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不明な点は商工会議所に
ご相談下さい。

まずは手元資金を確保しましょう!!

コロナの影響を受けている事業者の皆さま
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給 付 ・ 支 援

給付・支援・協力金

コロナマル経
融 資 利 率　0.31％　※貸付後３年間（一般枠：1.21％）

融資限度額　1,000万円（一般枠：2,000万円）

融 資 期 間　�運転７年以内（据置３年以内）

　　　　　　設備10年以内（据置４年以内）

※�コロナ影響で直近１か月売上が前年・前々年対比で５％以上減少する小規模事業者
※無担保・無保証

他、「新型コロナ感染症特別貸付（日本政策金融公庫）」、民間金融機関の制度融資がございま
すので、お取引金融機関等へご相談ください。

融　資

店舗等維持支援金（いわき市）

申請受付　令和３年６月15日～９月30日

・店舗等賃借�10万円～30万円　・店舗等自己所有�10万円

��新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
　（福島県／いわき市時短）

申請受付　令和３年７月30日まで　2.5万円／日～20万円／日

�売上の減少した中小事業者に対する一時金
　（福島県）

申請受付　令和３年７月30日まで　一律20万円

月次支援金（経済産業省）

申請受付
４月・５月分
　令和３年８月15日まで
６月分
　令和３年８月31日まで

中 小 法 人�上限20万円／月

個人事業者�上限10万円／月

P3へ

P4へ

P4へ

P4へ

月次支援金
と併給可能

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている会員事業者向け
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いわき市 新型コロナウイルス緊急経済対策

店舗等維持支援金
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、市内事業者の事業継続に大きな影響を与えているこ
ととから、売上が著しく減少している市内事業者に対して、店舗等の賃料又は固定経費の一
部を補助します。

