経営支援のページ
PICK UP! コロナ禍に負けない！小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金 一般型
・第５回受付締切

2021年６月４日(金)

※締切日当日消印有効

第６回締切 10月１日（金）

新たな市場開拓、顧客層の獲得のための売り方の工夫や広報宣伝、新たな
商品開発・改良、店舗の改装など、小規模事業者が策定する経営計画
に基づく、地道な販路開拓、売上向上等の取り組みに対する補助金。
【対

象】 いわき商工会議所管内の 小規模事業者

【補 助 額】 補助上限額 ５０万円

補助率 ２/ ３

＜販路開拓などの取組事例＞
＊新商品を陳列する棚の購入
＊新たな販促用チラシ作成・送付・ポスティング、販促ＰＲ・広告宣伝
＊ネット販売システム構築
＊新商品・サービスの開発、新商品・サービスのＰＲイベント実施
＊国内外の展示会・見本市への出展、商談会への参加
＊店舗の改装（不動産取得は不可）
など

詳しくはこちら

持続化補助金公式ＨＰ

【そ の 他】・申請には商工会議所が交付する書類の添付が必要です。
・経営計画の準備、書類発行等にはお時間がかかりますのでお早めにご相談下さい。

小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）
・第２回受付締切

2021年７月７日(水)

※締切日17時

第３回締切 ９月８日（水）

小規模事業者が策定する経営計画に基づく、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業
継続を両立させるポストコロナ社会に対応した、新たなビジネス・サービス、生産プロセスの導入等に
関する取り組みを補助。この補助金は、電子申請（Ｊグランツ）のみ、「ＧビズＩＤプライムアカ
ウント」取得が必要です。
【対

象】 いわき商工会議所管内の 小規模事業者

【補 助 額】 補助上限額 １００万円 補助率 ３/ ４
※感染対策費を、補助金総額の１/ ４（上限25万円）計上可能。緊急事態宣言の再発令による特
別措置の適用事業者は、補助金総額の１/ ２（上限50万円）に引上げ。
感染対策費のみの
取組みはダメ！

＜取組事例＞
＊対人接触機会の減少のためのテイクアウト・デリバリーサービス導入
＊対面を避けるＥＣサイト構築、オンライン予約システム導入
＊オンライン展示会等への出展
＊新たなビジネス・サービス、生産プロセス導入に関する開発費、広告
宣伝
＊消毒液購入、換気設備導入等の感染対策費（上記※）
など
特例として、2021年１月８日以降に発生した経費を遡って補助対象経費
【そ の 他】・
を認めます。
・商工会議所が交付する支援機関確認書の添付は任意。

詳しくはこちら

持続化補助金公式ＨＰ

経営計画作成において、商工会議所のサポートが受けられます。
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
◆訂正とお詫び
ふろんてぃあ４月号５ページの記事「第372回常議員会」について、承認企業名に誤りがありました。
「三共通信」ではなく、正しくは「三協通信」です。訂正して、お詫びいたします。
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コロナ禍に負けない

◆消費税 事業主の皆様へ
大事なお知らせ！適格請求書等保存方式 (インボイス) について
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。令和３年10月１日から登録申請書受付開始となります。

●請求書等変更のスケジュール
令和元年10月1日
請求書等
保存方式

令和５年10月1日

★適格請求書等
保存方式

区分記載請求書等保存方式
【現行方式】

●適格請求書等の記載では何が変わるの？

ク
要チェッ

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

請

⑥
株式会社

11月分

○○商店

131,200
日付

●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書類交付を受ける事業者の氏
名又は名称

②

11/1
11/1
11/2

求

書

①
○○商事 株式会社
登録番号 T012345**

御中

円

③

令和2年11月30日
品名

金額

魚 *
牛肉 *
タオルセット

5,000円
10,000円
2,000円

・・・・

合計 120,000円
40,000円
10％対象
80,000円

④ 8％対象

消費税
消費税
消費税

11,200円
3,200円
8,000円

⑤

③ ＊軽減税率対象

●適格請求書等を発行するためには事前登録が必要（10月１日～）
●「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

