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　令和３年の新春にあたり、謹んでご挨拶申し上げ
ます。
　本年３月、世界に類を見ない複合災害となりまし
た東日本大震災及び東京電力福島第一原発事故の発
生から10年の節目を迎えます。本来であれば、世界
各国から大勢の来訪者で賑わう中で震災五輪を開催
し、日本社会は新たなステージへと歩みを進める予
定でしたが、突如として新型コロナパンデミックに
見舞われ、海外渡航禁止や都市のロックダウンなど、
世界中が大混乱に陥っております。新型コロナパン
デミックにより、急速に私たちの日常と社会は大き
く変わり、経済情勢先行きの不透明性や感染拡大へ
の強い警戒感から、企業の設備投資と国民の消費マ
インドの双方が停滞し、国内経済は厳しさを増して
きています。
　いわき地域経済にとっては、2011年３月の大震災・
原発事故に加え、2019年10月の豪雨災害からの復興
途上にある中でのコロナ禍であり、企業マインドに
も大きな影を落としている所です。当所調査におき
ましても、売上の減少、事業や雇用の縮小、感染防
止対策の措置など、幅広い産業に大きな影響が及ん
でおります。とりわけ観光業、飲食業、イベント業
等は苦境に立たされており、大都市を中心に第２波、
第３波の新規感染急拡大が生じたことにより、経営
の舵取りは極めて難航しております。
　こうしたなか、商工会議所と致しましては、特別貸
付を始め、持続化給付金、小規模持続化補助金、雇用
調整助成金等の支援策を中小・小規模事業者が最大
限に活用できるよう情報収集と相談体制を強化する
とともに、行政や企業に協力を呼び掛けながら「＃い
わき支えあいキャンペーン」を展開するなど、緊急
対応に注力して参りました。また同時に、コロナ禍
の先を見据え、地域の総力戦で中小・小規模事業者
が経営持続化を図ることができるよう、産学官連携
のもと「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～」をとりまとめ、
漸次、具体的なプログラムの実施に取り組んでいる
ところです。

　いわき地域経済が抱える最大の課題は、コロナ禍
を生き抜き、早期復興を図るための緊急対応とビジ
ネスチェンジです。こうしたことから、「中小・小規
模事業者の持続化とチャレンジ支援」を令和３年度
の最重点事業に掲げ、行政との協調体制のもと、全
力集中で取り組んで参ります。
　一方、中長期的な課題として、地域活力の源泉と
なる関係・定住人口の増加、将来の地域を支える人
財の育成、カーボンニュートラル社会を先導する次
世代エネルギー産業の定着、ワクワク感のあるまち
づくり等が挙げられます。こうした地域課題の解決
に向けて、「いわきシフトの推進」を図って参ります。
 

～�コロナ禍に負けない事業者の持続化と
挑戦への全力集中～

今期のテーマ

「調和のとれた企業活動と
地域の振興を目指して」

１．中小・小規模事業者の持続化とチャレンジ支援
　中小・小規模事業者の状況や課題を絶えず把握する
とともに、経営指導員および補助員が中小・小規模
事業者に寄り添い、課題に対応したアドバイス、情
報提供、支援策活用の全力サポート、さらには「＃い
わき支えあいキャンペーン」の展開など、経営持続
化に向けて最大限の努力を尽くして参ります。
　また、既存の市場や需要が縮小するなか、勇気を
持って新たな分野を切り拓いて行くことも極めて重
要です。こうしたことから、コロナ禍への緊急対応
とともに、中小企業診断士やＩＴコーディネーター
など専門家の支援を得ながら、新たな市場の開拓や
新商品・サービスの開発、デジタル化による業務効
率化、さらにはダイナミックな業態変更やＭ＆Ａな
ど、中小・小規模事業者が取り組むビジネス変革へ
の挑戦を提案し、全力で支援して参ります。

２．いわきシフトの推進
　新型コロナウイルスが密な大都市の感染リスクを
浮き彫りにしたことにより、東京一極集中から地方
分散への流れが強まっています。これを好機と捉え、
いわきが誇る多様な地域資源、整備された都市・産
業基盤、東京圏へのアクセス、適度な人口密度といっ
た優位性を生かしながら、バッテリーバレー構想の
推進、全国に先駆けた水素社会の構築、いわきアカ
デミアの充実、(仮称)いわき工科大学の設立、地域
防災計画の作成、文化・スポーツの振興等を通じて、
いわきへの企業と人財シフトを推進することにより、
交流・定住人口の増加や市内消費の拡大を図るとと
もに、その力を活用した地域経済の活性化や地域課
題の解決へとつなげて参ります。

