（会員の購読料は会費に含まれています。）（定価一部50円）

号等被災事業者への支援や小
規模事業者に寄り添った伴走
型支援に努めたほか、地域資
源を活用した新たな特産品の
開発、地域の魅力発信などを
展開することが出来た。また、
中心市街地の核事業として取
り組んだ「べっぴん夜市」事
業は５月から 月まで毎月開
催 す る こ と が で き、 多 く の
方々で賑わい、市民に定着す
るとともに中心市街地を「市
民の憩いの場」、「市民に身近
な場」としてアピールするこ
とが出来た。まちづくりを行
政に任せず、我々ができる部
分は何かを考え、取り組んで
いきたい。」と述べました。
10

第 回通常議員総会を開催

10

久慈商工会議所

令和元年 ７ 月１５日
第４６９号 毎月１５日発行

79

平成 年度事業報告︑収支決算について原案通り承認される

30

６月 日、ロイヤルパーク
カワサキにおいて、第 回通
常議員総会を開催し、平成
年度事業報告、収支決算につ
いて原案通り承認されまし
た。
また、総会に先立ち岩手県
商工会議所連合会会長表彰に
おいて、左記の名簿の通り受
賞され、出席者に対し向正彰
会頭から感謝状が伝達されま
した。
向会頭は挨拶で「平成 年
度は最重要課題である台風

30

20

お買い物は、地元のお店で

79

30

○特別表彰
会 頭
向
正彰 （久慈琥珀㈱）
副会頭
嵯峨 吉彦 （㈲嵯峨自動車商会）
○勤続 年以上
役員・議員 黒沼 忠雄 （㈱黒沼建築設計事務所）
役員・議員 一沢 明男 （一沢コンクリート工業㈱）
役員・議員 晴山 良一 （㈲九戸印刷）
議 員
木地谷シキ （リカーフーズきちや）
○勤続 年以上
役員・議員 宮澤 陽一 （㈲沢菊）
役員・議員 野場 正輝 （㈲野場造花仏具店）
役員・議員 三河 邦彦 （㈲みかわや製菓）
役員・議員 細田 稔男 （㈱ファーマ・ラボ）
議 員
中平 浩志 （㈲久慈スズキ自動車販売）
議 員
嵯峨 貞一 （㈲竹屋製菓）
議 員
三河 博之 （㈱三河交通観光）
議 員
四役 安雄 （㈲ヘイハン印刷）

21

岩手県商工会議所連合会会長表彰
東北六県商工会議所連合会役員議員表彰

彰
正
向
会 頭

人
行
発

所
行
発

岩手県久慈市十八日町一丁目45番地
ＴＥＬ ０１９４（５２）
１０００
ＦＡＸ ０１９４（５２）
１０５１

久慈商工会議所

http://kujicci-iwate.jp
e-mail:kuji@kujicci-iwate.jp

３０

商

令和元年７月15日（月）

じ

日

程

内

８月₃₁日㈯

容

選挙人名簿調整日

11

第２回常議員会
９月５日㈭

３号議員選任（９名）
２号議員の部会別選任数の割当
選挙期日公告
１号議員候補者届出開始

９月13日㈮

２号議員選任開始（18名）
※10月２日（水）までに割当数に
従って各部会総会で選任

10月４日㈮

選挙人名簿の確定

10月８日㈫

１号議員候補者届出締切

10月15日㈫

投票・開票
１号議員（33名）確定

10月₃₁日㈭

現議員・役員の任期満了

₁₁月１日㈮

臨時議員総会（役員選任）

担

当

久慈商工会議所

10

15

令和元年度第１ 回 常 議 員 会

第15期 役員・議員の選挙選任日程

（２）

役員・議員の選挙選任日程などを承認

消費税増税！

く

６月 日（火）
、久慈商工会館において、令和元年度第１
回常議員会を行いました。通常議員総会提出議案、新入会員
の承認、本年 月末日をもって、現在の役員・議員が任期満
了となることから、第 期の当所役員・議員の選挙選任日程
について左記のとおり承認されました。

47

活発な情報交換

し、 事業所から 名と高校
８校から教諭 名が参加しま
した。懇談会は各高校のブー
スを事業主が廻る形式で行わ
れ、企業と高校教諭の活発な
情報交換が行われました。
14