ク
要チェッ

 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）。

－ ご不明な点はいわき税務署にお問い合わせください －
3

2021.5

青 年 部
【スローガン】

不 易 流 行（ふえきりゅうこう）
― 不変的な本質を持ちながら 新しい変化を取り入れる

【所 信】
 日本大震災からの復興にかけた10年が終わり、ここからが
東
地方都市としての真価が問われます。

これまでの10年とこれからの10年

新会長

山崎 建見

いわき商工会議所青年部の役割

「東日本大震災から10年の節目として2020年に

2021年度、私たちは「次世代の育成」「地域発

東京オリンピック・パラリンピックを開催するこ

展のための仕組みづくり」この２つの役割を果

とで、震災・原発事故からの復興と『日本の魅力』

たすべく行動していきます。

を世界に向けて発信する！」2013年以降は、こ
の国家を挙げてのビックイベントの開催そして

〈次世代の育成〉

成功に向けて進んだ７年でした。その後、新型

私たちは責任世代として、キャリア教育を通

コロナウイルスの世界的大流行によって大会は

じて若者や子どもたちが将来に夢を持ち、逞し

１年延期となり、現在に至っております。しかし、

く成長できる機会を創って行きます。

この国際的なイベントに意識が向いている陰で、

〈地域発展のための仕組みづくり〉

長年問題視されていた『人口減少や少子・高齢化、
それに伴う生産年齢人口の減少』が、いよいよ
私たちの生活に直接影響を及ぼすようになって
来ました。いわき市においても今後目に見えて
深刻な状況に陥ることが予想され、この地域の
商工業の担い手である私たちにとっても大きな
問題です。
私たちは、これからの10年と2030年のいわき
を創造し、『責任世代』として今、求められるこ
とに向き合います。

新型コロナウイルス
昨年、全世界に感染者が広がった新型コロナ
ウイルスは、世界中に大混乱を生じさせました。
昨年度はこの状況下にあっても出来る限りの活
動を続けて参りました。私たちは、昨年の経験
を活かすとともにテクノロジーを駆使すること
で、コロナ禍においても目的を達成することが
できる新たな方法を見出して行きます。
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私たちは、まちの発展、企業の経済活動や人々
の暮らしをより良いもとするために、ものを言
う団体となります。

【 基 本 方 針 】
１．行政への政策提言
２．企業の永続をテーマにしたセミナーの
開催
３．次世代人材育成事業の実施
４．組織力強化のための会員の増強、入会
者30名の達成
５．市内の青年団体によるプラットフォー
ムの構築
６．デジタルトランスフォーメーションの
構築
７．福島県商工会議所青年部連合会・県内
単会との連携協力

コロナ禍に負けない

災害に負けない『事業継続力』を強化しましょう!!
～自社の取組状況を下のチェックシートを使用し確認してみてください～
近年の気候変動等の影響により、台風や集中豪雨による被害が福島県でも発生しています。２月にも福島県沖
地震が発生したように、今後も地震が起こる可能性が日本全体でも高いことから、各企業での備えも重要です。
東日本大震災、東日本豪雨災害に加え、現在直面している課題として新型コロナウイルス感染症の蔓延があり、
自社の社員がいつ感染してもおかしくない状況となっています。一方で感染症を災害リスクと想定している企業
は少なく対策が後手に回っています。被害を最小限に抑えるためには、事業を継続するための事前の準備が求め
られています。
まずはチェックシートを活用し自社の状況を把握することから、始めてみましょう。

事業継続力の取組状況チェックシート
□
□
□
□
□
□
□
□

災害発生後も事業を続けたい
災
 害による事業への影響を考えたことがある
避
 難経路・避難場所を従業員が把握している
災
害後に連絡する取引先・金融機関等を整理している
被
 災時の人員確保で、他社との連携等を検討している
顧
 客情報や帳簿等のバックアップを作成している
経
 営陣が事業継続に向けて取り組んでいる

