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地域企業経営支援金のお知らせ
融資相談会「1日公庫」のご案内
べっぴん夜市開催のお知らせ
WEB会議 Zoom活用セミナーのご案内
飲食店イベント等支援補助のご案内

■折込チラシの紹介

　5月28日、歴通路広場、みちのく銀行久慈支店駐車場、久慈駅前いつくし広場の3会場で今年度最初の「べっぴ
ん夜市」を開催しました。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、受付での検温・消毒、テイクアウトのみの営業としました。飲食
店をはじめ雑貨販売など多くの屋台が出店し、会社、部活帰りの人たちや家族連れの方々で賑わいました。
　今回は、久慈ロータリークラブと久慈東高校が新型コロナウイルス対策支援を目的とした募金も行いました。
　べっぴん夜市は、今年も5月から10月まで毎月第4金曜日に開催され、次回は6月25日に開催いたします。ご来
場をお待ちしております。

今年度最初のべっぴん夜市を開催しました! !

募金活動も行いました
多くの方で賑わいました



本社：久慈市山形町川井8-15-7　TEL 0194-72-2771（代表）FAX 0194-72-2091 ㈱久慈電力センター

電気を届ける－その使命を胸に。
「お客様に電気を送り届ける」
　その使命は、地震、台風、大雪など、災害のときも変わる
ことはありません。
　災害に強い設備を形成すること。
　こまめに現場をパトロールすること。
　災害を想定した訓練を繰り返すこと。
地域の灯りを守る確固たる使命を胸に、私たちは日々取り組
んでいます。

・JIS表示認定工場　・㈱日本消防設備安全センター認定工場

本社/〒028-0041　久慈市長内町37-6-1　TEL(0194)52-1811 FAX(0194)53-2233

FX 防音側溝は、従来型ではさけられなかった
損音を、新しい理論による独特の形状を採用
することで解消する。

騒音をシャットアウト

コンクリート製造作業スタッフ募集中！
当社ＨＰをご覧下さい。
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当所ホームページに各種情報発信中 !!
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お買い物は、地元のお店で

Zoom 活用セミナーを
開催します！！

無料法律相談会あります

　コロナ禍で、離れ
た場所にいる相手
と直接会って商談
や打合せが難しい
状況が続いていま
す。そこで、Zoom
を使用してWEB会
議を行いませんか？6月22日（火）と25日（金）
に、Zoom活用セミナーを久慈市役所で開催い
たします。22日の入門編ではパソコンやスマー
トフォンなどの設定まで行い、25 日の活用編
では実際に Zoomを利用してWEB会議体験を
行います。事前申し込みが必要となります。

詳しくは折込チラシをご覧ください。

　久慈商工会館において、遠藤譲一市
長、高橋進県北広域振興局長、石川博
章久慈公共職業安定所長、髙橋克壽久
慈東高等学校長が当所を訪れ、山王敏
彦会頭に、安定的な雇用の確保等の取
組に賛同いただくとともに次に掲げる
5項目について会員企業に理解を促し
ていただきと、要請書を手渡しました。
　これに対し山王会頭は「会員事業所
に周知し雇用確保していきたい」と応
えました。

　毎年、経営者向けの無料法律相談会を実施し
ており、企業の相談に詳しい弁護士がお答えし
ます。どうぞご活用ください。

 開 催 日 時 … 7月20日（火）
 13:00～15:00
 受付電話番号 … 019-623-5005

※…弁護士が直接お話を伺います。
※……相談料は無料です。受付をした後、担当弁護士
がコールバックします。

※…上記の電話番号は開催日時のみご利用可能です。

 お問い合わせ 

岩手弁護士会　TEL：019-651-5095

市・県・職安が安定的な雇用の確保と新規学卒者を要請
一　新規学卒者の採用枠の確保
　岩手の未来を担う若者を育成するという認識のもと、早期の求人票の提出及びオンラインを
活用するなど新規学卒者に対する十分な会社側からの説明機会の確保、適正な採用選考活動を
通じて、引き続き新規学卒者の積極的な採用に努められたいこと。

一　安定的な雇用の確保
　新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ地域経済の回復と震災からの復興にとっ
て、雇用の維持・確保は極めて重要であるという認識のもと、雇用調整助成金等を活用し、安
定的な雇用の確保に努めて頂くとともに、支給要件が緩和されたキャリアアップ助成金を活用
するなど、非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善に努められたいこと。

一　多様な人材の雇用の場の確保
　若者、女性、高年齢者、障がい者等働く意欲のある全ての者が、その能力を生かして希望す
る仕事に就き、地域において自立して生活していける社会を実現するという認識のもと、多様
な人材の雇用の場の確保に努められたいこと。また、就職氷河期世代については、令和四年度
までの国の支援プログラムにより、集中的に支援を行っているところであり、貴団体におかれ
ましても積極的な取組に努められたいこと。