【補助対象者】 市内に店舗等を有する事業者で以下の要件全てを満たすこと

【補助内容】 店舗等の賃借又は自己所有かで補助内容が異なります

受付期間：令和3年６月15日～９月30日

（第三次）

令和３年5月又は6月の売上が前年（令和２年）又は前々年（令和元年）同月比で３割以上

減少している事業者

※創業後1年未満又は令和元年台風第１９号等により被災し、前年売上との比較が困難な場合は

市ホームページ掲載の「よくあるご質問」をご確認ください。

県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（時短営業協力金）の対象店舗でない事業者

市税を滞納していない事業者

1

2

3

4

店舗等を賃借している事業者

店舗ごとに月額賃料の２分の１の6ヵ月相当分を
補助します（事業の用に供する借地料、管理費、
共益費、駐車場代を含む）

店舗等を自己所有している事業者

10万円

令和3年5月に福島県が発出した「不要不急の外出・往来自粛の協力要請」及び「営業時

間短縮の協力要請」に伴い、次に該当する下表に掲げる業種に当てはまる事業者であっ

て、引き続き市内で事業を継続する事業者

H 運輸業、郵便業のうち
43 道路旅客運送業

I 卸売業のうち
52 飲食料品卸売業

I 小売業
K 不動産業、物品賃貸業のうち
70 物品賃貸業

M 宿泊業、
飲食サービス業

N 生活関連サービス業、
娯楽業

O 教育、学習支援業のうち
82 その他の教育、学習支援業

P 医療、福祉のうち
83 医療業

R サービス業（他に分類されないもの）のうち
88 廃棄物処理業 92 その他の事業サービス業

日本標準産業分類表より

① 時短営業の対象となる飲食店と直接・間接の取引があること

② 不要不急の外出・往来の自粛により直接的な影響を受けていること

10万円～30万円

複数の自己所有店舗を有する事業者について
は、所有店舗ごとに対象となります

＜次のいずれかに該当する事業者は対象外となります＞

※令和3年4月30日時点において市内に住民登録のない個人事業者

※令和3年5月1日以降に創業（事業開始）した事業者

※令和３年度いわき市店舗等新規出店支援事業費補助金を受けた事業者

【必要書類】 申請方法（電子申請又は郵送）により必要書類が異なります

売上の減少を証明する書類につきましては、確定申告書の写しや減少月の売上がわか

る売上台帳の写しを提出してください。

複数店舗を経営されている事業者の方は、売上が３割以上減少している店舗ごとに対

象となりますので、店舗ごとに申請をお願いいたします。

郵送による申請の場合、郵送料は、申請者の方でご負担願います

詳細については、「申請要領、よくあるご質問（市HP)」を必ずご一読をお願いします。

【重要】申請書類作成上の注意点

いわき市緊急経済対策全般にかかる問い合わせ先

いわき市緊急経済対策コールセンター（平日９：00～17：00）：０２４６-35-6200

① 第三次店舗等維持支援金交付申請書【様式１】 ※オンライン申請の場合は不要

② 誓約書 【様式２】 ※オンライン申請の場合は不要

③ 第三次店舗等維持支援金交付請求書【様式３】 ※オンライン申請の場合は不要

④ 申請する法人名義又は代表者の預金通帳の写し

（金融機関名、支店名、種別、口座番号、口座名義人がわかる部分の写しを添付）

⑤ 【個人事業主の場合】

本人確認書類の写し（マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等）

【法人の場合】

履歴事項全部証明書の写し

⑥ 前年（令和２年）又は前々年（令和元年）の月間事業収入がわかる確定申告書類等の写し

※収受日付印の押印、または電子申告の日時・受付番号が記載されていることをご確認ください

⑦ 本年の比較対象月（5月又は6月）における月間事業収入がわかる書類

例：試算表、売上台帳の写し

⑧ 賃貸借契約書等の写し（申請時点で、現に契約が継続していることを確認できるも

ので、貸主/借主の氏名・押印、月額賃料、対象物件の記載があるもの）

※オンライン申請をご利用の場合は、写真やデータをあらかじめご準備ください

【申請方法】 原則としてオンライン申請をご利用ください

オンライン申請

オンライン申請はこちらから→

郵 送

〒970-8790

いわき郵便局 私書箱51号
いわき市店舗等維持支援金受付センター 行

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から窓口での受付は実施しておりません。!

申請者 必要書類の例

個人事業主
・確定申告書第一表
・青色申告決算書
・市民税・県民税申告書 など

法 人 ・法人事業概況説明書の控え

いわき市 第三次店舗等維持支援金 検 索
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新型コロナウイルス関連施策（支援金・協力金） 忘れず申請しましょう！

※申請に関する詳細は、ホームページ(ＱＲ)又はコールセンター等をご確認・活用ください※

①新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（いわき市時短協力金)

★５月13日から６月１日までの時短営業要請及び感染防止対策に協力した飲食店に対する協力金

■交付対象：いわき市内で飲食店営業許可を受けている酒類を提供する飲食店・接待を伴う飲食店

■交付金額：2.5万円／日～20万円／日

　　　　　　※�前年又は前々年月の飲食部門における１日当たりの売上高に

より�「売上高方式」、「売上高減少方式」を選択可。

■主な要件：○いわき市内に対象店舗を有すること。

　　　　　　○�令和３年５月13日午後８時～６月１日午前５時までの期間、午前５時から午後８時までの

間に営業時間短縮・酒類提供を午後７時までにすること（休業を含む）。

　　　　　　　※�５月11日、12日からの時短営業も交付対象に含めます。

��　　　　　　※�通常営業が午後８時までであった場合は交付対象外となります。

��　　　　　　※�時短営業開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から６月１日

午前５時まで連続して時短営業することが必要です。

　　　　　　○対象店舗で、時短営業の案内を提示していること。

■問合せ先：福島県協力金コールセンター　☎024-521-8575�（9:30～17:30）

②売上の減少した中小事業者に対する一時金（福島県版一時金第２弾)

