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久慈の飲食店とのんさん主演の映画
「Ribbon」が コラボ
女優・創作あーちすとののんさんが脚本・監督・主演を務める映画「Ribbon」と久慈市や久慈市観光物産
協会、久慈商工会議所等で「KUJI×Ribbon」プロジェクトを立ち上げ、その一環として、市内の飲食店で特
別コラボメニューを開発しました。商品はランチプレートからスイーツ、和菓子まで様々なものがあり各店
舗で販売しております。
映画「Ribbon」は２月25日に全国公開され、東北では３月18日よりフォーラム盛岡、フォーラム八戸等
において上映される予定です。
コラボメニューは 3 月 15 日時点で次の通りです。

Berry 杏仁（StAND hibiki）/Ribbon のコーヒーゼリー（NANAMARUNI COFFEE）/ メルヘンリング、水玉
Ribbon、ハロー Ribbon（沢菊 本店）/ スティックケーキの Ribbon ギフト（シャトータカマツ）/ カラフル
Ribbon クリームソーダ、Ribbon プレート（RED CHILI）/Ribbon ネコ＆ Ribbon ウサギ＆ Ribbon の琥
珀糖（みかわや製菓）/Ribbon グルメパック（焼肉・冷麺 福次郎）/Ribbon スイーツ各種（レストラン NAO）

←

コラボメニューは
こちらから！
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新型コロナウイルスの影響を受けた中小法人・個人事業者に対する事業の継続と回復を支援

事業復活支援金の申請が始まっています
事業復活支援金の概要

【申請前】の準備

１．申請期間 2022 年 5 月 31 日（火）まで
２．給付対象 ①と②を満たす事業所（個・法）
①新型コロナウイルスの影響を受けた事業者
②2021 年 11 月〜 2022 年 3 月のいずれかの月
（対象月）の売上が 30％〜 50％以上減少した
事業者 ※比較は 2018 年〜 2021 年
３. 給付上限 ・法人＝250 万円 ・個人 50 万円
※実際の給付金額は所定の計算で算出。
・減少率により上限は変動します。
４. 申請方法 スマートフォン、パソコンからの申請
５. 添付書類 事務局ホームページ参照

①マイページの作成（スマホかパソコンで）
・事業復活支援金事務局のサイトより登録
【仮登録】 メールアドレス、電話番号入力
→事務局より届くメールから本登録へ
【本登録】 ログイン ID、パスワード等の設定
②事前確認 ─ 事前確認登録機関へ連絡し予約
※必要書類等は予約時にご確認下さい。

事業復活支援金についてのお問い合わせは

【久慈商工会議所 TEL 52-1000】まで
会員の皆様は申請に関するご相談もお気軽に！

久慈市内事前確認登録機関
申請は、事前確認登録機関による事前確認が必要です。

・久慈商工会議所

☎52−1000

商工業事業者の皆様は当所にご連絡ください。

・その他市内各金融機関をはじめ農業・漁業関係の
事前確認機関も今後登録予定です。
※各登録機関の会員・組合員は書類省略可

振替納税のお知らせ

～振替納税をご利用の方へ～

口座振替日のお知らせ
【令和 3 年分 申告所得税及び復興特別所得税】
納期等の区分
確定申告

納 期 限

（法定納期限）

振 替 日

～新型コロナウイルスの影響により申告等が困難な方へ～

所得税等の納付期限延長のお知らせ
新型コロナウイルスの影響により期限までの申
告等が困難な方（感染者や自宅待機者等）につい
ては、令和 4 年 4 月 15 日までの間、申告・納付
期限の延長を申請することができます。

