経営支援のページ

福島県中小企業等グループ補助金
に 関 す る お 知 ら せ
福島県中小企業等グループ補助金とは、令和３年福島県沖地震で被災した事業者の施設復旧
等の費用を支援する制度。中小企業等がグループを形成し、「復興事業計画」を策定、県の認定
を受けることで、そのグループを構成事業者が実施する施設や設備等の復旧費用を補助します。
いわき商工会議所では、この地震で被災した中小企業等の施設・設備等の復旧を支援するため
『いわき商工会議所復興支援グループ』を結成、６月に県認定を受けました。この度、構成事業
者の追加申請の受付について、下記お知らせいたします。

■構成事業者の申請受付期間
（第３次公募）令和３年７月１日（木）～８月31日（火）
※多くの書類準備がありますので、余裕をもってご相談下さい。締切り間際の場合、申請できない場合がござ
います。円滑な申請準備のため、事前に商工会議所までご連絡下さい。

■参加資格
 則、いわき市内の事業所が令和３年２月13日に発生した福島県沖を
原
震源とした地震により被災された中小企業者

■対象費・補助率
施設・設備の復旧費用等

中小事業者等３/ ４ ・ 中堅企業等１/ ２

■提出書類（原本・控 計２部）
※構成事業者の追加申請に必要な書類（書類は返却いたしません）
復興事業計画認定申請チェックリスト、構成員別復興事業計画書、暴排誓約書、役員名簿、県税納税証明書、法人現在事
項証明書（法人）・住民票抄本（個人）、登記事項証明書・固定資産課税台帳、見積書、罹災証明書、被災状況写真など

■提出先・方法
いわき商工会議所 本所（いわき市平字田町120ラトブ６Ｆ）
※必要書類を本所まで、ご持参下さい。持参以外の提出方法は受け付けません。

■留意事項
○商工会議所の会員であることが条件です。非会員の場合、ご入会下さい。
○「いわき商工会議所復興支援グループ」が実施する、共同事業への参画が条件です。
※グループ参加事業者には、参加各社のＢＣＰ（事業継続計画）策定、当所の事業継続力強化支援計画
に基づく事業へ協力頂くようになります。
○補助金で復旧支援を受けた施設・設備は、損害保険等への加入を要します。
○対象外業種などグループ参加をお断りする場合がございます。
○交付申請は各事業所から福島県へ行うようになります。交付申請書類は、便宜上構成事業者の追加申請
と並行して提出することができます。

－お問い合わせ先－

いわき商工会議所

中小企業相談所

いわき市平字田町120ラトブ６Ｆ
☎0246-25-9151
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福島県中小企業等グループ補助金
の詳細、各種様式ダウンロードは
こちらのＱＲから
⇒⇒⇒⇒

コロナ禍に負けない

新型コロナウイルス緊急経済対策 支援金

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いわき市 第三次店舗等維持支援金

申請受付

令和３年９月30日迄

＊売上が著しく減少している市内事業者の、店舗等の賃料又は固定経費の一部を補助
■交付対象：市内に店舗等を有する事業者（以下要件を全て満たすこと）
◇令和３年５月に福島県が発令した「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
  
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
詳しくはこちら
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
◇引き続き市内で事業を継続する事業者
◇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
◇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
■交付金額：

