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コロナ禍に負けない!!
会議所は会員さんと共に
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ふろんてぃあ読者プレゼント
　会報読者の皆様に、ポレポレシネマズの招待券を抽選
で５名様にプレゼント致します。下記のQRからアン
ケートにお答えいただき、F A Xかメール、Google
フォームのいずれかでお送りください。当選者の発表は
商品の発送をもって、かえさせていただきます。

２　会員企業に対するアンケート結果

３　各種支援金・協力金案内

５　会員のチカラ　海鮮料理の宿　旅亭小瀧

７　経営指導員のページ（常磐支所長　鈴木康宏）

８　コロナ禍からの回復にチャレンジする企業⑬

10　経済トレンド便　大和証券

締切 9/20（月）

　「IWAKIふるさと誘致センター」は、いわき市と福
島県、いわき商工会議所が中心となり、市内の関係機
関や地域団体等と連携して設立された、いわきのふる
さと誘致に関する総合窓口です。U・I・Jターン支援
のために様々な取り組みを行っています。

いわき市出身の学生へ地元産品等の支援（募集期間：8/4～8/31）
いわきふるさと“絆”便 いわきの「食」を観点に、いわきのことを

知ってもらうイベント（8/21配信）

YouTube オンラインイベント
「ふくしまプライド！
 『食』がつないだ人とまち」

ワンダー
ファームより

生配信

『IWAKIふるさと誘致センター』の取り組み
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◆訂正とお詫び

ふろんてぃあ８月号４ページの記事「経営指導員のページ」について事業所名に誤りがありました。

「みやび整体院」ではなく、正しくは「みやび整骨院」です。訂正して、お詫び致します。

　いわき商工会議所は、新型コロナ

感染症の経済的影響を踏まえ、会員

企業の経営状況を把握し、施策等に

活かす目的で四半期毎に経営アン

ケートを実施している。今回は本年

度第２回目（８月期）となる。アン

ケート結果は市等行政と情報共有を

図り、施策等取組みに活かしていく

ほか、要望活動等にも反映させる。

　アンケートは右記の通り。

○調　　査

　�本年（2021年）４～６月期の売

上及び経営上の問題点について

○実�施�日：

　2021年７月末FAX送信

○対　　象：

　�会員企業約700社を対象（うち

200社が期日内に回答）

○調査内容�

　�前年（2020年）及び前々年（2019

年）４～６月の３カ月間比、今

後の予測として本年４～６月期

と本年７～９月の予測比につい

て、右記の通りアンケートをま

とめた。

令和３年度８月期
いわき商工会議所

会 員 企 業 に 対 す る会 員 企 業 に 対 す る
経 営 ア ン ケ ー ト 結 果経 営 ア ン ケ ー ト 結 果

Ⅱ （図１）で示したうち売上が増加した回答企業の増加割合（図２）
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Ⅰ 売上の増減について （図１）
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Ⅲ （図１）で示したうち売上が減少した回答企業の減少割合 （図３）
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・�売上の増減について前年同月比では46％（91社）、前々年同月比（コロナ禍前）では65％（129社）が「減少した」
と回答。また今後についても48％（95社）が「減少する」と回答。コロナ禍の厳しさが窺える。

・�昨年度と比べた売上の増加について、新型コロナ感染防止の一斉行動等があった４～５月の、営業休止、
営業時間の短縮、自粛等で昨年同月期間の売上が大きく落ちていたことが影響しているとみられる。

・�Ⅱより、売上が増加した企業では「10％未満」、「10％～30％」増との回答が、８割を超えた。生活必需品
やコロナ禍で需要のある商品を扱う企業では影響が少ないと思われるところもあった。

・�Ⅲより、一昨年同期間より70～90％売上が減少している企業も存在する。

Ⅳ 経営上の問題点で重要度の高いもののうち上位６項目（複数回答可、全体回答数570）

①　需　　要　　停　　滞 89社 ④　固定費（人件費・家賃等） 43社

②　人　　材　　獲　　得 50社 ⑤　設　　備　　投　　資 41社

③　仕入・原材料の高騰 44社 ⑥　コ ロ ナ 感 染 症 対 策 33社

　経営上の問題点として、最も多かったのが「需要停滞」で89社、次いで「人材獲得」が50社、「仕入・原

材料の高騰」が44社となった。コロナ禍での売上確保、そのような中で、人件費や家賃等の固定費捻出、企

業を支える人材の獲得などへの対応が課題となっている。
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福島県まん延防止等重点措置等（以下�本措置）に伴う支援金・協力金

