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融資相談会「一日公庫」のご案内
エキスパートバンク（専門家派遣事業）のお知らせ
「地元学講演会」のご案内

　５月21日（土）、延期していた久慈春まつりが開かれました。今年は駅前いつくし広場をメイン会場に、歴通
路広場、みちのく銀行駐車場、ローソン久慈二十八日店駐車場の４カ所で開催しました。当日は天気に恵まれ、
多くの家族連れや学生で賑わいました。
　メイン会場では、中高生の吹奏楽やマンドリンの演奏、ダンスやコーラス等、様々な発表が行われ、会場を盛
り上げました。ほかの会場では、久慈広域の食材を使用したアヒージョや朝ドラ連携の商品、田楽や焼きそば等
多くのお店が出店しました。
　また、謎解きゲームも行い、参加した子どもたちは、楽しそうに商店街のチェックポイントを巡りました。

■主な記事内容の紹介 ■折込チラシの紹介

久慈春まつり 開催！



・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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お買い物は、地元のお店で

　久慈商工会館において、遠藤譲一
市長、坊良英樹県北広域振興局長、
高橋修久慈公共職業安定所長、佐々
木寛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たい
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、管内就職者を増やす
ため、今後懇談を増やしていきたい」
と応えました。

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、…今年度新たに開催する企業の採用力向上の
ための勉強会等、県内就職の取組への参加をはじめ、早期の求人票の提出やオンラインの活用などに
よる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、雇用調整助成金や産業雇用安定助成金、小学
校休業等対応助成金等を活用し、安定的な雇用の確保や保護者が安心して休暇を取得できる環境の整
備に努めていただくとともに、…キャリアアップ助成金の活用などにより、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必要があ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、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、…貴団体におい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、自らの意思によって職業生活を営み、…その個性と能力が十分に発揮されることが一層重
要であるとの認識のもと、豊かで活力のある社会の実現に向け、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、管理職への登用や総合職への採用を含め、採用、昇進等の機会
を積極的に提供するなど、…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
感染症なども踏まえた多様な働き方を推進する取組を行うとともに、デジタル技術等を活用した生産
性の向上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
の取得推進など、…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　　　　　　　　坊良　英樹
久慈公共職業安定所長　　　　　　高橋　　修
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　　　　佐々木　寛

第１回経営発達支援会議を開催久慈市の新しい支援策を開始しています

お忘れ
なく！

　新型コロナウイルス感染症や燃油
価格・物価高騰の影響を受けている
事業者へ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… …建設業、卸・小売業、不動産・物品賃
貸業など幅広い業種

対象要件… …令和３年12月～令和４年９月までの期
間で、１ヶ月の売上が令和元年又は令
和２年同月比15％以上減少し、かつ、
令和元年の売上が100万円以上の中小
企業

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４年６月13日㈪～10月31日㈪まで
「事業者向け給付金申請窓口」
久慈市役所正面入口右手（市民課の向かい側）

　※創業３年未満の場合は特例があります。
【申請先・お問い合わせ】
　久慈市産業経済部　商工観光課　TEL…52-2123

　５月13日（金）、久慈商工会議所第一研修室に
おいて「第一回発達支援会議」が開催されました。
支援会議は国の認定を受けた久慈商工会議所経営発
達支援計画で目標とする事業を必要性、効率性、有
効性の観点から評価検証を行い、今後の事業に反映
させることを目的としております。会議では委員長
に久慈商工会議所中期行動計画策定委員会委員長谷
地譲氏、副委員長に中小企業診断士工藤健人氏が選
任されました。その後、規約の一部改正、令和３年
度経営発達支援計画事業及び伴走型小規模事業者推
進事業評価、第２期経営発達支援計画について、活
発な意見をいただきました。

久慈商工会議所経営発達支援会議　委員
委 員 長　谷地　　譲…（久慈商工会議所中期行動計画委員長）
副委員長　工藤　健人…（工藤健人中小企業診断士事務所）
委　　員　熊谷　郁夫…（県北広域振興局経営企画部特命参事兼産業振興室長）
　　　　　高木　　功…（㈱日本政策金融公庫八戸支店長兼国民生活事業統括）
　　　　　外里　文人…（東北税理士会久慈支部長）
　　　　　佐藤　一人…（岩手県信用保証協会二戸支所長）
　　　　　中澤　勝己…（久慈市産業経済部商工観光課長）
　　　　　工藤　健二…（久慈市企業立地港湾部企業立地課長）
　　　　　一田　昭彦…（久慈商工会議所専務理事）
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当所ホームページに各種情報発信中 !!