店舗等を賃借している事業者

10 万円 ～ 30 万円

店舗等を自己所有している事業者

又は

店舗ごとに月額賃料の１/ ２の６ヵ月相当
分を補助（事業用の借地料、管理費、共
益費駐車場代を含む）

②いわき市 飲食店等感染防止対策支援金

10 万円

複数の自己所有店舗を有する事業者は、
所有店舗ごとに対象になります

申請受付

令和３年11月30日迄

＊飲食店等の飛沫感染防止対策(パーテーション等)の設置費用の一部を支援
■交付対象：市内に店舗等を有し、市内で事業を継続する事業者
以下要件を全て満たすこと
◇飲食店、又は、飲食店以外で飲食のための場を有する店舗
※「福島県宿泊事業者感染防止対策等緊急支援事業補助金」の対象宿泊事業者除く。また
本支援金の趣旨と類似した補助金・支援金等の対象事業者も除く。（例 持続化補助金等）
◇飛沫感染防止対策が必須となる箇所（①向かい合う座席 ②隣席の間隔が１ｍ未満の座席）
全てにパーテーション（アクリル板、ビニールカーテン等）を設置し
詳しくはこちら
た店舗。
※既にパーテーション等の対策が講じられている店舗も要件を満たせば対象
◇いわき市あんしんコロナお知らせシステムの加盟店舗
※加盟していない店舗は、加盟が必須。
※加盟済み店舗でも支援金の申請は必要。
※「福島感染防止対策認定店」の認証に向け努力する事業者。
◇市税を滞納していない事業者
■交付金額：
１卓～20卓までの店舗
21卓～40卓までの店舗
41卓以上の店舗

10 万円

支援金お問い合わせ先

20 万円

30 万円

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

第２回
勿来支所長・経営指導員

伊 藤

修

2020（令和２）年から、勿来地区担当となりました伊藤と申します。
12年ぶりに勿来支所に着任しましたが、着任早々、新型コロナウイ
ルス感染拡大の中、会員事業所様にとっても厳しい経営環境が続い
ております。この紙面では、このような経営環境の中でも新規に創
業なさったお店やコロナ禍ではありますが、補助金を活用し前向き
に取組んでいる会員事業所様や勿来地区の最近のトピックスを記し
たいと思います。
１．コロナ禍で創業しがんばっているお店を継続的にご支援しています。
事業所名

創

業

事業内容及び当所の支援内容

ガラス工房
ありんこぐらす

令和２年２月

数々の受賞歴のある有田代表が美しいガラス作品を制作。持続化
補助金申請支援。

みやび整体院

令和２年４月

プロボクサーの経験を活かした施術及び頭痛整体を特徴とする。
チラシなど広報支援。

デイサービス
笑福（エフ）

令和２年４月

地域密着の小規模デイサービス施設として開業。補助金申請や広
報支援を行う。

ジュエリーコセーテ

令和２年４月

約30年都内の大手ジュエラーで活躍した代表が最高のジュエリー
をご提案します。税務申告支援や広報支援を行う。

フットケアサロン
ハニカム

令和２年６月

フットケア（巻き爪矯正など）に特化した専門店。補助金申請や
広報支援を行う。

２．勿来支所管内のトピックス
◎株式会社シンテックは、特許庁が実施する令和３年度「知財功労賞」において、知的財産権制度
活用優良企業として「特許庁長官表彰」を受賞しました。（令和３年４月）
◎㈱磐城高箸は、コロナ禍で客数減少に苦しむ「田人おふくろの宿」と業務提携し、全８室に、い
わき産間伐材を活用した「眠り杉枕」を導入しました。
◎㈱八幡台やまたまやの幸徳信市専務取締役が、中小企業基盤整備機構から「中小企業応援士」に
委嘱されました。幸徳専務からは、経営の悩みなどぜひご相談くださいとのことです。
◎ＥＶの企画・設計を手掛ける「タジマモーターコーポレーション」が、田人町に研究開発拠点「タ
ジマいわき次世代モビリティＲ＆Ｄセンター」を６月28日開所いたしました。今後は勿来地区委
員会での連携事業を進める予定です。
３．地域資源「勿来八景」の活用
 勿来地区の風景の美しさを再認識することを目的に「勿来八景」フォトコンテストを、今年度も
秋を予定に募集が始まります。以前、地元の女性カフェオーナーからこんな言葉がありました。「南
部は、湘南・鎌倉の印象」と。自然に恵まれ、由緒ある神社やお寺が点在する勿来地区へぜひお出
掛けください。
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コロナ禍に負けない

