初となるハイブリッ
ト車「トヨタ・プリウス発売」、選挙による初めての「政権交代」など、今までにない新しいことが
始まった年が多いのも特徴です。	
　2021 年丑年は、いったいどんな年になるのでしょうか？災害などがなく、縁起の良い年になるで
しょうか？まだまだ耐え忍ぶ年になるかもしれませんが、希望を求めて、地道に突き進むことで新
たな発展へと繋げる年にしていきたいものです。
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新たな発展へ繋げる丑年

迎  春

花巻人形
撮影協力：平賀工芸社
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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

新年のごあいさつ 花巻商工会議所

会頭　髙橋　豊

　明けましておめでとうございます。

　令和３年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

　さて、世界的に広まった新型コロナウイルス感染症が

報告されてから１年が経過しておりますが、未だ収束が

見えない状況であります。

　首都圏から地方都市に至るまで感染の波が発生してい

るコロナ禍にあって感染拡大防止と社会経済活動を両立

できる環境を整備することが最優先の課題であり、昨年

の秋以降、再び、感染が拡大しはじめ県内においてもク

ラスター等が発生しました。

　今後とも、感染拡大防止と経済活動の回復の取り組み

には慎重な対応が求められます。1 日も早い感染症の収

束と経済活動の早期正常化となる年でありたいと願いま

す。

　昨年は、花巻商工会議所におきましてもコロナ禍にあ

って、活動が制約された 1 年でありました。その中にお

いて、飲食店持ち帰りメニュー専門情報サイトである飲

食店支援事業 ( Ｑ uube 食うべ！ ) や花巻市からの受託

事業である中小企業売上アップ応援事業 (PayPay20% キ

ャッシュバック還元事業 ) や７０歳以上の方々への「は

なまき小判 2,000 円分」の配布事業など新たなコロナ対

策事業に取り組みました。さらには、従来の当所継続事

業としての地域商品券「はなまき小判」( ８% のプレミ

アム８万枚 ) を発行し、市内店舗 (370 店舗 ) での消費

喚起を促進致し、今年の３月まで継続して行っていま

す。

　また、令和２年度から３か年を計画期間とする「第

５次中期行動計画」を策定し、多様化する経営課題を

的確に捉え対応するため「企業力」「地域力」「組織力」

の３本の柱を掲げた行動指針により商工会議所事業活

動を進めているところでございます。商工会議所の活

動が、広く地域の方々の理解が得られるよう「さらに

活動の見える化、現場主義」を進めて参りたいと存じ

ます。

　新年においても、国の認定を受けた第２期「経営発

達支援計画」に基づき、引き続き、伴走型の小規模事

業者支援推進事業により会員事業所様に寄り添った経

営支援を継続的に実施すると共に各種経営セミナー等

を通じて、会員事業所の売上向上に貢献できるよう企

画を実施して参りたいと存じます。

　世の中は、依然、コロナ禍で先行きが見通せない大

変厳しい経済環境にありますが、引き続き、花巻市の

唯一の地域総合経済団体として、会員の皆様方の意向

が反映される政策の形成に努め「魅力ある花巻商工会

議所」を目指し取り組んで参りますので、皆さまの一

層のご支援ご協力を切に願い年頭のあいさつと致しま

す。

謹賀新年
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年  頭  所  感
　明けましておめでとうございます。

