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NEW忘新年会で地元企業を応援しよう！

小名浜オーシャン
ホテル

ホテルアクセス 八幡台
やまたまや

パレスいわや割烹料亭
正月荘

グランパーク
ホテル

いわきワシントン
ホテル

クレールコート カルチェ ド
シャン・ブリアン

グランパルティ
いわき

イタリアンコートホテルミドリ吹の湯ホテル
ハワイアンズ

with

コロナ

♯いわき支えあいキャンペーン
～NEW忘新年会～ 参加事業所

ホ
テ
ル
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step 1 日時・人数を決めて予約電話
※実施日が決まったら確定人数でなくても良いので、まずは席の予約をしましょう。コロナ対策で席数が減っております。

プライベートでも職場でも!
幹事役のあなたのお手伝いをさせて頂きます!

ミドリは「プライベート飲み会」を推奨します。
※２日前までにご予約をお願い致します。

step 2 料理の金額を選び、飲み放題をつけるかどうかを選ぶ!
料理　4,000円コースor 5,000円コース（税込）

飲み物

※コース料理の期間（11月15日～２月末日まで）※画像は5,000円コースになります。

おしながき
先附　　豆乳豆腐・クワイ福沙・菜花浸し
造り　　旬の盛合せ
鍋　　　４種類よりお選び下さい（あんこう鍋・

すっぽん鍋・伊達鶏鍋・海鮮寄せ鍋）
焼肴　　サワラ柚香焼
肉肴　　ローストビーフ（5,000円コース）
　　　　ローストポーク（4,000円コース）
揚物　　海老真丈東寺
蒸し物　茶碗蒸し
食事　　うどん
甘味　　デザート

３杯以上
飲むなら
絶対お得!

+2,000円（税込）
で飲み放題（３名様～）

2時間
LO（1時間半）

ビール、ハイボール、焼酎、ウイスキー、
カクテル、酎ハイ、日本酒、ワイン、
ノンアルコール（各種）、ソフトドリンク

ノンアルコール充実しております!!

※上記金額には消費税が含まれています。
※無料駐車場完備、代行の手配もすぐ致します。
　安心してお飲みください。

☎0246-62-3737ご予約
お問い合せは

福島県
いわき市植田町
中央１丁目6-9

検索ホテルミドリ

四季彩食  み ど り
ホテル ミドリ いわき植田

年始のお手伝い
限定100個です！お早めに！
２段重／20,000円（税込）
料理長渾身のおせち
　一品一品心を込めて、手作りさせて頂き
ます。厳選されたいわきの旬の食材がたっ
ぷりです。年末年始のご馳走作りはみどり
に任せて、ゆっくりお過ごしください！ご実
家やご親戚への手土産にも好評です。

※12月31日の午後に店頭でお渡しか、近隣は配送もございます。

今年もあります!



コロナ禍に負けない
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◇メニューの一例として
前菜　胡麻豆腐 塩辛 もずく酢
造り　鮪 鯛 海老
揚物　海老 季節の野菜
焼物　サーモンのバター焼き
鍋物　牛すきやき
蒸物　ズワイガニ
温物　茶碗蒸し
食事　握り寿司
甘物　季節の果物

お気に入りのコースに
ボリュームアップ
大鍋 11,000円（税込）～／5～8人盛り

いわき市植田町中央3-12-16　ＴＥＬ0246（63）7611　JR植田駅より約3分　http://www.hotel-access.jp/

２時間飲み放題
             2,200円（税込）

大瓶ビール・日本酒・焼酎（芋・麦）
ノンアルコールビール
ソフトドリンク

お料理 5,500円(税込)より

コロナ感染対策として、社員の検温・手洗い・うがい・マスク着用の徹底、テーブル・イス・
ドアなどアルコール消毒作業徹底・アルコール消毒液の設置、ソーシャルディスタンスを
取ってのお席配置など感染症対策を行っております。
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美食 さかもと