★飲食店の時短営業・不要不急の外出自粛の影響で売上が減少した中小・個人事業者へ一時金交付

■交付対象： 県内に本社又は本店のある中小法人・個人事業者

■交付金額：一律20万円

■主な要件：福島県緊急特別対策に基づく要請に伴い、

　　　　　　○飲食店と直接・間接の取引があること。

　　　　　　　（�農業・漁業者、飲食料品・割ばし・おしぼりなど飲食業へ財・サー

ビスを供給する者）

　　　　　　○不要不急の外出により直接的な影響を受けたこと。

　　　　　　　（旅館、土産店、観光施設、タクシー業、運転代行業、理美容業など）

　　　　　　○福島県緊急特別対策の営業時短要請（①）の対象事業者でないこと。

■問合せ先：福島県協力金コールセンター　☎024-521-8575�（9:30～17:30）

③月次支援金（経済産業省）　※４・５・６月分

★ 国の緊急事態措置等に伴う時短営業・外出自粛等の影響を受けた事業者

を支援

■給付対象：次の①と②を満たせば、業種・地域を問わず給付対象

　　　　　　①�緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・

時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。

　　　　　　②�緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち

措置の影響を受けて月間売上が2019年又は2020年の同月と比べ

て50％以上減少していること。

■給付金額：中小法人 上限20万円／月　 個人事業者 上限10万円／月

　　　　　　※2019年又は2020年の基準月売上－2021年の対象月の売上

■問合せ先：月次支援金相談窓口　☎0120-211-240�（8:30～19:00）

国の月次支援金
との併給可能

令和３年
７月30日迄

申請受付

令和３年
７月30日迄

申請受付

〇４月・５月分
　令和３年
　８月15日迄
○６月分
　令和３年
　８月31日迄

申請受付
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第１回

　中小企業相談所長・経営指導員

　富岡　　誠　（有資格：社会保険労務士・宅地建物取引主任者）

　2020（令和２）年から中小企業相談所長となり、微力ながら会員

事業所の経営相談等の対応をしております。

　現在は、２月に発生した福島県沖地震で施設・設備等が被災した

事業所を対象に復旧に向けた費用の４分の３（原則）を補助する『福島県中小企業等グループ

補助金』（いわき商工会議所復興支援グループ）の申請受付に向けての相談をメインに、税務申告、

小規模事業者持続化補助金の申請支援や融資の相談等をしております。

　また、日本商工会議所の事業である経営相談を主とした『新型コロナウイルス感染症対応の

ための経営相談体制強化事業』と講習会の開催を主とした『制度改正に伴う専門家派遣等事業』

の二つの事業実施に向けて準備を進めております。

　特に、後者については、今年６月から原則全ての食品事業者（食品の製造・加工・調理・販売等）

に衛生管理の実施が完全義務化となったＨＡＣＣＰ（※１）、10月１日から登録申請書受付開始と

なる消費税のインボイス制度（※２）をテーマにした講習会を開催予定しております。

　近いうちに、皆様にご案内出来ると思いますので、その際には、経営相談の活用・講習会へ

参加して頂ければ幸いです。最後に、新型コロナウイルス感染拡大の中、非常に厳しい状況で

はありますが、国、県、市等の様々な支援策等がございますので、是非、ご活用下さい。私も

含め経営指導員10名が対応致しますので宜しくお願い申し上げます。

※１� HACCP（Hazard� Analysis� and� Critical� Control� Point）は、食品等事業者自らが食中毒菌汚染

や異物混入等、疾病や傷害を起こす可能性がある危害要因を把握（Hazard� Analysis）した上で、原

材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に

重要な工程（Critical�control�point）を管理し、食品の安全性を確保する衛生管理の手法です。

※２��令和５年10月１日から「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。適格請求書発

行事業者（登録事業者）のみが適格請求書（インボイス）を交付することができます。

いわき商工会議所　経営指導員のページ
▹経営指導員と伴走型支援とは

　経営指導員は「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」に基づいており、小

規模事業者の経営への指導や助言、経営の改善発達を目的として、記帳指導から経営資源の内容・財務

内容その他経営状況の分析等の経営判断、事業経営の作成補助等の指導を行う。��

　「伴走型支援」とは、経営課題解決や更なるレベルアップを目指す小規模事業者とともに、課題を見

極め、計画を策定し、推進するまでを、１対１で寄り添い経営指導、実施支援を行うことを指す。
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はこざき模型（エーワン模型）