【e-Tax で提出する場合】
「新型コ
３月 15 日（火） ４月 21 日（木） 「送信準備」画面の「特記事項」欄に、
令和４年

令和４年

ロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」

【令和 3 年分 消費税及び地方消費税（個人事業者）】
納期等の区分
確定申告
（原則）

納 期 限

（法定納期限）
令和４年

振 替 日
令和４年

３月 31 日（木） ４月 26 日（火）

と入力してください。

【申告書を書面で提出する場合】
申告書の右上の余白に、
「新型コロナウイルス
による申告・納付期限延長申請」と記載してく
ださい。
※詳しくは「国税庁ホームページ」をご覧ください。

岩手県産業復興相談センターのご案内
東日本大震災により被害（間接的な被害も含む）を受けた中小企業者等の事業の復旧・
復興を支援するために国 （経済産業省・中小企業庁） により設置された公正中立な機関です。

◎ 金融・事業再生・税務・企業診断の専門家によるきめ細やかなサポート ◎
１．信用保証制度や制度融資等の支援策のご案内
３．事業計画の策定支援

相談は無料です。
お気軽にこ相談下さい。

２．外部専門家や関係支援機関のご紹介
４．その他経営課題に対するアドバイス etc...

【相談&お 問い合せ先】 ※秘密厳守で対応いたします。相談内容が外部に知られることはありません。
▽岩手県産業復興相談センター （中圭ビル1階） http://www.ccimorioka.or.jp/fukko-soudan/

お買い物は、地元のお店で

盛岡市清水町1417

TEL 0196810812

令和４年３月15日（火）
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各部会・青年部・女性会の事業に活発な意見交換！！
正副会頭・専務理事と部会長、青年部及び女性会会長との懇談会と開催

3 月 8 日（火）、久慈グランドホテルにおいて、
正副会頭、専務理事、各部会長、青年部及び女
性会会長との懇談会を開催しました。今年度も
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、懇
談会のみとしました。
山王敏彦会頭は、「各部会で計画する視察や
研修会、セミナー等によりいろいろな情報を共
有していただき、皆様方の経営に活かしていた
だきたい」と挨拶し、各部会長等が令和４年度
事業計画を中心に説明しました。出席者からは
婚活事業やペーパーレス化の推進について等の
質問や意見が出されました。各部会等の令和４
年度事業が充実したものになるよう、取り組み
について懇談しました。

第４回常議員会を
書面決議にて開催
２月25日（月）、新型コロナウイルス感染症
拡大防止の観点から書面決議にて第４回常議員
会を開催し、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、久慈商工会議所就
業規則の一部改正（案）について、久慈商工会
議所嘱託・臨時職員就業規定の一部改正（案）
について、久慈商工会議所労働保険事務組合事
務処理規約の一部改正（案）について、新入会
員の承認について、いずれも承認されました。
また、コロナウイルス感染症関連相談件数や
各種支援金・支援策等について、久慈市プレミ
アム付飲食券等事業の現状についても、資料を
送付し報告しました。

安心・安全 国がつくった
小規模企業共済
こんな悩みにお応えします
年金だけでは不十分で不安がある
自分で積み増しするにはどんなものがあるのか？
制度の特徴
① 経営者のための退職金制度

小規模企業の個人事業主（共同経営者を含む）また
は、会社等の役員の方が廃業や退職後の生活資金、事
業再建資金を予め準備しておく共済制度です。

② 掛金は全額所得控除

掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」とし
て、課税対象所得から控除されます。

③ 受取時も税制メリット

共済金の受取りは、一括の場合は「退職所得扱い」、
分割の場合は「公的年金等の雑所得扱い」です。

お問い合わせ先：久慈商工会議所

TEL52-1000

初年度は保険（障害・
賠償責任）が付保さ ５万円相当の
新品
れています。
送料無料
交換済み
バッテリー

中古電動カート発売！！

当所ホームページに各種情報発信中 !!

