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〜冬〜

観光交通業部会︵上山昭彦
部会長︶主催の﹁北三陸はし
ご酒大会〜冬〜﹂を飲食店閑
散期の２月 日に開催し︑個
店の魅力発信︑新規の顧客獲
得に繋げようと 店舗の参加
の下︑多くの市民で賑わいが
見られました︒
コース別に４店舗をはしご
した後の豪華景品が当たる抽
選会では︑ほろ酔い気分でく
じを引く参加者の一喜一憂す
る姿が見られました︒
また︑抽選会で回収したア
ンケートでは﹁行ったことの
な い お 店 に 行 け て よ か っ た ﹂︑
﹁とても楽しかった︑回数を
増やしてほしい﹂︑﹁次回も参
加したい﹂等︑好意的な意見
が多数寄せられました︒次回
は７月に開催予定です︒
景品等の協賛を頂いた企業
様や団体様に感謝申し上げま
す︒
20

20

本をお探しの皆様、

一歩足を踏み入れると楽しい
時間の始まり

北三陸はしご酒大会

企業発展と地域振興に取り組む商工会議所

平成31年３月15日
月
第465号 毎月15日発行

＜目 次＞
１：はしご酒大会〜冬〜
２：役員と正副会長との懇談会
３：全国展開プロジェクト琥珀
のまち推進委員会
４：企業懇談会
５：観光客入込み数調査
６：頑張るお店紹介

〒028‑0024 岩手県久慈市栄町32−117
TEL:0194 52 1255㈹ FAX:0194 52 1256
http://www.hanna-kensetsu.jp/

ネットで検索・注文が出来ます。
「e-hon」をお試し下さい。
http://www.e-hon.ne.jp/dec/shop23051

一 誠 堂
TEL：0194−52−3051 FAX：0194−52−3509

mail:info@isseido.jp

一般建築・土木・設計施工・不動産売買仲介
賃貸仲介、上げ、引き家
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弘前聖愛高校を甲子園に導いた
メンタルコーチが教える

２月 日︑青年部︵小
倉徹也会長︶は久慈グラ
ンドホテルにおいて新春
経営セミナーを開催し︑
名が出席しました︒
講師のチームフロー認
定メンタルコーチ津村柾
広氏から﹁仕事が面白く
なる魔法のレシピ﹂と題
し︑仕事をする上での目
標と目的との意味の違い
や自ら動かすためのメン
タル思考︑気持ちの持ち
方など︑会社内ですぐ使
えるものをはじめ︑仕事
を行う上での意識改革を
する心構え等について講
演をいただきました︒ま
た︑当日は久慈高校野球
部の生徒も聴講し︑クラ
ブ活動で使えるメンタル
トレーニング方法につい
ても説明を頂きました︒
参 加 者 か ら は︑﹁ メ ン
タルコーチの話を聞く機
会は貴重な体験なので大
変勉強になった﹂等の声
が聞かれ︑大変好評な講
演会となりました︒