①いわき市における時短要請（飲食店）協力金

＊８月８日から８月31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飲食店

【交付金額】　３万円/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８月８日午後８時～９月１日午前５時までの全ての期間、午前５時から午後８

時までの間に営業時間を短縮(休業含む)、終日酒類提供を自粛すること。
　　　　　　　・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。

　　　　　　　・�上記全ての期間において、全面的に時短要請に協力できない場合、交付対象外となります。

　　　　　　○対象店舗で、時短営業の案内を提示していること。　など
【問合せ先】　福島県協力金コールセンター　☎024-521-8562�（毎日９:00～17:00）

②売上の減少した中小事業者に対する一時金（県版一時金第３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】　○本措置に基づく要請に伴い、
　　　　　　　①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・おしぼりなど飲食業へ財・サー

ビスを供給する者）

　　　　　　　②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）

　　　　　　　�により、令和３年８月の売上が令和元年又は令和２年の８月と比べて、30％以上減少し
たこと。

　　　　　　○本措置の営業時短要請の対象事業者でないこと。
【問合せ先】　福島県一時金コールセンター　☎024-521-8572（毎日９:30～17:30）

※�県まん防等重点措置等の期間延長などで、制度内容が変更する場合があります。申請方法の詳細など、※�県まん防等重点措置等の期間延長などで、制度内容が変更する場合があります。申請方法の詳細など、
随時、ホームページ・コールセンターでご確認下さい。随時、ホームページ・コールセンターでご確認下さい。

申請受付
9/1～

申請受付
9/1～

「まんぼう特別相談窓口」の設置
　いわき市がまん延防止等重点措置の適応（８月８日付）を受け、
市内の飲食店や特定大規模施設を中心に、休業や時短営業を余儀な
くされた。市内の幅広い業種・業態の中小企業・小規模事業者が一
段と深刻な影響を受けることから、当所では８月６日、新型コロナ
支援策や経営持続化について相談できる「まんぼう特別相談窓口」
を設置した。
　窓口では、当所の経営指導員が新型コロナに関する協力金・支援
金申請や資金繰りの相談、様々な補助金制度に対応した。まん防解
除後も、新型コロナの影響等を踏まえた経営相談に対応していく。
　また当所では、コロナ禍における販促・販路拡大を支えるため、当所が運営するECサイト「いわき支
えあいマルシェ（出店料無料）」での出店販売を呼びかけているほか、日産自動車いわき工場等、地元企
業の協力を得て、社員に向けていわき産品を販売する「企業おでかけいわきマルシェ」を定期的に実施
している。問合せは当所企画グループ（☎25-9151）まで。

　いわき市でクラスターが相次ぐ等、新型コロナ感染症の急拡大を受け、政府は８月８日、福島県など
８県にまん延防止等重点措置を適用し、重点措置の対象となったいわき市では飲食店に対して、酒類提
供の停止や午後８時以降の営業自粛などを求めた。

相談に応じる当所経営指導員㊧



店舗等を賃借している事業者

10万円～30万円
店舗ごとに月額賃料の１/２の６ヵ月相当分

店舗等を自己所有している事業者

10万円
所有店舗ごとに対象になります
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「新型コロナウイルス支援策」支援金は忘れず申請しましょう！
（詳細は各ＨＰ・コールセンターへ）

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（以下の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「営業時短の協力要請」に伴い、
　　　　　　　①時短営業の対象となる飲食店との直接・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。
　　　　　　◇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月の売上が前年又は前々年の同月比で３割以上減少している事業者
　　　　　　◇福島県時短営業協力金の対象店舗ではないこと。
　　　　　　◇市税の滞納がないこと。
■交付金額：