□
□
□
□
□
□
□

ハザードマップを見たことがある
役
 員や従業員の緊急連絡先を整備している
緊
 急時の設備・機器の停止手順を定めている
損
 害保険・共済や、融資制度の活用等を検討している
地
 震や水災に対して、物理的な対応を検討している
年
 に１回、災害に備えた訓練を実施している
雇用保険に加入している

加
 入している損害保険・共済について、対応する災害の種類や補償対象となる資産の範囲、
休業に対する補償などを把握している

合計

個

□ ０～５個：まずはハザードマップの確認！
□ ６～10個：事業継続力強化計画に挑戦！
□ 11～15個：専門家派遣で更なるステップ！

事業継続計画（ＢＣＰ）を策定しましょう
災害の度に指摘されるのが、「事業継続計画（ＢＣＰ）」の重要性です。しかし、策定及び実効
性を検証している企業は少ないと言われています。
まずはじめに、災害等が発生した場合の初動対応を次の３つの視点で実践できるように行動す
ることが大切です。

①人命の安全確保

②非常時の緊急体制の構築

③被害状況の把握と情報発信

加えて、

①ヒト

②モノ（建物・設備・在庫等） ③カネ（資金繰り） ④情報（顧客データ）

それぞれの具体的な事前対策を策定し定期的に見直し、日ごろから訓練することが求められて
おります。
いわき商工会議所では、ＢＣＰ策定に関するご相談にも応じておりますので、お気軽にいわき
商工会議所中小企業相談所までお問い合わせください。

いわき商工会議所
The Iwaki Chamber of Commerce and Industry

中小企業相談所
☎0246-25-9152
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コ ロ ナ 禍 か ら の 回 復 に チ
ゆ

で

太

郎

企業・店舗紹介
いわき市鹿島の県道26号（小名浜・平線）沿いにある「ゆ
で太郎いわき鹿島店」（馬目郁雄オーナー）は、「挽き
たて、打ちたて、茹でたて」の経営理念の下、美味し
い挽きたての自家製麺そばを、リーズナブルな価格で
提供。そば粉55％のそばが「出汁が絡みやすくとても
癖になる」と好評を博している。
2015（ 平 成27） 年 オ ー プ ン。 大 手 マ ス コ ミ に も 取 り
上げられる全国有名
チェーン店だが、福島
県ではいわき鹿島店の
みで味わえる。阿部真
志副店長と金成江美
リーダーは「お客様を
お待たせしないが雑に
ならない接客がモッ
トー」と話し「季節に
合わせたメニューを楽
しんでください」と来
「季節のおすすめをご用意してます」と
話す阿部副店長㊧と金成リーダー
店を呼び掛けている。

新型コロナ対応と豪雨災害の影響
2019年秋の豪雨災害により、店舗近くの県道が一時通
行止めとなり売上がダウンしたものの、全線開通とな
り顧客が戻ってきている。現在はつい立てや消毒の徹
底などコロナ対策を徹底し営業している。

オススメメニュー
●朝ごはんメニュー
（朝そばセット）
370円～390円
●薬味そば 580円
ミョウガ等薬味がきいており、
さっぱりした味わいの「薬味そば」▹

商工会議所との関わり
補助金や経営についての相談対応や情報提供等を
行っている。

ゆで太郎いわき鹿島店
福島県いわき市鹿島町久保2-1-9/☎0246-84-9890
営業時間 7:00～22:00

い わ きユナ イト
企 業 概 要

一押し商品

東京を拠点にコンサルタントをしていた代表の植松
謙さんが、
「食」を中心としたいわきの魅力に触れ「い
わきの良さを全国に伝えていきたい」という思いか
ら2016年８月に設立。
地域商社として地元事業者との商品の共同開発から
ブランディング、営業代行や小売販売まで、幅広い
事業を通じ、生
産者が「儲かる」
ことで「いわき
のモノ創りを元
気にする」こと
が理念。植松さ
んは「商品開発
や販路開拓など
ご相談くださ
い」と話す。

いわき遠野
らぱんとの
連 携 商 品。
とろける食
感でありな
がら長期保
存・常温流
通可能なプ
リンの製造技術と東北６県の特産品を掛け合わせた
「東北ぷりん」シリーズ（左から「嶽きみプリン」
「塩
竈の藻塩プリン」「男鹿半島の塩プリン」）
ＥＣサイトのほか、ＪＲ系列店「のもの」（都心部）
で販売中。