コロナ禍からの回復にチャレンジする企業 
ガレ ージさか もと
事業所紹介

代

県 道15号 線（ 小 名 浜 本 町 通
り）に面した“町の自動車屋さ
ん”代表と息子さんの父子鷹で
オイル交換などの一般整備をは
じめ、車検や車両販売も行って
いる。お店に置いてある黄色い
ハチロクがとても印象に残るお
店。（ハチロクは人気漫画に登
場するトヨタの車両。）

新型コロナの影響と対策
コロナの影響は受けにくい業種ではあるが、景気見
通しの不透明さから車両販売が例年に比べ減少、加え
て外出自粛でオイル・タイヤ交換のお客様が減るなど
で売上は減少。現在も売上は減少傾向であり不安感を
拭えない。少しでも売上を戻す
べく、車内の抗菌コートと抗菌
エアコンフィルターへの取り換
えに力を入れる。近年の清潔志
向から好評を博している。
代表者は西町中央商店会長で
あることから会員事業所へＣＯ2
濃度測定機の導入をすすめ、商店
会一体となって安心安全なお店
の環境づくりに取り組んでいる。

表

者

坂本代表は「自分
の商売は地域の皆様
とともにある」との
思 い か ら、 生 ま れ
育った江名のまちづ
くり活動に取り組
む。小名浜でも同じ
くまちづくり活動に
取り組んでおり、事
業以外でも忙しい
日々を過ごしてい
る。「車のことなら
なんでもお気軽にご相談ください。」と代表の坂本
さん。

商工会議所との関わり
決算申告・コロナ関連の給付金申請の相談・支援
を行う。今年度より小名浜地区商店連合会の会長に
就任、商業振興についても積極的な協力をいただい
ている。

ガレージさかもと
代表 坂本勝吉
福島県いわき市小名浜字定西40－１
☎0246-53-6119

㈲東海林石油
店舗紹介

いる。タイヤ・オイル交換は予約制を導入、店内に
消毒液を設置するなど感染対策を実施している。

店

錦町にある平成５年創業の㈲東海林石油は、通常の
ガソリンスタンド業務のほか、灯油の配達も行ってい
る。父からお店を引き継いだ、２代目の東海林仁代表
取締役は弟の雅彦さん、従業員１名と共に少数精鋭で、
日々お客様に寄り添った
業務を行うことで、利用
者からの信頼が厚い。店
内には駄菓子が並び、ガ
ソリンスタンドの利用者
だけでなく、近所の小学
生を含む住民の憩いの場
ともなっている。

新型コロナの影響と対策
昨年５月の緊急事態宣言時は、外出自粛で燃料の売り
上げが大幅に減少したが、現在は少しずつ回復してきて

主

「東日本大震災の際
にはスタンドに皆さ
んが押し寄せて大変
だったなか、近所の
住民が交通整理など
のボランティアをし
て い た だ い た の で、
その時の恩返しも込
めて地域に貢献したい」と話す東海林さん。「カー
ボンニュートラルで、今後ガソリンの需要は減って
いく時代だからこそ、誠意を持ってお客様に対応し
たい」と抱負を語った。

商工会議所との関わり
小規模事業者持続化補助金の採択に向けた支援を
実施。今後補助金を利用して、新たな計量器の導入
や、ＳＮＳ・折込チラシによる広報強化を図る。

㈲東海林石油
福島県いわき市錦町鳥居西３/☎0246-62-2675
・LINE公式アカウント @shoji.ss1993
友達追加で１か月間５円 /引き
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ハワイアンズグランピング
「マウナヴィレッジ」がオープン
スパリゾートハワイアンズを運営する常磐興産（西澤
順一社長）は７月、スパリゾートハワイアンズ・ゴルフ
コース内にアウトドア・グランピング施設「マウナヴィ
レッジ」をオープンした。
ビーチの賑わう中で水遊びを満喫できるスパリゾート

