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　10月31日（日）、中心市街地において「まちなかハロウィン2021」を開催しました。
参加者は三陸鉄道久慈駅前のいつくし広場で受付を済ませると、ハロウィンの風習にならって仮装した姿で商店
街を歩きました。また、今回初めて、まちなかにある恐竜イラストベンチに設置した箱の中から卵型の入れ物を
持ち帰り、受付でお菓子を交換する「ハロウィンエッグを探そう」という企画も行いました。お菓子ポイントで
お菓子を貰ったり、ハロウィンエッグを見つけたりした参加者からは楽しそうな姿が見られました。
　その後、いつくし広場にて希望者による仮装コンテストが行われ、ユニークな仮装に身を包んだ参加者は自慢
の仮装を披露しました。

この中にハロウィンエッグが・・・

仮装コンテストの優勝者

まちなかハロウィン2021開催!
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お買い物は、地元のお店で
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が始まります！
　11 月 15 日（月）から、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飲食業、
小売業、理・美容業、一般旅客運送業等、取扱加盟店で利用できるプレミアム付商品券の
利用を開始します。商品券の種類は次の通りです。

（青色）

プレミアム付商品券の取扱加盟店を随時募集しています。
詳しくは久慈商工会議所HP（http://www.kujicci-iwate.jp/2019puremiamu.html）をご覧ください。

　11 月 9 日（火）、ロイヤルパークカワサキにおいて、「久
慈市プレミアム付飲食券等事業の取扱加盟店説明会」を開
催し多くの加盟店が参加しました。当日は、商品券に係る
留意事項や換金受付等について説明したほか、新型コロナ
ウイルス感染症支援策の周知のため、「地域企業経営支援
金」、令和３年 10 月から受付開始した「久慈市中小企業者
緊急支援臨時給付金」の概要についても説明しました。

久慈市プレミアム付飲食券等事業　取扱加盟店説明会 開催



いわて飲食店安心認証店・久慈市プレミアム付商品券取扱加盟店

久慈市本町3-28 TEL52-7183／OPEN 17:30～ 定休日 毎週火曜日・第4月曜日

感染対策を徹底してます！少人数でも忘新年会を楽しみませんか？

忘・新年会予約お待ちしております
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当所ホームページに各種情報発信中 !!

久慈市　新支援策のご案内

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）

久慈市　中小企業者緊急支援臨時給付金

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、令和3年4月から令和4年3月の期間のうち、以下どちらかの
要件を満たす対象業種を運営している事業者が対象となります。
①対象期間のうち1ヶ月の売上が前々年同月比で50％以上減少している事業者
②対象期間のいずれか連続する3ヶ月の売上合計が前々年同月比で30％以上減少している事業者
　　※売上は事業所全体（申告書に記載されている金額）での比較をします。
　　　前々年とは4月～12月が令和1年、1～3月は令和2年と比較します。
【給付額】1店舗あたり…30万円で多店舗の場合5店分の150万円が限度
　　※岩手県緊急事態宣言期間（8月と9月）を含めた申請は1店舗あたり40万円で200万円が限度。
　◎申請方法や必要書類など詳細は折込チラシをご覧ください。また、お気軽に以下窓口まで。

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

【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

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」
　認証制度を取得したお店が増えています！お客様が利用しやすいお店作りに取り組みましょう 

久慈市プレミアム付商品券の飲食店加盟店はすべて取得しており安心です！

給付金額は1事業所あたり10万円！
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）

 ※上記支援金の支給を受けた方は、一部提出書類の省略が可能です。
　 　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。

　11月４日（木）、観光交通
業部会、サービス業部会及び北
三陸あまちゃん観光推進協議会
共催のもと、「地元の魅力再発
見」視察を実施しました。
　久慈市ガイドの会の案内で、
久慈城跡から慈光寺の参道まで

