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地域と企業を支える「強い人財の育成」

いわきプライドを持つ「強い企業の育成」

令和元年度　事業報告

　地域と企業の持続的な発展のための人財育成（①故郷愛を育む子供たちの育成 ②企業を強くする企業人財

育成）に取り組み、関係機関と連携しながら事業を実施した。　　　　　　

〇アカデミアプロジェクトの推進

　（ いわきを離れても心でつながり続ける人財を育成するプロジェクト）

〇 次代を担う若手経済人並びに企業を支える人財の育成

　・ 当所青年部によるジュニア・エコノミーカレッジ等の人づくり事業の実施

　・ 企業人財育成；「いわきものづくり塾」(工業部会)、「ＳＮＳ・キャッシュレス関連セミナー」(情報通信

業部会)、「人財定着化のためのリーダーシップ講座」（観光・飲食業部会　生活サービス業部会共催）

　地域全体の経済や社会の安定・発展を目指すため、

地域経済の基盤である企業の持続化や育成、産業集積

などを重点的に行い、さまざまな経営相談支援や各種

商談会などを実施した。

〇 東日本台風（台風19号）及び豪雨被害への復興支援

〇 「新型コロナウイルス感染症」対策への支援

　（ 金融要望・♯いわき支えあいキャンペーン）

〇 「メイドinいわき食の商談会」

　（ 新規取引先・顧客開拓支援　商談数121商談当日成

立27件・継続商談79件）

〇 第３回いわき地域ビジネスマッチングＥＸＰＯ2019

　（ ものづくり企業の新規取引先・顧客開拓支援）

〇 いわきの牽引役となる中核企業の育成；「企業活性

化プロジェクト」

〇いわきバッテリーバレー構想の推進

　（いわきバッテリーフェスタ2019の開催）

〇次世代エネルギー社会構築への取組み

＜メイドinいわき食の商談会＞ ＜企業活性化プロジェクト＞

＜いわきバッテリーフェスタ2019＞ ＜ＦＣバスの運行＞

いわき商工会議所「第107回通常議員総会」開催
　いわき商工会議所の「第107回通常議員総会」は７月30日、パレスいわやで開催され、令和元年度事業報告

並びに収支決算と常議員の補充選任の２議案を承認した。また授章式を行い、常議員退任に伴い、興津照昭

氏（磐城通運）小林剛氏（常磐共同火力勿来発電所）石井隆幸氏（東邦銀行いわき営業部）の３名を表彰した。

　補充常議員は次の通り

　鈴木孝雄氏（磐城通運）山﨑勉氏（常磐共同火力勿来発電所）小野佐重喜氏（東邦銀行いわき営業部）

　2011年の東日本大震災・原発事故からの「復興・創生期間」残り２年の年度、そして、東日本台風・
豪雨災害や新型コロナウイルス感染症拡大など、地域の経済基盤を揺るがす出来事にみまわれた年度で
あった。が、このような状況の中において、議員・役員の改選が行われ、新しい時代へのテーマ「調和
のとれた企業活動と地域振興を目指して」を掲げ、

いわきの将来ビジョン

①�学術研究機関が集積した知の拠点都市

②廃炉・エネルギー等の新産業拠点都市

③暮らしやすい生活拠点都市　　　　　�の実現に向け、

��「強い企業の育成」　「強い人財の育成」　「強いまちの育成」

を中心とした事業が展開できたことは、新たな第１歩であり、新時代へ繋がる「懸け橋の年度」であった。
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(有) 後藤ブロック