一　女性の活躍促進に向けた雇用環境の確保
　女性が仕事を通じた様々な経験や成長、経済的な自立、社会との関わり等を得ることができ
るようにするために、働くことを希望する女性が、その希望に応じた働き方を実現できるよう
な、雇用環境の整備に努められたいこと。

一　働き方改革に向けた取組の推進
　仕事と生活の調和や生産性の向上を推進することは、地域の社会経済の維持、発展にも資す
るという認識のもと、各職場において、在宅勤務などテレワークの導入・実践や時差出勤の奨
励を通じて人と人との接触を低減する取組を行うとともに、労働者との積極的なコミュニケー
ションに努められたいこと。
　また、長時間労働の是正や労働法令等に定める休暇制度の周知、休暇の取得促進など、労働
環境の改善に向けた積極的な取組に努められたいこと。

久慈市長　　　　　　　　　　　遠藤　譲一
県北広域振興局長　　　　　　　高橋　　進
久慈公共職業安定所長　　　　　石川　博章
岩手県高等学校長協会久慈支会
岩手県立久慈東高等学校長　　　髙橋　克壽

久慈商工会議所　地域企業経営支援金支給事業
◎対象となる方　※下記 2つの要件でいずれかに該当

業種要件

売上要件

支援金額
について

①…久慈市内に店舗を有する中小企業であって、小売業、サービス業、飲食業、
宿泊業などを営む事業者。
②対象業種の店舗・販売窓口等を運営している事業者。

①…令和 2年 11 月～令和 3年 3月までの期間で、いずれか 1ヶ月の売上が前年
同月比の 50％以上減少している事業者。
②…令和 2年 11 月～令和 3年 3月までの期間で、いずれか連続する 3ヶ月の売
上が前年同期比の 30％以上減少している事業者。
※…創業から 1年経過していない場合の特例あり

　対象期間内の連続する 3ヶ月の売上について前年同期の売上との差額（減収
額）について 1 店舗あたり 40 万円を上限に支援します。
　多店舗を経営されている方には、1事業者あたり個人事業主は 100 万円、法
人及び組合は 200 万円を上限として支援します。

詳しくは、折込チラシをご覧ください。

申請を
お忘れなく！

　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期比
で30％以上減少している中小企業者等が対象となります。
…支 給 額…　…1店舗等当たり最大30万円（1事業者当たり最大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） ※詳細を次号紙面にて、ご案内いたします。

　県北地域において、飲食店の売上回復及び地域の活性化支援のため、飲食店を含む複数の事業者
がイベント等を行う費用に対する補助制度が新設されました。
…補……助……金……額…　補助経費から入場料等の収入を除いた金額の1/2以内の額（上限15万円）
…応 募 締 切…　6月28日17時　必着
…問合・申込先…　岩手県県北広域振興局　経営企画部　産業振興室　TEL66-9671

令和3年度 地域企業経営支援金支給事業 7月以降開始予定！！
（詳細や窓口開始日等は未定。）

岩手県県北地域飲食店イベント等経費支援補助金

「対象になるかも！」という方は、TEL52-1000までぜひお問い合わせください。

令和3年6月30日（水）まで申請期限が迫っています！

Information



電 気 の 匠

LIQUOR  FOODS
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お買い物は、地元のお店で

地震・噴火またはこれらにより発生した津波を原因とする
火災（延焼・拡大を含みます。）・損壊・埋没・流失によって、共済の対象である

建物に損害を受けた場合に地震共済金をお支払いします。

火災共済のご案内

７月の
定期相談日 

【 場　所 】

商工会館 3 階相談室

岩手県信用
保証協会 

（10 時～ 16 時）

 6 日（火）

13 日（火）

20 日（火）

日本政策金融公庫 
国民生活事業
（9 時～ 12 時）

 9 日（金）

お問い合わせは 

久慈商工会議所まで 

℡　52-1000

【問い合わせ先】
 久慈商工会議所   地域振興課

 TEL52-1000　FAX52-1051

主 催　久慈商工会議所
SNSでも情報発信中 @kujicci@kujicci.iwate

出店者随時募集中！興味のある方は久慈商工会議所まで！

@kujicci

　5月18日、久慈秋まつり実行委
員会（山本えり子会長）は新型
コロナウイルス感染症の収束が
見通せず、観客や参加者の安全
確保、山車制作段階での3密回避
などが困難であることから、秋
まつりの中止を決定しました。

 お問い合わせ先 
久慈秋まつり実行委員会

TEL66-9200

久慈秋まつり
中止のお知らせ

ベスト
ウィズ
クラブ
福祉制度
キャンペーン
のご案内

BWC  きずな共済のご案内 
福利厚生制度にご活用いただけます
入院給付金付災害割増特約・
    ガン重点保障型生活習慣病

　一時金特約付定期保険（団体型）
+久慈商工会議所独自の給付制度
　（見舞金・祝金制度）
+岩手県商工団体福祉制度連絡協議会
　   独自の給付制度 

ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。

※…厳正なる抽選の上、当選者には商品のお届けを
もって、発表にかえさせていただきます。

 お問い合わせ先 … 久慈商工会議所　地域振興課　TEL 52-1000
 引 受 保 険 会 社 … アクサ生命保険㈱盛岡営業所　TEL019-651-2594

「ベストウィズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的として全
国各地の商工会議所およびアクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