約２時間散策しました。久慈城の構造や久慈氏の歴史
などを詳しく教えていただきました。前日の雨で多少
落葉していたものの、紅葉した景色を楽しみながら学
ぶことができたと好評でした。
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　10 月 27 日（水）久慈グランドホテルを会場として「イ
ンボイス制度実務上のポイント」をテーマとした講習会を
会場と ZOOM によるオンライン参加のハイブリッド方式
で開催し、16 名が参加しました。講師に小野寺剛氏（小
野寺税理士社会保険労務士事務所）を迎えて免税だった事
業者が課税事業者になりうることや、取引先から課税事業
者への登録が求められる可能性などデメリットにも触れ、
課税事業者だけでなく、幅広い対応の難しさについてわか
りやすく解説いただきました。
　質問にその都度答えながらの進行で、参加者からは「わ
かりやすかった」という声が多く聞かれました。ただ一方
で、免税事業者との付き合い方や、制度開始以降の具体的
な会計処理方法などに不安を持つ意見もあり、もう一歩踏
み込んだ講習会の実施についても必要性を感じました。
　今後、当会議所は実務上の課題や不安点解消のため、講
習会の実施とともに、税理士など専門家派遣も含めた個別
支援も充実させてまいります。

令和5年10月から開始「インボイス制度」への対応をレクチャー！

◎		インボイスってどんな事業所が対象になるの？
①  現在、消費税が課税されているすべての事業者
②  取引先に消費税課税事業者があるすべての事業者
 ※  主な業種：建設、製造、卸売・小売、飲食
  宿泊、サービス業など
◎どんな事業所が対象外なの？
①  個人向けの取引のみの事業所
②  生活関連のサービス提供を行っている事業所
 （請求書や領収書の発行が必要ない事業所）
 ※  主な業種：理・美容、洗濯、浴場、一部サー

ビス業など

　10月22日（金）、やませ土風館歴通路広場、みちのく
銀行久慈支店、いつくし広場を会場に3カ月ぶりの「べっ
ぴん夜市」を開催しました。今年最後の開催となった今回
は飲食店、雑貨店など32店舗の出店で午後4時から午後7
時まで開催しました。当日は肌寒さを感じる夜でしたが、
温かい食べ物をテイクアウトする人などで賑わいました。
今年度の「べっぴん夜市」も昨年度と同様に、新型コロナ
ウイルス感染症対策を行いながらの開催となりました。中
心市街地の人気イベントとして4回とも多くの方に来場し
ていただきました。
　今年度は10月でいったん終了となりますが、12月と2月
にはべっぴん昼市を予定していますので、皆様お誘いあわ
せの上、ご来場をお待ちしております。

今年最後のべっぴん夜市を開催しました

28円アップ↑

12月19日（日）べっぴん昼市①
２月13日（日）べっぴん昼市②

（どちらも10:00開始予定）

今後のイベント
スケジュール（予定）

今年最後のべっぴん夜市

昨年度のべっぴん昼市の様子
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久慈市十八日町 1-32　TEL 53-3948
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当所ホームページに各種情報発信中 !!

12 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
申込みは　同封のチラシで久慈商工会議所まで　FAX52-1051

日時： 令和４年１月14日㈮
 午後5時30分より
場所： 久慈グランドホテル
会費： 3,000円
 （テイクアウト希望者のみ）
 ※締切：12月17日㈮
※交流会を行わず、賀詞交歓会として
　開催します。コロナウイルス対策を
　実施しながら開催します。詳しくは
　チラシの留意事項をお読みください。

創業・創立記念を迎えた
 事業所を表彰します

日時： 新年交歓会で表彰状を贈呈します。
対象： 令和３年1/1～12/31までの間に
 10年を単位とした記念日を迎えて
 いる事業所が対象です。
申込： 同封のチラシでお申し込みください。

