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地域企業経営支援金のお知らせ
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業務に役立つ表計算ソフトの関数活用

■折込チラシの紹介

　久慈春まつり（大坪実行委員長）が4月24日（土）、25日（日）に開催され、多くの来場者が訪れました。
　25日（日）には、中町イベント広場で地元中高生吹奏楽部（久慈中学校、長内中学校、久慈東高校、久慈高
校）によるコラボコンサートが行われました。演奏だけではなく、楽器紹介や手話を交えた合唱などを行い、各
学校それぞれが工夫を凝らした発表を披露しました。
　新型コロナウイルス感染症対策のため時間短縮での開催となりましたが、訪れた市民の方々からは笑顔が溢
れ、中心市街地の活性化・賑わいの創出を醸し出すことができました。
　街なかでは5月から10月まで、第4金曜日にべっぴん夜市が開催されます。感染防止対策を十分に行った上で、
ぜひお楽しみください。

久慈春まつり 開催！



“環境にやさしく誠実施工を目ざす”

代表取締役社長　山　崎　　　修

本　　　社 久慈市川崎町 14-10 電話（0194）52-1335 ㈹
採石事業所 九戸郡野田村大字玉川 電話（0194）78-3006

地域社会に貢献する
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お買い物は、地元のお店で

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。
※�特例：創業から1年経過していない場合は、令和2年10月以前の連続する3ヶ
月の売上を前年同期とみなします。

　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。

申請は
お済みですか？

■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５回　６月４日（金）／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2回　7月7日（水）／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。

　久慈商工会議所ではページ上部でご紹介した「支援
金」の申請と相談の窓口を開設しております。

	設置期間	� 令和3年6月30日（水）まで�※平日のみ

	開設場所	� 久慈商工会議所　3階　第一研修室
	開設時間	� ●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。

新型コロナウイルス感染症支援策の紹介
新しい支援策が開始されています！ 中小企業へ向けた支援策！

　新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けている中
ではありますが、三陸沿岸道路等を活用した観光客に対す
る観光サービスの向上を目的として毎年「飲食店ガイド
マップ久慈」を作成しています。
　当地域を代表するオススメの食べ処、飲み処に加え、土
産品販売店や宿泊施設等の情報を掲載しておりますので、
ご利用ください。
　　また、営業時間など内容については、新型コロナウイ
ルス感染状況やお店の都合により、変更となる場合がござ
いますので、予めご了承ください。

飲食店ガイドマップが完成しました

「久慈商工会議所地域企業経営支援金」窓口設置のお知らせ

久慈商工会議所　Tel：52-1000　
募集要項・申請様式は
久慈商工会議所ホームページにもございます。
⇒http://www.kujicci-iwate.jp/sienkin2021.html

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いたします。

【お問合せ先】



国土交通省認定工場  Ｒグレード

地域社会の発展に貢献し続けます

下山鉄工株式会社
久慈市長内町 40-22-3

TEL(0194)53-9621  FAX(0194)53-9631

㈱大畑建築設計

〒028－0051 久慈市川崎町16－24

TEL 52－1244　FAX 52－1347

復旧復興・街づくり＆地域ブランドの確立

岩手県地域型復興住宅・生産者グループ
（北リアス里山の木・家ネット事務局）

〒028-0012　久慈市新井田４-21-2
☎ 0194-52-2552 ・ FAX 0194-53-9750

㍿黒沼建築設計事務所

カセキ
・　・　・

おいしいソフトクリーム
その他ファーストフード

がいっぱい !!

墓　石・記念碑・灯　篭

工事加工一式

大槻石材店
久慈市大川目町2の2の5
電 話　0194（55）3047
ＦＡＸ　0194（55）3080
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新任のご挨拶

６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）

 1 日（火）

 8 日（火）

15 日（火）

国民生活事業
11 日（金）

お問い合わせは 

久慈商工会議所まで 

℡　52-1000

サイズ モノクロ フルカラー
①（18.0cm × 5.0cm）17,600円 26,400円
② （9.0cm × 5.0cm） 8,800円 13,200円
③ （6.0cm × 5.0cm） 6,600円

　この４月に岩手労働局からハローワーク久慈に着任しました石川と申します。
　久慈商工会議所並びに久慈地域の皆様には日頃から大変お世話になっておりま
す。
　また、当所の業務運営にご理解とご協力をいただいており、厚くお礼申しあげ
ます。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年度は様々なハローワークや久慈
雇用開発協会で行っている事業についても思うような運営ができなかった１年で
ありました。
　今年度は感染症対策を行いながら、以前のような対面方式での開催を可能な限
り行い、地域の雇用問題に取組んでいく所存でありますので、何卒よろしくお願
いいたします。

　令和３年度人事異動に伴い、久慈警察署長に着任しました。久慈警察署での勤
務は、20年ぶり、２度目となります。どうぞよろしくお願いいたします。
　久慈警察署では、三陸道の全面供用開始で犯罪や交通事故の発生状況の変化が
予想される中、事件・事故の未然防止を第一に、パトロールや取締りを進めてい
くこととしています。また、祭典や地域行事では、安全と盛り上がりの両立に配
意して参りますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