松ノ木商店

にひら鍼灸接骨院

（有）フロムゼロ

（株）ヨークベニマル
　　 新小名浜店

齋工業

坂本機工

（株）あんど

ヘアーラウンジサンタス

小林興業

いずみ歯科工房

（株）松道工業

イガリインターナショナル

浦山工業

ライフエステート（株）

（株）セレモヤマトいわき

アートスペースエイワン

サロン・ガルデニア

（株）信

日産プリンス福島販売（株）
いわき南店

（株）ＫＯＯＢＡ

ＧＡＭＰ

ＳＴＧ

おたからやいわき谷川瀬

アジアンミール（株）

佐河工務店（株）

揚家いずみ

ピーシーネット（株）

喫茶どりっぷ

山田機興

藤田 祐樹

カフェデルマール

創作麺ＹＡＭＡＴＯＮＢＩ

炭火串焼クウカイ

（株）ジェイ・パートナーズ

（有）ＳＡＩＺＯ

仁和商事（株）

（同）ＨＩＦＵＭＩ

心 ご先祖様への思いを形に

Ｃａｆｅ＆Ａｔｅｌｉｅｒ
ＡＢＢＥＹ ＲＯＡＤ

（株）丸建

新規会員　41社

令和元年度　収支決算

真の豊かさを実感できる「強いまちの育成」

収入内訳

計1,025,731

会費・負担金
85,603
（８％）

事業収入
397,620
（39％）

交付金
112,587
（11％）

繰入金
237,499
（23％）

繰越金
187,414
（18％）

雑収入
5,008
（１％）

支出内訳

計1,025,731

事業費
341,958
（34％）

人件費
279,814
（27％）

繰出金
224,599
（22％）

次期繰越金
126,481
（12％）

（単位：千円）

管理費
52,879
（５％）

　我々が楽しく、安心して生活できるまちを目指し、

行政など関係機関と連携したイベント等の開催、ま

た、災害を教訓とした強靭なまちづくりの検討など

を実施した。

〇 暮らしやすいコンパクト＆ネットワークのまちづ

くりの推進

〇 いわき市中心市街地活性化基本計画（平地区）の

推進

〇 スポーツをエンジンとした人・まちづくりの推進

　（ 現役世代の健康増進講座や子どもたちの運動能

力の向上ベントの実施）  ＜スポーツをエンジンとした人・まちづくりの推進＞
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小規模事業者持続化補助金�コロナ特別対応型　受付締切�2020年10月２日(金)※必着

　小規模事業者の経営計画に基づく販路拡大、売上向上等の取組みに対する補助金。コロナ特別対応

枠は、コロナウイルス影響を乗り越えるために前向きな投資を行いながら、販路開拓等に取り組む事

業者を支援します。経営計画作成にあたり、商工会議所のサポートが受けられます。

■対　象　いわき商工会議所管内の小規模事業者

■条　件　 事業対象経費の１／６以上が、「類型Ａ：サプライチェーンの毀損への対応」、「類型Ｂ： 非対面型

ビジネスモデルへの転換」、「類型Ｃ：テレワーク環境の整備」のいずれかの要件に合致する投資

を行っていること。

（例えばどんな取り組み？）

【類型Ａ】サプライチェーンの毀損への対応

   　　  部品調達難による部品内製化、出荷先営業停止に伴う新規顧客開拓など

【類型Ｂ】非対面型ビジネスモデルへの転換

         自動精算機・キャッシュレス決済端末導入、店舗販売からＥＣ販売にシフトなど

【類型Ｃ】テレワーク環境の整備

  　　   ＷＥＢ会議システム、クラウドサービスの導入

■補助額　【類型Ａ】補助対象経費の２／３以内、【類型Ｂ・Ｃ】補助対象経費の３／４以内

　　　　　補助上限額　100万円　　

■特例等　2020年２月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費を認めます。

　　　　　事業再開に向けた感染防止対策への事業再開枠 （定額補助50万円）が拡充。

雇用調整助成金　※緊急対応期間　2020年９月30日まで　個別相談会（８月)�実施しています！

　新型コロナウイルス感染症の影響で、事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員に休業手当を支給す

るなど、事業主の雇用維持に対する助成金（従業員１人あたりの平均賃金を用いて助成額を算定）。

４／１～９／30までを緊急対応期間とし、助成率・受給額上限等の拡充、申請様式や提出書類の簡素

化などが図られています。

【助成率・受給額の拡充】

・中小企業４／５、大企業２／３（解雇等を行わない場合：中小企業10／10、大企業３／４）

・受給額上限　１人あたり日額15,000円

【小規模事業主の支給申請が簡易化】

・概ね従業員20人以下の小規模事業主は、実際に払った休業手当額から助成額を算定できます。

・雇用保険者でない従業員を休業させた場合の助成金（緊急雇用安定助成金）があります。

家賃支援給付金（経済産業省）　※申請期間�2021年１月15日(金)まで　

　５～12月の売上高について１ヵ月で前年同月比▲50％以上減少、又は連続する３ヵ月の合計で▲

30％以上減少の法人、個人事業者等に対して、法人に最大600万円、個人事業者に

最大300万円を一括支給（申請時の直近１ヵ月における支払賃料（月額）の６倍）。

【法　　　人】支払賃料(月額)が、

　→75万円以下の給付額(月額)：支払賃料の２／３

　→75万円超の給付額(月額)：50万円＋[支払賃料の75万円の超過分×１／３  上限100万円(月額)]

【個人事業者】支払金額(月額)が、

　→37.5万円以下の給付額(月額)：支払賃料の２／３

　→37.5万円超の給付額(月額)：25万円＋[支払賃料の37.5万円の超過分×１／３  上限50万円(月額)]

※７/15よりいわきワシントンホテル内に「申請サポート会場（事前予約制）」が開設。

　家賃支援給付金申請サポート会場 電話予約窓口 ☎0120-150-413

※家賃支援給付金コールセンター ☎0120-653-930

新型コロナウイルス感染症に関する「小規模事業者支援策」PICK UP!

