中小企業相談所の掲示板

源泉所得税中間納付個別相談会の開催について
源泉所得税の中間納付の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
る事業主で納期の特例(※)を受けている皆様は、令和３年７月12日(月)までに源泉所得税の
中間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しますので、ぜひご利用下さい。
開催日時

令和３年７月７日(水)・８日(木)
※両日とも（午前）９:00～12:00 （午後）13:00～16:00

開催場所

いわき商工会議所 本所・各支所

必要書類

 泉徴収簿、納付書等の関係書類、給与台帳など給与・賞与の
源
支払額が分かる書類 など

そ の 他

マスク着用、会場備え付けの検温・手指消毒をお願いします。
発熱など体調不良の場合のご来場はお控え下さい。

（※）給与支給人員が10人未満の場合、源泉徴収した所得税を、７月（１～６月分）と１月（７
月～12月分）に、半年分まとめて納めることができる特例。特例には、「源泉所得税の納
期の特例の承認に関する申請書」の税務署への提出が必要です。

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。
＜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

感染対策費のみの
取組みはダメ！

詳しくはこちら

【そ の 他】 ・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。

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
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コロナ禍に負けない

災 害 に
負けない!!

B C P（事業継続計画）の
必 要 性 と メ リ ット

皆様、台風や地震、新型コロナ、その他の災害に対する備えはできていますか？
今回は、有事の際に従業員の生命や会社を守り、事業を継続させるための「ＢＣＰ
（事業継続計画）」についてご説明します。

その① ＢＣＰ（事業継続計画）とは？
ＢＣＰとは「Business Continuity Plan」の略であり、事業継続計画を意味しています。事業継続計画は、
企業が自然災害や大火災などの緊急事態に直面した際に、損害を最小限に抑えつつ事業の継続や復旧を図
るための計画のことです。

その② ＢＣＰは何故必要なの？
東日本大震災では、多くの企業が貴重な人材や設備を失ったことで廃業に追い込まれたり、事業縮小や
従業員を解雇しなければならないケースが多く見受けられました。
なにかが起きてしまってからでは遅い…ということはわかっているけれど、起きるかどうかわからない
ことに備えるというのは腰が上がらないものです。しかしながら、災害等から会社や従業員を守るために
は、事前に準備をしておくことが重要です。ＢＣＰの策定は、有効なリスクマネジメントの１つと言って
も過言ではありません。

その③ ＢＣＰと防災計画の違いは？
ＢＣＰと似た言葉に、防災計画があります。防災計画とは、災害などが原因となる被害を可能な限り防
ぎ、いち早く復旧を目指すための計画です。一方、ＢＣＰは災害などで実際に被害が生じた後、企業活動
の継続や早急な復旧を目的としています。

その④ ＢＣＰ策定のメリットは？
１．緊急事態の発生時に対応できる
 災害等の緊急事態が起こった際、すぐに対応できるという点
はＢＣＰ策定の最大のメリットと言えます。事業を早期復旧す
ることで、経営面での被害を最小限にとどめることができます。
２．重要な業務や優先度が可視化される
 ＢＣＰを策定する際には、どの業務を優先して復旧させるか
を話し合う必要があります。自社にとって優先すべき重要業務
を把握することで、経営戦略の立案や見直しの機会となります。
３．企業の強みと弱みが明確に見えるようになる
 業務がストップすると致命的な部分が可視化されるため、企業の強みと弱みをはっきりと把握するこ
とができます。日常業務を見直してリスクヘッジ対策を行うことも可能です。
４．取引先からの信頼性向上につながる
 緊急時の対策が整っていることは、信頼性の向上につながります。今後はＢＣＰ対策をおこなってい
るかどうかが、取引先の選定基準として設定される可能性も出てくるでしょう。