　2021 年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。

　さて、昨年１月にわが国で初めての新型コロナウイル

ス感染者が報告されてから、早くも 1 年が経とうとして

います。コロナ禍にあっても、今なお必死に経営努力を

続けておられる皆さまに深く敬意を表するとともに、わ

れわれ全国５１５の商工会議所は、今年も一丸となって

事業者の皆さまと地域経済の発展のために力を尽くして

まいります。

　さて、わが国経済全体は、緊急事態宣言が発令された

昨年 4 － 6 月期のＧＤＰがリーマンショック時を超え

る戦後最大の落ち込みを記録した後、7 － 9 月期には持

ち直しの動きへと転じました。しかし、秋以降に再び感

染が拡大する中、その後の回復に向けた足取りは依然と

して重いままです。

　一方、コロナ禍を通じて、政府・民間を含めた国全体

としてのデジタル化の遅れ、過度な大都市集中のリスク

と適切な地方分散化の必要性、危機下における医療提供

体制のあり方、中央と地方の権限分担のあり方など、日

本の多くの課題が浮き彫りとなりました。また何よりも

「強く豊かな国でなければ国民を守れない」ということ

に皆が気付いたのではないでしょうか。激甚化する自然

災害、新たなパンデミック、地政学上の混乱等は今後も

起こり得るものであり、わが国がそのような不確実性の

中を生き抜いていくためには、不確実性を吸収できるバ

ッファとしての「戦略的ゆとり」が不可欠であります。

　昨年の菅政権発足以降、私は政府に対してこの「戦略

的ゆとり」を持つ必要性、またそのためにも経済成長が

欠かせないものであることを訴えてきました。経済成長

は労働投入×資本投入×全要素生産性で定義されます。

これまでの深刻な人手不足の中で、女性や高齢者など労

働参加が大いに進みました。しかしさらなる労働参加率

の向上には限界があり、将来不安により消費が伸び悩む

中では国内での新たな設備投資による資本蓄積も多くは

望めません。従って、わが国の経済成長のためには、残

る「生産性の向上」が必須なのです。

　一国の生産性は「一人当たりＧＤＰ」で表されますが、

日本は2018年時点で世界第31位に甘んじています。「一

人当たりＧＤＰ」は国民一人当たりの豊かさだけでな

く、効率的に働き得られた余暇を人との繋がりに充てる

ことで、幸福度を向上させる指標にもなることから、私

はこれを日本の新たな国家目標に据え、その引き上げの

ために皆で知恵を絞り、汗をかくべきだと考えます。

　日本全体の生産性向上のために、商工会議所は、以下

の３点に取り組んでまいります。第一は、コロナ禍への

対応支援です。環境変化に対して、柔軟に素早く対応で

きることが中小企業経営者の強みであり、コロナを契機

として新製品やサービス開発、業態転換、ＥⅭ等も活用

した国内外への販路開拓などに積極果敢に挑戦する経営

者を、しっかりと後押ししてまいりたいと思います。

　第二は、デジタル化を通じた生産性向上です。コロナ

禍で初めてテレワークを体験し、デジタル技術の有用性

に気付いた経営者も多いと思います。また、国や地方公

共団体が今後デジタル化を進める中で、民間企業側もそ

れに対応していく必要があります。まずは身の丈に合っ

た、低コストで利用可能な IT 導入から始め、徐々にス

テップアップするなど、IT 導入補助金等の支援策もフ

ル活用し、中小企業のデジタル化を推進してまいりま

す。

　第三は、取引適正化です。大企業と中小企業が強固に

結び付いた日本経済の強さは、大中小の石が組み合わさ

って風雪に耐える「石垣」に例えられてきました。しか

し、その石垣も修復、再構築する時期に来ています。サ

プライチェーン全体のデジタル化により効率性を高め、

コストアップや付加価値をフェアに分け合い取引価格の

適正化を図る「大企業と中小企業の新たな共存共栄関

係」の構築が必要です。商工会議所は、この趣旨に賛同

した企業による「パートナーシップ構築宣言」の宣言企

業が 1,000 社を超えるよう、積極的に後押ししてまいり

ます。

　加えて、本年いよいよ開催が見込まれる東京オリンピ

ック・パラリンピックを、復興五輪であると同時に、感

染拡大防止と社会経済活動を両立させる具体的なプロジ

ェクトとして位置付け、国民運動を盛り上げていきたい

と考えております。

　最後に、近代日本資本主義の父であり、東京商工会議

所初代会頭の渋沢栄一翁は、関東大震災の混乱の渦中に

あっても「逆境のときこそ、力を尽くす」自らの信念に

よって、晩年にあってなお、わが国を立て直すべく精力

的に奔走されました。渋沢翁の意志を受け継ぎ、今年も

日本商工会議所は全国のネットワークを最大限活用し、

中小企業と地域の発展、日本経済の再生に向けて、先頭

に立って頑張ってまいります。皆さまの多大なるご支

援、ご協力をお願いし、私の年頭あいさつとさせていた

だきます。

日本商工会議所

会頭　三村　明夫

謹賀新年
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謹んで新春のお慶びを申し上げます

～２０２１年 さらなる飛躍に向けて～

花巻商工会議所副会頭、部会長、委員長、支部会長、青年部会長、女性会長の皆様から年頭のご挨拶を頂きました。

副会頭

　佐 藤 良 介

副会頭

　佐 々 木 史 昭
商業部会長

　久 保 田 明 寿

　明けましておめでとうございます。

昨年は、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡

大により、4 月には緊急事態宣言も出され、私たち

が未だかつて経験したことのない事態に見舞われま

した。

　感染拡大の防止と経済の再生という難しい課題の

中での経済活動を求められ、急激な景気の後退が進

みました。

　未だ新型コロナウイルス感染症の収束の見通しも

立たず、先行き不安の中で新年を迎えることとなり

ました。

　本年一年、感染拡大の防止に努めながら、国県市

との連携を図り、会員事業所の皆様の事業の隆盛

と、花巻市の更なる発展のために努力して参りたい

と存じます。

　皆様の尚一層のご支援ご協力を賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。

あけましておめでとうございます。

　令和 2 年は新型コロナウイルスが世界中で感染爆

発を起こし、日常生活が大きく制限され、日本経済

は第２次世界大戦以来経験したことのない深い谷底

に突き落とされ、いまだ回復の兆しも見えていない

状況です。昨年 11 月に行われたアメリカ大統領選

挙においては、大規模な不正選挙疑惑を巡って米国

は 2 分され、米国民主主義がどのような方向に向

かっていくのか、米中覇権争いとの繋がりも指摘さ

れ、世界はグレートリセット、大きな歴史の転換点

に立っていると言われています。

　そのような中、花巻ではコロナ禍においても、農

業、観光業、製造業、建設業、サービス業等が派手

さはないものの地にしっかり足をつけてバランスを

保持しており、令和３年も地元第一で花巻商工会議

所活動を充実させて参りたいと考えております。

　今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

新年あけましておめでとうございます。

昨年は、思いもよらぬコロナショックで、全世界が

大混乱した一年でした。

　商業部会においても部会活動の事業であった観光

誘客の先進地への視察の中止から始まり、議員情報

交換会等も全て中止になりました。ほかにも本当に

悔しい思いの連続でした。

　これまでの日常生活、経済活動が普通にできない

状態が続く中での新年のスタートであります。

　しかし、コロナ禍で大きくかわってしまった現状

を嘆くばかりでなく、新年だからこそ、この大ピン

チを大変革のチャンスと捉えてみるのはどうでしょ

う。

　決して諦めることなく、負けじ魂で日々乗り切っ

ていこうじゃありませんか。

コロナ対策の支援策をはじめとする、皆さんに少し

でも役立つ情報提供等をおこなっていきたいと存じ

ますので宜しくお願い申し上げます。

副会頭

　漆 沢 俊 明

　新年明けましておめでとうございます。

　子年の昨年は、正月には予想もしなかった新型コ

ロナウィルス感染症が世界的に猛威を振るい、その

対応一色になった年でした。日本経済は、ほぼ全産

業で売上や収益が減少するなど新型コロナの影響を

大きく受けましたが、収束に対する期待感などから

日経平均株価が 29 年ぶりの高値を付けるなど、感

染拡大の状況とは乖離した動きに感じる場面もあり

ました。

　干支が辛丑（かのと・うし）の今年は、「辛いこ

との後に新たな希望が芽生える年」といわれてお

り、新型コロナウィルス感染症の早期終息を期待す

るととともに、アフターコロナに向けた新たな取り

組みを始めるなど、牛のようにどっしりと構えて力

強く進んでまいりたいと思っておりますので、会員

企業の皆様には引き続きご協力賜りますようよろし

くお願い申し上げます。

謹賀新年
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工業部会長

　佐	々	木		英	樹

　新年明けましておめでとうございます。

令和 3 年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます

とともに、部会運営につきましては平素より格別の

ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　はじめに、今般の新型コロナウイルス感染症の拡

大に際し、経済環境に大きな制約がある中で、工業

部会会員の皆様方をはじめとする関係者のご尽力に

改めて感謝申し上げます。

　2020 年は、世界中の人々が新型コロナウイルス

感染拡大の影響を受けた年。外出自粛のために会い

たい人に会えず、もどかしく感じた方も多いことで

しょう。また、金融緩和による資産価値の歪みや債

務拡大による経済成長の停滞、米中関係の悪化や日

韓関係の影響、気候変動に起因する自然災害など、国

内外とも厳しい状況にありました。

　そのような時にありながら、年末には世界を驚かせ

た小惑星探査機「はやぶさ 2」プロジェクトの成功と

いう嬉しい話題がありました。このプロジェクトには

数多くの団体や企業が参画しており、その中には日本

各地の小さな町工場も含まれております。これらの工

業製品の高い品質は卓越した技術に裏打ちされたもの

であり、その技術を継承して進歩させたことが快挙に

繋がったものであると感じております。

　年頭にあたり、「はやぶさ」の教訓から改めて技術

の研鑽と継続することの大切さを噛みしめ、工業部会

として緊密な連携のもと、近隣商工団体との合同工業

研修や先進地の視察研修、関係機関との情報交換な

ど、部会事業活動を実践して参りますので、今後とも

ご支援ご協力をお願い致します。

　結びに、一日も早く落ち着いた生活を取り戻せるよ

う心よりお祈り申し上げます。

観光交通部会長

　高 田 貞 一

