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「ヤマセあきんど祭り」も開催しました

7月は、少し早めスタートの「べっぴん夜市」

今年最初の「ガタゴン夜市」

　市内商店街や山形町ガタゴン広場では、入口での検温、消毒の徹底やマスク着用等の新型コロナウイルス感染
症対策を講じながら、夜市や祭りを行いました。
　7月 17日（土）には今年最初のガタゴン夜市、7月 23日（金・祝）は初の祝日開催となるべっぴん夜市、8
月 6日（金）～ 8日（日）はヤマセあきんど祭りを開催いたしました。会場では、飲食品だけではなく射的など
の子供向けの屋台等、多種多様な店舗が軒を揃えました。
　感染症対策として来場者・出店者全てに検温や消毒、マスクの着用を徹底しました。また、べっぴん夜市とヤ
マセあきんど祭りでは、密を防ぎかつ回遊性を向上する目的で、会場を3～ 4カ所に分散しての開催とし、どの
イベントも多くの方にご来場いただき、賑わいを見せました。
　今月21日（土）にはガタゴンまつりとガタコン夜市の同日開催、27日（金）にはべっぴん夜市が開催されます。
どちらのイベントも感染症対策を十分に行っております。ご来場をお待ちしております。

ガタコン夜市
べっぴん夜市
ヤマセあきんど祭り開

催

感染症対策を徹底
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お買い物は、地元のお店で

新型コロナウイルス感染症支援策のご紹介
新しい追加支援策が開始されています！

久慈商工会議所　地域企業経営支援金支給事業（令和3年度版）
6 月末まで実施した 40 万円支援事業とは別の追加事業です

業種要件

売上要件

支援金額
について

①�久慈市内に店舗または事務所を有する中小企業であって、以下の業種を営む事業者。
　　情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、�不動産業、
　　物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、�飲食業サービス業、
　　娯楽業、教育業、学習支援業、医療業、福祉業、�サービス業

　※詳細は折り込みチラシをご覧ください
②対象業種の店舗・販売窓口等を運営している事業者。（一部無店舗も対象）　

①�令和 3年 4月～令和 4年 3月の期間で、いずれか 1ヶ月の売上が前々年同月比の
50％以上減少している事業者。
②�令和 3年 4月～令和 4年 3月の期間で、いずれか連続する 3ヶ月の売上が前々年
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

1店舗あたり最大30万円
複数店舗を経営する事業者にあっては、
5店舗、150万円を上限（法人・個人とも）

【受付・相談窓口】久慈商工会議所3階　第一研修室　※平日のみ
【時間】●午前の部：午前9時30分～正午　●午後の部：午後1時30分～午後4時
※久慈商工会議所の事業等により閉鎖する場合がありますのでご了承ください。

久慈商工会議所　TEL52-1000　FAX52-1051

１店舗あたり
最大
30万円

Information 飲食店・飲食部門のある宿泊施設など「岩手飲食店安心認証制度」
　飲食店が実施する新型コロナウイルス感染予防策について、岩手県が認証制度を設ける制度です。
　※惣菜店、仕出し店、弁当屋などの持ち帰り・デリバリーは対象外
【申請から認証までの流れ】
�①事務局へ申請��⇨��②現地調査の日程調整��⇨��③調査員による現地調査��⇨��④認証マーク交付�

【お問い合わせ】いわて飲食店安心認証制度事務局　FAX 019-613-8018まで

「岩手県飲食店安心認証制度」に認証された店舗に対して、
1店舗当たり10万円の支援金が給付されます。認証後の申請手続きとなります。
【お問い合わせ】認証取得事業者支援事業事務局　TEL 019-601-3077

※詳細は、折り込みチラシを
　ご覧ください

窓口利用時のお願い 新型コロナウイルス感染症拡大対策のためマスク着用と検温にご協力をお願いします。
また、密集を防ぎ、手続きをスムーズに行うため、ご利用前に電話での予約をお願いします。
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当所ホームページに各種情報発信中 !!