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合せください。

いわき商工会議所

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ャレンジする企業❿
カメラのカシムラ
企業・店舗紹介

撮影メニュー

いわき市植田町の常磐線線
路 沿 い に あ る「 カ メ ラ の
カシムラ」は、1954（昭和
29）年創業の老舗写真館。
家族写真、ブライダル、各
種証明写真、遺影写真の撮
影及び作成など様々な撮影
メニューがあるほか、市内
外への出張撮影もあり、お
客様の細かいニーズに対
応。 現 在 主 流 と な っ て い
るインク
ジェットよりも色の再現性が高く耐久
性に優れた銀塩プリントにこだわり、
高品質の写真が好評を得ている。
３代目代表の樫村恭平さんは「お手持
ちのカメラの操作方法やスマホ写真な
ど写真に関することは何でもご相談く
ださい」と話す。

●マイナンバーカード用など各種証明写真
1,100円（税込）
●七五三、成人式などの撮影についてはお問合せく
ださい。

商工会議所との関わり
テザー撮影設備の一部費用として、「小規模事業者
持続化補助金」の申請時に必要である経営計画書の
作成支援などを実施した。

新型コロナの対策
撮影した写真をリアルタイムでお客様にパソコンで確
認してもらいながら撮影するテザー撮影を導入。その
場で写真を選んでいただくことで、少ない来店回数で
のサービスの提供を可能にしている。

有限会社

カメラのカシムラ

福島県いわき市植田町中央1-1-21
☎0246-62-2838
URL https://camerakashimura.wixsite.com/website

ITALIAN COURT
店舗紹介
いわき市平３町目にあるイタ
リアンコートは、約１年間の
休業期間を経て、2020年10月
にリニューアルオープン。現
在のオーナーである東京都出
身の足立喜秀シェフは、イタ
リアの４つ星ホテルに勤めた
経験もある腕前の持ち主だ。
コロナ禍になり、人口過密の
東京から、一念発起していわ
きにやってきた。以前のイタ
リアンコートを知る人は、本場仕込みのイタリアン
レストランに生まれ変わった現在の店舗に驚くとい
う。徐々にリピーターの数も増え、「顔見知りが増え
た」と足立シェフは笑顔を見せる。

新型コロナの影響と対策
年末までは好調だった
売り上げも、年明けか
ら続く感染拡大の影響
を受けている。その中
でも、足立シェフは矢
継ぎ早に手を打ち、１
月からはアプリ「出前
館」を使ったデリバリー
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や、「ぐるっといわき」を活用
したテイクアウトを開始。レス
トランの売り上げには及ばない
が、少しずつ浸透してきている。
時短営業期間中は、夜は完全個
室の予約制にし、お客様の安心・
安全に配慮。６月からは、企業
向けの宅配弁当（要予約）と、
リーズナブルな平日限定ランチ
テイクアウトも始めた。みずほ
銀 行 側 の １F入 り 口 で 販 売 し、
温められるように電子レンジも
配置。まずはテイクアウトでイ
タリアンコートの味を知っても
らい、夜の来店につなげるきっ
かけとする狙いだ。

おすすめメニュー
●平日限定ランチテイクアウト（日替わり）税込600円
販売時間 午前11：30～売り切れ次第終了

ITALIAN COURT
福島県いわき市平三町目20-1
（パシフィコホテル＆スパ２Ｆ）
☎0246-21-4566
https://italian-court.net/

会

コロナ禍に負けない

会員のチカラ

第54番目

福島臨海鉄道
浜の駅 おなりん
福島臨海鉄道直営のセレクトショップ
県道26号線（小名浜・平線）上イオンモールいわき小名浜店の向かい、ミ
ニストップアクアマリンふくしま前店２階にある「浜の駅おなりん」は、
2020年４月にオープンした福島臨海鉄道直営のセレクトショップで、いわき
の食と鉄道のアピールをコンセプトに商品販売のほか、鉄道関連資料を展示
しており、来場者の目を楽しませている。店の入り口には同鉄道で以前使用
されていた腕木式信号機を設置しており、同店のシンボルとなっている。
店内にはいわき産を中心とした県内のお菓子等食品のほか、鉄道関連商品
が40点以上並び、展示ブースには機関車に取り付けられていたハンドルや圧
力計、タブレット閉塞で用いていた機器に加え、旅客輸送時代の写真や切符
など約200点の貴重な資料を展示。店内奥の大型モニターでは、小名浜駅～
泉駅間の運転風景を上映しており、運転席からの臨場感のある展望を楽しむ
ことができ、多くの鉄道ファンが訪れている。「ＪＲ貨物」関連グッズの直
接販売は全国で同店のみの取り扱いとなっている。