新年明けましておめでとうございます。昨年は新型コ

ロナウィルス感染の年でありました。皆様もそれぞれ

に影響を受けられたことと存じます。観光及び交通

は、殊に影響が大きく昨年 5 月は多くの宿泊施設が休

食品部会長

　髙 橋 靖 忠

　新年あけましておめでとうございます。

昨年は、菅義偉内閣の発足や九州豪雨、鬼滅の刃の大

ヒットなど様々なニュースがあったものの、全てコロ

ナ禍の前では影が薄く、新型コロナ一色の年だった気

がいたします。

　食品業界においては、“巣ごもり消費”関連で家庭

用食材が好調に推移した一方で、外出自粛で外食等が

不振になった影響で、業務用食材関連に大きな影響を

被りました。

　当市においても、観光産業や飲食店への影響が甚大

で、食材などの供給業者のダメージは相当に大きなも

のとなりました。

謹賀新年

　コロナ禍の一日も早い終息を祈るばかりですが、か

つて経験したことがない“未曾有の事態”に直面し、

消費者の生活様式が一変し消費者意識が大きく変わっ

てきており、私たちの業界もポストコロナを見据え

て、この急激な変化に柔軟に対応するために、知恵を

絞り変革の視点を持っていくことが重要であると思っ

ております。

　このような中にあって、当部会は会員企業のお役に

立つ情報の発信や部会員間の情報交換など、食産業を

通じた地域振興の推進に努めて参りたいと考えており

ます。今後とも何卒ご指導、ご協力賜りますようお願

い申し上げます。

　結びに、コロナ禍が一刻も早く終息し、社会生活や

経済が復活することを願うとともに、会員の皆様方が

益々ご健勝でご活躍されますことをお祈り申し上げま

す。

業、交通機関の利用者も激減いたしました。国のＧＯ

ＴＯキャンペーン、花巻市の宿泊助成金、県の宿泊割

引券等があり、秋以降持ち直してきましたが第三波と

言われる感染拡大で再度厳しい局面となっています。

残念ながら年明けもその状態は続き東京オリンピック

開催も危ぶまれています。しかしながらワクチン実用

化もあります。今年は丑年、一歩一歩確実にコロナ対

策が効いて、活気のある年なればと思います。皆様に

おかれましてはコロナに負けずご健勝に過ごされるこ

とを願いまして、新年のご挨拶とさせて戴きます。
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理財福祉部会長

　木 村 清 且

　新年明けましておめでとうございます。

　昨年は、コロナ感染症が全世界に一気に広がり、

人が集まるイベントや事業の開催がいつものように

出来なくなり、やむなく延期や中止せざるをえなく

なってしまいました。理財福祉部会も「健康セミナ

ー」や「どでびっくり市 in 花巻」など主だった活

動が、中止となり残念でありました。理財部会には

多くの医療関係者がいらっしゃいます。このコロナ

禍の中での執務は、感染予防に、かなり大変な思い

をされていると思います。

　この様な状況下でも秋には、三陸の田老・宮古・

山田・釜石などの沿岸部の経済活動の視察と花巻市

内の温泉施設の支援を目的に「サービス部会」と合

同で、1 泊 2 日の視察と交流を行いました。

　今年は、コロナ禍を乗り越えて、それぞれの専業

を生かし会議所活動を通じて花巻市に貢献したいと

思います。宜しくお願い致します。

サービス業部会長

　高 橋 哲 哉

　新年明けましておめでとうございます。皆様方に
はコロナ禍ではありますが、穏やかな新年をお迎え
のこととお喜び申し上げます。また平素はサービス
業部会の活動に対しまして、ご理解・ご協力をいた
だき、厚く御礼申し上げます。
　さて昨年は 3 月 17 日に予定されていた理財・福
祉部会との合同の健康管理セミナーが新型コロナ感
染が全国的に流行し始めて脅威になりつつある時期
でしたので中止とし、毎年このセミナーを楽しみに
している方に残念な思いをさせてしまいました。
　その後も部会の幹事会をコロナ感染予防に留意し
ながら隔月で開催し、コロナ感染者が花巻周辺地域
に現れてこない事を条件に県内での震災後の復興状
況を視察する旅行を企画し、理財福祉部会との合同

総務企業委員長

　髙 橋 文 一

　新年あけましておめでとうございます。

　委員長初年度の昨年でしたが、年初からの新型コ

ロナウィルス禍で、制約された中での活動となりま

した。「はなまき小判」事業は、感染拡大防止対策

を取りながら、前年同規模での販売に努めたところ

初日に完売するほど好評でした。ゴルフ大会も表彰

式を簡略化しての実施となりましたが、東和町で開

催予定をしていた会員大会は見送らざるを得ないと

判断し実施できませんでした。

	まだ全国的な感染拡大が続いているさなかですが、

ウィズコロナの中でできることを工夫しながら、今

年の各種事業に取り組んでまいりたいと思っており

ます。

	一日も早い、ワクチンの開発と、感染拡大が終息

することを願いながら、今年一年が良い年でありま

すようお祈り申し上げ年頭のご挨拶とさせていただ

きます。

謹賀新年

で 7/17 ㈮～ 18 ㈯と震災遺構である「たろう観光ホ
テル」の見学などを実施し、宿泊は花巻市温泉宿泊
施設利用促進事業の補助金を利用し、東和町内の宿
泊施設を利用致しました。
　また 10 月 22 日には女性会との合同講演会とし
て IBC 岩手放送の奥村奈穂美アナウンサーに「町
の魅力を発見！わが町バンザイ裏話」という演題
で、地元の名物番組である「わが町バンザイ」とい
う番組の裏話や番組内では紹介できないいろいろな
お話し」をご講演頂き、来られた方々にはとても興
味深い面白い内容で大いに盛り上がりました。

