特集

「 頑 張ってコロナ禍を乗り越えよう」
日本政策金融公庫いわき支店×いわき商工会議所

対談企画

新型コロナウイルス感染症拡大の終息が見えない中、日本経
済を牽引する企業は安心・安全と経済を両立させ、新しい生活
様式やＩＴ導入による非接触対応を考慮した経営等、ウィズ・
コロナの時代を迎え、さまざまな対応策を模索、実施している。
移動や接触を伴う経済活動が抑制されていることもあり、経
済活動を中心とした東京の一極集中が是正される可能性もある
が、まだまだ地方経済は回復途中であり、地方の中小企業の持
続化と活性化について、９月に着任された日本政策金融公庫い
わき支店の津村政人支店長に話を聞いた。
（聞き手・いわき商工会議所中小企業相談所長 富岡誠）

対

談
―新型コロナ感染拡大からこれまでのいわきの経済への影響について支
店長の考えを伺いたい。
津村支店長：いわき市は都市部と比較し経済への影響は遅れる傾向が
あった。まず２月末の小中学校の臨時休校が市民に対し気持ち的な影
響を与えたように思う。４月の緊急事態宣言により一気に影響が出始
めた。大まかな流れでは宿泊業（旅館等）、飲食業、資材供給の断絶
により建築業、小売り・サービス、最後に建設と製造業に派生したと
考えている。融資については５月の連休明けにピークを迎えた後逓減
し、現在は落ち着いている。いわき支店ではこれまで８月末までで
1600件を超える融資のお申し込みをいただいている。

―いわき商工会議所でも、補助金やマル経融資へ繋ぎの他、会員の来所の際は消毒やマスクの徹底、ア
クリルパネル設置等、会員のためさまざま経済と安心安全の両立を考慮した対応を採っている。日本
政策金融公庫の「コロナ」対策や今後の経済動向に対する認識について伺いたい。
津村支店長：まず、お客様の健康を第一とし一度も公庫に来ることなく手続ができる方法を採用した。
罹患を防ぐため、定期人事異動の凍結や３密を避ける環境整備を徹底してきた。融資制度も「新型コ
ロナウイルス感染症特別貸付」等でしっかりサポートしている。日本経済についても、消費も回復し
てきており、景気は気のもので時間はかかるが、持ち直しているよう
に思う。融資先をしっかりフォローしつつ今後も引き続き、更なる融
資や返済の相談も最優先でやっていきたい。
―いわき商工会議所には経営指導員が10名おり、さまざまな経営の相談
に応じている。業種により専門的な内容が含まれる場合、専門家相談
制度もあり、専門家にしっかり繋いでいくが、まずは指導員が入口の
段階で情報を精査し、助言等を行えるよう徹底しており、しっかり市
内経済や会員のため伴走し、尽力したいと考えている。公庫からのい
わきの企業へのメッセージをいただきたい。
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コロナ禍に負けない

津村支店長：全国的には売上が下げ止まり、デリ
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バリーを活用し売上を伸ばしている企業がある。
公庫としては、今後全国的に「コロナ禍から乗
り切った企業」の情報を収集し、成功事例を蓄
積し全国に発信したい。またいわきを含めた浜
通りの経済圏は強く、大都市より早く回復する
可能性もある。資金での悩みを払拭するため気
軽に相談に来てほしい。ワクチンなどが普及す
つむら

れば、安心感から景気も回復していくと考える。
それまで企業の経営活動が維持できるようしっ

津村

まさと

政人

出身地：兵庫県

かり支援していきたい。また中小企業にはコロ
ナ禍前に戻すだけでなく、今の時代に合ったビジネスモデルの構築を目指し、今の時期から、しっか
り考えてほしい。そのために、金融・情報面でしっかり支援していく。