会費納入のお願い
 

　今月は令和 3 年度第一
期分の会費納入月となっ
ておりますので、最寄り
の金融機関または直接当
所へ納入くださいますよ
うお願いいたします。
　なお、お振込みの場合
は大変恐縮ですが、振
込手数料をご負担下さい 
ますようお
願い致しま
す。
 

 ※お問い合わせ 
久慈商工会議所 総務課
℡ 52-1000

青年部・女性会　総会を開催しました
青 年 部 女 性 会

　ロイヤルパーク・カワサキにて、令和3年度通
常総会を開催し、令和2年度事業報告・収支決
算、令和3年度事業計画・収支予算が承認されま
した。令和3年度は、新型コロナウイルス感染症
対策事業として、昨年の消毒液配布に引き続きマ
スクの配布、テイクアウト事業の応援・支援等、
事業を実施することが承認されました。

 ▽令和3年度新体制  （任期：R３.４.１～R４.３.31）
会 　 長　大　坪　　　剛（㈱吉成食品）
副 会 長　米　内　松　司（㈲ホームセンター仙台）
副 会 長　鈴　木　　　潔（社会福祉法人　修倫会）
専務理事　鹿　糠　紀　章（清章堂）

　久慈グランドホテルにて、令和３年度通常総会を
開催し、令和２年度事業報告・収支決算、令和３年
度事業計画・収支予算が承認されました。令和３年
度では、久慈市活性化事業への参加及び協力、新型
コロナウイルス感染症関連事業・県内視察研修会等
の事業を実施することが承認されました。

 令和3年度予定事業 
●……久慈地方産業まつり及びべっぴん夜市への参
加・協力

●……飲食店へのデザインマスクの寄贈、テイクア
ウト販売会への協力

●……県内視察研修会

 キャンペーン期間 
2021年5月6日㈭

▲

6月30日㈬
きずな共済に加入・増口された事業主

または 個人保険・経営者向け保険を契約された方
抽選で「久慈の名産品」を

20名様にプレゼント！



省エネ＆ECO「人と地球に“smile”」

◇細谷地の「でんき」だから出来ること◇

〒028-0041　久慈市長内町17-100-10
☎0194(53)2305  http://www.hosoyachi.co.jp

細谷地株式会社

お得２ お得3お得1
家電製品店頭価格
  より5％割引

ララカード
ポイントサービス

ガスと電気
セット割引
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お買い物は、地元のお店で

三陸グルメマンガプロジェクト実行委員会総会
　５月 31日（月）、久慈商工会館において、
三陸グルメマンガプロジェクト実行委員会
（山王敏彦会長）総会を開催し、令和２年度
事業報告並びに収支決算について、令和３年
度事業計画（案）並びに収支予算（案）につ
いて協議し、原案のとおり承認されました。
　本事業は、三陸沿岸道路の年内全線開通を
控え、道路利用者の拡大及び地域飲食店への
誘客・活性化を目的とし、昨年は沿線商工会
議所と岩手県が連携し「食・ラーメン」のグ
ルメマンガガイドブックを製作し好評でし
た。今年度は「食・海の幸」をテーマに製作
し、三陸沿岸道路の利活用促進と地域飲食店
等への誘客・活性化を図ることとなりました。昨年度のテーマは「ラーメン」でした

㈱まるこ  ファミリーファッション まるこ
事業所
取材

　㈱まるこでは、5月からコロナ渦や移動手段がなく外出が困難な
方々向けに、ネット販売にはない「商品を直接見て触って楽しい買
い物が出来る」移動店舗ミニまるこを製作しました。
　代表取締役である小泉好明氏は「今まで毎月大阪に仕入れに行っ
ていたが、昨年からコロナの影響で行けなくなった。メーカーや問
屋と電話や LINE でやり取りしたり、県内の問屋を歩き回ったりし
ているが、今までと同じ価格帯では思うような品揃えが難しい。現
在、新規メーカーを開拓し、取扱アイテムやミニまるこのような新
しいサービスを増やしている途中です」と語りました。
　移動店舗の「ミニまるこ」は、毎週（10 時～ 13 時）水曜日に山
根地区、木曜日に山形地区で衣料品や生活雑貨を販売しております。

〒 028-0082　岩手県久慈市川貫 9-27-4　TEL：0194-52-1796
最新情報は、https://ff-maruko.com をご確認ください

脱 ・ 価格競争 オンリーワンの店へ

巡回予定地区
10 時～ 13時（祝日休み）

月 火 水 木
準
備
中

準
備
中

山
　
根

山
　
形

イベントや集会などにも出店可能です。
お問合せは 080-9982-6639にどうぞ！

移動店舗「ミニまるこ」