高校教諭と管内事業主との懇談会

７月５日、久慈グランドホテ
ルにおいて、久慈商工会議所工
業運輸業部会、久慈雇用開発協
会、久慈公共職業安定所の共催
で、高等学校進路指導担当教諭
と管内事業主との懇談会を開催
40

工

総務課

軽減税率対策セミナーを開催

なにを
れば
用意す ！
いいの？

本年度 10 月から開始される消費税制改正に向けて、久慈市内の
事業所を対象に計４回の消費税軽減税率のセミナーを実施し、１回
目を６月 10 日、２回目を７月２日に開催しました。
第１回目は、ブリッジソリューションズ㈱代表取締役阿部満氏を

１回目

▼

講師に迎え、消費税軽減税率の仕組みやキャッシュレス、消費税還
元事業の概要について説明頂きました。
第２回目は、グッドワード代表杉山貴思氏を講師にキャッシュレ
ス化の詳細について説明を頂いたほか、軽減税率制度の具体的な品
目等について説明を頂きました。
２回を通して参加者からは、「消費税率変更は間近に迫っている

２回目

▼

ので早急に対応していきたい」、「キャッシュレス決済の必要性を改
めて感じた」等の感想が聞かれ有意義なセミナーとなりました。

豚バラチャーシューメンが大人気！！
定 休 日：原則月曜日
収容人数：４０名
営業時間：ＡＭ１１：００〜ＰＭ３：００
ＰＭ ５：００〜ＰＭ８：００
久慈市新中の橋4‑24‑2 TEL 52‑4041
www.hidechanhanten.com

当所ホームページに各種情報発信中!!

商

（３）令和元年７月15日（月）
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エリカシーランドくじ推進協議会

中心商店街 ワイン樽プランター花苗を植え替え
６月 25 日、エリカシーランドくじ推
進協議会は、ワイン樽のプランター 36
個にヒノキ科のエメラルドグリーンなど
の花を植え、中心商店街に彩りを添えま
した。また、中町イベント広場、山口停
車帯の草刈り作業も併せて行い、参加し
た 35 名は花と緑のまちづくりに汗を流
しました。
○参加事業所○

○個 人 会 員○

㈱大畑建築設計、長内川川の会、北日本銀行久慈支店、久慈港観光美化協会（㈱青松、一
沢コンクリート工業㈱、兼田建設㈱、久慈貨物運送、久慈新港運輸㈱、㈱工藤材木店久慈
チップ工場、五洋建設㈱、下舘建設㈱、山口建設㈱）、久慈市衛生班連合会、㈱久慈グラン
ドホテル、㈱黒沼建築設計事務所、㈲小柳ヒューマンデント、㈲沢菊、高畑電機㈱、東北
銀行久慈支店、東北電力㈱久慈営業所、㈲八香園、宮城建設㈱、㈱ユアテック久慈営業所
本堂辰巳、砂子勇 ※敬称略

６ 月 日、 や ま せ 土 風 館、
歴通路広場、久慈駅前いつく
し広場を会場に今年２回目と
な る、「 べ っ ぴ ん 夜 市 」 を 開
催しました。飲食店をはじめ、
雑貨販売など多種多様な屋台
が前回より１店舗多い合計
店出店し、開始時間には雨も
上がり家族連れや会社帰りの
人などで大いに賑わいました。
次回は７月 日（金）に開
催します。
28

26

37

７月２７日（土）土用の丑の日
会社等でご利用の場合、
前日で対応いたします。

久慈市巽町2-39 TEL 53
FAX 66

- 6121㈹
- 7710
お買い物は、地元のお店で

２回目の開催も 大盛り 上がり ！

24

べっぴん夜市開催

15

第 回会員親睦ゴルフ大会

６ 月 日（ 土 ）、 ニ ュ ー 軽
米カントリークラブにおいて、
会員親睦ゴルフ大会を開催し
ました。
名 の 参 加 者 の も と、 各
コースを回りながら交流を深
めました。入賞者は、大上制
吉人実行委員長から賞品が贈
呈されました。上位入賞者は
次の通りです。
優 勝
八幡 文男 氏
（蒲野建設㈱）
準優勝
森奥 信孝 氏
三 位
富田 浩次 氏
森奥 信孝 氏