198,000円（非課税）

（4）令和４年３月15日（火）

くじ商工会議所ニュース

観光客入込数情報
久慈市主要観光施設入込数
※各年は１月～ 12 月の合計です

観光施設

（単位：人）

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

600,000
500,000

やませ土風館 611,834 744,229 759,028 589,557 558,727

400,000

YOMUNOSU

89,915 158,209

300,000

もぐらんぴあ

65,018 59,090 56,125 31,469 39,703

200,000

小袖海女センター

58,044 45,162 42,388 20,368 18,034

100,000

各施設合計 734,896 848,481 857,541 731,309 774,673

0

注1：小 袖海女センターはイベント開催時を除いた人数で
カウントしてます。
注2：YOMUNOSUは、令和2年7月オープン

久慈市観光客入込数

（人）

700,000

平成
28 年度

平成
28年度

平成
29 年度

平成
29年度

平成
30 年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
２年度

611,467 624,465 626,659 630,769 306,395

主要観光施設の入込数

資料：岩手県「岩手県観光統計概要」

（単位：人）

※岩手県の資料は年度（４月～３月）となります
ここ５年間の推移を見ると、平成28年台風10号、令和元年台風19号、
新型コロナウイルス感染症などにより観光客は減少傾向にあります。
令和２年にオープンをしたYOMUNOSU、昨年全線開通した三陸沿岸
道路、今後整備される広域道の駅をきっかけに当市を訪れる方が増えるよ
う、当所としても活性化に繋げたいと思います。

企業懇談会を開催しました

～新入会員のご紹介～

（令和３年11月10日〜

事業所名

向畑農場
CUBE HAIR
ひなた経営相談事務所
兼田
２月14日、ロイヤルパークカワサキにおいて、
工業運輸業部会（城内治部会長）との共催で企業
懇談会をZoomにて開催しました。
日本再生エネルギー総合研究所の北村和也氏よ
りSDGsと地球の脱炭素について、東北経済産業
局地域経済部の晴山美保子氏より令和４年度の国
の施策について説明をいただきました。
出席者からは国の補助金などについて、積極的
な質問が出されました。

千佳子

スナック

蘭

平庭三平
高野橋和彦税理士事務所
(有)ウェイ
ヘアーサロンfit
ヤマダルーフ

お買い物は、地元のお店で

申込み順）

代表者名
業
種
所
在
地
向畑 光正
畜産業
山形町来内23-46
廣内 梨沙
美容業
川貫7-59-70
日當 栄樹 中小企業相談士
夏井町閉伊口2-24-14
兼田千佳子
翻訳業
中央2-36
藤田ひろ子
飲食業
本町1-45
外舘 正昭
飲食業
巽町1-78
高野橋和彦
税理士
田屋町2-54-3
梅林恵里子 経営コンサルタント
長内町44-132-84
大久保みあき
美容業
新中の橋4-108-5
山田 三男 建築板金・塗装
小久慈町2-5-37
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令和４年度

検定試験のご案内

実施日

簿記検定
検定料
３級 ２，
８５０円
２級
１級

４，
７２０円
７，
８５０円

申込期間

６ 月１２日（日）

４ 月２５日（月）～ ５ 月１６日（月）

１１月２０日（日）

１０月 ４ 日（火）～１０月２４日（月）

２ 月２６日（日）

１ 月１０日（火）～ １ 月３０日（月）

（5）

4 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）

実施日

珠算検定

申込期間

検定料
３級 ２，３４０円

６ 月２６日（日）

５ 月 ９ 日（月）～ ５ 月２６日（木）

２級 １，７３０円
１級 １，５３０円
暗算 910 円

１０月２３日（日）

９ 月 ５ 日（月）～ ９ 月２２日（木）

２ 月１２日（日）

１２月１９日（月）～ １ 月１２日（木）

お問い合わせ

久慈商工会議所

TEL：５２－１０００

岩手久慈ガイドマップ
「2022年度版」掲載店を募集します！
使いやすい飲食店ガイドマップとして好評
いただいている「岩手久慈ガイドマップ」
2022年度版掲載店を募集します！
詳細については折込チラシをご確認のう
え、お申し込みください。
内