大自然の中にあるグランピング施設
「マウナヴィレッジ」

ハワイアンズとは対照的に、遠くに山の稜線を眺めなが

ら、緑豊かな環境の中、安全にアウトドアを楽しんでもらおうと施設を企画した。
施設はグランテントタイプ５張、ウッドキャビンタイプが３棟。グランテントタイプはフラガールの衣
装と同じ生地やハワイの雑貨を揃え、南国テイストにした内容はハワイアンズのオリジナル。５つのテン
ト毎にテーマを設け、異なるテイストを楽しめる。開放感満点のデッキからの眺めも抜群となっている。
ウッドキャビンタイプは木のぬくもりが感じられる高級感あふれる落ち着いた室内で、シャワー室等も
完備している。夕食は各棟に設置しているバーベキューコンロで福島牛や川俣シャモ等のセルフバーベ
キューを用意。朝食は地元の人気パン屋のバゲットを使用。自分好みの朝食がつくれるよう、素材を用意
している。
料金はグランテントタイプが
21,450円（税込）～ / １名。ウッ
ド キ ャ ビ ン タ イ プ が32,450円
（税込）～ / １名となっており、
１泊２食＋スパリゾートハワイ
ベットやソファ、デッキなどが揃う
「グランテントタイプ」

災害に負けない‼

木のぬくもり溢れる
「ウッドキャビンタイプ」の内装

アンズ入場券２日分が付く。問
合せは（☎0570-550-550）へ。
合せは（☎

「事業継続力強化計画」
を策定しましょう

前回は「BCPの必要性とメリット」について解説しました。必要性は理解できるけど…「何から始めたら良
いか分からない」「自分にはハードルが高すぎる」と言う声が多く聞かれます。初めて自社内で策定に取り組
む場合には、BCPの簡易版とも言える「事業継続力強化計画」の策定に取り組むことをお勧めします。

事業継続力の獲得と向上
（目指す姿）
①自然災害等の脅威発生時の甚大被害発生の確立減少
②被害発生時の迅速な対応行動の実現
③甚大被害発生時にも復旧可能な財務体質や支援体制の確保
④現実的な継続的改善のプロセスの定着

STEP３

事業継続計画
（BCP）
①重要業務と目標復旧時間の決定
②事業継続戦略
③業務復旧・再開対応体制と再開プロセスの明確化
④継続的改善プロセスの明確化と訓練計画策定

STEP２

事業継続力強化計画
（国認定）
①事業継続力強化の目的の検討
②災害等のリスクの確認・認識
③災害発生時の初動対応の検討
④災害から事業を守るための具体的な対策の検討

NEXT

STEP１

次回は、事業継続力強化計画の制度内容を解説します。
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いわき商工会議所 中小企業相談所
☎ 0246-25-9152

コロナ禍に負けない

い わ き 支 え あ い シ リ ーズ
販路開拓へ通販サイト開設／事業者支援
いわき商工会議所は、コロナ禍により販路が狭まった事業者が地
元産品を全国に販売するためのインターネット通信販売サイト「い
わき支えあいマルシェ」を開設した。オンライン販売が初めての事
業者でも、経費負担が少なく簡単に利用できることが特徴。
サイト運営は泉町にある地域商社「いわきユナイト」の協力を得
て実施。出品者は申込の後、同社の指示により、商品の写真や商品
の特徴等の情報提供するのみで、当所会員は掲載料は無料。経費は
売上の10％で県内産品なら購入者の送料負担もない（県補助金使用
のため上限に達し次第、送料が発生する）。
またいわきユナイトが定期的にDM等を使用し、
関東地方を中心に商品をPRしており、広告発信の
経費は当所で負担する。出品等の問合せは当所中小
企業相談所企画グループ（☎0246-25-9151）へ。