―津村支店長、ありがとうございました。いわ
き商工会議所としても会員企業のため、融資
や経営等をしっかりサポートしていきたい。
情報をはじめしっかり公庫と連携したいと
考えている。
津村支店長：この年末をいかに越えるかが一
つのポイントだと思う。コロナ禍の対応の他
にも事業承継等、いわき商工会議所と協力し
て、取り組んでいきたいと考えているので、
よろしくお願いしたい。

市内企業の経済回復へ向けた協力を約束する
津村支店長㊧と富岡所長

〈生活衛生関係営業の新型コロナウイルスに関するアンケート〉

新型コロナウイルス感染症の影響の有無（日本政策金融公庫調べ）
○新型コロナウイルス感染症の影響について、「影響があり、今後も影響が続く見込み」と回答した企業
の割合は88.7％、
「影響はあったが、現時点では収束している」と回答した企業の割合は6.9％となった。

全業種（n=3,138)
飲食業（n=1,424)
食肉・食鳥肉販売業(n=160)
氷雪販売業(n=55)
理容業（n=421)
影響があり、
今後も影響が
続く見込み
88. 7％

美容業(n=463)
映画館（n=57)
ホテル・旅館業（n=187)
公衆浴場業(n=112)
クリーニング業(n=259)

88.7
96.5
77.5
98.2
74.8
81.0
100.00
99.5
67.0
86.1

6.9
2.1
6.3
1.8
15.4
15.8
0.0
0.5
17.0
6.2

2.6
0.8
6.9
0.0
6.7
2.4
0.0
0.0
6.3
5.8

影響はない

影響はない
1.8％

現時点では
影響はない
が、今後影
響が出る可
能性がある

影響はあったが、
現時点では収束している
6.9％

影響はあっ
たが、現時
点では収束
している

現時点では影響はないが、
今後影響が出る可能性がある
2.6％

図表２ 新型コロナウイルス感染症の影響の有無（業種別）（％）
影響があ
り、今後も
影響が続く
見込み

図表１ 新
 型コロナウイルス感染症の影響の
有無（全業種）

1.8
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9.4
0.0
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0.0
0.0
9.8
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※ 全体より５ポイント以上割合が高い項目を網掛（赤色）で表示
【調査の実施要領】
◆調査時点 2020年６月中旬
◆調査方法 郵送調査
◆調査対象 生活衛生関係営業 3,290企業
◆有効回答企業数 3,138企業（回答率95.4％）
（業種内訳）飲食業 1,424企業 ／ 食肉・食鳥肉販売業 160企業 ／ 氷雪販売業 55企業 ／ 理容業 421企業 ／ 美容業 463企業
映画館 57企業 ／ ホテル・旅館業 187企業 ／ 公衆浴場業 112企業 ／ クリーニング業 259企業
【本調査における留意事項】
・2016年４～６月期調査時点で沖縄県を調査対象に加えている。 ・比率の算出にあたっては、無回答を除いたものを母数としている。
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新型コロナウイルス感染症に関する主な経営支援策
□給付金・支援金など
持続化給付金

家賃支援給付金

前年同月比の売上▲50％以上の中堅・中小企業、小規模事業者、個人事
業者等に対して、法人200万以内、個人事業者100万以内を給付。

持続化給付金相談窓口
☎0120-279-292

５月～12月の売上高について、１ヵ月で前年同月比▲50％以上、又は連
続する３ヵ月の合計で▲30％以上の法人、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）に基づき算定した給付額（月額）の６倍）

家賃支援給付金
コールセンター
☎0120-653-930

▼

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

福島県新型コロナウ
イルス感染症対策支
援交付金

４月又は５月の売上が前年同月比▲20％以上▲50％未満、コロナ感染防
止対策に取り組み、福島県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金又は
給付金の交付を受けていない（申請要件に該当していない）、県内事業者
に定額10万円を交付。