　今年度も引き続きコロナ禍で簡単にはいかないと
思いますが微力ながら精一杯、部会の活動や商工会
議所の事業に尽力する所存でございますので、なお
一層のご指導・ご協力を何卒宜しくお願い申し上げ
ます。今年度が皆様におかれましても幸多い年であ
りますことをご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせ
ていただきます。
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地域開発委員長

　木 村 清 且

　新年明けましておめでとうございます。
　地域開発委員会は、①定住人口増加に向け、地域
企業の活性化と若年層の雇用確保に関すること。②
中心市街地の街づくりに関すること。③国際リニア
コライダー (ILC) の設置促進及び設置後の街づくり
準備。以上 3 テーマについて昨年に引き続き検討い
たします。特に新花巻図書館建設に向けての情報を
花巻市当局の推進状況の把握や、「日本メルヘン街
道」については「賢治☆星めぐりの街づくり事業」
の成果品の普及の可能性について、昨年、岩手県沿
岸広域振興局経営企画部産業推進室から三陸沿岸の
各都市が設置している宮沢賢治の詩碑との融合につ
いての検討の申し入れがありました。又、ILC につ
いては、昨年 7 月から毎月 1 回、ILC 推進の第 1 人
者「吉岡正和先生」を中心に岩手中部草の根勉強会
を行っています。花巻市の地域開発の方針の基に花
巻市の街づくりに貢献したいと思いますので宜しく
お願い致します。

観光国際情報委員長

　安 藤 　 昭

　新年、あけましておめでとうございます。
　平素は、当委員会へのご理解とご協力を賜り、心よ
り御礼申し上げます。
　2021 年の新春を迎えるに当たり、所感の一端を申
し述べ、新年のご挨拶に代えさせていただきます。
　本来であれば東京五輪が開催され、輝かしい一年と
なるはずだった 2020 年は新型コロナウイルス感染症
により未曾有の経済的混乱、疲弊に見舞われました。
　観光業も入国規制によるインバウンド観光客数の一
時的消滅、国内でも旅行控えが加速し被害は甚大であ
ります。然しながら、我々は歩みを止めるわけにはま
いりません。観光が成長戦略の柱になるという気概を
持ち続け、ニューノーマル（新状態）な市場や需要に
応える観光戦略を展開し、花巻市の経済・社会的課題
解決に貢献すべく、英知を集結して参ります。
　結びに、本年が皆様にとって、大きな飛躍の年とな
ることを祈念いたします。

花巻空港関係委員長

　照 井 政 志

　新年あけましておめでとうございます。
　昨年度のいわて花巻空港の利用者数は、1 月までは
順調でありましたが、新型コロナウイルスの影響に
より 3 月は大幅に減少し、9 年連続で増加したものの
50 万人の目標に対して 48 万人の利用にとどまりまし
た。今年度は、4 月 5 月が休止となりましたが、6 月
に再開し、10 月のダイヤ改正で国内線 1 日 12 便に戻
りました。しかしながら、11 月に入ると岩手県内に
おいても新型コロナのクラスター発生を機に、拡大し
ている状況におかれ、国内線も減便を余儀なくされて
おります。空港委員会としても県の方針に基づき、再

謹賀新年

度全線運航再開に協力していきたいと存じます。
　今後は、新型コロナウイルス感染症の収束状況を注
視し、感染予防対策ガイドラインに基づく感染防止
対策の徹底と、水際対策を講じられたうえで、台北
便・上海便の運航再開への働きかけと運航再開後の継
続的・安定的な運航に向けたインバウンド・アウトバ
ウンド双方の利用促進の取組強化が大切と考えていま
す。
　本年は、延期されていた東京オリンピック・パラリ
ンピックが開催される可能性があり、国内外の人の交
流が活発になる年と思います。交流人口の増加には、
空港の果たす役割は大きいと存じます。
　役員・議員の皆様方のご協力を賜り委員会事業を進
めて参りたいと存じますので、どうぞ宜しくお願い申
し上げます。

地域特定課題特別委員長

　宮 澤 一 郎

明けましておめでとうございます。
昨年は新型コロナウイルス感染症に明け暮れた１年
でありました。
又、防止対策と経済活動の両立の難しさを感じた年

でもありました。
遠からずワクチンが接種されるようになると思います
が、1 日でも早く先行きの不透明感が払拭されること
を願うものであります。
それまでの間は三密を避け、手洗い、マスク着用等の
基本的な対策の継続を‼
当委員会では本年も三役からの諮問事項に対して皆様
方のご協力を頂きながら対処してまいりたいと思って
おりますので、本年もどうぞ宜しくお願い申し上げま
す。
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石鳥谷支部会長