「いわき支えあい！テイクアウト＆デリバリー MAP」作成
新型コロナ禍を受け、売上減少に苦心する市内の飲食店が展開する持
ち帰り（テイクアウト）
、出前・宅配（デリバリー）を応援しようと、
いわき商工会議所といわきFC、いわき市の３者で「いわき支えあい！
テイクアウト＆デリバリー MAP」をいわきFC公式サイト上に作成、
公開した。
J1の横浜F・マリノスが横浜市を中心に実施しており、参考にした。
Google Mapを利用し、市内でテイクアウトを展開しているお店の所
在地をMAP上にいわきFCのエンブレムで表示する仕組み。エンブレ
ムをクリックすると、お店の位置や実施サービス、料理ジャンル、連絡
先などの情報が表示される。またお店のホームページへのリンクも表示
する。
い わ きFCの 公 式 サ イ
トはサポーターや多くの関係者、アウェイで来市するサ
ポーターも利用することから、市外への発信にも効果があ
るという。同MAPの掲載店舗は当所等が提供したが、今
後はいわきFCのファンや市民の情報を元に発展させる。
いわきFCの担当者は「いわきFCを通じ
て多くの人がお店を知るきっかけになれ
ば」と話している。
▶

http://bit.ly/2UFbmiR
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コロナ禍に負けない

会員のチカラ

第56番目

㈱夕月
（夕遊庵/かまぼこ工房）
かまぼこ一筋70年
泉町交差点から県道15号線（小名浜・四倉線）に入り、800ｍほど進んで右
折した先にある「株式会社夕月」は、昭和26年に「マルヤス水産」として創業
した老舗のかまぼこメーカーだ。多くの人がスーパーマーケットで一度は目に
したことがあるであろう板かまぼこ「夕月」を始めとした商品は、すべて同敷
地内の工場で製造されており、１日に約10万本の生産量を誇る。夕月の板かま
ぼこは、アレルギーフリー・保存料不使用と健康面にも配慮されており、季節
や原材料の質によって年に何度か配合を変え、試食を繰り返すことで常に最高
のものをお客様に提供している。

新たなブランドの誕生

美味一善

夕遊庵の内観

平成14年、先代社長の時代に、「本当におい
しいものを作りたい」という想いから、職人の手造りにこだわった「美味一善」ブランド
が誕生した。贈答用に最適な「美味一善」の商品は、地元の舌の肥えた顧客にも選ばれ、
お中元・お歳暮の時期は、製造が追いつかないほどになる。
昨年は、老若男女を問わず、もっと魚に親しんでもらいたいという思いから「ななはま
の詩」ブランドを立ち上げた。人気商品の一つは、すり身をパンに挟んで揚げた、ボリュー
ム満点の「はまドッグ」。

曙

かまぼこをもっと知って、食べてほしい
夕月の敷地内には、直売店『夕遊庵』と、かまぼこの手作り体験ができる『か
まぼこ工房』がある。昨年リニューアルオープンした『夕遊庵』では、上述し
た「美味一善」や「ななはまの詩」ブランドの商品のほか、福島県産のお菓子
や土産品等を多数取り揃えている。
また、『かまぼこ工房』では、新鮮なすり身に好きな絵や文字を描いて、世
界で一つだけのかまぼこを作ることができる「かまぼこアート」や、厳選素材
を使用した「竹ちくわ」の手づくり体験ができる。通常の定員は40名だが、現
在はコロナウイルス感染拡大防止のため24名に縮小し、飛沫防止のための衝立
を設置するなど感染対策を徹底した
かまぼこアートを楽しむ様子
うえで実施している。「今後は揚げ物
の手づくり体験も始めたい」と意気
かまぼこ工房【要予約】
込む四家正典館長。かまぼこの歴史
－手づくり体験－
や全国のかまぼこについて学べる施
かまぼこアート＆竹ちくわ
設を目指し、パネルの設置も検討し
●時 間 10：30～
ているという。
●所要時間 １時間 ●料 金 1,000円
四家館長は、「かまぼこは、現代は
スーパーの特売としても売られる商
品だが、昔は高級品だった。そういった歴史について知ってもらい、身近に感じ
てほしい。かまぼこは低カロリー・高たんぱく質で体にも良いので、手軽に食べ
てもらえれば」と話した。
四家正典館長（左）と山岸純部長（右）