福島県コロナ対策交付金
コールセンター
☎024-563-1373

□融資制度・雇用維持など
コロナマル経融資

いわき商工会議所
コロナ影響で直近１ヵ月の売上が前年比▲５％以上の小規模事業者が対
本
所☎25-9151
象。融資枠1,000万円以内、当初３年間の利率0.31％（以降1.21％）。融
小名浜支所☎53-5175
資期間：運転７年以上（据置３年以内）、設備10年以内（据置４年以内）。
常 磐 支 所☎43-2757
３年間の利子補給制度あり。
勿 来 支 所☎63-6521

新型コロナウイルス
感染症特別貸付
(国民生活事業)

コロナ影響で前年比▲５％以上の売上が減少。
別枠6,000万円以内、3,000万円を限度に融資後３年目まで基準金利－
0.9％。融資期間：運転15年以内（据置５年以内）、設備20年以内（据置
５年以内）。特別利子補給制度あり。

日本政策金融公庫
いわき支店
☎0246-25-7251

県中小企業制度資金
新型コロナウイルス
対策特別資金
(実質無利子型)

対象：売上高減少 要：市町村認定書
①個人事業主  ▲５％以上 保証料ゼロ
②小・中規模事業者  ▲５％以上 保証料負担１／２
③小・中規模事業者  ▲15％以上 保証料ゼロ
融資枠：いずれも運転・設備3,000万円。融資利率：いずれも当初３年間
無利子。融資期間：10年以内（据置５年以内）。

普通銀行・信用金庫・信
用組合・政府系金融機関
など、問合せはお近くの
各金融機関

雇用調整助成金

事業所の休業手当、賃金等の一部助成。特例期間の延長（４／１～12／
ハローワークいわき
30）。特例期間の助成率：中小４／５、大企業２／３（解雇等行わない場合：
☎0246-23-1421
中小企業10／10、大企業３／４）。日額上限15,000円。
(当所専門家派遣制度)
いわき商工会議所
社会保険労務士など当所専門家派遣により、雇用調整助成金の活用・申
☎0246-25-9151
請、労務等に関するご相談に対応。相談無料、事前の日程調整等が必要。

雇用調整助成金など
雇用維持・労務に関
するご相談

(福島働き方改革推進支援センター 出張相談会)
働き方改革、労務管理、雇用調整助成金活用等に関する、社会保険労務
士による出張相談会。
【相談日】10月７日・14日・21日・28日、11月４日・11日
※毎週水曜日、13：00～17：00、いわき市生涯学習プラザ、
予約不要、相談無料

福島働き方改革推進
支援センター
☎0120-541-516

□各種補助金など
小規模事業者
持続化補助金
(一般型)

広告宣伝、広報活動、新商品開発、店舗改装など、コロナ収束後に向け
た販路開拓など小規模事業者の経営計画に基づく取り組みを支援。補助
率２／３、補助上限50万円。事業再開に向けた感染防止対策への定額補
助（上限50万円）が拡充。

いわき商工会議所
本
所☎25-9151
小名浜支所☎53-5175
常 磐 支 所☎43-2757
勿 来 支 所☎63-6521

ＩＴ導入補助金

テレワーク導入などＩＴツール導入による中小・小規模事業者の業務効
率化、生産性向上を支援。（特別枠：補助率２／３、補助上限450万円）

ＩＴ導入支援事業
コールセンター
☎0570-666-424

ものづくり・商業・
サービス補助金

中小・小規模事業者の新商品・サービス開発、生産プロセス改善等、設
備投資を支援。(特別枠：補助率 Ａ類型２／３、Ｂ・Ｃ類型３／４、補
助上限1,000万円)

ものづくり補助金事務局
☎050-8880-4053

市内空き店舗等を利用して、令和２年７月１日以降に新規出店する、小

いわき市店舗等新規 売業、飲食サービス業を営む事業者に対して、店舗等の改装費の１／２ いわき市商業労政課
出店支援事業補助金 （１店舗150万円上限）及び月額賃料の１／２の６ヵ月相当分（１店舗月 ☎0246-22-7476
額５万円：６ヵ月合計30万円上限）を補助。

※各種施策・制度の情報は、日々更新されますので、詳細は各相談窓口にご確認ください。
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コロナ禍に負けない