内観（商品部分）

いわきの食文化と貨物特化の鉄道会社を知ってほしい
福島臨海鉄道は創設1907年で、ＪＲ常磐線の泉駅と小名浜駅を結ぶ貨物専
用鉄道を運営。かつては旅客営業も行っていた。また、2015年までタブレッ

坂本駅長

モニター

■浜の駅

おなりん

内観（資料部分）

ト閉塞・腕木式信号機を採用していた数少ない鉄道会社であったことから、
多くの鉄道ファンを持つ。同店の坂本親信駅長は「県内産食品の美味しさ
と貨物に特化した珍しい鉄道会社を知ってほしい」と話し、「コロナ禍で
のオープンで不安材料しかなかったが、社員の働きかけもあり軌道に乗っ
てきた」と笑顔を見せる。
一押しの商品は、一つ一つに通し番号が振られた「復刻版硬券キーホル
ダー」や、貨物機関車を模した絆創膏、機関車の実寸サイズのプレートが
デザインされた今治タオルなど福島臨海鉄道のオリジナルグッズ。またコ
ンテナをモチーフにしたボストンバッグやリュック等「ＪＲ貨物」のオフィ
シャルグッズの販売も行っており、好評だという。
坂本駅長は、「貨物に特化しているので興味のある方はぜひ来てほしい。
地元のお菓子も取り揃えているので、鉄道マ
商 品
ニア以外でも楽しめる施設。鉄道に関する知
復刻版硬券
識もあるので気軽に質問してほしい」と来店 ・
キーホルダー 660円
を呼び掛けている。開店１周年を迎え、「より
多くの方に当店を知ってもらいたい」と意気 ・
ＤＤ5531号絆創膏
込みを話した。
418円

〒971-8101 福島県いわき市小名浜字辰巳町85 ／ ☎0246-68-8111

・ＪＲ貨物エコンテナ
バッグ
1,100円
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いわきの観光資源を活かし、ワーケーション事業を展開
コロナ禍で観光地等で仕事をする「ワーケー
ション」の有用性が注目されていることを受け、
当所人財ネットワーク委員会（神長眞一委員長）
では、同市の観光資源を活かしたワーケーショ
ン事業を６月から展開する。
第一段として同市の観光資源を「ゴルフ」
「サーフィン」「温泉」の３種に絞り、それぞれ
関係事業者と連携し商品開発に取組んでいる。
当所と関係事業者で事業体を構成し、市場調査
を踏まえたプランの作成、運営等を目的に定期
的に懇談会を開き、事業を進めている。
ゴルフ商品はコースに併設する貸切別荘の
ヴィラをオフィス代わりに使用できる「ヘレナ ▲仕 事や宿泊が可能な施設（奥）をゴルフコースに併設するヘレナ国際
カントリー倶楽部
国際カントリー倶楽部」「バイロンネルソンカ
ントリークラブ」と連携。サーフィン商品では岩間の宿泊交流施設「ＡＣ館」、温泉商品では市がワーケーショ
ン事業を推進する湯本温泉と連携している。
開発商品は当所のＨＰのほかＩＷＡＫＩふるさと誘致センターのＨＰに掲載するほか、関東圏での告知広告
なども行う予定。ゴルフ商品はゴルファーと連携ＹｏｕＴｕｂｅ配信も実施する。Ｗｉ-Ｆｉ環境等が揃って
いる宿泊施設等であれば、連携が可能。参加希望事業者は当所中小企業相談所企画グループ（☎25-9151）へ。