　なお、安心安全の確保と社会経済活動の両立を図
る「ウィズコロナの時代」を迎えた現在、新型コロナ
ウイルスが常在しながらも一定の制御下に置き、感
染拡大を最小限に押さえつつ、社会経済活動レベル
を可能な限り活発化させていくことが、健全な社会
経済システムを構築するうえで重要であると受け止
めております。そのためには、政府が力強いリーダー
シップを発揮し、地方自治体、市民、医療界、経済界、
事業者等が連携して感染拡大防止に努めるとともに、
これまでに得られた知見に基づく対策を早めに打っ
て行くことが必要であり、こうした対応を関係機関
へ働き掛けて参ります。

　以上のとおり、令和３年度は、今期のテーマ「調
和のとれた企業活動と地域の振興を目指して」のも
と、行政および全国各地商工会議所との連携をより
一層深めながら、「コロナ禍に負けない事業者の持続
化と挑戦への全力集中」を図って参ります。
　本年が皆さま方にとりまして挑戦と復興の年とな
りますことを祈念いたしますとともに、引き続き、商
工会議所事業活動にご理解とご支援を賜りますよう
お願い申し上げ、年頭のご挨拶といたします。

いわき商工会議所

会 頭　小 野　栄 重

年頭所感
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～逆境のときこそ、力を尽くす～

　明けましておめでとうございます。

　2021年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。

　さて、昨年１月にわが国で初めての新型コロナウ

イルス感染者が報告されてから、早くも１年が経と

うとしています。コロナ禍にあっても、今なお必死

に経営努力を続けておられる皆さまに深く敬意を表

するとともに、われわれ全国515の商工会議所は、今

年も一丸となって事業者の皆さまと地域経済の発展

のために力を尽くしてまいります。

　さて、わが国経済全体は、緊急事態宣言が発令され

た昨年４－６月期のＧＤＰがリーマンショック時を

超える戦後最大の落ち込みを記録した後、７－９月

期には持ち直しの動きへと転じました。しかし、秋

以降に再び感染が拡大する中、その後の回復に向け

た足取りは依然として重いままです。

　一方、コロナ禍を通じて、政府・民間を含めた国

全体としてのデジタル化の遅れ、過度な大都市集中

のリスクと適切な地方分散化の必要性、危機下にお

ける医療提供体制のあり方、中央と地方の権限分担

のあり方など、日本の多くの課題が浮き彫りとなり

ました。また何よりも「強く豊かな国でなければ国

民を守れない」ということに皆が気付いたのではな

いでしょうか。激甚化する自然災害、新たなパンデ

ミック、地政学上の混乱等は今後も起こり得るもの

であり、わが国がそのような不確実性の中を生き抜

いていくためには、不確実性を吸収できるバッファ

としての「戦略的ゆとり」が不可欠であります。

　昨年の菅政権発足以降、私は政府に対してこの「戦

略的ゆとり」を持つ必要性、またそのためにも経済

成長が欠かせないものであることを訴えてきました。

経済成長は労働投入×資本投入×全要素生産性で定

義されます。これまでの深刻な人手不足の中で、女

性や高齢者など労働参加が大いに進みました。しか

しさらなる労働参加率の向上には限界があり、将来

不安により消費が伸び悩む中では国内での新たな設

備投資による資本蓄積も多くは望めません。従って、

わが国の経済成長のためには、残る「生産性の向上」

が必須なのです。

　一国の生産性は「一人当たりＧＤＰ」で表されま

すが、日本は2018年時点で世界第31位に甘んじてい

ます。「一人当たりＧＤＰ」は国民一人当たりの豊か

さだけでなく、効率的に働き得られた余暇を人との

繋がりに充てることで、幸福度を向上させる指標に

もなることから、私はこれを日本の新たな国家目標

に据え、その引き上げのために皆で知恵を絞り、汗

をかくべきだと考えます。

　日本全体の生産性向上のために、商工会議所は、以

下の３点に取り組んでまいります。第一は、コロナ

禍への対応支援です。環境変化に対して、柔軟に素

早く対応できることが中小企業経営者の強みであり、

コロナを契機として新製品やサービス開発、業態転

換、ＥＣ等も活用した国内外への販路開拓などに積

極果敢に挑戦する経営者を、しっかりと後押しして

まいりたいと思います。