これからの経営のために

経営計画 を考えてみよう!
新型コロナ感染症の終息が見えない今日、経済環境も不安定な状況にあり、経済活動の一翼を担う事業者の皆様も
先行き不安に感じてながら日々経営をされていることでしょう。そこで、これからの経営を考える手段の１つとして
「経営計画」を考えてみてはいかがでしょうか？「経営計画」は何ヵ月もかけてじっくり作成するものではなく、将
来の経営や事業に対する「思い」を明確にして、そのために「何を」すればよいのかを考える簡単なものです。

「これからの経営どうしよう」
・「資金を借りたいんだけど返済が難しい」などこれからの
経営に不安を抱いたら「経営計画」を考えてみよう。
「経営計画書」は、法人や個人の区別なく作る計画です。

「経営計画」はどのような計画？
経営計画って
なに？

自社の将来の「目標」
「夢」
「ビジョン」を「経営理念」として明確にして、それに向かっ
てどのような行動をすべきかを示す中長期的な計画です。

経営計画の
内容ってなに？

「目標」
・
「夢」
・
「ビジョン」を実現するための現状や具体的行動など数値化した内容を
取り入れ各項目を明確にしていきます。
＜例えば＞
・現状分析；売上推移や売れ筋商品、客層、競合店状況など
・行動（事業）内容；「目標など」と「現状」のギャップ
（目標に向かうための数値化した行動など）
・行動に必要なもの；改装や設備導入など融資関連、従業員雇用など

経営計画をつくる
メリットってなに？

①「経営理念」が明確になり、自社のＰＲや顧客獲得に役立ちます。
②融資相談時には、将来目標やそれに向けた行動が明確なため有利となる場合があります。
（金融機関により相違がある）
③小規模事業者持続化補助金など、各種補助金申請時に利活用できます。

「経営計画」作成の流れ
Step 1
「目標」・「ビジョン」や
「経営理念（５～10年後のあるべき姿）」
を考えよう！

Step 3
現状分析した内容と「目標」との間には
必ず「ギャップ」が生じます。
この「ギャップ」を埋めるための
「戦略や戦術（具体的に何を・どうするか、
など）」を考えよう！

行動計画

Step 2
自社の現状を分析しよう！
（
売上・商品・顧客・周辺環境・競合状況等
自社の強み弱みをできるだけ数値化して
整理しよう）

（や るべき項目；事業を、いつまで、だれが、どのよう
に行うのか、を明確にした計画）
・単年度計画；すぐ取り掛かれる事業
・中 期 計 画；３～５年後に向けやるべき事業
・長 期 計 画；５～10年後に向けやるべき事業
☆常に計画の進捗状況を点検し、必要があれば修正する。
⇒この進捗管理が重要となる。

次回は、
「Step１」と「Step ２」について詳しくご説明します。
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コ ロ ナ 禍 か ら の 回 復 に
お食事処

和くら

会社概要と創業
店長を務める鈴木福雄さんは昨年８月退職、働いていることが生活の
リズムとなっていたことに気づいたという。そんな様子を見兼ねた娘が中
心となり今年の４月創業、生まれた頃から身近にあった和食をリーズナブ
ルな価格で提供したいと家族でメニューを考案。客層は70代～90代を中
心に友人・仲間同士での来店が最も多く、２名～16名で利用できる個室に
おいて家族間のイベントで利用されることも多い。
（要予約）
店内は落ち着いた雰囲気に加え、拘りのスピーカーから懐かしい音楽も
楽しむことができる。

お店の理念
キーワードは「気遣い」と「優しさ」。美味しい和食をゆったりとリーズナブルに楽
しんでもらえればと鈴木さん。接客担当の奥さんと二人三脚でストイックに美味しい
料理を追い求める。地域の人に応援してもらえる店にしていきたいと笑顔で語った。

