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地域企業経営支援金（令和3年度）のお知らせ／いわて飲食店安心認証制度のお知らせ
新型コロナ感染症対策の各種支援策等説明会のお知らせ
優良勤労者表彰式　被表彰者推薦のご案内
久慈市プレミアム付飲食券等　取扱加盟店募集のご案内
ハローワーク受付時間の変更のお知らせ
ハローワークインターネットサービスについて

　8月 16日（月）久慈川河川敷にて久慈納涼花火大会、21日（土）旧久慈高等学校山形分校にてサプライズ
花火が行われました。
　まだ終わりが見えないコロナ禍の中で、希望の光と元気を届けようとの願いを込めて打ち上げられた花火は、
久慈市の夜空を明るく照らしました。感染対策のため、露店等の出店はありませんでしたが、近くで観覧して
いた方々からは大きな拍手と歓声が送られました。

新型コロナ収束を願い、久慈市の夜空を彩る

久慈納涼花火大会 山形町のサプライズ花火

❷久慈市プレミアム付
交通券

3,000円分を2,000円
で

5,000冊 販売予定！

交通券500円券 6枚

久慈市プレミアム付飲食券等事業

❶久慈市プレミアム付
飲食券

6,000円分を4,000円
で

18,000冊 販売予定！
飲食券500円券 8枚

+共通券500円券 4
枚

※共通券は市内に
店舗をおく加盟店

　　　　　　　　
　（飲食店を含む）

で使用可能

詳細は決まり次第、お知らせいたします。

　新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けている市内事業者の支援策として
久慈市が発行するプレミアム付飲食券等事業を行います。（プレミアム率 50％）

取扱加盟店を募集いたします。詳しくは折込チラシをご覧ください。

事業の実施時期は、新型コロナ感染症の状況を見ながら、
早い時期の実施を目指します。
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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“拡充”のご紹介
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200万円に拡充されます。
　●注意①　6月まで実施した40万円の支援事業とは別の追加事業です。
　●注意②　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。
【拡充の概要】
① 拡充開始： 令和 3 年 9 月 13 日以降の申請受付分から
② 対象期間：  緊急事態宣言発令中の令和 3 年 8 月・9 月を含む連続した 3 ヶ月と前々年（令和元年）

同月を比較した申請が要件を満していること　（例）6、7、8 月または 7、8、9 月
③ 支援金額： 1 店舗あたり 40 万円　多店舗経営の場合 5 店舗 200 万円が上限
④ 申請書類： ホームページ並びに申請窓口で取得できます。
 ※業種要件や売上要件、必要書類はこれまでと変更はありません。詳細は折込チラシをご覧ください
【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

  諸事情により、閉鎖または場所を変更する場合がありますのでご了承ください。

【申請済み事業所様（令和3年度予算事業：30万円の支援金）は…】
すでに、申請している事業所様は、再申請が可能となります。
所定の再申請専用の様式を、ホームページ並びに申請窓口で取得できます。
なお、直接再申請のご案内をしておりますので、そちらをご確認の上お手続きください。

【お問い合わせ・窓口予約】久慈商工会議所　TEL	0194-52-1000	まで	

Information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　TEL	019-613-8009まで

「いわて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。

経営支援金と認証制度の説明会を開催します。 詳しくは折込チラシをご覧ください。



介護職員が自宅を訪問し、食事、入浴などの身体介護や掃除、
買い物などの生活援助をご自宅で受ける「訪問介護」と、日帰
りで通い、介護サービスやレクリエーションなどを通して日常
を楽しく過ごしてもらう「通所介護」があります。どうぞご利
用ください。　
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当所ホームページに各種情報発信中 !!

　令和 5 年 10 月 1 日から「適格請求書等保存方式（イ
ンボイス制度）」が導入されます。
　制度導入後、適格請求書（インボイス）を交付す
るためには、課税事業者で令和 3 年 10 月 1 日～令
和 5 年 3 月 31 日の期間に税務署で登録申請を行い、
適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があ
ります。
　適格請求書発行事業者だけが、適格請求書等の保
存を要件として仕入税額控除できる制度となります。
　登録申請は、e-Tax をご利用いただくと手続きが
スムーズです。

※詳細は国税庁ホームページ (https://www.nta.go.jp) の
　「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