　久慈税務署
　　　署　長　夏

なつ

　坂
さか

　聡
さと

　志
し

　この度の人事異動で久慈税務署長
を拝命いたしました夏坂と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。

　東日本大震災から十年、三陸沿岸道路の完成が近
づくなど着実な歩みが見られる一方、令和元年台風
や新型コロナウィルス感染症が与えた影響は多大な
ものがあります。
　私ども税務署の使命は、「納税者の自発的な納税義
務の履行を適正かつ円滑に実現する」ことにありま
す。そのためには、経済社会の変化に柔軟かつ適切
に対応し、納税者の皆様の置かれた状況や心情に十
分配意しながら、利便性の向上、適正・公平な課税・
徴収に取り組むことが責務と考えておりますので、
引き続き、税務行政へのご理解・ご協力をお願いい
たします。

　㈱みちのく銀行久慈支店
　　　支店長　照

てる

　井
い

　義
よし

　征
ゆき

　この度、7月の人事異動で五所川原
支店より久慈支店に着任しました照
井と申します。
　私の出身は八戸市です。また岩手県内での勤務は
二戸支店を含め 2回目となり、これも何かのご縁と
感じております。
　世の中は人口減少やコロナ禍など取り巻く環境は
依然として厳しいですが、弊行企業理念でもある「み
ちのく銀行は、地域の一員として存在感のある金融
サービス業を目指し、お客様と地域社会の幸福と発
展のために尽くします」を掲げ、これからもお客様
の思いに寄り添い、久慈地域の地方創生、地域活性
化のため行員一同、誠心誠意努めてまいりますので、
より一層のご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申
し上げます。

新 任 の ご 挨 拶

■小規模事業者持続化補助金（一般型）
　概要…小規模事業者が変化する経営環境の中で持続的に事業を発展するため、経営計画を作成し、販路開拓や
　　　　生産性向上に取り組む費用を支援

　〇対象となる方�：��常時使用する従業員が20人（商業・サービス業（宿泊業、娯楽業を除く）の場合は5人）以下の法人・
個人事業主の方

　〇補 助 上 限�：��50万円� 〇補　助　率 ：�3分の2
　〇公 募 締 切 日 ：�第６回�10月１日（金）／第７回�令和４年２月４日（金）

◆補助金の活用例
　・販路拡大に向け、インバウンド向けに英語表記の看板・のぼりを作成。
　・新たな機械の導入により、事業が効率化されることで多くの注文に対応できるようになり販売拡大できる。　など

■小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型）
　概要…小規模事業者が経営計画を作成して取り組む、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、
　　　　生産プロセスの導入等の取組、及びその取組に資する感染防止対策への投資を支援

　〇対象となる方�：��常時使用する従業員が20人（商業・サービス業（宿泊業、娯楽業を除く）の場合は５人）以下の法
人・個人事業主の方

　〇用途・対象物�：��ポストコロナを踏まえたビジネスやサービス、生産プロセスの導入時
　〇補 助 上 限�：�100万円� 〇補　助　率 ：���4分の3
　　　※ポストコロナとは・・コロナ禍の後のことを指します。
　〇公 募 締 切 日 ：�第3回�9月8日（水）／第4回�11月10日（水）／第5回�令和４年1月12日（水）／第6回�令和４年3月9日（水）

◆補助金の活用例
　・飲食業が、大部屋を個室にするため仕切りの設置をし、併せて予約システムを導入。
　・旅館業が宿泊者のみに提供していた料理をテイクアウト可能な商品開発をする。　など
　　　　※一般型との違いは、感染リスクの低下に結びつく事業であるか、また単なる周知・広報ではないこと。