商工会議所との関わり
創業時、娘さんが商工会議所創業スクールに参加、専門家相談も活用し創業や経
営に必要なスキルを学べたこと、ベテランの経営指導員が丁寧に融資相談に乗って
くれ、非常に助かったと話す。

お食事処和くら
（合同会社実りフーズ）

いわき市平中山字柳町28-1
☎0246-23-0234

◆人気商品
・和くら膳 1,250円（税込）天婦羅、刺身、茶わん蒸しなど
・板前オススメコース 2,000円より（要予約）
テイクアウト 500円より予算と要望に合わせて対応可、前日までにご予約
ください。
◆営業日・時間 定休日 毎週水曜日 11：00～14：00（昼）予約のみ（夜）

キッチンアンドドリンク鈴蘭
会社概要と経営者
「手作りの料理を食べてもらいたい」。小
名浜で居酒屋「キッチン＆ドリンク鈴蘭」
を経営する小松定美さんは笑顔を見せる。
昨年の７月創業。県道15号から一本入った
通りにあるお店は女性オーナーの気持ちが
現れたやさしい佇まい。女性の目線でおい
しいものを提供しており、気軽に立ち寄れ
る明るい雰囲気を醸し出している。

コロナの影響
創業後、お客も増え始めこれからと考え
ていた矢先にコロナの影響により客足は激
減。「環境に文句を言っても何も始まらな
い。」と割り切り、料理のブラッシュアップを当面の目標とした。吟味した
材料の焼き鳥や味・ボリュームとも好評のだし巻き卵、ウニ入り卵焼きは
人気メニューで、生ビールを300円で提供していることも魅力の一つだ。
現在、席数30席を13席に減らし、お客様とパーテーション越しの会話に
苦労する等本来の姿とは程遠い。一方で小松さんは「テイクアウトにも取
り組むなどできることをしていきたい」とコロナ終息時を見据え、営業に
臨んでいる。

商工会議所とのつながり
創業したばかりで、コロナの影響で非常に厳しい状況下での居酒屋経営となって
しまった。経営相談や補助金・給付金の手続き補助を行っている。小松さんの前向
きな経営姿勢は経営者として素晴らしく、引き続き全力で支援していきたい。
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キッチンアンドドリンク
鈴蘭
いわき市小名浜上町８番地
☎0246-51-4318

コロナ禍に負けない

復 に 取 り 組 む 企 業 ❸
フォトスタジオみどりかわ
会社概要
「フォトスタジオみどりかわ」はいわき市植田町で創業し、約70年間にわたりいわき市
や市民の歴史を記録し続けてきた。店内での撮影や店舗外での撮影、卒業アルバムの制作
等地域に根差した事業を幅広く展開している。

会社の特色
同店２代目代表の緑川貴之さんのモットーは「お客様の笑顔のた
めに」。素敵な笑顔を写真に残すため、背景にも徹底的にこだわりを
持たせているほか、店内設備やガーデンスタジオの充実化を図る。
七五三撮影では、さまざまなサービスプランを用意し好評を得ている。

コロナの影響
卒業アルバム事業を実施していることから、コロナで学校行事が延期、中止になる等、
マイナスの影響が出ている。

商工会議所とのかかわり
同店では新たな試みとしてドローン撮影を取り入れる。低空からの撮影でこれまで撮影
できなかった角度から撮影できる。商工会議所ではそのための補助金申請を支援した。
七五三撮影パック
●お参り当日のレンタルにヘアメイクと着付がパック
・着物ＤＥおでかけレンタル 5,000円～
●写真アルバム（追加料金なしのお得なパックン料金）
・パックンＡ（台紙タイプの６切３ポーズキャビネ２ポーズ） ５枚タイプ
・パックンＢ（台紙タイプの６切２ポーズキャビネ２ポーズ） ４枚タイプ
・デザインアルバム（名入れもできる多ポーズアルバム）
６ポーズ 49,500円、８ポーズ 54,500円、10ポーズ 59,500円
・スタンダードパックン（台紙タイプの６切２ポーズタイプ）20,000円

