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北三陸の“ 海・山・里・ひと” をつなぐ新たな交流拠点へ

「久慈広域道の駅」が起工

「久慈広域道の駅」の内部イメージ

起工式での鍬入れの様子

久慈広域4市町村の新たな玄関口となる「久慈広域道の駅」の起工式が9月22日（水）に行われ、関係者など約
50人が参加しました。
久慈広域道の駅は、三陸沿岸道路利用者への玄関口として、久慈広域市町村の魅力を発信し、誰もが滞在し通
いたくなる「持続可能な道の駅」をコンセプトにしています。施設内には情報発信・休憩スペースやガソリンス
タンドのほか、室内大型遊具のあるキッズスペース、天候を気にせずイベントを開催できる屋根付きイベント広
場も整備。開業は令和５年春の予定です。
また、11月1日～11月30日に、久慈広域道の駅の名称を募集します。詳しくは広報くじ10月15日号をご覧く
ださい。
■主な記事内容の紹介
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地域企業経営支援金（令和3年度）のお知らせ／久慈市中小企業者緊急支援臨時給付金のお知らせ
融資相談「1日公庫」のご案内／商談会等出店費用助成についてのお知らせ
インボイス制度について／インボイス制度セミナーのご案内
福祉制度キャンペーンのお知らせ／優良勤労者表彰式のご案内／地元魅力再発見視察のご案内
まちなかハロウィンのご案内／べっぴん夜市のお知らせ
新法「食品表示法」対応講習会のご案内／中小機構共済制度のお知らせ
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新型コロナウイルスの各種支援策の周知と利活用の徹底を！
9 月 27 日（月）ロイヤルパークカワサキを会場として「新型コロナウイルス感染症対策の各種支援
策等説明会」を開催し、41 名が参加しました。会場と ZOOM によるハイブリッド開催にて実施した
説明会では、地域企業経営支援金をはじめとした、補助金や助成金に加え、久慈市による新たな給付金
「久慈市中小企業者緊急支援臨時給付金」、令和 3 年 11 月中旬から開
始予定の「久慈市プレミアム付飲食券等事業」と岩手県による「感染
症対策認証制度」の概要などの支援策についての説明を行いました。
この説明会は、各種支援策の周知と制度を知らなかったことにより
申請ができなかった事業所を未然に防ぐことを目的とした説明会でし
たが、支援金や認証制度についての理解度は高かったほか、久慈市プ
レミアム付飲食券等事業に対する期待が高いと感じた説明会でした。

久慈商工会議所

地域企業経営支援金支給事業（令和3年度予算事業）

8月12日に発令された岩手県独自の緊急事態宣言により、事業者の売上減少が見込まれることから、
支援金の上限が1店舗あたり30万円から40万円に拡充されています。またそれに伴い、1事業所あたりの
支援金申請上限も150万円から200万円に拡充されています。
●注意 緊急事態宣言が発令されていない対象期間での申請は上限30万円です。

※8、9月を含まない期間 〔例〕5、6、7月や10、11、12月の売上での申請

【お問い合わせ・窓口予約】久慈商工会議所

Information

TEL 0194-52-1000 まで

11月開始予定の久慈市プレミアム付商品券の飲食店加盟店に必須です！

飲食店・飲食部門のある宿泊施設など「いわて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ております。
※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

久慈市

久慈市

新支援策のご案内

中小企業者緊急支援臨時給付金

給付金額は1
事業所
あたり1 0 万
円！

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の経営支援を目的とした給付金制度が始まっています。
対象業種 道路旅客運送業、卸・小売業、飲食・宿泊業、その他サービス業など
対象要件 令和3年4月～令和3年11月までの期間で、1ヶ月の売上が前々年同月比15％以上減少し、
かつ、前々年の売上が100万円以上の中小企業者
住所要件 法人の場合は納税地が、個人の場合は事業所所在地が久慈市であること
受付期間 令和3年10月1日（金）～令和3年12月28日（火）まで
「商工業者相談・申請窓口」久慈市役所 正面入り口右手（市民課の向い側）
※必要書類など制度の詳細は同封のチラシをご覧ください。

【申請先＆お問い合わせ】久慈市産業経済部

商工観光課 TEL

お買い物は、地元のお店で

52-2123
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久慈市プレミアム付商品券
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発行します！

久慈市では、地域住民の消費を促し、地域経済の循環を図るため、新型コロナウイルス感染症拡大により大き
な影響を受けている「飲食業」
「小売業」
「一般旅客運送業」等を対象に利用できる久慈市プレミアム付商品券（飲
食券・共通券・交通券）を発行します
プレミ