さくら か ふ ぇ

店 舗 紹 介

　小名浜第二小学校隣にあ
り今年で営業40年となる模
型好きにはおなじみの市内
でも数少ない専門店。ミリ
タリー模型をはじめ、車、
ガンプラ、ミニ四駆、塗料、
用具などの品揃えも充実し
ており、商品が並べられた
店内に足を踏み入れると模
型の世界に迷い込んだよう
な感覚を覚える。

新型コロナの影響と対策

　外出自粛により家で楽しむ手軽な趣味としてプラモ
デルが見直され、最近は昔作ったことのある人や子供

と一緒に作りたいとい
うお客が増えている。
その影響で店舗販売は
例年より良い状況で推
移していたが、外販商
品は外出自粛で観光客
などが減った影響で大
きく例年を下回ってい
る。今後は巣ごもりに

店 舗 紹 介

　湯本駅から徒
歩３分、一番町
通り沿いにある
さくらかふぇ
は、創業52年目
を迎える衣料店
ファッショング
ループささきの
店舗内休憩ス
ペースとしてスタート。４年前に店舗の半分をカフェ
としてリニューアルし、営業している。
　ランチメニューは週替わりランチ、お店一押しのオ
ムライスやカフェとしては珍しい本格的なラーメンな
ど。厳選した素材を使用し、特にオムライスなどに使
われている「おれんじ玉子」は濃厚な味わいが特徴で、
店頭でも販売しており、完売することも珍しくない人
気商品となっている。また、料理のボリュームにもこ
だわり、男性客にも好評を得ている。店内はアットホー
ムでリラックスできる空間を意識しており、スタッフ
の佐々木裕恵さんは「のんびりとお過ごしください」
と話す。

新型コロナの対策

　消毒液の設置や座席の間隔を空けるなどの店内の感
染対策を実施。また、おれんじ玉子を使用したミック

より模型を作った人がリピーターとなっていること
から、この流れをコロナ後も継続できるようお客様
のニーズを細かく読み取り、品揃えなどに活かして
いきたい。

店　　主

　「昔つくった人もこれか
ら始めてみたい人も是非い
らしてください。わかりや
すくアドバイスさせていた
だきます」と話す店主の箱
崎義一さん。

商工会議所との関わり

　決算申告や融資・給付金等の相談に応じているほ
か、情報提供等を実施している。当所担当者は「こ
の機会にプラモデル専門店に行ってみてください。
専門店で買うことできっと記憶に残るプラモデル体
験になると思います！」と来店を呼びかけている。

スサンドイッチやオムライス、自家製の炙りチャー
シュー丼など、テイクアウトにも力を入れている。

おすすめメニュー

●�贅沢オムライス（サラダ・
　スープ付）　　　税込990円
　�おれんじ玉子をふんだんに
使用したお店の看板商品。

●湯本温泉らーめん
　税込780円

　�湯本温泉の源泉を練りこん
だ温泉麵を使用。スープや
チャーシューは自家製。専
門店に引けを取らない本格
的な味わいで、幅広い年齢
層から人気を集める。

●縁結びソーダ　�税込550円
　�地元の温泉神社で祈祷を受けた逸
品。ソーダとバニラアイスの上に
香川県の嫁入り菓子「おいり」を
トッピング。

はこざき模型
福島県いわき市小名浜愛宕町13-15
☎0246-53-6559

さくらかふぇ
福島県いわき市常磐湯本町天王崎１-158
☎0246-44-3311　／　不定休
https://www.instagram.com/sakuracafe.358
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こせ き 接 骨 院