【問合せ先】�いわき市緊急経済対策コールセンター　☎35-6200�（平日９:00～17:00）

②いわき市�飲食店等感染防止対策支援金 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、事業を継続する事業者
　　　　　　（以下の条件を全て満たすこと）
　　　　　　◇飲食店、又は、飲食店以外で外食のための場を有する店舗
　　　　　　　※�「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、本支援金と類似した補助金等の対象事業者を除く。
　　　　　　◇�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を設置した店舗。
　　　　　　　※�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
　　　　　　◇いわき市安心コロナお知らせシステムの加盟店。
　　　　　　　※加盟必須、加盟済み店舗でも申請が必要。県感染防止対策認定店を目指す事業者
■交付金額：

【問合せ先】�いわき市緊急経済対策コールセンター　☎35-6200�（平日９:00～17:00）

③月次支援金（経済産業省）※７・８月分 申請受付　対象月の翌月から２ヶ月間

＊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：

　　　　　　※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�（全日８:30～19:00）

１卓～20卓までの店舗

10万円
21卓～40卓までの店舗

20万円
41卓以上の店舗

30万円

中小法人　上限20万円/月　　個人事業者�上限10万円/月
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小名浜小滝温泉小名浜小滝温泉

海鮮料理の宿海鮮料理の宿
旅 亭 小 瀧旅 亭 小 瀧

旅の贅を味覚に託し 趣くままに旅の贅を味覚に託し 趣くままに
　創業87年。旅亭小瀧は、曾祖父・母の代に始まり、三代にわたり旅亭「小瀧」を

守り続けてきました。小名浜大原街道から横道に足を運ばせると、自然に囲まれた

静かな空間が広がり、旅亭「小瀧」の趣あるたたずまいが見えてきます。

　「新鮮な魚介類、旬の食材を、日本情緒ある落ち着いた空間で、満喫いただきたい」。

　小瀧は、季節の料理、お食事を中心に営業しています。

　「小名浜港」があり、商工業が栄えてきた当地には、多くの会社や工場があります。

当館が隠れ家的な場所にあることから、地元企業の会食や接待の場として、また、

静かな場所で旬の“食”を楽しみたい観光客も訪れ、幅広い方々に親しまれています。

小瀧の魅力が詰まった「お持ち帰り御膳」小瀧の魅力が詰まった「お持ち帰り御膳」
　コロナ禍で、旅行や会食をする機会が少ない今、観光・飲食の業界は、大変厳し

い状況が続いています。そのような中、旅亭を守りたい、少しでも小瀧の味を皆様

に届けたい想いから、これまで培ってきた料亭の業、地元の方々、企業との繋がり

を支えに、昨年から、新たに『お持ち帰り御膳』を始めました。季節の食材、味の

こだわり、丹精込めて一つ一つ作る「お持ち帰り御膳」は、社内行事、祝事・法要

などでお求めいただいています。

　本来なら、当館でお料理を楽しんでいただきたいところですが、時節柄、会社や

ご自宅で、お持ち帰り御膳をご利用いただける機会がありましたら、よろしくお願

いします。

商工会議所とのつながり商工会議所とのつながり　

　商工会議所とは30年以上のお付き合いになります。経営支援や旅館業を通じた活

動でつながっています。とくに、10年前の東日本大震災、一昨年の大型台風で被災

した際、県のグループ補助金等の支援を受け、復旧・

再開できた時は、会議所と繋がっていて良かったと

実感しました。その後も、BCP策定など、会議所と

一緒に災害時の対応に取組んでいます。今日のコロ

ナ禍、厳しい経営が続きますが、会議所のサポート

を受けながら難局を乗り切りたいです。

■旅亭小瀧（有限会社 小滝ホテル）
代表取締役　渡邉�功二郎
〒971-8111
いわき市小名浜大原小瀧山根７
☎0120-049-014�/�0246-53-3101
http://www.kotaki.com/

コロナ禍に負けない

商　　品　　情　　報

ご会食　２名様から個室用意いたします

　●松　�　￥9,500（税込￥10,450）

　●竹　�　￥7,500（税込￥�8,250）

　●梅　�　￥5,500（税込￥�6,050）

　●ランチ�￥3,500（税込）より
祝事・法要、接待などお気軽にご相談下さい。

豪華なおもてなし豪華なおもてなし
『お持ち帰り御膳』『お持ち帰り御膳』

肉二段御膳　つばき肉二段御膳　つばき

海鮮二段御膳　あじさい海鮮二段御膳　あじさい

和牛サーロイン
豚ロース
蟹天ぷら他

海老・あわび料理
うにご飯・蟹天ぷら他

人気
あります!