▶商品券等の種類

アム率

50％

久慈市プレミアム付飲食券・共通券
販売価格１冊 4,000 円

6,000 円分を 4,000 円で販売（18,000 冊発行予定）

（飲食券 500 円 ×8 枚、共通券 500 円 ×4 枚、合計 12 枚つづり）

久慈市プレミアム付交通券
販売価格１冊 2,000 円

3,000 円分を 2,000 円で販売

（交通券 500 円 ×6 枚つづり）
・購入対象者 久慈市民限定
・購 入 限 度 １家族各５冊まで（「飲食券・共通券」５冊まで、「交通券」５冊まで）
・購 入 方 法 専用の購入申込書に必要事項を記入し、郵便ポストへ投函
専用の購入申込書は、広報くじ 10 月 15 日号と一緒に配布されます。
・購入申込受付期間 令和 3 年 10 月 15 日（金）〜 10 月 31 日（日） ※当日消印有効、切手不要
・販売・利用開始
令和 3 年 11 月 15 日（月）から
・利用終了予定
令和 4 年 2 月 28 日（月）まで
※申込方法や
※応募多数の場合は、抽選を行います。
注意事項については、

取扱加盟店随時募集中
▶加盟店の対象事業所

広報くじ10月15日号を
ご覧ください。

久慈市内に店舗を有する事業者

※一般消費者向けに商品の販売、サービスの提供を行う業種のみ
※業種により取扱できる券種区分が決められています（下記参照）

A. 飲食券の取扱加盟店
①市内で飲食業を営む事業者（テイクアウト・仕出し含む）

申込方法

「加盟店申込書
兼誓約書」に
記入の上、下記
の添付書類
を添えて、FAX
にて申込く
ださい。
‹添付書類›
・通帳の表紙裏
の写し
・【対象店のみ】
「いわて飲食店
安心認証
制度」認証通知
の写し

例）食堂、レストラン、バー、スナック、寿司店、ラーメン店、飲食部門を有する宿泊施設等

②『いわて飲食店安心認証制度』の認証を受けている事業者
※「いわて飲食店安心認証制度」の対象となる店舗は必須です。

B. 共通券の取扱加盟店
市内で小売店、飲食店、サービス業など営む事業者

例）ホテル、ガソリンスタンド、スーパー、コンビニ、マッサージ店、工務店等

いわて飲
食店
認証制度 安心

対象とな
る飲
早めの申 食店は
請を！

C. 交通券の取扱加盟店
市内で一般旅客運送業、自動車運転代行業を営む事業者

例）バス、タクシー、介護タクシー、個人・団体旅行等を提供する旅行代理店等

※久慈商工会議所ホームページ（http://www.kujicci-iwate.jp/2019puremiamu.html）にチラシ、
加盟店申込書兼誓約書、募集要項を掲載していますので、ダウンロードのうえ、お申込みください。

申込・問合せ先

久慈商工会議所

地域振興課 〒028-0065 久慈市十八日町1-45

TEL 0194-52-1000 FAX 0194-52-1051 Mail: kuji@kujicci-iwate.jp

当所ホームページに各種情報発信中 !!
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28 円アップ↑

岩手県知事に要望を行いました

岩手県最低賃金が
改正されました！

岩手県最低賃金が、令和3年10月2日（土）から時間
額821円に改定されました。
・年齢や働き方の違いにかかわらず、岩手県内で働く
すべての労働者に適用されます。
・賃金額が時間額821円を下回っている場合は発効日
以降の最低賃金が821円となるよう是正する必要が
あります。

中小企業事業者の皆さま 業務改善助成金をご利用ください
事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上
げ、設備投資等（機械設備、コンサルティング導
入や人材育成・教育訓練）を行った場合にその費
用の一部を助成する制度です。

【お問い合わせ先】 業務改善助成金コールセンター
TEL 03-6388-6155
受付時間 平日8:30～17:15

能力開発セミナーのお知らせ
日

時： 11月24日（水）・25日（木）の2日間
９時～16時（昼休み12時～13時）
場 所： 久慈高等職業訓練校
受講料： 無料（テキスト代などの実費は、自己負担）
締切日：11月４日（木）

Excelビジネス関数テクニック
日

時： 12月２日（木）・３日（金）の2日間
９時～16時（昼休み12時～13時）
場 所： 久慈高等職業訓練校
受講料： 無料（テキスト代などの実費は、自己負担）
締切日：11月12日（金）
問合せ・申込先