美食 さかもと
福島県いわき市小島町三丁目10-４
☎0246-27-6663

企 業 概 要

2014年に開業し、今年で６年目となる。
素材そのものの味わいを生かして一番美味しい旬
の食材を楽しんでもらえるよう、季節の懐石料理
などを提供している。
店内は、テーブル席とお座敷があり、コロナ対策
として間隔を空けた対応を行い、安心してくつろ
ぎの空間で、板長が一品一品、丁寧に仕上げたこ
だわりの懐石料理を堪能できる。

一押しメニュー

＜ランチ＞
●お持ち帰り弁当
　1,300円（税込）

●松花堂弁当
　1,600円（税別）

＜夜　席＞
●懐石コース
　（懐石料理・鍋物）
　�3,500円から予算
に応じてご用意

いたします。

新型コロナ対策についての工夫

店内の消毒や換気を徹底している。
お客様とのお席の間隔を空けて対応している。
個室もあり、少人数での利用も承っておりま
すので、お気軽にお問合せ下さい。



コロナ禍に負けない

コロナ禍からの回復に取り組む企業❹ GoToEat
編
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一押しメニュー

●あんこう鍋（１人前）　1,700円

新型コロナ対策についての工夫

お客様へ検温・手指アルコール消毒・マスク着用のご協力

　館　　内�…��換気・アルコール消毒の徹底・浴室、レス
トランの入場規制

　スタッフ�…��手指アルコール消毒・マスク着用

おススメメニュー

●三色セット　1,020円　　●か に 三 昧　1,100円

●和��定��食　1,100円　　●ソースかつ重　1,050円

珈 琲 の 森

関 の 湯

関の湯
福島県いわき市勿来町関田須賀１-４
☎0246-65-1126

企 業 概 要

小名浜大原にオープンし約20年。クラシック音楽が流れる
上品な雰囲気の店内で、上質な料理を提供している。客席
の仕切りも高く、井浦泰博社長のコンセプト「料理を味わ
いつつ、時間を気にせず過ごしてほしい」の下、客が楽し
いひとときを過ごしている。

一押しメニュー

●�12月のコース（クリスマ
スコース） 一人4,300円
＊２名様以上から要予約
�前菜、パスタ、サラダ、スー
プ、サーロインステーキの
ミルフィーユ仕立て、デ

ザート

新型コロナ対策についての工夫

店内の清掃時の消毒や従業員
のマスク等安全面について最
大限に注意を払っている。ま
たお客様同士が隣り合わない
ように席の案内を行っている。

珈琲の森
福島県いわき市小名浜大原字東田８
☎0246-54-7794

おススメメニュー

-秋冬限定-
●温玉と豚カツの鉄板焼きパスタ

　1,720円（税込）
●チキンカツプレート（200g）

　　1,136円（税込）
●スペシャルオムライスプレート

　1,800円（税込）



2020.12
8

栄えあるご受賞おめでとうございます

令和２年度　優良会員事業所・永年勤続優良従業員表彰

１事業所・32名が表彰

▲小野会頭㊧から表彰を受ける受賞者▲令和２年度従業員表彰の受賞者たち

　11月20日（金）、カルチェドシャン・ブリアン

において、令和２年度の優良会員事業所・永年勤

続優良従業員の表彰式が行われました。地域の発

展に貢献する優良会員企業１社と永年勤続優良従

業員32名を表彰。この度の功績に対し、心よりお

祝い申し上げますとともに、長きに亘り第一線で

ご活躍されましたことに敬意を表します。

　今後益々のご健勝と活躍をお祈りいたします。

●優良会員事業所表彰
総合美容ピノキオ（白石豊子）

●日本商工会議所表彰(勤続30年以上)