ダイニングキッチン月海（ルウ）

事業所紹介

　代表の小関邦彦さんが約７年の修行を経て1996（平
成８）に開院。2007年に鹿島町久保に移転した。モットー
は「患者に寄り添った治療」。wifi対応の超音波を使用
し、患部をしっかりと特定、丁寧な説明と適切な処置で、
患者からの信頼が厚い。

新型コロナの影響と対策

　コロナ禍を受け、
安全対策を徹底。予
約を推奨し院内が混
み合う状況を避ける
とともに、院内スペー
スを広く確保し密を
避ける工夫を凝らし
ている。

企 業 紹 介

　いわき市植田町中央に2012（平成24）年に開業。東

京や静岡で修行をした今野詠史（えいじ）シェフが「一

期一会の料理」をモットーに、旬で地元産素材の良さ

を活かした料理を提供している。

新型コロナの影響と対策

　コロナ禍で売上が半減し、「テイクアウト」を始めた

が「冷めてしまう」との声もあり、昨年11月からキッ

チンカーでの営業を開始した。今野シェフが自ら手を

加えた手作りキッチンカーでは、週替わりでメニュー

を展開し、顧客を飽きさせない工夫を凝らしている。

また麺類も市内初で提供しており、好評だという。

院　　　長

　小関さんは「子ど
もの患者が治った時
に見せる笑顔が一
番嬉しい」と語り、
SNSでも時間に関係
なく相談に応じる等、
フォローも忘れない。
また「西洋医学と東
洋医学の融合」を目
指し、アドラーの心
理学を使用したカウンセリングを行い、患者の心の
ケアにも努めている。「次世代の選手育成と選手の
健康増進に取り組みたい」と将来の展望を語った。

商工会議所との関わり

　補助金や助成金の情報を中心に提供しているほ
か、小規模事業者持続化補助金の事業計画策定の補
助を実施している。

こだわりと強み

　「店名でもある

月の海は多彩な変

化を見せる」と今

野シェフ。素材を

仕入れながら、天

候やその素材に適

したメニューをそ

の時に考える。「変

幻自在で地場野

菜の自然の良い状態を取り入れたい」と話す。高い

調理技術を活かした味付けや、盛り付けで顧客を楽

しませている。「毎週来ても飽きないメニューです。

是非いわき産野菜を含め地場食材を味わってくださ

い」と来店を呼び掛けている。

商工会議所との関わり

　小規模事業者持続化補助金の情報提供の他、同補

助金の申請について支援を実施している。

こせき接骨院
福島県いわき市鹿島町久保字里屋４-16
☎0246-76-0084
URL�https://cosmolabo.net/
YouTubeのチャンネル登録をお願いします

ダイニングキッチン月海（ルウ）
福島県いわき市植田町中央１-３-３
☎0246-38-4880

今野シェフが手作りしたキッチンカー

今野シェフ㊧とスタッフのひーさん
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会員のチカラ 会員のチカラ 第55番目第55番目

農業生産法人農業生産法人

㈲㈲ 磐磐
ばんしょくばんしょく

植植
創業から75年、タネと苗の会社「㈲磐植」創業から75年、タネと苗の会社「㈲磐植」
　いわき市平中平窪、国道399号線と常磐自動車道に挟まれた広大な敷地に、

農業生産法人㈲磐植がある。主に観賞用植物の生産や、種・苗の卸を扱う磐

植は、シクラメンの栽培においては全国でも指折りの企業。独自で交配を行

う「育種」にも力を入れ、オリジナルの品種は過去に幾度も品評会で表彰さ

れている。また、定期的に開かれる寄せ植え教室は、日本ハンギングバスケッ

ト協会認定であり、参加者はリピーターも多い。

楽天市場への出店とweb事業部の立ち上げ楽天市場への出店とweb事業部の立ち上げ
　2020年６月、通販サイト楽天市場に『はなこbotanical garden』を出店。