■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！

消費税	インボイス制度 令和３年10月１日 登録申請書受付開始！
「インボイス制度」ってナニ？

売手である登録事業者は、
買手である取引相手（課税事業者）

から求められたときは、インボイ

スを交付しなければなりません。

（また、交付したインボイスの写し

を保存しておく必要があります）

買手は
仕入税額控除の適用を受けるため

に、原則として、取引相手（売手）

である登録事業者から交付を受け

たインボイスの保存等が必要とな

ります。

新分野展開など、事業再構築に挑戦する中小企業向けの「事業再構築補助金」もございます。ご興味がある方は久慈商工会議所（TEL：52-1000）までお問い合わせください。
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岩手県では、人口減少や少子高齢化に伴う労働力不足への対応、
農林水産業やものづくり産業の現場における生産性の向上など
様々な地域課題の解決に向けて、ICT の利活用による助言や提
案を行うことができる「岩手県ICTアドバイザー」の派遣を行っ
ています。

○ ICT の利活用による業務改善・効率化、生産性の向上等に
 向けた助言
○ ワークショップ等による課題抽出と ICTを活用した課題
 解決策の提案
○ ICT リテラシーの向上等に向けた出前講座の講師

✓ 中小企業者
✓ 農林水産事業者
✓ 特定非営利活動法人（NPO法人 )
✓ 市町村
✓ その他アドバイザーの派遣が必要と認められる団体等

岩手県科学・情報政策室情報化推進担当（電話 019-629-5313）

お問い合わせ先

派遣に係る費用は
県が負担します。

　８月４日（水）令和３年度久慈地方商工団体連
絡協議会総会が開催されました。総会では三陸沿
岸道路、県内陸部を結ぶ横軸道路等の整備促進、
地域活性化の推進の要望活動や広域的な地域振興
のため一層の連携強化を図る事が確認されまし
た。総会終了後、県北広域振興局長高橋進氏より
「県北地域の振興について」と題し、いわて県民
計画、地域振興プランにおける取組み、新型コロ
ナ感染拡大による支援等の施策について講演を頂
きました。

久慈地方商工団体
連絡協議会総会 開催

　8月19日（木）二十八日町のカフェNANAMA 
RUNI COFFEE店内を会場として、創業前並びに
創業間もない事業所向けの、課題解決や不安解消
を目的とした「創業のお悩みスッキリ解消セミナ
ー」を開催し、8名が参加しました。
　(株)スリーデイズの代表伊藤理恵氏を講師に迎
え、ZOOMを使用して参加者とのパソコンを介
して、お互いの現状や不安解消の方法など、コー
ヒーを飲みながらゆっくりと意見交換を行ったほ
か、久慈・ふるさ
と創造基金制度や
日本政策金融公庫
担当者の融資制度
説明を創業予定の
参加者が熱心にメ
モをとる姿が印象
的でした。

「創業のお悩みスッキリ
解消セミナー」を開催

夜間簿記講座開講
～日商簿記３級取得へ向けて～

第159回　日商簿記検定

　9月1日（水）久慈東高校教諭の田表孝史氏を講
師に夜間簿記講座が開講しました。
　当講座は昭和38年から続いており、これまで
1,600名を超える修了者が市内外の事業所で活躍し
ております。本年は11月までの25日間にわたり入
門編から計数管理の重要性等について学び、企業
での活躍目指して受講します。
　講座は検温・消毒・
会場の換気等をおこな
い、新型コロナウイル
ス感染症対策を万全に
し、受講者の安全に努
めながら実施しており
ます。

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㈪

高橋進　県北広域振興局長



お住まいの塗り替えなら

小坂塗装
お見積り無料
お気軽にご相談下さい！

久慈市寺里31-109-3
TEL.0194-53-3894

左官　タイル　土木
コンクリート圧送工事
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当所ホームページに各種情報発信中 !!