まちなかにぎわい創出

専門家派遣事業について

福島県ではまちづくりに取り組む市町村や団体、個人に対し、専門家を派遣する支援を行っています。

対
≪対象となる取組≫
まちなかのにぎわい創出や地域の活性化に寄与す
る事業であるとともに、一過性ではない継続的な事
業効果が見込まれる事業であること。
取組例
○遊休不動産を活用するのにアイディアが欲しい。
○まちなかの拠点を整備しているが、その周辺の
まちづくりに関する知識を深め、回遊を促進さ
せるための講習会を開きたい。
○公設商業施設の運営の安定化に向け、専門家の
アドバイスを受けたい。
≪対 象 者≫ 上記課題に取り組む以下の団体
①県内市町村
②県内に所在する遊休不動産の活用等を目的とし
たリノベーション関連事業やまちづくりに関す
る課題の解決に取組む団体、個人等
③その他
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象
≪費

用≫

○講師報償費・旅費
→ 無料（予算の範囲内で県が負担）
○その他経費
→ 申請者負担
申請から専門家派遣までに通常２か月程度かかり
ますので、まずはお問い合わせください。

≪問い合わせ先≫
〒960-8670
福島市杉妻町２－16（県庁西庁舎12階）
☎024-521-7299 024-521-8886
Eｰmail：shougyoumachidukuri@pref.fukushima.
lg.jp
福島県商工労働部
商業まちづくり課

コロナ禍に負けない

令和３年度５月期 いわき商工会議所

会員企業に対する経営アンケート結果
〇調査内容：本年（2021年）１～３月期の売上及び直面する経営上の問題点について
〇実 施 日：2021年４月末（ＦＡＸ送信）
〇対
象：会員企業約300社を対象（うち120社が期日内に回答）

Ⅰ 売上の増減について（対前年（2020年）同期比）
増加した

20%

減少した

58%

変わらない

20%

無回答

2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

・売上の増減について、半数以上の企業が「減少した」と回答

Ⅱ 売上が減少したと回答した企業（69社）の減少割合
（対前年（2020年）同期比）

10％未満

32%

10～30％

26%

30～50％

20%

50～70％

13%

70～90％

6%

無回答

3%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

・売 上が「減少した」と回答した企業の減少割合について、多くが「10％未満」、「10～30％」
と回答している一方、19％の企業が50％以上減少したと回答

Ⅲ 経営上の問題点で重要度の高いもののうち上位５項目
（複数回答可、全体回答数320）
雇用維持・確保、人材育成

53社

新型コロナウイルス対策

35社

需

滞

52社

顧 客 の ニ ー ズ 対 応

33社

販 路 開 拓・ 新 規 市 場 開 拓

37社

要

の

停

経営上の問題点として最も多かったのが「需要の停滞」、次いで「雇用維持・確保、人材育成」
である。全国的な流れでもあり、コロナ禍での需要マインドの低下による売上の減少、それに
伴い従業員等の雇用維持・確保が難しくなっていると予想される。

7

2021.6

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19回】みずほ銀行

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。

iDeCo（個人型確定拠出年金）を活用した福利厚生の充実
企業が独自に設ける年金制度には企業型確定拠出年金や確定給付企業年金があります。福利厚生
を強化するために導入を検討する企業も多いですが、これらの制度は立上げや維持に大きな金銭的
コストがかかります。
一方、iDeCo（個人型確定拠出年金）を活用することで企業の負担を抑えつつ、従業員の年金資
産形成を支援しようという動きが広まりつつあります。iDeCoとは、積立金額が全額所得控除にな
るなど税制メリットの大きい個人型の確定拠出年金制度です。企業がiDeCoの掛金を助成し自社の
福利厚生制度を充実させることにより、従業員の定着率やモチベーション・パフォーマンスの向上
が見込まれ、ひいては自社の経営安定・業績向上も期待できます。
iDeCoの掛金助成の仕組みには、まず中小事業主掛金納付制度（iDeCo+（イデコプラス））が
あります。iDeCo+についてはご存じの方もいらっしゃると思いますが、企業が導入するにあたっ
ては留意点もあります。例えばiDeCo+の掛金納付方法として認められるのは事業主払いのみであ
るため、企業は給与天引きや残高管理、毎月の源泉徴収事務等の負担が発生します。またiDeCo+
だと従業員は最低でも月額1,000円を負担する必要があり、会社が掛金全額を拠出することはできま
せん。
iDeCo+以外の掛金助成には、iDeCo加入者に年金手当を支給する方法もあります。この方法で
あればiDeCo+の掛金における制約を受けないため、会社が掛金全額を負担することや、個人払込
（加入者本人の口座からの引き落とし）によって会社の事務負担を軽減することも可能です。ただし
年金手当金額は社会保険料の算定対象になることから、社会保険料の増額により会社と本人の金銭
的負担が増えるケースもあります。
以上のように、iDeCoの掛金助成の仕組みにはそれぞれ一長一短がありますので、導入時には十
分な検討が必要です。