いわき商工会議所中小企業相談所　本所 ☎25-9151 小名浜支所 ☎53-5175 常磐支所 ☎43-2757 勿来支所 ☎63-6521
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【創業大正３年】
　シオヤ産業（小野行彦社長）は大正３（1914）年に創業。主に漁業資材の

販売を手掛け、漁港として栄えた小名浜港とともに発展してきた。日本の高

度成長期にいわきも新産業都市に指定され、同社も鉄鋼、ステンレス分野に

進出、プラント資材の商社として転換を果たし、現在ではあらゆる建設資材、

環境事業を総合的に供給できる商社として、ユニークな業態を確立している。

　また単なる素材の供給にとどまらず、鉄骨加工、鋼板の溶断など、より現場の施工を支援できる一次加工の

分野を拡充。ＣＡＤや鋼材の取り合いシステムの導入などソフト面の充実も図っている。地球温暖化を念頭に

環境事業部を設置。太陽光発電システムをはじめ、環境保全や省エネ

商品の設置販売等も展開する。

【商圏や取引先】
　営業エリアは、小名浜本部を中心に７営業所展開。近年は茨城県鹿

嶋市、東京と、エリア拡大を行っている。産業消費材を中心に、有力

メーカー、有力総合商社と連携しながら、地域経済を支える。納品実

績としては、いわき市医療センター、イオン小名浜、常磐共同火力（Ｉ

ＧＣＣ）等々。

【大震災やコロナ禍を経て】
　東日本大震災直後の際、小野社長は「社員の生活は何とかする」と

の思いで仕事に臨んだ。現在も「色々な価値観の変化が起こるはず」

とマーケットリサーチに力を入れ「価値観の流れを察し、需要に迅速

に対応することが地域経済にもプラスになる」と話す。

【４代目社長・小野 行彦氏】
　平成14（2002）年、第４代目社長に就任。初の理工系出身で、一級

建築士の資格を持ち、在京ゼネコンで建設現場の経験を積んだ。経営

理念は「選択肢が狭まらない選択」。理系出身ならではの分析力で市

場を俯瞰し「本流とニッチの両面を押さえ、商社だがサービス業に負

けないサービスを目指す」と語る。

会員のチカラ 第44番目 会員のチカラ 第45番目

シオヤ産業株式会社

■シオヤ産業株式会社
 本社  〒971-8101 福島県いわき市小名浜字芳浜11-60

 ☎0246-53-3700(代)　0246-53-3701

 URL:http://www.shioyasangyo.jp

マッスルスーツ
136,000円（税込）

　⇒ 50～60代の高齢者向けで、腰へ
の負担が軽くなる。

　＊ 福島県の補助金使用で半額となる。

電動ファン付快適ウェア
19,550円（税込）

　⇒ ハードな現場で活躍する職人の労
働環境を向上させる。

商　品　紹　介

常時サンプルがあるので
お気軽にお声掛け下さい。
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会員のチカラ 第45番目