新型コロナの影響と対策
観光客向けの商品を中心にプロデュースした商品の
売り上げが大幅に減少。2020年４月にコロナの影響を
受けて困っている福島の事業者の商品を販売するＥ
Ｃサイト「ふくしま！浜・中・会津の困った市」を開設。
現在では約70の事業者の商品を取り扱っており、新
たな販路の開拓により売り上げを伸ばしている。
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商工会議所との関わり
企業活性化プロジェクトに参加し経営力を磨くと同
時に、当所関連の商談会に出展する等幅広く連携を
図っている。

いわきユナイト株式会社
福島県いわき市泉町
１丁目８番地14
☎0246-38-5255
URL https://iwaki-unite.jp/

コロナ禍に負けない

に チ ャ レ ン ジ す る 企 業 ❾
ドラッグ Ｍ ＆ Ａ
2009年７月に創業、
いわき駅前再開発
ビル「ＬＡＴＯＶ
（ラトブ）」の１階
に店舗を構える薬
屋「ドラッグＭ＆
Ａ 」。「 真 心（ Ｍ ）
と愛（Ａ）で満足
（Ｍ）と安心（Ａ）を」
をコンセプトに、地域そしてお客様に愛される薬屋を
目指し日々業務に励んでいる。
より多くのお客様に気軽に来店いただけるお店作りを
すべく、2020年10月に店舗をＬＡＴＯＶ３階から１階
へ移転、リニューアルオープンを果たした。
「薬は相談して購入したい」というお客様の思いを大切
に、お体の悩みに関するヒアリングから症状に合った
商品の提案まで、包括的なサポートを行っている。

気軽に相談できる
場所を提供してい
き た い。」 そ ん な
思いで日々お客様
に安心安全を届け
ている。

商工会議所との関わり
店舗リニューアル（店内バリ
アフリー化・相談コーナーの
設置等）の一部費用として、
「小規模事業者持続化補助金」
の活用をご提案し、申請時に
必要である経営計画書の作成
支援を実施した。
▹

企 業 概 要

持続化補助金を活用し
開設した「相談コーナー」

オーナー紹介
「地域の皆さまの健康を守ることが当店の使命です。」
そう笑顔で話すのは、オーナーの門馬淳さん。門馬さ
んは薬剤師の資格を有しており、「薬剤師がいる薬屋さ
ん」としてお客様から厚い信頼を得ている。「お客様が

ドラッグＭ＆Ａ
福島県いわき市平字田町120ラトブ１階
☎0246-68-7974

宿泊交流施設ＡＣ館
施設概要
東日本大震災で大きな被害を受けた岩間町。元県職で地元出身
の森正次代表が「避難者が訪れた時に、お茶を飲んだりできる
宿泊交流施設があれば心の復興になる」と2018年にオープン。
「万
民を差別なく受け入れたい」との理念から、一般客や学生、建
設工事作業員などの長期滞在者まで客層は幅広い。
また施設前に広がる岩間海岸
は有数のサーフィンスポット
で、ＡＣ館を拠点としたサー
フィンスクール「ＣＡＮ Ｄ
Ｏ」（前田淳コーチ）もあり、
サーファー向け宿泊プランも
用意。洗濯等の独自のサービ
スがサーファー等から好評を
ＡＣ館の前に広がるサーフィンスポット「ウエストコースト」 得ている。

新型コロナの影響と対策
キャンセルが相次ぎ、宿泊者が半分以下に
減少。長期滞在向けサービスが充実して
いる強みを生かし、自動車教習所の宿泊
施設としての利用を促す等、「常に先を見
通して動くことが重要」と森代表は話す。

同館でサーフィンを教える
前田ＩＳＡレベル２サーフコーチ▹

商工会議所との関わり
当所の創業スクールに参加して起業。ＨＰ
作成に関し当所が仲介する等のフォロー
を実施しているほか、サーフィンワーケー
ション商品の共同作成等で連携している。