経営指導員“ぷち”情報
　旅亭小瀧さんには、市内で珍
しい、畳敷きの「お座敷風呂」があり
ます。社長が子育ての中、子供を楽し
く安全にお風呂に入れてあげたいと始
まったそう。足触りがよく、冬場も冷
たくない。滑りにくいのでご高齢の方も
安全ですね。ご
会食にあわせて、
「小名浜小滝温
泉」で心身を癒
してみてはいかが
ですか。

※�ご予算、配達などお気軽に
ご相談下さい。

￥2,500￥2,500（税込）（税込）

￥2,500￥2,500（税込）（税込）



お問い合わせ　いわき市土木部河川課　☎0246-22-7492
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いわき市河川洪水ハザードマップの改訂について

■河川洪水ハザードマップの内容及び配布場所

　いわき市では、福島県による洪水浸水想定の見直しを受け、令和２年７月に夏井川、鮫川水系の「河川洪水ハザードマッ
プ」の改訂を行いました。また、本年９月には、蛭田川、藤原川、滑津川、大久川水系についても改訂を行い公表する
予定ですので、皆様におかれましては、事業所等の災害リスクをご確認いただき、避難計画の策定にご活用ください。

■河川洪水ハザードマップの内容

　①�想定し得る最大規模の大雨（1,000年に１回程度の大雨）

　　で洪水が発生した場合の浸水範囲と浸水深

　②家屋倒壊等はん濫想定区域

　③�市指定避難所（駐車可能台数）・福祉避難所の位置

　④河川の水位と避難するタイミングの目安

　⑤水位観測所・危機管理型水位計の設置位置

　⑥水防信号の説明

　⑦大雨(台風)対応マイ・タイムライン

　⑧避難行動判定フロー

■ハザードマップ配布場所等
　〇いわき市役所本庁５階の河川課及び各支所等
　〇�いわき市公式ホームページからもダウンロード可能です。
　　�http://www.city.iwaki.lg.jp/www/genre/1534907391781/index.html
　〇�ハザードマップの配布にあたっては新型コ

ロナウイルス感染症対策として郵送での
対応も可能ですので、河川課へご相談く
ださい。　　　　　　　

いわき市HP▶
■その他
　〇いわき市防災講座について
　　�市公式Youtubeに「防災講座」を掲載し、防災意識の普及・

啓発に努めるとともに、地域の災害対応能力の向上のため
に必要な情報を発信しておりますので、ご活用ください。

〇�第７回�いわき市防災講座
　�「河川洪水ハザードマップ」に
　ついて

　降雨の基準を想定
し得る最大規模の降
雨（1,000年に１回
程度の大雨）へ見直
しをした「河川洪水
ハザードマップ」に
ついて説明する動画
です。

〇�第９回�いわき市防災講座
　�「マイ・タイムライン」に
　ついて

　台風や豪雨などに
よる水害等発生時に
「いつ」「何をするの
か」を整理した、個
人の防災計画「マイ・
タイムライン」につ
いて説明する動画で
す。＜常磐北部地区の例＞

第７回動画 第９回動画

中小企業・小規模事業者向けの簡易版BCP（事業継続計画）中小企業・小規模事業者向けの簡易版BCP（事業継続計画）

「事業継続力強化計画」「事業継続力強化計画」を策定し災害等に備えましょうを策定し災害等に備えましょう

　BCPの策定は、その重要性が理解されつつも、実態としては策定が進んでいないのが現状です。2020年に

帝国データバンクが実施した意識調査では、「策定している」と回答した企業は13.6％にとどまっています。

　2019年に「中小企業強靭化法」が可決成立し、防災・減災に取り組む中小企業がその取組みを「事業継続力

強化計画」として取りまとめ、国が認定する制度が創設されました。

制度概要
　「事業継続力強化計画」とは、中小企業が自社の災害リスクを認識し、防災・減災対策の第一歩として取り

組むために、必要な項目を盛り込んだもので、将来的に行う災害対策などを記載するものです。

　認定を受けた中小企業は、防災・減災設備に対する税制優遇、低利融資、補助金の優先採択等を受けること

ができます。

 記載する取組み（例）

従業員の避難手順 被害状況把握 社内の初動対策

人員、設備、資金繰り、情報保全等に必要な対策 従業員への訓練

いわき商工会議所�中小企業相談所
☎0246-25-9152

NEXT 次回は、本制度利用のポイントを詳しく解説します。



コロナ禍に負けない
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いわき商工会議所　経営指導員のページ