　中 村 弘 樹

　明けましておめでとうございます。昨年はコロナ禍の影

響で大きなイベントを中止にせざる負えない中で石鳥谷Ｃ

ＡＴ ( 青年部ＯＢ ) ご協力の元、ＳＮＳと動画サイトを活

用して「夢まつり 2020」・「石鳥谷まつりリターンズ」を

配信することができました。それにより地域の方々の思

い、祭りにかける情熱をあらためて感じることができまし

た。

　酒蔵まつりにおいては感染予防対策を徹底しながら商店

街の新たな活用方法を模索し「テイクアウトまつり」とし

て行うことができ、これからのｗｉｔｈコロナ時代に対応

できることを示すことができたと思います。

今年も気を緩めることなくイベントを通して会員相互の連

携、連帯を強め街の活性化に努めてまいりたいと思いま

す。よろしくお願いします。

東和支部会長

　菊 池 忠 彦

　新年明けましておめでとうございます。昨年予定さ

れていた東和支部の大きなイベント、田瀬湖湖水まつ

り（7 月）、土沢七夕まつり（8 月）、土沢まつり

（9 月）、とうわ産業まつり（11 月）は、新型コロナ

女性会長

　小 瀬 川 眞 弓

昨年は新型コロナウイルスが発生しこれまで経験した事の

ない流行となりました。

ウイルスは寒さと共にジワジワと変化して脅威をもたらし

ています。

経営が厳しい状況は残念ながらまだまだ続きそうです。今

大迫支部会長

　山 影 義 一

　新年おめでとうございます。『第 24 回大迫宿場のひ

なまつり』のＰＲをしようと原稿を準備しておりました

が、全国的に感染が拡大するので、急遽中止を決めまし

た。この年頭所感が皆様のお手元に届く頃、状況はどの

ようになっているのでしょうか。

　『大迫神楽の日』2 月 14 日（日）の開催に向けて岳神

楽保存会の皆様、実行委員会のスタッフもコロナ対策を

含めて準備を進めております。

　とはいっても直前になって中止もあると思っておりま

す。

　コロナはとてもにくらしいですが、不幸にも、感染し

てしまった人に対しては、静かに見守ってやれるような

人間になりたいものだと思ってはおります。

　お互いご健勝をお祈りし合いましょう。

謹賀新年

年は丑年そして東京オリンピックもどんな形で行われるの

か全く想像もつきませんが、2020 年の流行語“三密”を

守り、医療に携わる方に負担をかけない様、1 人 1 人の自

覚が大事になってくると思います。外国ではこの“三密”

の意味がわからない人が多いそうですが・・・ウイルスに

感染していても無症状という方がいるのも気になります。

すべての人に効果のあるワクチンの開発を早急に望みたい

所です。コロナにかからない様、全集中！！して、早く日

常の生活に戻れます様、そして皆様と早くお会い出来る事

を心より願いましてご挨拶と致します。

ウイルス感染拡大防止の観点から全て中止といたしまし

た。この閉塞感を少しでも解消し市民の心を癒し、そして

商店主の応援になればと、花巻市東和総合支所様のご協力

もいただき、会員有志で実行委員会を組織し、9 月に土沢

商店街近隣で 200 発の花火を打ち上げました。

　今年は、新しい生活様式の下で恒例のイベントを開催

し、何とか街に賑わいを取り戻したいと思います。会員皆

さんの知恵とアイデアを集めて、そういう一年になるよう

取り組んで参ります。本年もご指導のほど宜しくお願い申

し上げます。

青年部会長

　山 影 和 孝

　令和 2 年度花巻商工会議所青年部会長職をお預かりして

おります山影和孝と申します。私は旧大迫町出身で土地家

屋調査士という士業を営んでおります。

　さて、本来であれば今年度はオリンピックが開催され、

景気の好転、経済の活性化が見込まれる年となる予定でし

た。ところが新型コロナウイルスに振り回される年となり

オリンピックは延期、青年部の会務運営にも多大な影響を

及ぼすこととなりました。その影響は年度当初からすでに

始まり、政府による緊急事態宣言を受け、4 月の定時総会

を書面による決議へと変更せざるをえなくなり、その他の

事業につきましても、延期や中止といった苦渋の決断を余

儀なくされました。事業を通常通り行えないと言う事がこ

れほどまでに大変な事なのかという事を、最終決定を行う

当年度会長として痛感いたしました。

　今年度の青年部スローガンは、私たちの進む道の先に笑

顔が生まれると信じ『我進笑誕（がしんしょうたん）』と

いうあて字による造語とさせていただきました。笑顔を見

ることができるような活動は難しい年となりましたが、来

年度に繋がるような活動を心がけ邁進してまいります。

　青年部活動につきまして、今後とも皆様方のご理解とご

協力をお願い申し上げます。
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　News  File　花巻市からのお知らせ・会議所の動き　