࢘țȸȠȚȸǸƴӲᆔऴإႆ̮ɶ

TEL 0194(59)3214

久慈市小久慈町47 18

仕事が面白くなる魔法のレシピ

講師の津村柾広氏
青年部会長の小倉氏から記念品の贈呈

93

13

久慈工場

各部会・青年部・女性会の事業に活発な意見出される

31

役員と正副部会長等との懇談会を開催

・キャッシュレス決済セミナー
３ 月 １ 日︵ 金 ︶
︑久慈商工会
館において︑役員と正副部会長︑ ・情報交換会
︻工業運輸業部会︼
青年部及び女性会正副会長との
・高等学校進路指導教諭と管内事業
懇談会を開催しました︒
主との懇談会
懇談会では各部会長から平成
・未来ディスカッション
年度事業報告と平成 年度事
・社内改革企業先進事例事業所視察
業計画について説明がありまし
・海外展開企業工場視察
た︒
参加者からは各部会︑青年部︑ ︻建設業部会︼
・環境景観整備事業
女性会の事業に関する質問や意
・行政との懇談会
見等が出され︑活発な意見交換
・道の駅視察研修会
が行われました︒
・ＰＦＩ・ＤＢＯ方式研修会
新年度の事業計画は左記の通
︻サービス業部会︼
りです︒
・地元起業者との懇談会
︻商業部会︼
・久慈の観光資源を知る視察研修会
・沿岸被災地商店街の視察
・部会組織の在り方検討
︻観光交通業部会︼
・鰺ヶ沢町との観光物産交流交流視
察研修
・はしご酒大会
・ガイドマップ作成︑発行
・地元学講演会
︻青年部︼
・久慈春まつり
・久慈市議会モニター事業
・キャリア教育推進事業
︻女性会︼
・ＥＭ廃油石鹸作り
・秋田県内視察研修会
・久慈地方産業まつり出店
・クリスマス交流会
30
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ISO 9001 認証取得

地域の皆様に信頼と満足を提供する
日本工業規格表示認定工場

紫波カイハツ生コンクリート㈱
イハ
ハツ生
ツ生コンクリート

▽岩手県産業復興相談センター（中圭ビル１階） http://www.ccimorioka.or.jp/fukko-soudan/
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TEL019−681−0812

盛岡市清水町 14 17

POPアンバーを使用した試作品を全国へ

12

15

平成 年度第３回岩手県経営革
新計画評価委員会で㈲ホームセン
ター仙台の﹁産学共同研究による
エビデンスの確立と認知症への対
応﹂が承認されました︒
同計画は㈲ホームセンター仙台
に併設された︑暖家︵認知症対応
型デイサービス︶が八戸学院大学
と東北大学との共同研究によるエ
ビデンスを基に個人に合ったプロ
グラムを開発する介護プログラム
となり︑東北でも例のないもので
今後の同社の活動が期待されます︒
30

琥珀のまち推進委員会

30

feel NIPPON春２０１９

月 日 か ら 日 ま で︑ 東
京 ビ ッ ク サ イ ト を 会 場 に feel
春２０１９が開催され︑
NIPPON
当所からは藤織ジュン氏︵合同
会 社 未 知 カ ン パ ニ ー︶︑ 鹿 糠 紀
章氏︵清章堂︶︑上山昭彦氏︵㈲
上山琥珀工芸︶が全国展開プロ
ジェクト事業として︑改良した
試作品のＰＲとブラッシュアッ
プを目的に出展しました︒
琥珀を通じて久慈市を知って
いるという来場者が多く︑展示
している試作品に関しても熱心
に価格や製造方法について質問
する姿が見られました︒
２

ホームセンター仙台
平成 年度岩手県経営革新計画承認
30

全国展開プロジェクト事業

25

ＰＯＰアンバーを活用した試作品意見交わされる

POPアンバーを使用した
ボールペン（tette）

２月 日︑全国展開プロジ
ェクト事業で久慈産﹁琥珀﹂
を活用した新商品の開発及び
地域のブランディング化を目
的に発足した︑琥珀のまち推
進委員会の第３回推進委員会
を開催しました︒これまでに
開発した試作品 種類の紹介
や大型展示会でのブースに出
展など︑様々なＰＲ活動の実
績について報告を行いました︒
参加者からは試作品に関す
る質問や販売価格等について
活発な意見が交わされました︒

超開運琥珀㲦守㳦
(清章堂)

第３回推進委員会の様子
宝飾加工できない小さな琥珀「POPアンバー」を活用し開発した試作品

じ
く
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商
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岩手県産業復興相談センターのご案内

東日本大震災により被害（間接的な被害も含む）を受けた中小企業者等の事業の復旧・
復興を支援するために国 ( 経済産業省・中小企業庁 ) により設置された公正中立な機関です。

◎金融・事業再生・税務・企業診断の専門家によるきめ細やかなサポート◎

１. 信用保証制度や制度融資等の支援策のご案内 ２. 外部専門家や関係支援機関のご紹介
３. 事業計画の策定支援
４. 二重ローン問題への対応
５. その他経営課題に対するアドバイス etc…
相談は無料です。お気軽にご相談下さい。