第３回

　常磐支所長・経営指導員　鈴�木�康�宏

　2021（令和３年）４月より、常磐支所に勤務となりました。常磐支

所は２度目の勤務となります。私は平成２年に入所、本所を皮切りに

会議所管轄である全地区（平・小名浜・常磐・勿来）で勤務経験があ

ります。会員事業所の皆様のお力添えを頂きながら、記帳・決算・申

告の補助のほか各地区のイベント企画・運営にも携わっております。

　それでは、現在私が担当する常磐地区を紹介します。常磐といって

もエリアは広く、今回はＪＲ湯本駅周辺の紹介となります。昨年から猛威を振るう新型コロナ感染症

の影響で、全国の観光地は厳しい状況に陥っております。常磐も例外ではありません。県を跨ぐ移動

が困難なことから、この機会に地元の観光地である常磐湯本を活用し、新たな発見をしてみませんか？

常磐には様々な観光資源があり、紹介するのはほんの一例です。常磐湯本町には温泉を活用した足湯

が２か所(無料）、三函の湯・みゆきの湯の公衆浴場(いずれも有料)及び日帰り入湯を行う旅館、お菓

子屋さん、飲食店、温泉神社・金刀比羅神社等があります。車でお越しの場合は駅前市営駐車場（有

料）もありますので、街中をゆっくり散策して常磐を満喫してみてください。一度と言わず気軽に何

度でもお越し頂ければ、きっとお気に入りが見つかると思います。日帰り観光だけでなく、状況が許

すのであればお泊り観光もご検討ください。

　ここで私が好きな湯本温泉伝説の一つをご紹介します。

鶴の足湯伝説
　若者２人が旅の途中、陸奥国佐函古（湯本の古い呼び名）の里を通りかかったところ、

一羽の鶴が舞い降りた。鶴は矢傷を負っており、若者が温泉で鶴の傷を洗ってやると、

傷は治り、元気に飛び立っていったという。その後鶴の化身の女性が現れ「稲と栗・一

巻の巻物」を残し、巻物には、佐函古（さはこ）の温泉は神の創ったもの。旅の若者に

この地を開拓するように伝えたとされている。

　こんな素敵な伝説のある常磐湯本に是非遊びに来てください。

▹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。



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⓭
掲載希望事業者は中小企業相談所企画グループ（☎25-9151）までお問い合わせください
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㈱ミドルウッド�グランパークホテル
パ ネ ッ ク ス い わ き

美 容室100℃

ホテル概要

　株式会社ミドルウッドが
運営するいわき駅から徒歩
１分、白銀町にあるグラン
パークホテルパネックスい
わき。仕事で来市するビジ
ネスマンが主な顧客で、い
わきを快適に過ごせるよう
細やかに行き届いた宿泊
サービスを提供する。

新型コロナの影響と対策

　新型コロナ感染症の影響で、来市するビジネスマン
が大幅に減少。宿泊に加えレストラン客も減少し、同
ホテルの売上も約６割減少した。売上の回復を目指し、
お弁当販売等で業績回復に取組んでいる。

新サービス

　新型コロナの収束をコンセプ
トに、母体であるミドルウッド
の消毒・除菌事業「グリーンウッ
ド」事業を当ホテルでも展開す
る。同事業では、除菌作業に加
え紫外線を受け化学反応を起こ
す光触媒による抗ウイルス・抗
菌材を使用した「キノシールド

店 舗 紹 介

　平谷川瀬のめがねトンネ
ル近くにある美容室100℃
(ヒャクドシー )。今年は
創業20周年になるが、「他
店にできない技術を持つ美
容室」を目指し、ストレー
トパーマやカラーメニュー
など、新たな技術を積極的
に導入している。中でも縮
毛矯正の技術は評判が高
く、他店では施術を断られ
るような強いくせ毛でも、
ナチュラルな
ストレートヘ
アに生まれ変
わらせること
ができる。