　当所では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少し、経営に支障が生じている花巻市内の飲食業

及び自動車運転代行業に対する経営の継続を支援するため、花巻市の補助により経営支援金を給付します。

【対象要件】

花巻市内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者であって、次の業種を営む者

※上記の対象業種とみられる事業所に対して関係書面をお送り致します。書類が届かない場合でも、該当

　すると思われる事業者は、当所までお問い合わせ下さい。

【売 上 要 件】令和２年１１月から令和３年１月までの間のいずれか１か月の売上が前年同月と比較して３０％

	 以上減少している者

※申請日時点で創業から１年を経過していない者にあっては、創業から申請日の直近月までのいずれか１か月の

　売上を前年同月の売上とみなします。

【支援金給付額】飲食店　　　　　　　市内１店舗につき３０万円

	 自動車運転代行業　　１事業者につき３０万円

【申請受付期間】令和３年１月１２日（火）～２月２６日（金）　午前９時～午後４時　（事前予約制）

【申 請 場 所】花巻商工会議所本所・各支所

～経営支援金３０万円を給付します！～

市内飲食店・自動車運転代行業が対象

食品衛生法に基づく許可を受け、主たる業態が日本標準産業分類に掲げる産業分類に

おいて中分類「７６飲食店」または「７７持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類

される中小企業者

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第４条に規定する認定を受けている中小企業者

飲食店

自動車運転代行業

家賃補助事業拡充のおしらせ
花巻市では、令和 3 年 2 月まで月額賃料の 1/3 を補助していますが、今回さらに事業の内容を拡充いたしました。

拡充ポイント ＋ ＋補助要件緩和 補助率ＵＰ 対象業種拡充

① [ 既存 ] 令和 2 年 10 月～令和 3 年 2 月のいずれか 1 か月の売上が前年同月比▲ 50％以上
　　 　　　またはいずれか連続する 3 か月の売上が前年同期比▲ 30％以上
　　⇒　1/3 × 5 か月分補助（最大 1.66 月）

【拡充】①に加えて、令和 2 年 11 月～令和 3 年 1 月のいずれか 1 か月の売上が　　
　　　　　　　前年同月比－ 30％以上であれば
　　　　➡　さらに 1/6 × 3 か月分を追加補助！（※）　⇒　最大 2.16 月分！

②売上要件が①には該当しないが、【拡充】令和 2 年 11 月～令和 3 年 1 月の売上が前年　
　　　　同期比－ 30％以上（実質－ 30％以上－ 49％未満）であれば
　　　　➡　1/2 × 3 か月分を補助！（※）

（※） 令和 2 年 12 月～令和 3 年 2 月の賃料が対象となります

【お問合せ】花巻市 商工労政課商業係　☎４１- ３５３９

日本標準産業分類
QRコード



(10)