宿泊交流施設ＡＣ館
福島県いわき市岩間町
岩下185
☎0246-88-8180
URL https://ac-kan.com/index.html
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会員のチカラ

第53番目

ワンダー
ファーム
ワンダーファーム内レストランが4/14（水）リニューアルオープン
いわき市四倉町にある「ワンダーファーム」は４月、施設内レストラン「ク
ロスワンダーダイニング」をリニューアルオープンした。いわき産のトマ
トをふんだんに使用したメニューを用意。コロナ対策を踏まえビュッフェ
スタイルから、メインディッシュが選べるアラカルトメニューに変更した。
店内は家族向けのファミリーエリアと、友人・カップル向けのフォーマル
エリアに分けているので、家族連れでも気兼ねなく食事を楽しめる。

いわき産トマトへのこだわり
2013年にオープンした「ワンダーファーム」は、元々耕作放棄地だった
場所に建設。施設内には直売所やレストランがあり、ビニールハウスではトマト狩りが体験できる。「いわき
はトマトの栽培に適した日本でも有数の土地なんです」と元木寛代表取締役。
夏の気温が上がりすぎると、トマトの栽培は難しいという。夏は比較的涼し
く、冬も温暖な気候のいわきは、一年中トマトを栽培することが可能なのだ。
そんな「ワンダーファーム」が目指すのは「毎日食べても飽きのこないトマ
ト」。甘くて水分量の多いトマトの品質を保ちながら、大量に生産することで、
価格の安定を目指している。
代表取締役 元木 寛（もとき ひろし）さん

ミネストローネ（左）と本日のパスタ（右）

〈予約制〉
体験学習「トマト狩り」
学校関係（小・中・高・大）
税込 500円／１人
一般向け（500円のお買物券付）
税込1,500円／１人

地域の一次産業を元気にするために
レストラン一押しのメニューはピザ。自家製の生地にたっぷりのトマトを
乗せ、専用の焼き窯で焼き上げる。また、現在開発中のお子様ランチは、大
人も思わず食べたくなる豪華な一品だ。またトマトのほか、地元の生産品や
「常磐もの」を積極的にメニューに取り入れている。
例年であれば年間20万人の来場者のうち、15万人はレストランを利用して
いた。コロナ禍の影響を受け、レストランだけではなく周辺の生産者も打撃
を受けている。「市内の生産者やシェフとコラボレーションし、垣根を越え
て地元を盛り上げ、一次産業を元気にしていきたい」と語る元木社長。その
ための「場」にしていく予定で「いわきの取組が他地域のモデルとなれれば」
と笑みを見せる。
「ワンダーファーム」では、子ども達への教育支援も積極的に行っている。
トマト嫌いの子どもが、自分で収穫を体験することで、トマトが食べられる
ようになることも多く、食育にもつながる。「ぜひお子さんに小さなうちか
ら地元の食材を体験してほしい」と話す元木社長。「子ども達に地元の食材
のファンになってもらうこと」、そのための小さな種まきを続けている。
選べるランチ

税込1,700円～

・ワンダーファームトマトのピッツァ・カンパーニャ
・ゴロゴロ野菜の薬膳ミネストローネ
・ワンダートマトを使った本日のパスタ 他
※前菜３種、スープ、パン、選べるデザート、食後のカフェ付
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■ワンダーファーム
〒919-0215
福島県いわき市四倉町
中島字広町１
☎0246-85-5105

コロナ禍に負けない

いわき商工会議所 ×

マルト

コラボ事業

いわき商工会議所観光サービス業部会とマルト商事はコラ
ボ事業「いわき支えあい・販路拡大事業」を展開しており、
いわき商工会議所会員事業者がマルトの店舗を借り商品を販
売している。
昨年から続く新型コロナ感染症の影響を受け、販路が狭
まった事業者をマルト店舗での販売等により経営選択の幅を
広げる補助をしようと、両者で催事事業展開を決めた。
いわき市内と茨城県内にあるマルト36店舗の他、くすりの
マルトのどの店舗でも実施可能で、業種の制限はない。事前
に開催する説明会でマルト及び商工会議所との打合せを行
マルト店内で販売を行う事業者
い、販売店舗、販売内容等の詳細を詰める。
マルトの仁井田務商品開発室担当課長は「マルトと中小企業の出会いの場と考えている。在庫販売でも
可能なので是非お問い合わせください」と参加を呼び掛けている。
５月の説明会は19日（水）午後２時からいわき商工会議所で実施予定。問合せは当所企画グループ
（☎0246-25-9151）まで。