青年部・女性会　総会を開催しました
　久慈グランドホテルにて、令和
4年度通常総会を開催し、令和3年

度事業報告・収支決算、令和4年度事業計画・収支
予算が承認されました。令和4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。総会終了後に昼食懇談会と
題し、会頭や専務事務と意見交換を行いました。

 令和４年度予定事業 
●……べっぴん夜市・久慈地方産業まつり・ガタゴ
ンまつりへの参加・協力

●……テイクアウト販売会への協力
●……県内視察研修会

女 性 会

　５月 24日 ( 火 )、久慈グランドホテルにて、エリ
カシーランドくじ推進協議会 (会長小柳正人 )は通
常総会を開催し、令和３年度事業報告及び収支決算
について、令和４年度事業計画及び収支予算につい
て原案通り承認されました。また今年度は役員改選
も行われ、永年副会長を務めた黒沼忠雄副会長が退
任し、相談役に選任されました。選任された会長及
び副会長は次の通りです。

〈会　長〉小栁　正人（㈲小柳ヒューマン・デント）
〈副会長〉米澤　民夫（㈲八香園）
〈副会長〉齋藤　　豊（㈱一誠堂）

エリカシーランドくじ推進協議会 総会 三陸グルメマンガプロジェクト
実行委員会 総会

　５月 30 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（山王敏彦委員長）
総会を開催し、令和３年度事業報告及び収支決算報告、
令和４年度事業計画及び収支予算について協議し、原
案のとおり承認されました。
　本事業は、三陸沿岸道路が昨年１２月に全線開通し、
道路利用者の拡大及び地域飲食店への誘客・活性化を
目的としています。令和３年度は沿線の商工会議所と
岩手県が連携し、「海の幸」をテーマにグルメマンガ
ガイドブックを製作
し、ご好評をいただ
きました。今年度も
三陸沿岸道路の利活
用促進と地域飲食店
等への誘客を図るた
め事業推進していき
ます。

　久慈グランドホテルにて、令和
４年度通常総会を開催し、令和３

年度事業報告・収支決算、令和４年度事業計画・収支
予算が承認されました。令和４年度は、新型コロナウ
イルス感染症対策事業として消毒液の配布、朝ドラロ
ケ地連携事業として福島・豊橋・気仙沼・登米商工会
議所青年部との交流を行うことが決定しました。

 ▽令和4年度新体制  （任期：R４.４.１～R５.３.31）
会 　 長　　米内　松司【(有)ホームセンター仙台】
副 会 長　　小上　耕世【(有)ひまわり生花店】
副 会 長　　戸﨑　ミユキ【新興リース(株)】
専務理事　　鹿糠　紀章【清章堂】

青 年 部



LIQUOR  FOODS

各種弁当・盛籠も承ります お気軽にご用命下さい
久慈市山形町 9-5-2　TEL 72-2611　 FAX 72-3121

創業 明治43年6月1日
お陰様で今年112年
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お買い物は、地元のお店で

６月２４日（金）
５月～10月 第4金曜日
17：00～20：00
やませ土風館 歴通路広場
みちのく銀行久慈支店駐車場
三陸鉄道久慈駅前いつくし広場
旧岩手銀行久慈支店跡

令和４年度  植樹事業開催
エリカシーランドくじ推進協議会

　６月８日 (水 )、エリカシーランドくじ推進協議
会 (小栁正人会長 )は久慈市総合防災公園の多目的
広場に、会員及び夏井町地域住民の88名参加のもと、
ヒノデツツジ 570本とオオヤマザクラ 20本の植樹
作業と草取りを行いました。
　エリカシーランドくじ推進協議会は、この事業で
総合防災公園を市の花であるツツジの一大スポット
にするため、令和元年度からの４年間で 2,000 本以
上を植栽し、今
年度は植樹事業
の最終年度とな
ります。
　ご参加いただ
いた皆様ご協力
ありがとうござ
いました。

　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（水）
 13:00～15:00
受付電話番号 019-623-5005

※弁護士が直接お話しを伺います。
※…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。
※上記電話番号は開催日時のみご利用可能です。

  問合せ・申込先  
岩手弁護士会

TEL：019-651-5095

【日　　時】 6月26日（日）10:00～16:00
【場　　所】 旧霜畑小学校
… （久慈市山形町霜畑7-44）
【お問合せ】 0194-53-4671

（minarai事務局／久慈青年会議所内）
　　　flat.teshigoto@gmail.com

詳しくはこちらをご覧ください
https://www.kuji-kankou.com/
　　　　　　　post/20220626flat

無料法律相談会
あります

手仕事を慈しもう。ふらっと気軽に、フラット思考でー



〒028-0041　久慈市長内町 17-100-10
☎ 0194（53）2305 

LINE 公式アカウント
はじめました

㈱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。
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当所ホームページに各種情報発信中 !!