10 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

推薦は10月22日までに！

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。

　
【推薦基準】

①久慈商工会議所会頭表彰
　・５年表彰（勤続５年以上10年未満）
　・10年表彰（勤続10年以上20年未満）
　・その他特別の功績のあった者。
②岩手県商工会議所連合会会長表彰（連名）
　・勤続20年以上30年未満の者。
③日本商工会議所会頭表彰（連名）
　・勤続30年以上の者。

〜新入会員のお知らせ〜
（令和３年６月４日〜　申込み順）

事業所名 代表者名 業　　種
所　　在　　地

ニコーズ
中務　聡子 美容業

栄町37-129-1

スナック夢あかり
越戸くみ子 飲食業

川崎町4-17

㈱カービューティー
サービス

中田　智也 自動車販売業

新井田3-91-1

詳しくは折込チラシを
ご覧ください

第50回久慈地方産業まつり
日　時：	10月 9日（土）・10月 10日（日）
	 両日とも午前10時～午後 3時
会　場：	久慈市文化会館　駐車場
	 （アンバーホール）
出店者：	 久慈広域 4市町村の事業者

※ 50回記念事業は、久慈市で発行するチラ
シをご覧ください！！

●  飲食物の販売はテイクアウトのみとなります。
●  来場の際は、マスク着

用、検温、消毒等にご
協力ください。

●  感染状況によっては急
遽中止となる場合がご
ざいます。

【お問合せ】
久慈地方産業まつり実行委員会事務局
久慈市商工観光課	 ℡ 0194-52-1525

能力開発セミナー
のお知らせ

Excelビジネス活用基礎Ⅱセミナー
　データを効率よく入力し、役
立つ関数の使い方について学ぶ
ことができるコースです。
日　時： 10月19日（火）・
 20日（水）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：9月29日（水）

		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



本　　　　社 久慈市小久慈町2-2-15 TEL (53) 3121㈹・FAX (53) 3700
配送センター 久慈市小久慈町2-2-19 TEL (59) 3223

優良ふるさと食品中央コンクール   農林水産大臣賞受賞

天然山ぶどう果汁 100％

心にのこる贈りもの
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お買い物は、地元のお店で

　地場産品を主とした観光みやげ品の普及・利用
拡大を目的として発行している推奨みやげ品パン
フレットが完成しました。今年度はサイズもデザ
インも大きくリニューアルしまし
た。また、QR コードを掲載して
おり、購入サイトや会社 HP、イ
ンスタグラムなどを見ることがで
きます。こちらのパンフレットは、
当会議所、観光施設、久慈地域周
辺の道の駅等に設置しています。
ぜひご活用ください。

ご活用ください！

推奨みやげ品パンフレット
リニューアルしました

こちらのQRコードか
らもパンフレットをご
覧いただけます

女性会 久慈PRマスクを贈呈
　9 月 2 日 ( 木 )、久慈商工会議所女性会で作製
したマスク 300 枚が久慈商店会連合会及び㈱街の
駅・久慈に贈呈されました。
　マスクは、北限の海女イメージキャラクター「ア
マリン」と、久慈で化石が発見され注目されてい
る恐竜＆亀シルエットがプリントされたもので、
女性会 大槻静子会長は「久慈地域を元気づけよう
と作製した。地元商店街・やませ土風館等の事業
者が着用し、目にしたお客さんが笑顔になっても
らえると嬉しい」と述べました。

organic&naturalsalon ce-lavie

organic&naturalsalon  ce-lavie

事業所
取材

　organic&naturalsalon　ce-lavie（セ・ラヴィ）では、新型コ
ロナウイルス感染症対策として、自動シャンプー機を導入しまし
た。希望されるお客様にシャンプー機を使用しており、その間に
片付けなどの別の作業をすることができ、効率化にも一役買っています。
購入にあたって、小規模事業者持続化補助金に申請して採択されました。
　オーナーの柏木アキラ氏は「ディーラーからコロナ対応型の補助金を
使って自動シャンプー機を導入できると話があり、導入を決めました。
補助金の申請は商工会議所を通じて行いました。お客様に手洗いか自動
シャンプー機を選択していただいています。自動シャンプー機は手洗い
とは違った水流での洗浄・ヘアケアやナノスチームのリラックス効果を
実感できます。ぜひ様々な方に体験してほしいです」と語りました。

〒 028-0051	岩手県久慈市川崎町 7-15　1階　　	TEL:0194-61-1410
営業時間：月10:00～13:00	/	水・金	10:00～20:00	/	木	10:00～22:00	/	土	10:00～19:30	/	日・祝	10:00～18:00
定 休 日：毎週火曜日 /月１回不定休

新しい心地よさを提供
　 自動シャンプー機を導入

導入した自動シャンプー機

オーガニック　ナチュラルサロン　セ・ラヴィ