準備期間はわずか１カ月半ほどで、「とにかくやってみよう！」とスタート

した。開店後初めての注文が入ったときは、皆で喜んだ。ネット通販と同時

にweb事業部を立ち上げ１年が過ぎた現在、楽天での販売件数は月に250件近くにのぼる。コロナ禍で人々の在宅時間が増

えたこともあり、ガーデニングやアウトドア用品の売り上げは世界的にも好調だ。外出自粛が求められる中、通信販売で

種や苗が購入できる磐植の『はなこ』は、時流に乗った形となった。

　通販で人気の商品は、様々な香りが特徴のハーブゼラニウム５種入りポット。発送の際には包装にも気を配る。マネー

ジャーの大須賀恵子さんは「届いた苗がそっけない新聞紙にくるまれていたらガッカリしてしまうから」と細やかな配慮

を忘れない。今年６月には公式ホームページもリニューアル。スタッフは日曜日にも出荷を行い、丁寧・迅速な対応は利

■㈲磐
ばんしょく

植
〒970-8002�いわき市平中平窪字宮田58
☎0246-22-8787
https://banshoku.com/

用者からの評価も高く、注文の翌日に届いた際は驚かれたという。

手法はデジタルでも、アナログのぬくもりを届ける手法はデジタルでも、アナログのぬくもりを届ける
　磐植や『はなこ』で扱うのは、生産農家向けの大口商品も、一般家庭用の小口商品

も品質は全く同じ。植物は発芽させるまでが難しく、小分けのポットに芽が出た状態

まで育てた「プラグ苗」を小口で販売対応できることも磐植の強みだ。

　「大事なことはお客様が教えてくれる」と語る大須賀さん。ネッ

ト通販は、意外にも高齢者の利用も多い。ある利用者は、シク

ラメンを一から育てたいと種を購入したが、蒔く時期が早すぎ

たために発芽しなかった。大須賀さんは何度も電話での問い合

わせに応じたが、最終的に発芽した状態の「プラグ苗」を送っ

てあげた。「結局誰かと話したかったの

だろう」と言う。

　たとえインターネットを通したやりと

りでも、お客様とのコミュニケーション

を大切にする。磐植では、２年目となる

web事業を更に拡大し、ネット通販の商

品数を増やしていく予定だ。「ゆくゆく

は土などの資材も取り扱い、『はなこ』

ですべて揃えられるようにしたい」と語

る大須賀さん。お客様目線に立った事業

の拡大を目指している。

大須賀昌幸社長（右）と
恵子マネージャー（左）

楽天で人気のプリムラ種苗

トルコキキョウのプラグ苗 デザインが統一された梱包資材

７月の寄せ植え特別教室 【要予約】

－苔 玉－

●日�程�７/23（金）、24（土）、25（日）
●時�間�10：00～　�●定�員　各10名まで
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延岡商工会議所青年部と「兄弟協定」締結

いわき市旅館・ホテル業連絡協議会　令和３年度通常総会

第373回常議員会

5/29

6/10

6/17

　いわき商工会議所青年部は５月29日、宮崎県の延岡商工
会議所青年部と「兄弟協定」を締結した。いわき市が延岡
市と兄弟都市となっていることが縁で、いわき商工会議所
青年部が昨年11月に協定を提案し、双方が同意した。いわ
き商工会議所青年部がこのような協定を結ぶのは初めて。
　今年２月に予定されていた延岡商工会議所青年部創立10
周年記念式典に併せて調印式を実施する予定だったが、新
型コロナウイルス感染拡大の影響で式典は延期、調印式も
オンライン上での開催となった。令和２年度事業のため、立
原めぐみ直前会長が署名し、山崎建見会長、吉田論正直前
専務理事が同席した。
　立原直前会長は、「今後、有事の際に助け合うのはもちろ
ん、人的な交流も行いつつ、お互いの発展につなげたい。
最初の交流がどのようなものになるか今からとても楽しみ」
と今後の活動に期待を寄せた。