36,500円
28,500円

MG-NEST（エムジー・ネスト）
店の紹介
いわき市泉の旧６号国道沿いにあるバイク整備店「MG-NEST（エムジー・
ネスト）」。同店では主に旧車を扱っており、店主の椎根隆慶さんはサーキットな
どにも出場し、整備技術の向上にもつなげている。椎根さんは福島市で８月に開
催されたドラッグレースに出場し、クラス部門で優勝を果たした。

同店の特長
同店では「エンジン馬力測定器」
（シャシーダイナモ）を有しており、
エンジン等の細やかな調整が可能
で、市外からも多くのバイクファン
が訪れ修理を依頼している。また旧
車を扱っていることから、ノスタルジックな雰囲気を醸し出すオートバイ
の仕様も可能となっている。ただ旧車の取り扱いが多いことから「近寄り
がたいと思われている」と課題を示し、「地元いわきの人に、旧車の良さ
をアピールしたい」と話す。

レーサーとしても活躍する椎根さん

コロナ禍について
二輪業界はコロナ禍で逆に二輪ファンが増え、初心者ライダーの事故が
増えてきているという。椎根さんは「しっかり技術を身に付け、整備され
たバイクを使用することが事故を減らすことになる。気軽に相談しに来て
ほしい」と呼びかけている。

商工会議所とのかかわり
狭い店舗内を事務所と整備場にしていたことから、小規模事業者持続化
補助金を使用し、ユニットハウスを購入し事務所とした。事務所の拡張に
より、より丁寧な営業が可能となった。採択の補助や継続した経営支援を
実施している。

エンジンの調整を可能にする「エンジン
馬力測定器（シャシーダイナモ）」
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会
㈱いわき印刷企画センター
会社概要
いわき市平にある「㈱いわき印刷企画センター」は、昭和40年に創
業し、現在は２代目の鈴木一成さんが代表取締役社長を務める。印刷
物だけでなく、ホームページ制作やノベルティ、ロゴデザインまで幅
広く手掛け、地域に長く愛され、頼られている事業所だ。「いわきひ
とまち百景」も、いわき印刷企画センターが手掛けたものだ。

コロナの影響
緊急事態宣言が出されてから、取引先の売上減少やイベントの中止
などにより、チラシやノベルティの製作自体がキャンセルとなり、想
定していた需要がなくなってしまった。これまでの仕事のやり方では、
先（売上）が見通しにくいという困難な状況と捉えている。

状況を前向きに捉える鈴木社長

商工会議所との関わり
これまで対面で行っていた商談や、顧客とのやり取りをオンライン
でできるようにシステムを構築、その一部費用に小規模事業者持続化
補助金を利用した。商工会議所に登録されている専門家（中小企業診
断士等）を活用し、補助金の申請に必要な「経営計画書」の作成に取
り組んだ。

株式会社いわき印刷企画センター
いわき市平荒田目字田中内南149-1

☎0246-34-4600

オンライン商談システム

カフェ＆Ｇａｌｌｅｒｙ 結 Ｙｕｉ
お店の紹介
お店は、好間町榊小屋にあるカフェ &Galleryです。お店の前には、川
が流れ、小鳥のさえずりが心地よいところです。ランチメニューには、オー
ナーこだわりの健康を意識した食材が使われ、栄養バランスを考えた体に
優しい３種類のプレートメニューとなっています。お店の中は、静かな雰
囲気で、いわき市在住の「鉄の彫刻家」安斎重夫氏の作品やオーナー自ら
作製した作品などが展示されており、時間（とき）を忘れ、心と体がくつ
ろげる「癒しの空間」が演出されております。
昨今の新型コロナウイルス感染症により休業を余儀なくされた期間もあ
りましたが、今は、コロナ対策を強化し、完全予約制で営業しております。