　第二は、デジタル化を通じた生産性向上です。コ

ロナ禍で初めてテレワークを体験し、デジタル技術

の有用性に気付いた経営者も多いと思います。また、

国や地方公共団体が今後デジタル化を進める中で、民

間企業側もそれに対応していく必要があります。ま

ずは身の丈に合った、低コストで利用可能なＩＴ導

入から始め、徐々にステップアップするなど、ＩＴ

導入補助金等の支援策もフル活用し、中小企業のデ

ジタル化を推進してまいります。

　第三は、取引適正化です。大企業と中小企業が強

固に結び付いた日本経済の強さは、大中小の石が組

み合わさって風雪に耐える「石垣」に例えられてき

ました。しかし、その石垣も修復、再構築する時期

に来ています。サプライチェーン全体のデジタル化

により効率性を高め、コストアップや付加価値をフェ

アに分け合い取引価格の適正化を図る「大企業と中

小企業の新たな共存共栄関係」の構築が必要です。

商工会議所は、この趣旨に賛同した企業による「パー

トナーシップ構築宣言」の宣言企業が1,000社を超え

るよう、積極的に後押ししてまいります。

　加えて、本年いよいよ開催が見込まれる東京オリ

ンピック・パラリンピックを、復興五輪であると同

時に、感染拡大防止と社会経済活動を両立させる具

体的なプロジェクトとして位置付け、国民運動を盛

り上げていきたいと考えております。

　最後に、近代日本資本主義の父であり、東京商工会

議所初代会頭の渋沢栄一翁は、関東大震災の混乱の

渦中にあっても「逆境のときこそ、力を尽くす」自

らの信念によって、晩年にあってなお、わが国を立

て直すべく精力的に奔走されました。渋沢翁の意志

を受け継ぎ、今年も日本商工会議所は全国のネット

ワークを最大限活用し、中小企業と地域の発展、日

本経済の再生に向けて、先頭に立って頑張ってまい

ります。皆さまの多大なるご支援、ご協力をお願いし、

私の年頭あいさつとさせていただきます。

	 	 	 	 　　以　上

日本商工会議所

会 頭　三 村　明 夫

年頭所感
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コロナ禍に負けない

経営支援のページ
国や地方公共団体からの給付金等の取扱いについて 中小企業相談所インフォメーション

　新型コロナウイルス感染症に関係して、国や都道府県、市区町村などから受給する給付金、

協力金、見舞金などは、税法上、その支援の対象者や目的によって

課税関係が異なります。

①課税対象となるもの
次のような給付金は所得税などでは課税になります。
給付金は、資産の譲渡にはならないので、消費税は不課税です。

◆事業所得などに区分されるもの

事業者の収入減少に対する補償、支払家賃など経費支出の補填を目的に支給されるものなど、
事業に関して支給される給付金

例)　・持続化給付金（事業所得の方）
　　・家賃支援給付金（事業所得の方）
　　・都道府県などの感染拡大防止協力金
　　・雇用調整助成金
　　・小学校休業等対応助成金、小学校休業等対応支援金（事業所得の方）　など

※�助成金等の支給額を含めた１年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字の場合などには、税負担は生じない。

◆一時所得に区分されるもの

臨時的に一定の所得水準以下の方に対する支給など、事業に関連しない一時支給のもの。

例)　・持続化給付金（給与所得の方）
　　・小学校休業等対応支援金（給与所得の方）
　　・住まい給付金　　など

※一時所得の特別控除(50万円)で、他の一時所得との合計額が50万円を超えないと課税対象にならない。

◆雑所得に区分されるもの

上記以外のもの。

例)　・持続化給付金（雑所得の方）
　　�・自治体等のベビーシッター利用支援事業の助成　　など

②課税対象とならないもの

◆非課税となる給付金など

○給付金支給の根拠になる法律などで非課税になる給付金
○�所得税法の規定で非課税となる「学資として支給される金品」・「心身または資産に加えられ
た損害について支給を受ける相当の見舞金」

例)� ・特別定額給付金（新型コロナ税特法）
　　�・子育て世帯への臨時特別給付金（新型コロナ税特法）
　　�・雇用保険の失業等給付
　　�・児童（扶養）手当
　　�・被災者生活再建支援金
　　�・年金生活者支援臨時福祉給付金　　など