中小企業へ向けた支援策！



〒028-0041 岩手県久慈市長内町17-32-2
メールアドレス kunnoko@rnac.ne.jp

電話（0194）53-0589 FAX（0194）66-9166

㍿
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お買い物は、地元のお店で

「働き方改革関連法」が施行されています！

岩手働き方改革
推進支援センター
が、事業主の皆様を

無料でご支援いたします

岩手働き方改革推進支援センター
TEL：0120-664-643　FAX：019-636-0936
e-mail：iwate@task-work.com

お問い合わせ

　7月27日（火）ロイヤル
パークカワサキにおいて、
令和3年度制度改正に伴う専
門家派遣事業の講演会「業
態転換による売上アップと
ＳＮＳを使った集客・販路
拡大」を開催し、20名が参
加しました。
　講師にＩＴ関連の専門家
である(有)C`sファクトリー
井本貴之氏をお迎えし、アフターコロナに備えた、テイクアウトな
ど業態転換による経営力強化のため、ＥＣサイトを活用したキャッ
シュレス化や、InstagramをはじめとするＳＮＳを活用した主力商
品等の情報発信についてお話をいただきました。デジタルマーケ
ティングにおいては、営業・販売計画をしっかり立てることが成功
へのカギだと参加者にメッセージを送りました。
　参加者からは「目の前の霧が晴れたように感じた」などの良好な
感想が聞かれました。今後も当会議所としては個別の専門家派遣や
職員の巡回指導での事業計画策定などの態勢も整えてまいります。

久慈地区エネルギー協議会総会開催
洋上風力発電についての講演会も行いました

　7月26日（月）、久慈地区エネルギー協議会総会（会長　山王敏彦）
は久慈グランドホテルにて令和3年度総会を開催し、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、役員の選任
については全役員が再任されました。
　総会終了後は、久慈市企業立地港湾部長　大崎健司氏より「久慈市が
取り組む浮体式洋上風力発電について」と題し講演を頂きました。講演
の中では洋上風力発電の特徴や種類、久慈市が取り組んでいる海域調査
についての説明や、既に洋上風力発電による地域産業活性化の事例とし
て、千葉県銚子市の取り組みにつ
いてもお話を頂きました。

洋上風力発電拠点港のイメージ

アフターコロナに備え「ＥＣサイトで
業態転換・Instagramで情報発信」を

　久慈青色申告会（６月 16
日）・久慈地区青色申告会連
合会（６月 24日）・久慈税務
関係団体協議会（６月 30日）
の総会を久慈グランドホテル
にて開催しました。令和 2年
度事業報告並びに収支決算、
令和 3年度事業計画並びに収
支予算、会則の一部改正、任
期満了に伴う役員の選任等に
ついて審議し、原案通り承認
されました。
　総会は、新型コロナウイル
ス感染症予防のため、懇親会
は行わず、縮小開催いたしま
した。

青申会、地区連、税団協の

総会を開催
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当所ホームページに各種情報発信中 !!

９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）

 ７日（火）

14 日（火）

日本政策金融公庫 
国民生活事業
（9 時～ 12 時）

 10 日（金）

お問い合わせは 

久慈商工会議所まで 

℡　52-1000

夜間簿記講座を開催します
入門から学べる！！

第159回　日商簿記検定

日　時： 9 ～ 11 月　延べ 25 日間
 午後 6 時半～午後 8 時半
 ※ 講師の都合等により、日程等が変更になる

場合があります。

場　所： 久慈商工会館 3 階　第一研修室
講　師： 岩手県立久慈東高等学校　教諭
資料代： 3,500 円

詳細は折込チラシをご覧ください

日　　程： 11 月 21 日（日）
場　　所： 久慈商工会議所（予定）
受 験 料： 2 級 4,720 円、3 級 2,850 円
受付期間： 10 月 5 日（火）～ 10 月 25 日（月）