オーナーからの一言
豊かな自然に囲まれ、耳に心地よい川の潺（せせらぎ）を聞きながら、ゆっ
たり、ほっこりできるお店です。ぜひ、お越しください。

商工会議所とのかかわり
記帳や確定申告の相談、各種補助金
などの経営全般の情報をいただきなが
ら活用しております。

カフェ &Gallery 結 Yui
◆営業時間 11：00～16：00
◆お 休 み 毎週金曜日、第２土曜日 ／ 予約制（前日の午前中まで予約）
◆お
店 いわき市好間町榊小屋字中平84-11 ☎0246-51-7492
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会員のチカラ

第48番目

株式会社

山 崎 工 業
【地元に帰ってきたいと思える会社を目指して】

代表取締役

やまざきたけ み

山崎建見さん

平上荒川に本社を構える株式会社山崎工業は「住まい」のことなら何でも
お任せ、左官、防水、塗装、土木、エクステリアを主とする事業所である。
代表取締役を務める山崎建見さんは、たいらまちづくり株式会社の代表取締
役も兼任するなど地域に対する想いは熱い。
山崎工業の創業は昭和54年（1979年）、先代の社長である山崎さんの父親
が創業し、現在は２代目社長ということになる。「ひとを育て、ものづくり
を通して豊かなまちをつくる。豊かなまちをつくることで、そこに住む人々
の暮らしがより豊かになる。」の理念のもと、平成26年（2014年）の社長就
任以来、新卒の採用、人材定着に注力し、地域との繋がりややりがいが伝わ
る工夫を行ってきた、地元に帰ってきたくなるような会社を目指し現在も奮
闘中ではあるが、人材の定着率は90％を超えており成果は目に見えて現れて
きている。職人さんとも積極的にコミュニケーションを取り、有給の取得率
も高い、「組織レベルでモチベーションを高めていくことは自身が理事長を
務めたいわき青年会議所での経験も活きている」と語る。また、若手従業員
には、顧客の要望は自社の仕事かどうか問わずに聞いてきなさいと指導して
おり、ものづくりという業界において「自己満足にだけはならないよう気を
つけているんですよ。」とも語った。

【コロナ禍による外出自粛×庭の活用】
東日本大震災、東日本台風と数々の困難を乗り越えてきたが、今回の新型
コロナウイルス感染症の流行は常識が常識でなくなる怖さを感じたという山
崎さん。数々の団体に属してきたからこそ、人と人が集まれないことの歯が
ゆさも人一倍感じている。ステイホームが日常になる中、気づいたのは庭の
重要性であったという。ペットと楽しめるドッグラン付きの庭や、家族で非
日常の本格バーベキューが楽しめる庭など、エクステリア（外構工事）には
夢がある。その夢をかなえる仕事には誇りを持っているし、人間の生活を豊
かにすることに携われることには喜びを感じることも少なくない。
多くのお客様と色々な仕事がしたいとの想いから、不動産事業部の立上げ
を行うなど、精力的に企業活動を続ける山崎さんの魅力には今後も目が離せ
ない。

左官・防水・塗装・土木・エクステリア

■株式会社山崎工業
〒970-8034
いわき市平上荒川字桜町60
☎0246-29-1255
0246-29-1256

【活動分野】
専

門

工

事

左官
基礎

特

殊

工

事

スタンプコンクリート
耐震補強 セルフレベリング

リノベガーデンプラザ
（エクステリア専門店）

防水
大工

塗装 タイル
エクステリア

設計 管理 施工
メンテナンス
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優良会員事業所並びに
永年勤続優良従業員表彰のご案内
令和２年度

いわき商工会議所では、地域経済の発展や産業の振興に貢献された会員事業所並びに
永年にわたり社業の発展に尽くされた従業員の皆様の功績を称えるため、毎年表彰式を
開催しています。会員事業所各位から多くのご応募・ご推薦をお待ちしております。

◆表彰について◆
①開
催
◆開催日時：令和２年11月20日（金）
午前11時より
◆会
場：カルチェドシャン・ブリアン
※新型コロナウイルスの感染状況によっては表彰式開催を
中止させていただく場合もございますので、ご了承くだ
さい。その際は表彰状および記念品を表彰者へ後日お届
けさせていただきます。