宮内　雄二（嵐電気工事株式会社）

嵐　　浩二（嵐電気工事株式会社）

鈴木　公子（磐城通運株式会社）

内藤　　弥（磐城通運株式会社）

遠藤　　勇（北関東空調工業株式会社）

長谷川直樹（北関東空調工業株式会社）

鯨岡　教和（新常磐交通株式会社）

飯島　　茂（トヨタカローラいわき株式会社）

日下　正和（トヨタカローラいわき株式会社）

畑田　宗男（トヨタカローラいわき株式会社）

高橋　　朗（トヨタカローラいわき株式会社）

味戸　繁忠（福島臨海鉄道株式会社）

大井川　清（福島臨海鉄道株式会社）

●東北六県商工会議所表彰(勤続20年以上)

加藤　智美（株式会社いわき市観光物産センター）

小澤　恵喜（磐城通運株式会社）

松本　裕二（磐城通運株式会社）

田巻　祐子（北関東空調工業株式会社）

篠原　伸治（新常磐交通株式会社）

野﨑　　信（新常磐交通株式会社）

山野辺悦子（株式会社ネクスト情報はましん）

坂本　建広（株式会社ネクスト情報はましん）

●いわき商工会議所表彰(勤続10年以上)　　

中山　貴志（株式会社かたがた）

根本　　勝（新常磐交通株式会社）

北郷はるみ（新常磐交通株式会社）�

鈴木　泰代（新常磐交通株式会社）

小山恵里子（新常磐交通株式会社）

渡辺　　司（新常磐交通株式会社）

松本由希子（新常磐交通株式会社）

白石　浩一（総合美容ピノキオ）

蛭田　記章（株式会社福島ときわ）

蛭田　大輔（株式会社本間機械工作所）

●特別功労（いわき商工会議所表彰）

秋山ヨシ子（株式会社かたがた）

※�企業名五十音順に掲載しております（敬称略）
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～ 集え!勇気ある挑戦者たち ～

ウ ィ ズ コ ロ ナ 時 代 に お け る
地 域 経 済 振 興 プ ラ ン

　ウィズコロナ(=市民生活の安心安全の確保と社会経済活動の両立)の時代を迎え、コロナ禍を

乗り越えるためには、当座の資金繰りを確保するとともに、さまざまな形の支えあい、新たな

連携の枠組みによる「地域の総力戦」が必要不可欠です。

　地域が一体化した考えのもと、持続化(経営形態を変えても)に向けて中小・小規模事業者が

どう変わるべきか、支援機関はどう動くべきか、市民の役割はなにか、どのような連携の形が

考えられるかなどを検討しながら、「ウィズコロナ時代における地域経済振興プラン～集え!勇

気ある挑戦者たち～」の策定に取り組んでおります。

　今後、状況に応じてプロジェクトを見直しながら、プレイヤーの発掘、市民への提案、行政

計画への位置づけ、支援制度の企画など、出来るものから順に推進して参りますので、関係各

位の皆さまのご支援、ご協力をお願い申し上げます。

　住む場所、働く場所として、東京圏からいわき市へのリビングシフトを推進することにより、

市内消費の拡大を図り、人財誘致を通じた地域経済の活性化につなげる。

【具体策案】

　①「湯本温泉」に於ける市のワーケーションモデル事業と連携
　②�ワーケーションの全市的な推進／ワーケーションをテーマとする市内観光事業者

のネットワーク構築
　③�人財・企業誘致に必要な環境整備案（ＩＴ化、子育て支援、生活環境等）をまとめ、

行政への提言び支援事業の活用推進

いわきへリビングシフトＰＪ

　事業持続化に向けて、新たな市場の開拓、
新商品・サービスの開発、デジタル化による
業務改革など、新たな分野に積極果敢に挑戦
する中小事業者を支援することにより、地域
経済活力の維持・強化を図る。　

【具体策案】
　①�地域中小企業のＩＣＴ武装化支援
　②�「おつかいタクシー」事業のＩＣＴ

化による更なる成果拡大
　③�「新しい日常」に対する新しい事業

スタイルへの挑戦サポート

　新型コロナ感染症により大きく変化した事
業環境に的確に対応して行くためには、確か
な知識とスキルを身に付ける勉強と実践が必
要であることから、事業者間の人的ネットワー
クを構築しながら、勉強の場を創造する。