第25回会員親睦

ゴルフ大会
のご案内

 日　時 
令和3年9月25日（土）
 場　所 
ニュー軽米

カントリークラブ　
（TEL：0195-45-3331）
 参加料 
2,000 円

プレイ費等は各自負担
詳細は折込チラシを

ご覧ください。

 お問い合わせ 
久慈商工会議所総務課
　TEL：52-1000
　FAX：52-1051

第27回やまがた

まつりまつりまつりまつり

疫
病
退
散
！！

疫
病
退
散
！！8/2120212021

午後２時～午後８時午後２時～午後８時
土

▶14:00～16:00 風船・バルーンアートプレゼント
▶15:00～16:00 宝探し「ガタゴンの卵をさがせ !」
 （子供向けイベント）
▶16:00～16:15 仲町東通・小国子供大黒舞上演
▶16:30～17:00 久慈東高等学校吹奏楽部演奏会
▶17:15～17:30 山形中学校よさこいソーラン上演
▶17:50～18:10 郷土芸能披露
▶18:30～19:20 小田代直子歌謡ショー
〈同時開催〉 
▶16:00～20:00 ガタゴン夜市
▶20:00～20:15 ガタゴン花火大会

場所 ガタゴン広場（久慈市山形町川井8-14）
ガタゴン夜市

新型コロナ感染症拡大防止のため会場入口で
マスク着用の確認、検温、消毒を実施します。
ご理解・ご協力をお願いいたします。
他の方との距離をあけてお楽しみ下さい。



㈱ヒカリ総合交通
タクシー・貸切バス・路線バス・旅行業・自動車整備業
〒028-0071　岩手県久慈市小久慈町36-25-39 
電話：0194-52-3333　FAX：0194-53-0040 

人と人とをつなぐ　架け橋に
銘 

菓
お菓子を作り続けて…90年

お菓子の 沢  菊　久慈市十八日町  ℡52-3555
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お買い物は、地元のお店で

テイクアウト販売会開催
　コロナ禍における売り上げが減少する久慈市
内の飲食店の商品PRとテイクアウト利用促進
を目的に7月30日（金）11：50より、久慈市
役所（議会棟入り口）にて第2回テイクアウト
販売会を開催しました。
　当日の販売会には久慈市内飲食店等9事業所
が参加し、販売開始前から購入者で長蛇の列が
でき、開始からわずか30分で約190食が完売し
ました。各種弁当、冷し麺、ハンバーガーやデ
ザート、コーヒーなど、バラエティーにとんだ
商品が並び、賑いを見せました。
　8月末にも第3回を開催予定ですので、ぜひ
足を運んでみてください。

参　加
飲食店

久慈市内に広が
れ！飲食店応援の輪！

久慈グランドホテル�アゼリア、
ロイヤルパークカワサキ、
琥珀の森レストランくんのこ、
北三陸食彩レストランNAO、英ちゃん飯店、
HIBIKI�SHOKUDO、みかわや、
YAMANECO�COFFEE�LAB、まるこ

レストラン 山 海 里事業所
取材

　レストラン山海里は、岩手県が行っている「いわて飲食店安心
認証制度」にて認証を受けました。認証に向けて自分たちでパー
テーションに可動式の仕切りを取り付けし、お客様それぞれにあっ
た感染対策を可能としました。また、検温や任意による来客名簿の記入、
感染対策を呼び掛ける張り紙なども徹底しています。
　レストラン山海里や土の館等の管理・運営を行う㈱街の駅・久慈の柏
木美子企画営業課長は「不備な点があった場合、検査員が改善のアドバ
イスをくれるので、認証制度に関心があるお店は、気軽に申請してみる
とよいと思う。認証制度を普及させる為、岩手県には、認証店が工夫し
て行っている感染対策の取り組みを共有し紹介するなどして、多くのお
店が認証を得られるよう、制度を進めてほしいです」と語りました。

〒 028-0056　岩手県久慈市中町 2 丁目 5-6　道の駅くじ　やませ土風館　風の館 1F
TEL：0194-66-9111　FAX：0194-61-1879
営業時間：11:00 ～ 19:00（10 月～ 3 月は 18:00 まで）（L.O は閉店 30 分前）

いわて飲食店安心認証制度に
認証されました！！

手作りのクロスパーテーション（可動式）