②負 担 金
（事業所表彰）10,000円
（従業員表彰） 5,000円/名

※負担金は不課税

ており、事業主から推薦を受けた方。また、特に
功労があったとされる方は勤続年数に関係なく
「功労者」として推薦できます。
※勤続年数：10年以上、20年以上、30年以上の三
段階（同段階での表彰は１回限り）
⑤期間の計算
※計 算期間の基準日は、令和２年10月１日（木）
とします。
※１年未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
※事業所に経営合併や組織変更等があった場合、
その年数は通算します。

③表彰内容
⑥表彰者の決定
表彰状及び記念品贈呈、記念撮影を行います。
審査委員会において決定します。決定後に申請・
また、事業所表彰および従業員勤続30年以上の表
推薦頂いた事業所にご連絡します。
彰については「日本商工会議所表彰」を併用し、
従業員勤続20年以上の表彰については「東北六県 ⑦申請・推薦方法
商工会議所連合会表彰」を併用します。
今月号の会報折り込みの申請・推薦用紙に必要
事項を記入の上、最寄りの商工会議所本支所窓口
④表彰の種類と条件
に持参頂くか、郵送またはＦＡＸにて令和２年10
◆優良会員事業所表彰
月23日（金）（必着）までにお申し込みください。
創業30年以上、かつ、いわき商工会議所会員歴
※Ｆ ＡＸ送信の場合は送受信トラブル回避のた
が継続５年以上となる事業所。
め、お手数ながら送信後に商工会議所まで確認
◆永年勤続優良従業員表彰
のお電話を下さいますよう、ご協力お願いいた
します。
いわき商工会議所会員事業所に10年以上勤続し
申込み・問い合わせ先

総務グループ（☎２５－９１５１）まで
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金融・都市開発業部会
金融機関リレー掲載

経済トレンド便
【令和第12回】常陽銀行

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。

菅新政権による金融政策に変更なし？
日銀の金融政策は、菅新政権のもとで変更される可能性はあるのでしょうか？当面、大きな変更
なく現在の緩和的な金融政策運営スタンスが継続されるとみておいてよいでしょう。
まず、菅首相は、アベノミクスを継承するとしております。十分成果の上がらなかった３本目の
矢である成長戦略に関しては、規制改革などを通じて何らかの前進を図ろうとするでしょう。しか
し、１本目の矢である大胆な金融政策については、変更を望んでおりません。引き続き強力に金融
緩和を継続して政権の諸施策を側面から支援してほしいと思っております。加えて、菅首相は黒田

￥

日銀総裁のこれまでの政策運営を評価しているとのことです。黒田総裁の任期はあと２年半ほどあ
り、このような状況の下で、黒田日銀が政策スタンスを変更するとは思えません。

２％

すなわち、日銀が物価安定目標２％を目指し
て、大胆な金融緩和策を講じたこともあり、も

はやデフレとは言えない状況となりました。し
かし、新型コロナウイルスによる感染症拡大な

ＵＰ

ど外的ショックもあり、２％には依然として及
びません。これまで、あらゆる知恵を出して緩

和政策を継続しておりますが、物価目標に達し
ない限り、緩和的な政策から抜け出せないでい

るのが現状であります。この間、金融政策の目的は、もとより物価安定を通じて経済の持続的な成
長を実現することでありますが、いまやコロナ対策等で膨大な必要性が高まった財源の最大の支援
ツールとなっており、こうした緩和マネーの膨張が金融面での不均衡、将来のインフレのマグマと
なって溜まっていることは間違いありません。
コロナ禍の中、主要国の経済情勢が似通った状況のなかで、金融緩和政策がとられているので、
日本だけが独自の政策をとりづらい事情もあるでしょうが、将来の物価上昇局面において金利の引
き上げに遅れが生ずることがないことを切に願っております。

常陽産業研究所

チーフエコノミスト

常
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