【具体策案】
　①�地域ＭＢＡ開催による挑戦する次世

代経営者の発掘・育成
　②�コロナ禍に挫けず、志を高め、観光

業経営の実践に役立つ基礎的な知識・
技法を学ぶ講座の開催

新分野への挑戦支援ＰＪ 新分野への挑戦支援ＰＪ

重 点 プ ロ ジ ェ クト
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第２回地域活力人財育成委員会

人財ネットワーク委員会

強靭な郷土づくり委員会　地域の総合的な防災力向上を推進

11/13

11/18

11/19

　パレスいわやで11月13日、第２回の地域活力人財育成委員会を開催した。新型コロナウイルス感染症の

感染拡大に伴い３月に策定した事業計画の修正をメインに、「GoToキャンペーン」等の施策説明、セミナー

の案内も実施した。予定していた視察研修会については、本年度は意見聴取のみとすることとし、次年度

以降の実施を目指すとした。

　また、当委員会の大きなミッションである若手の育成については、７月に対象者である（公社）いわき

青年会議所、いわき商工会議所青年部執行部との意見交換を行い、その中でコロナによる学びの場の不足

と会員それぞれの人脈不足が課題として掲げられた。この課題を重く受け止め、当委員会開催時にはそれ

ぞれの役員を招待するなどし、課題解決の糸口を探すことを決めた。

　本年度の第４回人財ネットワーク委員会は11月18

日、パレスいわやで開催され、参加者らがいわきの魅

力を理解しつつ、関係団体との連携について協議し

た。委員及び関係者ら約15名が出席した。

　当委員会は「いわきに移り住む人口の増加」と「関

心関係人口の増加」を目標とし、活動している。第４

回委員会では。いわき若者応援会代表の三戸豪士さん

とＩＷＡＫＩふるさと誘致センター運営委員長の作

山栄一さんをゲストに招いた。

　神長眞一委員長があいさつ。三戸さんが応援会としてフィリピンで取り組んでいる「人財」への支援

や日本で働くフィリピン人への支援体制の構築等を講話した。三戸さんはフィリピン人がいわきについ

て興味を引く事象として「自然」「温泉」「アニメ」だと語った。

　作山さんはセンターの設立経緯や昨今の実績等を踏まえ講話。「コロナにより、地方の魅力を発信する

チャンスでもある」とし「引き続きいわきの魅力を発信しつつ誘致に力を入れたい」と意気込みを話した。

この後、昼食を囲みつつ意見交換等を行った。

　グランパークホテルパネックスいわきで11月19日、強

靭な郷土づくり委員会（委員長 船生秀文 北都オーディ

オ㈱)を開催した。自然災害の多発やコロナ感染症など、

企業のＢＣＰ(事業継続計画)や危機管理の重要性、必要

性が高まる中、委員会では『地域の総合的な防災力向上（事

業所の事業継続）』を大きな目標に掲げ、商工会議所とい

わき市の連携による「事業継続力強化支援計画」の策定、

次期災害への対応として中小・小規模事業者のＢＣＰ策

定等の普及啓蒙活動などに取り組んでいくことを決めた。

　また、いわき市台風19号における災害対応検証委員会

の福迫昌之 委員長を招き、発災時・直後の情報伝達や避

難場所・行動のあり方など災害対応の検証内容についてご講話頂き、これからの防災対策の課題などにつ

いて情報共有を図った。

▶今後の委員会活動について協議

▶関係団体と意見交換を行う委員たち



2020.12
12

経営支援のページ
消費税 ここがポイント！適格請求書等保存方式(インボイス制度)