【相談＆お問い合せ先】
※秘密厳守で対応いたします。相談内容が外部に知られることはありません。

東日本大震災から８年︑復興への道筋

人工減少問題に向き合うため

࢘țȸȠȚȸǸƴӲᆔऴإႆ̮ɶ

プロジェクトチームを発足

久慈市の大きな課題である
人口減少問題について︑地域
の現状及び課題分析を踏まえ
た検討を行うとともに︑市民
と一体的な街づくりを推進す
るため︑人工減少プロジェク
トチームを昨年９月に設置し
ました︒これまでに４回の会
議を開催し︑メンバー 人で
活発な意見交換を行っていま
す︒今後は交流人口の拡大を
柱として︑検討を重ねること
にしています︒

２月 日と 日に久慈市公
共職業安定所と久慈雇用開発
協会の主催で︑事業所見学会
が開催され︑地元就職希望者
の管内高校２年生約１７０名
が参加しました︒
高校ごとに３事業所を訪問
し︑職場見学や業務内容等の
説 明 が 行 わ れ︑﹁ 高 校 生 の う
ちに取得した方が良い資格は
あ る か ﹂﹁ ど ん な こ と に や り
がいを感じるか﹂等︑積極的
に質問する意欲的な生徒が多
く見られました︒

事 業 所 見 学 会

２０２０年３月卒業予定者を対象とする

10

東日本大震災津波岩手県・久慈市合同追悼式
東日本大震災から８年とな
る３月 日︑東日本大震災津
波岩手県・久慈市合同追悼式
が行われました︒
式典では︑達増拓也岩手県
知事と遠藤譲一久慈市長が式
辞を述べ︑地震が発生した午
後２時 分に黙祷し︑参列者
による献花︑国主催の追悼式
の中継等を行い︑犠牲者と行
方不明者の冥福を祈りました︒

懇 談 会

補助金・助成金制度等の最新情報説明される

企 業

２月 日久慈グランドホテ
ルにおいて︑工業運輸業部会
︵城内治部会長︶との共催で
企業懇談会を開催しました︒
東北経済産業局産業部から
平成 年度の中小企業施策に
ついて︑日本商工会議所産業
政策第一部の角舘一輝氏から
税制改正と消費税軽減税率に
ついて説明を頂きました︒
補助金・助成金が事業目的
にあった内容で活用できるの
か︑出席者は熱心にメモを取
っていました︒

26
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31
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観光客入込み数の調査報告（久慈市内主要８施設）
【観光客入込み数の分析】

H30
（速報）

平成25年「あまちゃん」放映でピークを迎えた
久慈市の観光客入込数は、関連イベントの実施や
被災施設の再開などにより、緩やかなカーブを描
きながらの減少にとどまっていた。
その後、平成28年の台風10号被害によって、経
済活動が一時的にストップし、直後に開催を予定
していた秋まつりの中止などが要因となり、翌年
の入込数の減少にも大きな影響を与えた。
平成30年は３月までが前年同月比より減少した
ものの、４〜12月の入込数が軒並み前年同月比
100％を超える状況となっており、１年ぶりに100
万人を超えた。特に10月が135％と大きな伸びを
示したほか、前年比10.4％の増となった。
なお、平成31年度は４〜５月の大型連休や本県
でも試合が行われるラグビーＷカップなど、観光
客の増加に繋がる要因も多数あることから、多く
の観光客で賑わいが創出されることを期待し、経
済活動の活性化に寄与する事業の推進を行って行
きたい。