ベスグロ賞

36

商

令和元年７月15日（月）

工

く

平成31年４月～令和元年６月
代表者名

所

在

地

業

種

フロンティア倶楽部

大湊

心 一 夏井町大崎11-2-2 家電配送業

㈲松村内装

松村

良 則 天神堂37-168-2

スナック陽だまり

荒津前ミツヱ 川崎町8-22

内装業
飲食業

合同会社
藤織 ジュン 長内町23-5-51
プロダクション未知カンパニー

観光ＰＲ業

駅前酒場

飲食業

一華

aoisora (アオイソラ)

向川戸
中村

美香 中央3-37

美 佳 小久慈町15-13-19 美容業

特定非営利活動法人
橋本
やまがた地域振興協議会
一本松内装

一本松

實 山形町川井8-12-1 観光・物産
正彦 宇部町4-54-29

（４）

統一QRコード「JPQR」普及へ向け
事業者向け説明会開催

～ 新入会員のご紹介 ～
事業所名

じ

今年度８月より岩手県、長野県、和歌山県、
福岡県が先駆けとなり導入する、総務省統一Ｑ
Ｒ「ＪＰＱＲ」普及事業にかかる事業者向け説明
会を６月１７日、久慈市役所を会場に午後２時
と６時からの２回開催し、併せて１１３名が出席
しました。
当日は、プロジェクト管理団体の有限責任
監査法人トーマツから事業の概要とポイント
還元事業の利点について説明が行われました。
また、その場で申込みが出来るよう申込書記
入の時間を設けるなどし、参加者はＪＰＱＲ事
業への理解
を深めまし
た。

内装業
久慈商工会議所では、７月下旬まで申込みを随時受付けております。

にほんみつばちのはちみつ飴 新山根温泉べっぴんの湯

アマペン

㈱一誠堂

山ぶどうワイン飴

新山根温泉べっぴんの湯

久慈あそび箋

㈱一誠堂

｢開運」琥珀厄除け

清章堂

琥珀の詩

清林堂菓子舗

㈲上山琥珀工芸

ゼリー詰合せ

㈲竹屋製菓

潮騒の一夜干しセット

㈲北三陸天然市場

黒豆ケーキ

㈲竹屋製菓

琥珀ボールペン（４色）

久慈琥珀㈱

海女の塩どら

㈲竹屋製菓

山のきぶどう

㈱佐幸本店

短角牛ビーフカレー

㈲田村牧場

完熟

山のきぶどう

きぶどうジャム

㈱佐幸本店

短角牛ジャーキー

㈲田村牧場

㈱佐幸本店

短角牛ハンバーグ

短角工房北風土

南部煎餅

佐々木煎餅店

千草の手作りラーメンセット ㈲千草

山ぶどうワッフル

㈲沢菊

大吟醸

山ぶどうWチーズケーキ

㈲沢菊

まめぶ汁手づくりセット

まめぶの家

詰合せ昆布

四作商店

柔（やわら）

㈲みかわや製菓

福来

㈱福来

白樺樹液の妖精水ジェル・石鹸 清水商店

短角牛のローストビーフ

焼肉・冷麺 福次郎

平庭高原はちみつ

清水商店

まめぶっせ

洋菓子ミリオンベル

プチギフト

新山根温泉べっぴんの湯

※事業所50音順

しっとり洗顔石鹸3ケセット 新山根温泉べっぴんの湯

当所ホームページに各種情報発信中!!
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34

23

34

品）のみやげ品を推奨

くじっこ海女ちゃんプリントせんべい 岩手久慈っこ本舗
久慈原産琥珀ブレスレット

30

事業所（

阿部煎餅店

久慈観光みやげ品推奨品

南部煎餅（ふるさと６種）

６月 日、久慈商工会館において令和元年度久慈観光みや
げ品推奨審査委員会を開催しました。委員会では山王敏彦委
員長ほか７名の委員が審査を行い、申請のあった 品の全て
のみやげ品の推奨を決定しました。今回推奨したみやげ品に
ついてはパンフレットを作成し、今後の各種イベント等で市
内外に情報発信をしていきます。なお、推奨期間は令和３年
６月 日までとなります。