　News  File　会議所の動き　

思い出の一つに　冬の夜空に花火を打ち上げる
　当所青年部は、１２月１９日（土）、花巻市石鳥谷町の石鳥谷ふれ

あい運動公園にてコロナ終息を願い、花火を打ち上げました。今年は

新型コロナウィルスにより市内の主要行事をはじめ、夏の風物詩であ

る花火大会も中止となり、このままでは令和２年は思い出が残らない

年となってしまいます。そこで当所青年部では、思い出の一つになれ

ば良いと考え、いち早い終息の思いを込めて、花火の打ち上げを実施

しました。

　澄み切った空気の中、午後７時、カウントダウンに合わせて、５分

間で約８０発が打ち上げられた。１発ずつ間隔を空けて、最後は連発

の花火が石鳥谷の冬の夜空に広がりました。今回、当所青年部は感染

拡大防止の観点から打ち上げ自体を会員以外に告知せずに実施しまし

た。

　山影会長は「花巻では冬の花火がないため楽しんでくれたと思いま

す。今年は事業を思うように行えなかったので、色々な思いを胸に企

画をしました。無事成功して良かったです」と話しました。

冬空に８０発の花火が打ち上げられる

市内事業者向け支援施策情報の発信！
～新ＬＩＮＥ公式アカウント運用開始～

　全国各地で新型コロナウイルス感染症が拡大してお

り、市内の事業者においても、外出自粛による来店客や

売上の大幅減少により、経営に大きな影響を与えていま

す。

　そこで、当所では、国や地方公共団体が実施する最新

の施策をいち早く情報発信し、市内事業者の事業継続・

事業改善に資することを目的とした「花巻商工会議所（市

講師の星野麻記氏および受講者

疑問を解決！
～テレワークセミナー開催～

　１１月３０日（月）、当所会議室においてテレワーク

セミナーを開催しました。今回は、受講方法を会場にお

集まりいただくか、オンラインか選択できるような形で

開催し、会員事業所等合わせて７名が出席しました。セ

ミナーは２部構成となっており、第１部は、特定社会保

険労務士　星野麻記氏より、「テレワークって何？」と

題して基調講演が行われました。テレワークのメリット

や課題、社会保険労務士の視点による労働条件等の見直

しの必要性などについて講演いただきました。第２部と

して、ＮＴＴ東日本岩手県南営業支店　藤原利秋氏より

「テレワーク導入への第１歩」と題し、テレワーク導入

花巻商工会議所
〔市内事業者向け情報〕

QRコード

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

内事業者向け情報）ＬＩＮＥ公式ア

カウント」を発行しました。

　国や地方公共団体が提供する既存

支援施策や新たな施策、当所のセミ

ナーなど、事業者の皆様にとって有

益な経営支援情報について、随時情

報発信していきます。市内事業所の

皆さま、ぜひ「友だち追加」をよろ

しくお願い致します。

の流れと導入にあたり

活用しやすいシステム

について解説されまし

た。会場にはデモ機が

用意され、テレワーク

導入後の操作について

も体験しました。
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～オンラインによる会社説明・事業所見学会～

花巻農業高校２年生７７名が参加！

　１１月３０日（月）、オンラインによる花巻公共職業安定所、花巻雇用開発協会、当所主催の「職業意識形成ラ

イブセミナー」を開催しました。これは、新型コロナウイルス感染症の拡大により、説明会や事業所見学など相次

いで中止・延期となる状況を受け、就職希望の生徒と積極採用を継続する事業所とをオンラインで繋いだ双方向の

セミナーです。今回、花巻農業高校２年生の就職を希望する生徒７７名は、橋梁・水門工事業の㈱中央コーポレー

ション（佐々木史昭代表取締役社長）、金属加工業の㈱アイオー精密（鬼柳一宏代表取締役社長）から、スクリー

ンに投影される映像や各自のスマートフォンを通じて、説明を聞いていました。

　セミナーでは、採用担当者からの会社説明をはじめ、工場内の様子を中継し、㈱中央コーポレーションでは、橋

梁工事における溶接作業などの制作現場、㈱アイオー精密では、旋盤や研磨などの製造工程、安定した供給を可能

とする機械オペレーションの様子を紹介しました。また、２社ともに同校ＯＢが担当する業務内容ややりがいにつ

いて語る場面もあり、参加した生徒は「中継を通して工場内の様子を見学出来た」「実際に先輩方が活躍している

場面を垣間見れた」と感想を述べました。

溶接作業 ＯＢインタビュー 参加生徒７７名



(12)

　News  File　会議所の動き　

【1 月】

４日㈪	 2021 年役員・議員等新年交賀会

５日㈫	 ㈱花果・㈱中央水産花巻	合同初荷式

11日㈪	 ( 公社 ) 花巻青年会議所 2021 年度賀詞交歓会

25日㈪	 令和 2 年度「岩手県知事を囲む懇談会」

【2 月】

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

あとがき

　２０２０年は、まさかこのような１年になる

とは想像もつきませんでした。

各種行事、花火やお祭りなどが、軒並み中止と

なってしまったことから、会報を作成する者と

してはネタがなく、頭を悩ます年でもありまし

た…（笑）

　２０２１年は、丑年です！先を急がず、一歩

ずつ着実に物事を進めることが大切な年と言わ

れています。

目の前のことに集中して、コツコツと力をつけ

ていきたいものです。

　本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

１月の定例相談日

＜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 １月１４日（木）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%(12 月 1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%(12 月 1 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 １月　５日 ( 火 ) 午前 10 時～午後 4 時
 １月１２日 ( 火 ) 午前 10 時～午後 4 時
 １月１９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・経営無料相談会 
日　時 １月２１日㈭午後 1 時 30 分～午後 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
 労務 社会保険労務士 照井郁夫　氏
 金融 日本政策金融公庫 石崎　透　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

花巻商工会議所のテレビ・ラジオ番組　放送予定日　１月版

●花巻ケーブルテレビ　11ch

『Ｃ・Ｃ・Ｉアワー』
◆放 送 日　1/18 ㈪～ 1/24 ㈮ 8:55、20:55

　　　　　　 1/23 ㈯～ 1/24 ㈰ 8:55、18:55

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

●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」

『笑っていい友 in 花巻』
出演

◎ 1/08( 金 )　イル・デ・パン	 代表取締役	 高橋　要さん

◎ 1/22( 金 )　㈱ウノーインダストリー	代表取締役	 鹿討康弘さん

１・２月の主な行事予定

　Information　ご案内・お知らせ　