岩手県立二戸高等技術専門校
TEL 0195-23-2227 FAX 0195-23-9081

（年賀欠礼）

BWC

ベストウィズクラブ
福祉制度キャンペーンのご案内

キャンペーン期間

2021年10月1日㈮

11月30日㈫

▲

パワーポイントビジネス活用基礎

9 月 29 日（水）、岩手県庁にて令和 3 年
度岩手県知事に対する提言・要望が行われ
ました。提言・要望は東日本大震災津波被
害からの本格復興と、ポストコロナを見据
えた岩手県経済の再生に向けて 4 項目 17 件
に亘りました。
岩手県商工会議所連合会の谷村邦久会長
から要望内容の概要について発言があった
後、県連の副会長でもある当会議所の山王
敏彦会頭が沿岸地区に関連する項目の要望
を行いました。
久慈市に関連する部分は、「（仮称）久慈
内陸道路について」「浮体式洋上風力発電の
実現に向けた支援について」「三陸沿岸道路
のトイレや休憩施設等の整備について」等
となります。

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！
※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。

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。
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。

総合コピー・各種製本
A0判カラーコピー
キャドデータ・カラー入力・出力
その他何でもお気軽にご相談下さい

コピーショップ ひまわり
久慈市新中の橋44011

TEL 527099

お買い物は、地元のお店で

くじ商工会議所ニュース

令和３年10月15日（金）

推薦は10月22日までに！

第159回

令和3年度

優良勤労者表彰
令和３年11月25日(木)

従業員の永年勤続・功績を称える機会
として、当表彰制度をご活用ください。
令和3年度より、表彰区分が変更となりました。

・性 別に関係なく勤続５年以上から推
薦が可能です。
・岩 手県商工会議所連合会会長表彰及
び日本商工会議所会頭表彰は過去の
受賞歴と係わりなく推薦できます。
詳しくは折込チラシを
ご覧ください

日商簿記検定
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㈫～
10 月 25 日㈪
申込み方法
申込用紙を記入し検定料
を添えて当所に提出して
お申し込みください。

（5）

11 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）

2 日（火）
9 日（火）
16 日（火）

日本政策金融公庫
国民生活事業
（9 時～ 12 時）

12 日（金）
お問い合わせは
久慈商工会議所まで
℡ 52-1000

日
９時45分

い つ くし 広 場
まちなかハロウィン
お菓子ラリー
ハロウィンの
仮装をして
を
たくさんのお菓子
ゲット！

まちなかハ
ロ
仮装コン ウィン
テスト
い

つくし広場
で
開催！
独創的で手
の込
仮装には景 んだ
品も
あるよ！

くわしくは折込チラシをご覧ください

退職金の準備を中小機構がお手伝いします

2021.6

当所ホームページに各種情報発信中 !!
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事業所
取材
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岩手の木炭を使って
持続可能な社会へ

株式会社 クジラテラス

新築ハウスメーカーの㈱クジラテラスは、岩手県の木材を使用し
た水道水用木炭を定期販売するサービス「SUMITCH（スミッチ）」
を始めました。このサービスは、定期的に自宅に届けられる専用の
炭を水道水と一緒に水差しに入れて置くことでおいしいお水が出来
上がります。おいしいお水を飲みながらペットボトル削減と森林保
全に一役買える商品です。
代表取締役の上神田社長は、「平庭高原の白樺樹液製品がきっか
けでスミッチが生まれました。様々な方々にご協力いただいており
ます。スミッチは地域資源を活用し持続可能な社会づくりに寄与す
るものですが、地域の自然、伝統産業、雇用にも貢献いたします。
おいしい水を飲みたい全ての方にスミッチのお水を飲んでいただ
き、
持続可能な社会づくりの一助となれば幸いです。」と語りました。
〒 028-0041 岩手県久慈市長内町 19-152
TEL：0194-75-3500 ／ FAX：0194-53-0066
営業時間：9：00 ～ 18：00（定休日なし）

久慈市の木炭を使用し

た SUMITCH

第2回 久慈地方物産展 ＆ 地産地消フェア 開催
新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑

感染症対策を講じたうえでの開催でした

み、一部計画を見直し、「久慈地方物産展＆

が、２日間での総来場者数は 7,400 人で、多

地産地消フェア」として、10 月 9 日（土）
、

くの家族連れで楽しんでいました。

10 日（日）の２日間にわたり、久慈市文化
会館アンバーホールで開催されました。
当所が主管する「商工まつり」部門では、
20 事業所・団体が出店し、久慈まめぶ汁や
お好み焼き等の販売のほか、岩手・青森・秋
田のグルメ市、当所女性会によるリサイクル
バザーなどを行い、様々な商品が店頭を彩り
ました。新たな取り組みとして当所青年部主
導で「朝ドラ連携ロケ地特産品特別販売会」
を行い、各地域の飲食物等が溢れんばかりに
並びました。

こだわりの窯焼き

チーズブッセ

洋菓子の

久慈市川崎町10-17 TEL 52-3933
お買い物は、地元のお店で