令和元年度 久慈観光みやげ品推奨品（期間 R1,7/1 ～ R3,6/30）

（５）令和元年７月15日（月）

商
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消費税率引上げと軽減税率制度導入への対策・準備を確認しましょう
2019 年 10 月１日からの税制改正により、取引における様々な対応が段階的に変わるため、要点を
押さえ備えることが必要となります。以下ではそのポイントをあげておりますので、事業主、経理担
当者など再度ご確認の上、対応をお願いいたします。
【対象：軽減税率の対象品目の売上や仕入（経費）がある事業者の方】

■ 請求書（領収書）記載様式の変更が必要です。

記載例

（区分記載請求書等保存方式の実施）

・・・・・税率ごとの記載が無ければ、
正規の書類と認められません！
★対応しないと ⇒ 請求書（領収書）等を受け
取った相手が消費税の仕入控除額として経費計
上できません！・・・取引を断られることも！

③税率対応している
レジのレシートで
あれば大丈夫です

①軽減税率の
対象品目
である旨

②税率ごとに
合計した
対価の額

◆2019年10月１日～区分記載請求書等保存方式、2023年10月１日～適格請求書保存方式「インボイス
制度」が実施されます。

キャッシュレス・消費者還元事業について
★10月1日よりスタートします！（2019年10月～2020年6月）
★何らかのキャッシュレス決済手段をお持ちの事業者が対象です。
（クレジット・電子マネー・JPQR等のQR決裁・デビットカード等）

登録までのステップ

■事業者は加盟店としての
登録が必要です。
（登録が無い場合、消費者（顧客）にポイント
が還元されませんので注意が必要です。）

●本事業のメリット
①消費者還元で集客力アップ！
②今なら端末導入のご負担なし！
（端末本体・設置費用が無料）
③決済手数料が約２％台！
※登録について：10月1日からスタートするには7月末までの登録が必要です。

お買い物は、地元のお店で

商

令和元年７月15日（月）

８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）
６日
（火）
20日
（火）
27日
（火）

日本政策金融公庫
国民生活事業
（９時～12時）
９日
（金）
お問い合わせは
久慈商工会議所まで
℡ 52－1000
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可愛すぎない海女社長が『北三陸をもっとオモシロく！』

合同会社 プロダクション未知カンパニー

（６）

気になる
あの会社に

開業はいつですか？
昨年（平成30年）６月18日です。

なぜ久慈市で開業を？
地域おこし協力隊の経験を通して、久慈市の観光の力
になりたいと思ったことがきっかけで開業しました。

事業内容について教えてください！

イベント出演の様子

イベント出演、ＭＣの他に情報発信ライターやグッズ
販売、海女の実演も行っています。お仕事の詳細や依頼、
相談はメールで承りますので、お気軽にご連絡ください！

今後の目標について教えてください！
皆様のおかげで、開業から１年を迎えることが出来ま
した。今後は自分から事業を企画し、久慈市をさらに盛
り上げていけたらいいなあと思っています。
【住

海女の実演の様子

HP：www.michicompany.net
所】久慈市長内町23-5-51 くまちゃんはうすＤ
（お問い合わせ・お仕事依頼）メール：kuji.amapr@gmail.com

久慈市プレミアム付商品券事業を実施します
今年１０月から開始される消費税率の引き上げに際し、
低所得者・子育て世代の消費に与える影響を緩和し、地
域における消費を喚起・下支えすることを目的として、
｢久慈市プレミアム付商品券」の発行が行われます。
以下の日程により事業を推進していきますので、加盟
店登録・説明会等へのご協力をお願いいたします。
【加盟店登録申請】
令和元年８月１日(木)～８月３０日(金)
※第１次期限とし、以降も申請は受け付けます。ただし、初回
のチラシ・ポスターに反映されませんのでご注意ください。

【対象事業所】
会員、非会員問わず
※商品券発行事業の使用対象とならないものもあります。

【加盟店への説明会】※終了後加盟店申込受付窓口を設置します。
日時：令和元年８月１日(木）
①午後２時～午後３時

②午後６時～午後７時

会場：久慈商工会議所
※詳細は、折込のチラシを参照ください。

【商品券の使用】※予定です。
令和元年１０月１日(火)～令和２年３月２２日(日）

当所ホームページに各種情報発信中!!