リニューアルオープン

マルトＳＣ平尼子店

いわき市平にあるマルトＳＣ平尼子店が４月22
日、リニューアルオープンし、多くの来場者で賑
わった。同店は同社が推進する「マルト・生産
者・料理人・自治体が連携し産地鮮度を活かした
食材を活用する『いわき愛プロジェクト』」の下、
売場面積をこれまでの２倍の広さにして再オープ
ン。同日のセレモニーでは、平商業高校フラダン
ス愛好会がフラダンスを披露する中、関係者らが
テープカット
を行い再オー
関係者らによるテープカット
プンを祝った。
新店舗では、いわき産の素材を使用した「日本一のおにぎり」や、特製
フルーツサンド「ズバサン（ズバ抜けて美味しいサンドイッチ）」が並ぶ
ほか、市内生産者や店舗と連携した商品コーナーも数多く設け、
「いわき愛」
を全面に打ち出した店舗となっている。また、スマートフォンの専用アプ
リを使って商品をスキャン、セルフ会計を行うシステムも導入し、レジ渋
総合監修「おにぎり浅草宿六」の屋号
滞の緩和を図っている。
入りのれんが掲げられた専用コーナー

スポーツによる人・ まちづくり推進協議会 information
いわきＦＣ

５月の試合日程

AWAY

AWAY

HOME

第9節

第4節

第10節

5.15(土)

5.26(水)

13：00KO

FCマルヤス岡崎

(豊橋市岩田総合球技場)

※代替開催

18：00KO

5.30(日)
東京武蔵野ユナイテッドFC

(味の素フィールド西が丘)

13：00KO

MIOびわこ滋賀

(いわきグリーンフィールド)

WALK TO THE DREAM
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ま ち な か 定 住 促 進 事 業

一般型

いわき市まちなか移住までの流れ

“フラシティいわきへ”まちなか定住促進事業
市外から「まちなか居住区域」内に、 住宅を
取得し、定住する方を対象に、住宅取得費用の
一部を補助します！

最大１５０万円
「市外」移住者 最大１３０万円

いわき市
都市計画課に来訪
‣居住地選択のための
アドバイス等

「県外」移住者

申込み書受理
（申込み要件の確認）

※補助加算要件の該当項目によって、補助金額が異なります。

観光等でいわき市に来訪

※来課・来市は絶対では
ありません。
※Tel/Emailでの相談も
受け付けております。

申込み期間 4/20～5/31
『まちなか定住促進事業
申込み書』の提出

受付番号を交付
申込結果通知

審査
（抽選）

●募集戸数

移住を検討している方

住宅取得に係る契約
新築の場合

20戸程度

購入の場合

建築確認申請

※予算額に応じて変動する可能性があります
補助金交付申請内容の審査
交付決定通知書の作成

●募集期間・抽選結果通知

補助金交付申請
交付決定通知

※令和３年12月20日までに申請

令和３年４月20日（火）～５月31日（月）

工事着工

→ 抽選結果は、６月中旬頃にＨＰにて公表します。

完了検査

●応募方法

保存（所有権移転）登記

 参・郵送・メールにて申込用紙を提出
持
して下さい。

引っ越し・住民票異動

※詳細はいわき市ホームページをご覧下さい。
実績報告書・請求書

補助金支出

口座へ振込

※令和４年３月末までに提出

いわき市 まちなか定住促進事業
▲

企業型

都市機能誘導施設等整備促進事業

“フラシティいわきへ”
都市機能誘導施設等整備促進事業
いわき市内で日常生活サービス施設等の新規立地・
更新などを実施する事業者の方を対象に、最大１億円
建設費等の支援を行います！
いわき市では、今後の急速な人口減少や超高齢社
会の到来を踏まえ、人口減少下においても持続可能
な都市運営を実現する「ネットワーク型コンパクト
シティ」の形成を目指しています。