おすすめ商品
・美味一善

曙

  4,200円

・ななはまの詩

はまドッグ
270円
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■㈱夕月

〒971-8182 いわき市泉町滝尻松原55 ／ ☎0246-56-6381
https://www.kk-yuzuki.co.jp

9 副業人材マッチング事業セミナー

7/

開催

いわき産業創造館

会議室１

▶

市内企業の副業人材の活用を推進するため、今年度から新たに、㈱みらいワークス、いわき市、ひまわり信用金庫、
いわき信用組合、商工会議所の連携協定のもと、「副業人材マッチング事業」がスタートした。
昨今、都市部のビジネス人材が持つ専門的スキル
などを、中小・小規模企業の経営課題の解消に結び
付けていく“副業人材活用”の取組が注目されてい
る。セミナーでは、㈱みらいワークス ＥＳＧ推進
部 岩本大輔氏が、自己実現やスキルアップ、社会
貢献などを求めている都市部の企業人材を、いかに
地方企業が抱える商品開発、マーケティングといっ
た経営課題の解消に活用していくかをテーマに講話
した。
今後、商工会議所として、㈱みらいワークスが運
営する副業人材プラットフォームを活用した、会員
企業と副業人材のマッチングを図っていく予定。
セミナーの様子

16 いわき商工会議所「第109回通常議員総会」開催

7/

いわき商工会議所の「第109回通常議員総会」は７月
16日、パレスいわやで開催され、令和２年度事業報告並
びに収支決算と常議員の補充選任の２議案を承認した。
また、東北六県商工会議所連合会より、永年、商工会議
所活動に貢献のあった議員へ表彰状が送られた。総会後、
いわき地方振興局吾妻嘉博局長をお招きし、観光振興に
関する懇談会が開かれた。
欠員に伴い、補充選任された常議員と、東北六県商工
会議所連合会表彰を受けた議員は次の通り。
▶

小野会頭による開会の挨拶

収入内訳

（単位：千円）

繰越金
126,452

会費・負担金
80,353（8.2％）

（13％）

令和２年度

繰入金
220,951

（22.5％）

計980,157

事業収入
436,322

（44.5％）

交付金
114,801

雑収入
1,278

（11.7％）

（0.1％）

収支決算

支出内訳

（単位：千円）

次期繰越金
166,796
（17％）

繰出金
208,051

計980,126

（21％）

管理費
46,564

（５％）

人件費
179,644
（18％）

事業費
379,071
（39％）

●常議員の補充選任
松浦 宏明（三菱ケミカル）
小野寺智勇（常磐共同ガス）
松田 光司（小名浜製錬 小名浜製錬所）
下山田敏博（常磐興産）
●東北六県商工会議所連合会表彰
佐藤君榮 小宅武 鈴木弘康 加藤丈晋 園部嘉門
佐々木貢一 八幡恭朗 大渕利男 根本裕二
佐藤正男 幸德信市
●令和２年度事業報告
新型コロナウイルス感染症の急拡大を受け、令和２年
度の基本方針を①「会員事業所の経営持続」と②それ
を支える「商工会議所機能の維持」に変更し、官民連
携体制のもと、全力で緊急対策に当たった。

INPIT知財総合支援窓口
知財のことならご相談ください
（相談・支援は無料です）

特 許
意

匠

TEL 024-963-0242
一般社団法人福島県発明協会

商

標

著作権
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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21回】ひまわり信用金庫総務部 総務グループ

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。

特別調査「中小企業の事業継続について」
当金庫は年４回当金庫のお取引380社を対象に景気動向調査を実施しており、特別調査
「中小企業の事業継続」調査を実施しました。