　「アットホームな空間と心休まる

時間を提供し続けることが、当店の

存在意義です。」

　そう話すのは、Café del Marのオー

ナー、渡邊美和さん。

　平作町に店舗を構えるCafé del 
Marは、2003年７月11日に開業、今

年で17年目を迎えます。今回は、創

業に至った経緯からお店に対する思

いについて、渡邊さんにお話を伺い

ました。

【お客様の笑顔のために・・新事業へ】
　しかし、今般の新型コロナウイルスの影響により休業を余儀なくされ、売上も大幅に減少。非常に厳しい日々

が続きました。こうした状況下で「多くのお客様に当店の料理をお届けしたい」という気持ちが強くなり、テ

イクアウト商品の開発へ取り組むことを決意しました。

　新事業に取り組むべく、何か支援をしてもらえるような制度はない

か探していたところ、「小規模事業者持続化補助金」を知りました。初

めての申請で不安であった渡邊さんは、商工会議所に相談。様々なア

ドバイスを受けながら計画書を完成させ、無事交付決定を受けました。

　「アットホームな空間を提供することで、お客さんに笑顔になって頂

けたらそれだけで嬉しいです。これからも“地域密着型”のレストラ

ンとして、地域の皆さんに愛され続けるお店でありたいです。」と笑顔

で語っていました。

Café del Mar
カフェ デルマール【大阪から踏み出す一歩】

　渡邊さんは、大阪辻調理師専門学校にて料理の基礎を学び、卒業後は、大阪やアメリカで数々の修業を積ま

れました。創業前に勤めていたホテルでは、若いうちにシェフに抜擢されるなど数多くの実績も残しています。

　厳しい修行を経た後、30歳の頃に地元いわき市へ戻り、創業を決意します。これまで様々

な国の料理に携わってきた渡邊さんですが、創業当時、市内には「スペイン料理」を堪能

できるお店が少ないことに気付き、スペイン料理をベースとしたレストラン「Café del 
Mar」をオープンすることに決めました。

【こだわりの一品ができるまで】
　お店のイチ押し商品は、スペインを代表する料理「パエリア」。本場の味を提供

することも大切ですが、何よりも地域の方々に喜んでもらえる料理を提供したいと

いう思いが強かった渡邊さん。ヨーロッパ米と日本米をブレンドした、日本人に合

う本格的なパエリアを作るために試行錯誤を重ね、人気商品を完成させました。

　こうしてこだわり抜いた料理や、居心地の良い店内の雰囲気等が評判を呼び、地

域の方々から愛されるレストランへと成長を遂げていきました。オーナーの渡邊さん

開発したテイクアウト商品

■Café del Mar
福島県いわき市平字作町二丁目８-11
メルヘンハウス２階

☎0246-24-0717

URL： https://www.gurutto-iwaki.
com/detail/154/index.html 人気商品「パエリア」お店の外観
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株式市場の「新常態」探しが始まった？

野村證券㈱郡山支店いわき営業所

　いわき商工会議所の金融・都市開発業部会では、グローバル化やデジタ

ル化によって複雑化した経済を紐解くとともに、有用な金融商品を理解し、

経営に役立てて頂くため、金融機関と連携した「経済トレンド便」をお届

けしています。

　同企画は市内の証券を含めた金融機関14社の協力のもと、実施致します。
経済トレンド便

金融・都市開発業部会
金融機関リレー掲載

【令和第10回】野村證券㈱郡山支店いわき営業所

　世界の主要株式指数は５月下旬から上昇し、ＮＡＳＤＡＱ総合指数は一時初めて10000ポイントに到達、日

経平均株価も一時23000円台を回復しました。その後調整に入りましたが、上昇の背景として、世界各国での

強力な財政・金融対策の後押しの下、感染対策の為の経済活動抑制が緩和され、景気復調期待が高まっている

ことが挙げられます。

　とはいえ、足元では企業業績の急速な悪化が続いており、業績の底は確認できていません。株価の調整も、

現状の業績見通しに比べて株価が割高に評価されているためだ、という指摘もできるでしょう。

　しかし、株価の動きに景気や業績に対する先見性があるとすると、上昇した株価は何かを織り込もうとして

いるのでしょうか。2020年ないし年度の世界や日本の景気及び企業業績は、感染拡大抑止のための人為的な経

済活動の抑制で大きく水準を落とします。そうした人工的な景気や業績の悪化を前提にしたバリュエーション

は、企業の本来の実力をあらわしてはいないとも言えるでしょう。市場はそうした人為的な抑制がなくなった

状況、いわば「新常態」を探そうとしているという考え方はできないでしょうか。

　Ｓ＆Ｐ500指数の12か月先予想ＰＥＲ（株価収益率）は2020年６月12日時点で21.3倍と、過去の平均的なレ

ンジを上回っています。しかし現状の2022年の予想ＥＰＳ（一株当たり利益）をベースにすると16倍台と決し

て割高ではありません。

　同様に、日経平均株価も野村アナリストの６月

12日時点の12か月先予想ＥＰＳに対してＰＥＲは

17.2倍と過去４～５年の平均的なＰＥＲレンジで

ある12～14倍を上回っており、割高圏にあると見

えます。しかし、人為的な景気の抑制がなくなり、

様々な政策効果の底上げも期待できる2021年度の

予想をベースにすると13.4倍と割高ではありませ

ん。

　市場がそうした「新常態」を織り込み始めたと

すると、短期的な調整があっても、株価指数の深押しはないのかもしれません。ただし、この議論の大前提は、

2021年以降について現時点で想定している企業業績見通しの実現可能性が高まる、ということです。今後は感

染第２波の有無や影響の大小、そして政策効果などの発現度合いなどによる、2021年以降の見通しの変化で相

場が変動することになるでしょう。

　とはいえ、この動きは、株価が業績に応じて決まる、という意味では「新常態」でも何でもありません。足

元の人工的な落ち込みに過度に目を奪われず、本質的な企業の実力を見極めていくことが大切だ」、というこ

とは変わらない、ということになりそうです。

　今後も野村證券㈱郡山支店いわき営業所から皆様のお役に立つ情報を発信して参ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出所「野村ウィークリー2020/06/22　Vol.94」