●対象経費
対象施設の新築・増築・改築・大規模修繕・大規模様替えに係
る工事請負額及び対象施設の取得に係る売買契約額の合計額

●申請方法
事前審査が必要となりますので、都市計画課（☎024622-7513）までご連絡下さい。

●その他（容積率の緩和・出資）
・計画地が商業地域である場合、都市計画提案制度を活用した容
積率の緩和（指定容積率の1.5倍が上限）を行うことが可能です。
・事業の資金調達にあたっては、 ＭＩＮＴＯ機構による出資（ま
ち再生出資）が可能な場合がありますので別途ご相談ください。

●対象となる方

いわき市

いわき市立地適正化計画で定める都市機能誘導区域
内において維持・誘導をすべき誘導施設又は20戸以
上の共同住宅を新築若しくは増築、改築、又は大規
模修繕等を行う事業者の方
※建設にあたっては、 市内に本社を置く建設業者が工事を行う
か、若しくは市内に本社を置く建設業者をＪＶ （共同企業体）
に１社以上含めることが必要です。

●補助金の額（上限額）
○新規立地の場合
○既存施設の維持等の場合

１億円
５千万円

※補助率は対象経費の１／３
※対象施設の建替え又は当該区域内へ移転するために施設を除
却する場合などについては、上限額の範囲内で施設除却費も
補助対象

【お問い合わせ】

３年間毎年度
定住状況を報告

定住状況の確認

またはＱＲコード

１
か
年
目
協
議
・
選
定

アドバイス等
活用可能な支援制度の紹介や立
地等に関するアドバイスを実施
受理・内容審査
（受理後、３か月以内に選定審
査会を開催）

審査結果

２
か
年
目
工
事
完
了
・
支
払
い

☎0246-22-7513

相談
アドバイス等

事業等を検討している方
事前相談
（工事着手等の約１年前）
※容積率緩和を行う場合には約1.5年前

事業詳細を検討
提出

通知

事前協議書
（工事着手等の６か月前まで）

約
１
年
前

建設工事着手又は取得

建設工事の完了
提出

補助金交付決定

通知

補助金支出

支払い

補助金等交付申請書

提出

補助金請求書

いわき市都市計画課都市再生係（平日８：30～ 17：15）
E-mail：toshikeikaku@city.iwaki.lg.jp
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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18回】あぶくま信用金庫

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。

確定拠出年金法の改正について
2020年６月５日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が公布されました。
この法律は、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込ま
れる中で、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため
のものです。
今回の改正に伴い、2020年10月１日からは、企業年金の実施が困難な中小企業向けに創設された「中小
事業主掛金納付制度（愛称：iDeCo＋)」の従業員数にかかる要件が300人以下に拡大され、より多くの中
小企業で利用できるようになりました。

iDeCo＋(イデコプラス)は、2018年５月からスタートした企業年金を実施していない中小企業に
おいて、個人型確定拠出年金（iDeCo）に加入している従業員の加入者掛金に対して、事業主が掛金
を上乗せ（追加）して拠出することができる制度です。
● 企
 業年金を導入する予定はない
が、何らかの方法で福利厚生制
度を充実させたい。
● 確
 定拠出年金を導入したいが、
運営にかかる手間やコスト負担
をできるだけ抑えたい。
●〇年以上勤務した従業員の福利
厚生が手厚くなるよう見直した
い。
※iDeCo＋を利用できる事業主には一定の要件をすべて満たす必要があります。

あぶくま信用金庫では、お客様の老後資産形成を支援することを目的に、2020年４月１日から、信金中央
金庫を運営管理機関とした個人型確定拠出年金「しんきんiDeCo」の取扱いを開始しております。

http://www.abukuma.co.jp/img/right/ideco/ideco.pdf

あぶくま信用 金 庫
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