　今春の異動により八戸支店に参りました日本政策金融公庫の高木と申します。
　久慈商工会議所及び関係機関の皆様には日頃から大変お世話になっておりま
す。昨年からのコロナ禍において、公庫も事業者を中心とした皆様のご期待に沿
えるよう頑張ってまいりました。コロナの終息が見えない中、厳しい状況が続い
ておりますが、「セーフティネット機能の発揮」は公庫に期待されている機能の
中で最も大切かつ重要な役割だと認識しています。民間金融機関の皆様とも連携
しながら地域の皆様に貢献してまいりたいと考えておりますので何卒よろしくお
願いいたします。

久慈公共職業安定所　所　長　石　川　博　章

久慈警察署　署　長　加　藤　秀　昭

㈱日本政策金融公庫　八戸支店　支店長　高　木　　　　功

複数月申込み、コロナ対策等チラシ折込み大歓迎

広 告 掲 載 の ご 案 内

　「くじ商工会議所ニュース」は、会員の皆様に親しまれ、毎月約 1,000 部を発行しており
ます。会員事業所の他、行政機関や関係団体等にも配布しており、様々な方にご覧頂いてお
ります。
　当所会報は今まで以上に充実した情報を提供するため、先月号から 1 面と 6 面をフルカ
ラーにリニューアルしました。このことに伴いまして、広告の種類と料金が変更になりまし
た。ぜひとも、経営者向け・事業所向けのご案内、貴事業所の事業等を PR する媒体として
ご活用ください。
【価格表】（月額・税込）
●広告

●折込チラシ　16,500 円
　※ただし、次の条件を両方満たす場合は折込み料を免除いたします。
①�新型コロナウイルス感染症の売上減少対策として、独自のプランニングで経営改善を目的とす
る事業について周知するものであること

②久慈商工会議所の会員であること

❶ ❷ ❸
1/2 1/3

【お問い合わせ先】  TEL：52-1000（地域振興課） 

　４月 28 日、今春赴任された方々をお迎えして官公署
等新任者歓迎会を開催しました。
　当日は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら、参加者数の制限及び懇親会に変えてテイクアウトを
推進するなど、縮小開催といたしました。
　開会にあたり山王敏彦会頭から「新型コロナウイルス
の猛威は、依然として収まる気配を見せず、このような
状況のなか本日の新任者等の歓迎会を開催することが出
来、感謝申し上げます。商工業の振興・地域振興のため、
これまでにも増したご指導、ご支援をお願いしたい。」
と歓迎の挨拶がありました。
　歓迎会には、54 名（うち新任者 11 名）が出席し新
任者一人ずつから自己紹介を頂いた後、来賓の遠藤譲一
久慈市長と高橋進県北広域振興局長から挨拶を頂き、そ
の後名刺交換を行い終了しました。

官公署等新任者歓迎会を開催



中吉林業土木株式会社
「送配電線に注意」

久慈市源道 14－84
Tel 52－8888　Fax 52－8898
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久慈春まつりが行われました

清  水  商  店

アフターコロナに向けて、
パッケージとウェブサイトをリニューアル

事業所
取材

　平庭高原より採取した白樺樹液を高濃度配合した、オールインワ
ンジェル「白樺樹液と肌」。パッケージを一新し、より使いやすい
プッシュ式タイプを新発売しました。また、ウェブサイトも改装す
ることにより、コロナ禍でイベント出店が難しい状況でも、多くの
方に商品を知ってもらえるように取り組んでいます。
　白樺樹液は〈森の看護師〉とも呼ばれており、美肌効果に優れ
るとされる 4種類のアミノ酸など、豊富な栄養分を含んでいます。
これ一つで化粧水や乳液、美容液、化粧下地の効能を兼ね備えてい
るので、簡単にお肌のお手入れができます。
　代表の清水京子氏は「年齢・性別を問わず、お肌の弱い方や自分
に合ったスキンケアを見つけられない方に、ぜひ一度お試しいただ
きたい。店頭だけでなく、ネットモール「47club」でも販売して
おりますのでご覧ください」と語りました。

〒 028-8602　岩手県久慈市山形町川井 8-14-1　電話：0194-72-3321　FAX:0194-63-5588
47club にも出店中⇒ https://www.47club.jp/06M000094gma/goods/detail/10156924/

　久慈春まつり(大坪剛実行委員長)を4月24日、
25日の 2日間にわたり開催しました。
　両日とも出店者による物品販売も行われ、25 日
には中町イベント広場において、オープニングセレ
モニー、YAMANECO�COFFEE�LAB による成果発
表会、久慈春まつり恒例の地元中高生による吹奏楽
の演奏が披露されました。
　2日間で約 4,000 人の来場者を迎え、春の訪れ
を感じさせる賑いを見せたイベントとなりました。

白樺樹液と肌
オールインワンジェル（150 ｇ）