〜新入会員のお知らせ〜
（令和３年８月５日〜　申込み順）

事業所名 代表者名 業　　種

所　　在　　地

宝福丸水産
木下　清隆 卸売業・漁業

長内町45-100-8

スナック・ミエレーンⅡ
久保　悦子 飲食業

川崎町4-17 晴山ビル2F

ランコントル
富澤　弘子 小売業

新中の橋37-68-5

スナック　ROUGE
上田中美由紀 飲食業

川崎町6-17 晴山ビル

第３回常議員会
　11 月９日（火）、久慈商工会館において第 3 回常議員
会を開催し、市長に対する令和４年度事業等の要望事項
について、令和３年度一般会計・各特別会計収支補正予
算（案）について、久慈商工会議所従業員表彰規定の一
部改正（案）について、優良勤労者表彰に係る被表彰者
について、新入会員の承認について、いずれの議事も承
認されました。
　また議事終了後、アクサ生命保険㈱盛岡営業所長富田
浩次氏を招き「企業における健康経営活用」と題し、研
修会を開催しました。
　市長に対する要望の概略は以下のとおりです。

【市への要望内容】
1、 災害に強い安心なまちづくりの推進について
2、  ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた商工業振興と

継続した地元定着の推進について
3、 中心市街地の活性化推進について
4、 道路の整備促進について
5、 久慈港の整備促進について
6、 久慈市沖における洋上風力発電の導入促進について
7、 観光振興の推進について
8、 移住・定住事業の推進について
9、 空き店舗対策及び商店維持支援事業の拡充について
10、 公共工事等地元業者への優先発注について
11、 新幹線等からの二次交通の充実について
12、 令和 4 年度補助金の交付について
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ガタゴンまつり・ガタゴン昼市開催
　10 月 16 日（土）、ガタゴンまつり（橋本實実行委員長）・
ガタゴン昼市（谷地譲会長）を同時開催しました。
　今年のガタゴンまつりは、新型コロナウイルス感染症
予防対策で山車の運行や流し踊り、盆踊り大会を行わず
ステージイベントのみ開催しました。当日は地元事業所
による飲食品だけではなく射的などの子供向けの屋台
等、多種多様な出店やバルーンアートの無料配布が行わ
れた他、ステージイベントでは小田代直子歌謡ショーが
行われ、来場者からは一年越しの開催に喜ぶ様子がみら
れました。
　また、11 月 6 日（土）には今年度最後となる、ガタゴ
ン昼市を開催しました。
　当日は晩秋らしい肌寒い気候でしたが、合計 10 店舗
の地元事業者による出店があり、多くの家族づれやこど
も達で賑わう様子がみられました。

一年越し
 の開催！

ガタゴンまつりの様子

ガタゴン昼市の様子

写真のキシ有限会社事業所
取材

　写真のキシ㈲は、小規模事業者持続化補助金を活用して、高機能
一眼レフレンズとスタジオ撮影用の背景敷バックを新たに導入しま
した。この二つを併用することにより、被写体の背景に大きな前・
後ろのボカしを演出することができ、よりダイナミックに浮き立つ
表現が可能となりました。
　代表取締役の岸里則孝氏は、「補助金の申請では会議所の職員の
方にお世話になりました。新しい背景敷バックを導入したおかげで、
撮影後の作業の効率化を図り商品の出来上がり時間を短縮すること
で、お客様の満足度の向上に一役買っております。また、新しいレ
ンズによる大きな奥行き感の表現により、今まで以上にクオリティ
の高い作品を撮ることが可能となりました。ぜひ、七五三や成人式
などの記念撮影や思い出の日の撮影にお手伝いさせていただきたい
です。」と語りました。

〒 028-0041　岩手県久慈市長内町 27-25-3
TEL：0194-53-3780 ／ FAX：0194-53-3784
営業時間：9：00 ～ 18：30　定休日：月曜日　HP：http://kishiphoto.sun.bindcloud.jp/

より満足度の高い 1枚をお手伝いします