<iDeCoに関するご留意事項＞
・iDeCo（個人型確定拠出年金）は、原則60歳まで途中のお引出、脱退はできません。
・運用商品はご自身でご選択いただきます。運用の結果によっては、損失が生じる可能性があります。
・加入から受取が終了するまでの間、所定の手数料がかかります。

み ず ほ 銀 行
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いわき商工会議所会員ニュース

株式会社シンテックが
『令和３年度 知財功労賞「特許庁長官表彰」』を受賞
医療機器製造販売の株式会社シンテック（いわき市錦町）が、令和３年度の特許庁
の知財功労賞を受賞した。知財功労賞は、毎年４月18日の「発明の日」に、知的財産
権制度の発展に貢献のあった個人や企業等に対して表彰を行う制度。今年度の受賞者
は、同社のほかに大手企業が名を連ね、赤坂インターシティコンファレンス（東京都）
で４月16日、赤津和三社長が糟谷敏秀長官より表彰を受けた。
赤津社長は過去に電波腕時計用の内蔵アンテナを世界に先駆けて製品化した際、知
的財産（知財）の管理が及ばず、製造ノウハウが流出した苦い経験がある。その経験
をもとに、外部弁理士と連携した事業体制を構築。弁理士が作成した特許マップを参
考に、権利化されていない技術に目を付け、製品開発を行う事業戦略を展開してきた
ことが評価された。
2011（平成23）年より同社が福島県立医科大学の紺野愼一教授と共同で手がけたチ
▲チタン合金の細線をより合わせ
タン合金製の体内固定用ケーブルは、福島県や厚生労働省のほか、薬事コンサルタン
たワイヤで人体の骨を固定する
体内固定用ケーブル。伸縮性が
トなど幅広いネットワークの連携のもと、2019年に製品化が完了した。特許の数は国
あり、体形の変化に対応できる。
内外合わせ40数件にのぼり、世界的な販売網の構築を目指す一方で、新たな研究開発
も進めている。
赤津社長は「ゼロからものを作るのではなく、今ある技術を「棚お
ろし」して自社の技術を把握することが大切。知財とは企業を守る武
器。いわきにいても世界に通用する企業として、地元の若い人たちの
目標になれたら」と笑顔で語った。

株式会社シンテック
〒974-8232 福島県いわき市錦町江栗前25
☎0246-77-0110 0246-77-0112
http://www.syntec-jp.co.jp/

特許庁糟谷長官（左）と赤津社長（右）

スポーツによる人・ まちづくり推進協議会 information
【いわきＦＣ情報】
天皇杯出場の「いわきＦＣ」 初戦敗れる
天皇杯ＪＦＡ第101回全日本サッカー選手権大会の１回戦が５/22(土)、いわき
グリーンフィールドで行われました。
５年連続本戦出場となった「いわきＦＣ」でしたが、残念ながら宮城県代表の
「ソニー仙台ＦＣ」にＰＫ戦の末、敗れる結果となりました。
いわきＦＣは、現在、リーグ戦（ＪＦＬ）で首位（５/23時点）と好調で、今後は
リーグ戦優勝とＪ３昇格を懸けての活躍が期待されます。

いわきＦＣ

＠いわきＦＣ

今後のＪＦＬ試合日程

HOME

AWAY

AWAY

第12節

第13節

第15節

6.13(日)

6.20(日)

7.3(土)

13：00KO

13：00KO

松江シティ FC

(いわきグリーンフィールド)

ヴェルスパ大分

15：00KO

(日田陸上競技場)

ソニー仙台FC

(石巻フットボール場)
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