　いわきワシントンホテル椿山荘にて、通常総会を開催し

た。

　本年度は、企業のリモートワーク・ワーケーション対応、

県民割など宿泊支援事業を契機とした、県市内からの宿泊

ニーズの取り込みなど、コロナ禍を背景とした新たな需要

を見据えながら、旅館の経営資源を活用した宿泊プラン造

成や販路開拓策を検討していく。また、県高体連・中体連

など連携した、各種スポーツ大会・合宿における宿泊利用

促進を図る。挨拶では、林義功（よしのり）会長が、「宿泊

業は厳しい状況が続いているが、地域の実態と業界動向を

把握しながら、旅館ホテルと関係機関が連携を強固に、コ

ロナ禍を乗り切っていきたい」と呼びかけた。

　いわき商工会議所の第373回常議員会は６月17日、おもて

なしうおしんで開かれ、常議員ら関係者約40名が出席。令

和２年度収支決算や諸規定の改正、新規会員加入承認の件

（37名）等６議案を承認した。このうち、議案第１号「令和

２年度事業報告並びに収支決算承認の件」及び議案第２号

「常議員の補充選任の件」について、「第109回通常議員総会」

に上程する。

　承認された新規会員37名は下記の通り。

▶兄弟青年部協定を締結した（左から）吉田、立原、山崎の各氏

▶会長挨拶　コロナ禍対応と業界組織の更なる連携を決意

▶令和２年度事業報告並びに収支決算などを審議した常議員会

１�フードショップオノ
２���ノエビア化粧品福島たいら販社
３�ひと味
４�神納工業㈱
５�神白農園
６��蛭田貴行政書士事務所
７��MomojiyA�桃治屋
８��東亜クリエイト㈱
９��hair make Yuki
10��ハウスクリーニングTK

11�馬目設備
12��㈱VELL WOOD's
13�お家サロンふわり
14�インテリア祐心
15�横山工務店
16�SUNRISE
17（同）DKR03
18�東京建設㈲
19�㈱小島門吉商店
20��天空のサロン　セレーノ

21��初瀬電材㈱いわき営業所
22��㈱長登屋　いわき事業所
23���大和田勝史社会保険労務士事務所
24�さとう家
25�丼丸まる八
26�遼藤工業
27��レディースケアサロン　あおいとり
28���㈱エムアンドイーインターナショナル
29�㈱英生
30�織り人珈琲

31�日商石油㈱
32�山悠工業㈱
33�㈱蓬人館
34�Jun
35�大塚製薬㈱
36�㈱関根建設
37�ピンク代行
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今年の夏は「ワクチン接種の夏」か

水戸証券投資情報部

　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20回】水戸証券投資情報部

●収益環境は改善傾向で2022年３月期は２桁増益を予想

　東証１部上場企業の2021年３月期決算はコロナ禍の影響で厳しい結果となりました。しかし企業が示

していた予想は昨年秋以降に上方修正傾向となり、最終的には２月時点の予想より改善して着地と、企

業の収益環境は想定以上に改善しているようです。続く2022年３月期の期初計画は２桁増益の予想です

が、今後の四半期決算を受けた外部アナリストなどによる見直しが注目されます。なお、４～６月期（第

１四半期）決算は７月下旬から本格化する予定です。

●コロナワクチンの接種進展で環境好転を期待

　国内の新型コロナワクチン接種が加速しています。医療従事者に続き４月12日から65歳以上の高齢者

向け接種が始まり、５月中旬辺りから接種が加速。６月14日時点の接種率（１回目のみ：医療従事者＋

高齢者等合計）は全人口比で約15％、65歳以上の高齢者に限ると38％に達しています。

　64歳以下の接種も早い地域では６月中に始まる見通しとなっており、菅首相が６月９日の党首討論で

コメントした「10月～11月にかけて必要な国民への接種完了」という目標達成に向け、今夏は多くの人

にとって「ワクチン接種の夏」となりそう。接種率の上昇に伴い経済活動の平常化が進むと見られ、国

内経済や株式市場への好影響が期待されます。なお、他国の接種率と新規感染状況を見ると、接種率が

30％～40％を上回ると新規感染者数が減り始める傾向があります。全人口比でこの水準をいつ頃クリア

するのか、注目されます。