※�上記には給付金や支援金の一例を参考まで掲載しています。課税関係の詳細については、支給窓口となる国、

地方自治体等にご確認ください。

知っておき
たい

まめ知識
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丸光酒店（ブイチェーンさいとう）

創 作 麺 や ま 鳶

企 業 概 要

1960（昭和35）年酒店として創業。時代のニーズに合
わせボランタリーチェーン（ブイチェーン）に加盟し、
小名浜神成塚で小売店を営む。社長は斉藤利光氏で２
代目。「地域のために」をモットーに生鮮食品をはじめ、

日常生活に欠かせな
い商品を地域に提供
し、地域住民には常
連が多い。斉藤社長
の親しみやすい人柄
もあり、レジでの会
話も楽しみの一つと
なっている。

人 気 商 品

９割以上を同店で作る惣菜は人気が高く、種類も50種
以上と豊富。斉藤社長が午前４時から調理する「元祖
メンチカツ」は夕方まで
には完売してしまうほど
大人気となっている。
また同店で作る弁当もボ
リュームがあり、リーズ
ナブルで若者に人気だ。
会津若松市の会津天宝味
噌商品も取り扱ってい
る。

企 業 概 要

平作町に店舗を構え、創業４年目。化学調味料を一切使用

しない、無添加・無化調でいわきの地元食材を活かすため

の素材にこだわった創作ラーメンを提供している。店内

も斬新なデザインを採用、日々いわきの「食」の魅力を

県内外へ発信するため、コンセプト重視を心がける。創

業当初より、話題の注目店としてメディアに数多くとりあ

げられ、(株)KADOKAWA出版のラーメンブックでは、

新人王や福島県総合１位な

どのラーメン賞も受賞。間

違いのない安定した地元の

味をお客様へ提供し続けて

いる。

一押しメニュー

●「らぁ麺」　800円(税込)

おススメメニュー

●イワキライキ丼　500円（税込）

●やま鳶オリジナル出汁カレー　400円（税込）

● IWAKI SUNSHINEラーメン

　（いわきのご当地ラーメン）　　950円（税込）

丸光酒店（ブイチェーンさいとう）

福島県いわき市小名浜字神成塚60-２
☎0246-92-4292

創作麺やま鳶
福島県いわき市平字作町１-10-５
第１エミネンス１Ｆ

新型コロナの影響と対策

顧客は店舗周辺の年配の方が多いことから外
出を控える傾向があり、一時売上は減少した。
惣菜のニーズを的確に捉え、新メニューで売
上回復を図る。補助金で感染予防対策として
サーマルカメラ等を整備し、お客様の安心・
安全に注力している。

商工会議所とのかかわり

新型コロナの支援施策情報や経営支援情報の
提供を希望しており、定期的に経営指導員が
訪問し経営支援を行っている。

新型コロナの影響と対策

「あんしんコロナお知らせシステム」の

導入や消毒・除菌の実施、席の間隔をあ

け、お客様同士が密にならないように配

慮している。

コ ロ ナ 禍 か ら の 回 復 に 取 り 組 む 企 業 ❺
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コロナ禍に負けない

企 業 概 要

小名浜本町に1940（昭和15）年創業。現在の長山
直樹社長で３代目となり、80周年
を迎える。同店は家のランプの交
換などの家電の販売・修理から、
リフォーム工事の電気容量工事を
中心とした電気工事請負まで幅広
く対応しており、「町の電気屋さん」
として地域で親しまれている。

同社の特長

「お客様に寄り添う電気屋」がモットー。全国の大
手電機販売店では対応できない細かなことまで相
談に応じる。長山社長は「細やかなのフォローと
迅速な対応を心がけてます」と話す。いわき市内

の出張サービスも
行っており、長山
社長は電気関係で
「車がない年配の
方が生活に不自由
しないために、ど
こでも行きますの
でご相談くださ
い」と力強く語る。

長山電機商会
福島県いわき市小名浜字本町58番地
☎0246-54-1898
ＨＰ�http://denkiya-onahama.main.jp/

新型コロナの影響と対策

コロナの影響で大手電機メーカー主催の展示会が
開けず、売上が減少。同店ではマスクや消毒、従
業員への指導を徹底、安全面に最大限の注意を払
い、営業等事業展開を図っている。

商工会議所とのかかわり

コロナの影響で売上が減少したことから、補助金
や給付金等の情報を提供。今後は会議所会員の横
の連携を深め、
困ったときの専
門家相談や会員
間の情報や紹介
等により経営力
向上に役立つ動
きを希望してい
る。