景気動向調査集計結果から
いわき市においても、新型コロナウイルスの感染拡大による経済活動抑制の影響は、観光、宿泊、飲食
関連業をはじめとして深刻な影響を与えており厳しい環境となっております。
当金庫の景気動向調査、「中小企業の事業継続」によると、感染症や災害時などの緊急時における業務の
早期復旧のために必要となる事業継続計画(ＢＣＰ)の作成状況は約半数の企業が未作成の状況であります。
厳しい経営環境ではありますが、ひまわり信用金庫は今後も様々な課題解決のお手伝いとして、積極的
に迅速に取り組んで参ります。

ひまわり信用金庫総務部 総務グループ
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いわき商工会議所会員ニュース

タジマモーターコーポレーション

旧田人二小に「タジマいわき次世代モビリティＲ＆Ｄセンター」が開所
電気自動車（ＥＶ）やモンスタースポーツ、シェルター製
造等幅広い事業を手掛けるタジマモーターコーポレーション
（本社・東京 田嶋伸博会長兼社長）は６月、いわき市田人町
の旧田人二小に、最先端研究開発拠点「タジマいわき次世代
モビリティＲ＆Ｄセンター」を開所した。
同施設では旧校舎の教室や体育館、プール等を使用し、次
世代モビリティの開発や試験、脱炭素等環境に配慮した次世
代エネルギー関連技術の研究開発等を行う予定。施設内には、
次世代モビリティーの研究開発の拠点となる旧田人二小
次世代エネルギーとされる水素をつくる装置や水素から発電
する装置、急速充電器等が設置されている。同社は「将来、
県内で研究開発・製造した車を小名浜港から輸出できれば」との展
望を示している。
開所式には県や市、商工会議所等の関係者ら約50名が出席。田嶋
会長が「福島復興の手伝いをしたい。脱炭素社会の実現に向け尽力
するとともに、田
人の地方創生にも
取組みたい」とあ
いさつ。当所の神
展示された超小型モビリティ
長眞一人財ネット
ワーク委員長ら来賓が祝辞を述べた。この後テープカット
を行い、関係者が開所を祝った。開所式の後、同社スタッ
フが展示した超小型モビリティ等の試乗・説明を行い、そ
の有用性をアピールした。
テープカットを行う関係者たち（左から４番目が田嶋会長）

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

今後のＪＦＬ試合日程

AWAY

AWAY

HOME

第19節

第20節

第21節

8.22(日)

8.29(日)

9.5(日)

15：00KO

14：00KO

ヴィアティン三重

(朝日ガスエナジー東員スタジアム)

15：00KO

高知ユナイテッドSC

(高知県立春野総合運動公園球技場)

FCマルヤス岡崎

(いわきグリーンフィールド)

WALK TO THE DREAM
ホテルパームスプリングで自慢の夕食をご堪能ください。お食事と温泉で
お腹も身体もほっこりと!!ご家族やお友達のイベントにご利用ください。

いわき市民限定 日帰り夕食プラン
特選
料理

米沢牛でおもてなし 米沢牛と海の恵み これぞ贅沢三昧
華 9,000円
喜 13,000円 幸 15,000円
温 泉＆お部屋 無 料でご 利 用いただけます。

仙台牛食べ比べ
5,000円

川俣シャモ食べつくし
7,000円

温 泉＆お部 屋
１室 3, 0 0 0 円で
ご 利 用 頂 けます。

＊チェックイン15:00～チェックアウト22:00（お食事は18時から）
＊詳しくはホテルまでお問い合わせください。 ふろんてぃあ８月号にチラシ同封してます。

福島県いわき市常磐白鳥町壱丁田18番地

☎0246-43-3011（代表）

FRONTIER Vol.

652

特選料理 ＜贅沢三昧

幸＞

＜仙台牛の食べ比べ＞

＜川俣シャモ食べつくし＞

ホームページアドレス

http://palmspring.co.jp

http://www.iwakicci.or.jp/ E-mail web@iwakicci.or.jp
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