H29

H28

H25

Ｈ29比較 Ｈ28比較 Ｈ25比較

1月

58,656

62,861

76,728

76,098

93.3%

76.4%

77.1%

2月

47,187

58,256

71,292

66,918

81.0%

66.2%

70.5%

3月

68,540

78,958

95,230

85,943

86.8%

72.0%

79.8%

4月

92,493

76,627

97,419

119,570 120.7%

94.9%

77.4%

5月

123,345

108,343

147,509

165,351 113.8%

83.6%

74.6%

6月

92,696

83,114

100,285

126,010 111.5%

92.4%

73.6%

7月

104,983

96,205

121,707

160,201 109.1%

86.3%

65.5%

8月

141,300

136,634

134,278

270,302 103.4% 105.2%

52.3%

9月

115,307

92,350

77,029

191,787 124.9% 149.7%

60.1%

10月

98,171

72,718

86,812

159,203 135.0% 113.1%

61.7%

11月

80,508

67,977

73,416

116,127 118.4% 109.7%

69.3%

12月

74,451

60,291

65,679

97,170 123.5% 113.4%

76.6%

合計 1,097,637

994,334 1,147,384 1,634,680 110.4%

95.7%

67.1%

軽減税率制度導入と消費税転嫁対策 〜軽減税率での価格表示〜
・価格表示の変更が必要かどうか早めに確認を
10％への引上げ時に価格表示の変更が必要かどうかを判断するために、まずは自社（自店）の商品の消費
税率が８％なのか、10％なのか区別することから始めましょう。

・価格表示は分かりやすく
税率の引き上げに伴って価格表示の変更が必要かどうかを検討しましょう。それぞれの事業者が採用して
いる表示方法（総額表示・外税表示・税抜表示の強調表示）によって価格表示の変更が必要かどうか異なり
ます。
さらに、同じ商品でも店内飲食とお持ち帰りで税率が異なったり、似たような商品であっても税率が異な
る場合があります。お客様にとって分かりやすい表示をするよう心掛けることが重要です。

ታශળ␠ශ㌁ⴕශࠧࡓශ

ᣂᤐ࡞ਛ
諸印章・ゴム印・ネームプレート・名刺ハガキ印刷・シャチハタ・付属品

カヌカ印房
久慈市中町１−47
ＴＥＬ ５３−３７３６
ＦＡＸ ５３−３７４６

清 章

堂

大切なお子様を乗せ
る自転車です。しっ
かりしたものをえら
んであげましょう。
★日本車両検査協会認定技師★安全整備士登録店★二輪車安全運転特別指導員

久慈市中町４−17
TEL･FAX ５３−１０５０
Email kanukainbo@gmail.com
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４月の定期相談日
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岩手県信用保証協会
Ტ᳸Უ

40か国で料理の修行経て久慈市で開業
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平成31年度 検定試験のご案内
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経営セーフティ共済振替日について
４月分の引落は

５月７日（火）
です。
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ƢŵஉЎƷੑǛŴƦƷஉƴƓƍƯசᚘɥƠƯƍ
ǕƹᆋѦɥǋੑƷምλƸᛐǊǒǕǇƢŵ
ŧᛇƠƘƸɶݱೞನσฎႻᛩܴǇư
ų6'.

உଐ㈯

உଐᾄ உଐ

உଐ㈬

உଐᾄ உଐ

平成31年度の健康保険料率は平成31年３月分
（４月納付分）から改定されます

ဎᡂ᧓

岩手県支部の健康保険料率は変更となります。
介護保険料率も変更となります。

ܱଐ
ྫྷም౨ܭ

ဎᡂ᧓

Ƃ˰ųųƃʁ५ࠊɶƷ
ƂᩓųųᛅƃᲧᲧ

உଐ㈰

உଐᾄ உଐ

給与・賞与の

உଐ㈰

உଐᾄ உଐ

9.84％

உ ଐ㈰

உ ଐᾄ உ ଐ

平成31年2月分
（3月納付分）
まで

給与・賞与の
健康保険料率

➡

給与・賞与の

受験料、ご相談等、お気軽にお問い合わせください。

1.57％

お問合せ 久慈商工会議所 tel 52-1000

平成31年2月分
（3月納付分）
まで

࢘țȸȠȚȸǸƴӲᆔऴإႆ̮ɶ

9.80％
平成31年3月分
（4月納付分）
まで

給与・賞与の
介護保険料率

➡

1.73％
平成31年3月分
（4月納付分）
まで