CAFE Kiitos

長 山 電 機 商 会

企 業 概 要

『一日をちょっとだけ幸せにするカフェ』をコンセプトに
2014年オープン。高い天井の広々とした空間で、欧米で人
気のコーヒー器具『エアロプレス』を使用し、挽きたての
豆で、丁寧に淹れたコーヒー、市内では数少ない、本場イ
タリアの本格エスプレッソマシン『ラ・チンバリ』で淹れ
たカフェラテ、かつていわき市湯ノ岳にあった人気紅茶専
門店『ウェルハース』の紅茶等が味わえる。定期的なイベ
ントの主催のほかワークショッ
プや様々な企画のプロデュース
なども行う。2017年からはコン
サル事業を本格展開。開業講座
やコーヒー紅茶講座、ＩＴ活用
講座のほか講師やゲストスピー
カーとしての登壇も増えている。

人気メニュー

●キートスカレー　　　　　880円（税込）
●キートスコーヒー　　　　495円（税込）
●�なすのアラビアータパスタ　 935円（税込）

新型コロナの影響と対策

「あんしんコロナお知らせシステム」の導入や消毒・除菌の
実施、大型加湿空気清浄器の導入の他、席の間隔をあけ、お
客様同士が密にならないように配慮している。全40種類以上
におよぶテイクアウトメニューも充実し、推奨している。

CAFE Kiitos
福島県いわき市植田町本町三丁目９-１
伊藤ビル１階（いわき南警察署斜め向かい）
11:30 -19:00（日18:00、木金14:00迄）
火水定休　無料駐車場あり
http://cafekiitos.net/

おススメメニュー

●カフェラテ　　506円（税込）
●�シフォウニー　550円（税込）
●�スフレケーキのキャラメルナッツがけ

　737円（税込）

コ ロ ナ 禍 か ら の 回 復 に 取 り 組 む 企 業 ❺
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コロナ禍に負けない

　先月号で紹介しました「ウィズコロナ時代における地域経済振興プラン」挑戦者育成支援プロジェクト事業

として、12月７日「いわき観光経営塾～新型コロナ緊急対応編」がスタートしました。（全６回）

　第１回目は、本講座の塾長である、いわ

き観光まちづくりビューロー会長�井上直美

氏より、「ウィズコロナ時代における観光経

営を考える」と題し、コロナ禍で観光業界

の現状をどう理解し、今後どう展望するの

か、短期的、中長期的な対策や、コロナの

有無に関わらずいわきの観光をどう発展さ

せるのかなど、具体例を踏まえた内容につ

いて話されました。

　続く第２回目は、国土交通省�東北運輸局

観光部次長の栗田�利彦�氏より、「観光オー

プンデータから読み解く観光地域づくり」

と題し、国内旅行及び訪日外国人旅行消費額等の統計データ、さらには東北・福島・いわきの観光の現状につ

いてデータを用いた解説、また、ウィズコロナ時代の新しい旅行スタイルのメリットや課題点、新たな観光の

取組事例など、多岐にわたる内容となり、今後の観光経営を考える上で刺激のある講座となりました。観光関

連産業に従事している方を中心に約15名の受講者はメモを取りながら真剣な様子で受講しておりました。

　観光サービス業部会では、市内事業者への支援として実施している「いわき支えあいキャンペーン」の一環

として、コロナ問題で苦戦する地元企業を対象に、集客が見込めるマルト大型店舗での催事を実施し、知名度

向上や売上向上のきっかけとする事業を実施した。

　第１回となった11月28日（土）はＳＣ中岡店、第２回の12月５日（土）がＳＣ君ヶ塚店、第３回の12月19日（土）

はＳＣ城東店とスーパーマルトの中でも大型店において、金澤内装株式会社、温菓子屋、有限会社ヤナイコー

ヒー商会、株式会社小島門吉商店が自社商

品ＰＲ、事業所ＰＲを兼ねて出店した。

　参加者からは、「新商品や新店舗のＰＲの

場となって嬉しい」、「地域と繋がっている

と感じた」等、コロナ禍においても前向き

な意見が聞かれた。また、事業実施場所と

なったマルトからも「近年力を入れている

地域の事業者、活力を守るための取組みで

あり、できる限り協力していきたい」との

お声を頂いた。

　今回は土曜日に限定した取組みとなった

が、平日開催や開催店舗等含め事業者から

の要望に応えていきたい。

12／7・12／17  いわき観光経営塾  ～新型コロナ緊急対応編～
第１回 第２回

11／28･12／5･12／19 支えあいキャンペーン  ～マルト連携販路拡大事業～
第１回 第２回 第３回