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）

 5 日（火）

12 日（火）

19 日（火）

日本政策金融公庫 
国民生活事業
（9 時～ 12 時）

 8 日（金）

お問い合わせは 

久慈商工会議所まで 

℡　52-1000

会費納入のお願い
　今月は令和４年度第一期分
の会費納入月となっておりま
すので、最寄の金融機関また
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
お願いいた
します。

 ※お問い合わせ 
久慈商工会議所 総務課
℡ 52-1000

労働基準監督署よりお知らせ１ パワハラ防止措置が義務化されます！ 
　令和４年４月１日から、中小企業でも職場における
パワーハラスメントの防止のために講ずべき措置が義務となりました。
●パワーハラスメント（パワハラ）とは
　優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者が就業
環境を害すること（身体的若しくは精神的な苦痛を与えること）をいいます。

●職場におけるパワハラの防止のための措置（義務）
◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
◆相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
◆職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
　また、労働者が職場におけるパワハラについての相談を行ったことや、雇用管理上の措置に協力して事実
を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることが禁止されます。

＜お問合せ先＞ 岩手労働局雇用環境・均等室（TEL019-604-3010）
… または、二戸労働基準監督署（TEL0195-23-4131）まで。

２ 金属アーク溶接の法規制が強化されました。 
　金属アーク溶接する際に発生する溶接ヒューム（煙）に神経への毒性等のおそれがあることから、以下の対
策が新たに追加されました。特に屋内で作業する場合は多くの対策を要します。

●令和３年４月１日　から義務化
◆（屋　　　　内）全体換気装置等、動力による換気装置の設置
◆（屋　　　　内）アーク溶接作業を行った日の水洗等による洗浄
◆（常時使う場合）６か月に１回の特殊健康診断

●令和４年３月31日　までに実施 ◆（屋　　　　内）溶接ヒュームの濃度測定
　　⇒溶接ヒュームの濃度に応じた呼吸用保護具（マスク）の着用

●令和４年４月１日　から義務化 ◆………特定化学物質作業主任者の選任、周知
●令和５年４月１日　から義務化 ◆（屋　　　　内）呼吸用保護具の適切な装着の確認（フィットテスト）

＜お問合せ先＞ 二戸労働基準監督署（TEL0195-23-4131）

能力開発セミナー
のお知らせ

職場の
コミュニケーション

・クレーム対応
日　時：…７月14日㈭・15日㈮
… 　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：…６月24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

経営支援課 主事　中目 紘介
　一日も早く業務を覚え、会
員の皆様にも顔を覚えていた
だき、生まれ育った久慈市の
発展と魅力的な街づくりの為
にまい進していきたいと思い
ます。よろしくお願いいたし
ます。

新任職員
の ご 紹介



㈱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

（6）令和４年６月15日（水） くじ商工会議所ニュース

お買い物は、地元のお店で

事業所
取材 北三陸食彩レストラン ＮＡＯ

お弁当の販売を始めました

　北三陸食彩レストランＮＡＯが、月1～ 2回水曜日に久慈市役所
でお弁当販売を行っています。販売しているのはお弁当３種類（お
弁当、丼もの、パスタ）とデザート２種類です。12時になると次々
お客さんが訪れて美味しそうなお弁当を目の前にどのお弁当を買お
うか迷っていたり、数分すると完売するお弁当もありました。
　代表の内城友彦氏は、「新型コロナウイルスの影響を受け、以前
市役所でお弁当を販売した経験があったので、市役所に相談をして
お弁当の販売を始めました。お店でテイクアウトも行っていますが、
こちらの販売では普段のメニュー以外のものを、毎回内容を変えて
販売しています。いろんなお弁当を楽しんでいただきたいです」と
語りました。

〒028-0061岩手県久慈市中央3-1…1F
TEL・FAX：0194-66-9927
11:30～14:00（L.O.13:30）/18:00～21:30（L.O.20：30）
定休日：毎週火曜日　（臨時休業あり）

　５月 27日（金）、旧岩手銀
行久慈支店跡地、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 4会
場で今年度最初の「べっぴん
夜市」を開催しました。当日
は朝から雨が降っていました
が、べっぴん夜市が始まると
晴れ間をのぞかせました。
　初めての試みとして、キッチンカー専用会場を旧岩手銀行久
慈支店跡地に設置し、様々な車が集まりました。また、久慈駅
前いつくし広場では平泉ＰＲキャラクター「ケロ平」が登場し、
会場を盛り上げました。それぞれの会場では、たこ焼きやホタ
テ焼きをはじめ、雑貨販売など多種多様な屋台が 25店舗出店
し、家族連れや会社帰りの人たちで多いに賑いました。 「ケロ平」と記念撮影！

本日のおすすめのナポリタン
（パニーニ付） 

…キッチンカーが集結しまし
た

今年度最初のべっぴん夜市を開催しました! !