　令和５年10月１日に適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

　この制度下で仕入税額控除を行うには「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の

保存が要件になります。

●請求書等変更のスケジュール

請求書等
保存方式

区分記載請求書等保存方式
【現行方式】

★適格請求書等
保存方式

令和元年10月1日 令和５年10月1日

●適格請求書等の記載では何が変わるの？
　�下線の項目が、現行の区分記載請求書等の記載事項に追加されます！

●区分記載請求書等の記載事項 【現行方式】
①請求書発行者の氏名又は名称
②取引年月日
③�取引内容（軽減税率の対象品目である旨)
④�税率ごとに区分して合計した税込対価の額
⑤請求書受領者の氏名又は名称

●適格請求書等の記載事項
①�適格請求書発行事業者の氏名
　又は名称及び登録番号
②�取引年月日
③�取引内容�（軽減税率の対象品目である旨）
④�税率ごとに区分して合計した対価の額
　(税込又は税抜)及び適用税率
⑤�税率ごとに区分した消費税額
⑥�書類交付を行ける事業者の氏名又は名称

Memo!
 不特定多数の者に対して販売等を行う小売、飲食、タクシー業等に係る取引には、適格簡易請求書の交付に代えることができます。

●適格請求書等を発行するためには事前登録が必要
　・適格請求書等を発行できるのは「適格請求書等発行事業者」に限られます。

　・適格請求書等発行事業者になるには、税務署に申請して登録を受ける必要があります。

　・課税事業者でなければ適格請求書等発行事業者の登録を受けれません。

●登録申請のスケジュール
　�　登録申請は、令和３年10月１日から提出可能です。原則、適格請求書等保存方式が導入される令和５年

10月１日から登録を受けるためには、令和５年３月31日までに登録申請書を提出する必要があります(困難

な事業がある場合は令和５年９月30日まで)。

●「適格請求等保存方式」導入後の免税事業者からの仕入れについて
　�　令和５年10月１日以降、原則、課税事業者の仕入税額控除には、適格請求書等が必要になります。

適格請求書等は課税事業者のみが発行できるため、発行できない免税事業者は、課税事業者から

取引を避けられる可能性があります。そのため、将来的に課税事業者になる選択を迫られる可能性があり

ます（導入後、免税事業者からの仕入れの一定割合を税額控除とする経過措置あり）。

株式会社　○○商店　御中

日付 金額

11/1 5,000円

11/1 10,000円

11/2 2,000円

合計 120,000円 　　　消費税 11,200円

8％対象 40,000円 　　　消費税 3,200円

10％対象 80,000円 　　　消費税 8,000円

タオルセット
・・・・

品名

請　求　書

＊軽減税率対象

11月分　131,200　円 令和2年11月30日

登録番号 T012345**

○○商事 株式会社

魚　*

牛肉　*

①⑥

②
③

④ ⑤

③

要チェック

要チェック
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支 援 の 種 類 減免

支 援 の 内 容

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経

営環境にある中小事業者等に対して、令和３年度課税の１年分に限り、償却資

産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減

対象となる方

○�次の要件を満たす中小事業者等（※）を対象とし、次に掲げる割合を軽減

令和２年２月～10月までの任意の連続する

３ケ月間の売上高の対前年同期比減少率
軽減割合

50　％　以　上　減　少 全　　額

30％以上50％未満減少 ２分の１

　※�「中小事業者等」とは、資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人、

資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以

下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

○�令和３年１月31日までに、認定経営革新等支援機関等（※）の認定を受けて

本市に申告した者に適用

　※�税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など（税理士、

公認会計士、弁護士など）

必 要 書 類 等

１．�特例措置に関する申告書（認定経営革新等支援機関等の確認印が押された

もの）

２．認定経営革新等支援機関等へ提出した書類一式

　・�中小事業者等であることの確認ができる書類（登記簿謄本の写し等（法人

の場合））

　・�事業収入の減少の確認ができる書類（会計帳簿や青色申告決算書の写し等）

　・�事業用家屋がある場合は、事業用割合の確認ができる書類（青色申告決算

書の写し等）

　※�償却資産の申告がある場合は、償却資産申告書及び明細書も併せて申告してく

ださい。

申 告 期 間 令和３年１月４日から令和３年２月１日

お問い合わせ 資産税課　償却資産係（☎22-7434）　家屋係（☎22-7432）　

そ の 他
この措置は、令和３年２月１日までに特例の適用がある旨の申告がされた場合

に限り適用　※詳細はいわき市ＨＰ又は中小企業庁のＨＰ

－ 重 要 －

持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限は2021年（令和３年）１月15日ですのでお早めに。
申請方法は原則オンラインとなります。