容：市内飲食店、宿泊施設、お土産品
等の紹介
掲 載 料： 3,300円（会員外4,950円）
※縦３㎝×横６㎝
申込方法：折込チラシ裏面の掲載申込書に記
入いただき、ＦＡＸ又は窓口へご
持参ください
申込締切： 4月4日㈪

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

令和4年3月分（4月納付分）から
協会けんぽの保険料率が変更となります

岩手支部の健康保険料率と介護保険料率は変
更となります。皆さまのご理解をお願い申し上
げます。
健康保険料率
令和4年2月

（3月納付分）まで

9.74％

令和4年3月

（4月納付分）まで

9.91％

介護保険料率
令和4年2月

（3月納付分）まで

1.80％

令和4年3月

（4月納付分）まで

1.64％

★保険料は、納付期限までに納めていただくようお願い
します。
★健康保険組合における保険料額等については、ご加入
の健康保険組合へお問い合わせください。

シャチハタネーム特別斡旋
キャップレスですぐ捺せる

シャチハタネームと普通の認印が一つになった

￥1,540→￥1,050

￥2,530→￥1,850

キャップレス 9

ネームデュオ

あしたを、
ちがう「まいにち」に。

久慈市中央

下水道、浄化槽向け水洗便器のお求め、お問い合せは当店へお気軽に…

岩手県久慈市大沢81０1
TEL
（0194）
５３１５００

当所ホームページに各種情報発信中 !!
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映画 「Ribbon」 をお菓子で応援！

有限会社 沢菊

㈲沢菊は、女優のんさんが脚本・監督・主演を務める映画「Ribbon」
を応援する「KUJI × Ribbon」プロジェクトとコロボした、リボンを
イメージしたお菓子を販売しております。コラボメニューはドーナツ
の「メルヘンリング」
、クッキーの「水玉 Ribbon」、ケーキの「ハロー
Ribbon」の 3 種類で、メルヘンリングはのんさんの公式 Twitter にも
登場しています。
常務の宮沢京子氏は、
「コラボ商品で一番のおすすめはドーナツの『メ
ルヘンリング』。人気の焼きドーナツにリボンの形をしたチョコレート
を飾りました。お客様から、リボンのイメージが華やかでかわいいとい
う嬉しいお言葉も頂いております。ぜひ皆様にもお手に取っていただき
たいです。
」と語りました。

おすすめの「メルヘンリング」

[ 本店住所 ] 〒 028-0065 岩手県久慈市十八日町 2-1
TEL 0194-52-3555
「KUJI × Ribbon」プロジェクトとのコロボしたメニューは本店のみの販売です。

平庭の夜空を花火が彩る
2月12日（土）に、毎年2月に開催されている平庭高原スキー場まつりが新型コロナウイルス感染症
の拡大防止のため、イベントの内容を縮小し花火大会のみ行われました。
花火大会が始まると、夏とは違い冬の夜空は澄み切っており、彩り豊かな大輪の花が平庭の空に輝き
ました。会場では、多くの家族連れが訪れて感染症対策を十分に行いながら鑑賞し、温かい拍手に包ま
れました。

平庭高原スキー場

岩手県久慈市山形町来内 20-13-1
TEL：0194-72-2944
営業期間：2022 年３月末まで（予定） 営業時間：9:00 ～ 16:00
URL：https://hiraniwa.com/resort/ski/

建設機械･車両･スーパーハウス･トイレ備品･保安用品のレンタルと販売

[URL] http://www.hokutoh.com
岩 手 支 店（019）637- 5811 二 戸 支 店（0195）27-4001
北上営業所（0197）67- 3000 久慈営業所（0194）52-2140
釜石営業所（0193）21- 1622 宮古営業所（0193）71-3140
一関営業所（0191）34- 7611

お買い物は、地元のお店で