経営支援のページ
コロナ禍を受けた固定資産税・都市計画税の軽減措置
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「年末調整個別相談会」開催のお知らせ

　源泉所得税の年末調整を行う時期が近づいて参りました。従業員・専従者に給与を支払っていて、納

期の特例の承認を受けている事業主の皆様は、令和３年１月20日（水）までに源泉所得税の納付をする

必要があります。

　当所では、下記のとおり、個別相談会を開催致しますので、お気軽にご利用下さい。

◇開催日時　 令和３年１月14日（木）・15日（金）　
　　　　　  ９：00～12：00�／�13：00～16：00

◇開催場所　 いわき商工会議所　本所・各支所（小名浜・常磐・勿来）

◇必要書類　 源泉徴収簿（今年の分と昨年の分）、納付書などの関係書類
　　　　　　 給与・賞与の支払い額がわかる書類（給与台帳など）

※�納期の特例を受けていない方は、納期限が令和３年１月12日（火）となりますので、必要に応じて相談
下さい。

※�ご相談の際には「マスク着用」をお願いします。また、体調不良や発熱がある場合は、相談のご利用を
お控え下さい。

※�給与所得の源泉徴収票にマイナンバーの記載が必要となりますので、「給与支払者」、「支払を受ける者
およびその扶養親族」のマイナンバーをお調べの上、お越し下さい。

お問合せ 本所☎25-9152　小名浜支所☎53-5175　常磐支所☎43-2757　勿来支所☎63-6521

経営支援のページ
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コロナ社会の経済調査にはビッグデータの活用を!

七 十 七 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。
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14回】七十七銀行

　－１に統計、２に統計、３，４がなくて、５に分析

　経済調査の要諦は統計の分析に尽きますが、この

界隈では統計に「官尊民卑」の風潮が根強く、民間

のデータは伝統的な業界団体以外のものは軽視され

る傾向があります。確かに公的統計は法令に基づく

継続性を有し、長期時系列比較も可能で景気判断に

は不可欠ですが、発表に時間を要する、最小単位で

も都道府県レベル、個人消費の６割を占めるサービ

ス関連が不十分など、地域経済の「いま」を知るに

は“鈍重”で“狭量”な統計だと言わざるを得ません。

　コロナ禍の景気情勢の急激な変化は、公的統計の

限界を露わにしました。政府は巨額の経済対策に踏

み切りましたが、非常時とはいえ、いや非常時だか

らこそ限りある予算を傷みの大きな産業分野に投入

すべきところ、そもそも需要減少や経済損失の規模

を把握する術がありませんでした。

　そんな反省から、政府・日銀も様々な“足の速い”

ビッグデータを活用するようになりました。一例と

して下表の「Ｖ－ＲＥＳＡＳ」（内閣府など）があり、

２～３週間程度で都道府県の各地点周辺の「滞在人

口（前年比）」が推定居住地別、時間帯別に公表され

ます。

　いわき駅周辺の夜間の滞在人口は�“Ｇｏ�Ｔｏトラ

ベル”開始の７月第３週や同東京解禁の10月以降に

県外居住者が前年比９割ほどに回復しましたが、感

染拡大とともに再び減少に転じ停滞しています。飲

食・宿泊やタクシーなどの業種は観光・ビジネスの

県外需要（客足）への依存度が高く、その落ち込み

は同業種の苦境を示すものと言えます。以上は一例

に過ぎませんが、こうしたビッグデータをリアルタ

イムで追うことは、コロナ禍での「新しい調査様式」

と言えそうです。

（文責：七十七リサーチ＆コンサルティング　田口　庸友）