新型コロナの影響と対策

　元々、席の間を法令で定められている距離の約２倍
確保していたので、ソーシャルディスタンスは自然と
保たれていた。現在は消毒を徹底し、感染対策を行っ

施工」も行える。専用の噴
霧器を使用することで人が
触れる全てのモノに細やか
な粒子が行きわたり、室内
全体をまるごとコーティン
グできる。
　「キノシールド施工」は
全国的に使用されており、
東京タワーや大手映画施
設、クラスター発生施設や
大規模施設で実績を挙げて
いる。同社でもコロナ軽症者受入施設や病院等での
施工実績がある。同社東北地区エリアマネージャー
の青木真一さんは「消毒・除菌で安心・安全・快適
な空間を提供します。コロナ収束へ向け少しでも役
に立てれば」と話している。

〈料金〉　除菌施工料金
　　　　　�１平米550円、～50平米まで52,800円
　　　　キノシールド施工料金
　　　　　50平米まで一律52,800円、51平米以上
　　　　　１平米あたり＋550円

ている。また、コロナ禍の中、オンラインスクール
を積極的に受講し、最先端の技術を習得。付加価値
を生み出す戦略で、売り上げには大きな影響は受け
ていないという。

代　表　者

　「美容師歴28年、ま
だまだ勉強中」と語
る谷口オーナー。「こ
れからも新技術を導入
し、他店ではできない
技術を提供し続けた
い」と抱負を掲げ、更
なる飛躍を目指す。

商工会議所との関わり

　融資相談のほかに、小規模事業者持続化補助金（一
般型）の申請・採択に向け、事業計画の策定等の支
援を実施。補助金を利用し、電子カルテやスチーム
機を取り入れ、効率化と客単価アップを図る。

㈱ミドルウッド�グランパークホテル�パネックスいわき
福島県いわき市平字白銀町９－１
☎0246-35-5515
ＨＰ　http://grandpark-px.jp/iwaki/

㈲マックスビート
（美容室100℃）
福島県いわき市平谷川瀬字
塚ノ町39－１
☎0246-24-7250

Before After

コロナ収束へ向け、
少しでも役に立ちたいと

話す青木さん

キノシールド施工を
行う関係者
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いわき商工会議所青年部が延岡商工会議所青年部と初交流7/22
　いわき商工会議所青年部（いわきYEG）と兄弟協定を締結している延岡商工会議

所青年部（宮崎県・延岡YEG）が主催する10周年記念事業が７月22日、延岡市の延

岡総合文化センターで開催され、当所青年部幹部が出席し、両青年部関係者らが10周

年を祝いつつ、親睦を深めた。

　兄弟協定は災害時を含め、相互協力を行う連携協定で、当所YEGと延岡YEGが５

月に締結。当初２月に開催予定だった10周年記念事業が新型コロナ感染症拡大を受け

７月に延期されたことから、当所YEGと延岡YEGの初めての交流の場として山崎建

見会長、菅波英和副会長、立原めぐみ直前会長、吉田論正理事、事務局の皆川健瑠主

事が出席した。記念事業では、元サッカー日本代表でASローマ等で活躍した中田英

寿氏によるトークイベントが行われ、会場は大いに盛り上がりを見せた。その後、感

染症対策を徹底したうえで行われた祝賀会では、いわきYEGから延岡YEGへのお土

産として、「IWAKIアロハ」や「又兵衛」

の贈呈が行われた。

　立原直前会長は「延岡YEGへの訪問

とメンバー間の交流を果たせたこと、今

後の交流事業への意見交換ができたこと、内藤公所縁の地を訪れて見

聞を広められたこと全てが大変有意義なものだった」と話した。

　延岡YEGは、今年11月頃にもいわき訪問を検討しているという。立

原直前会長は「延岡YEGが興味を持っているジュニアエコノミーカ

レッジの勉強会など人材育成に関する勉強を共にしたい」と今後に期

待を寄せた。

▶ �記念事業に出席した（左から）
菅波、山崎、立原、吉田の各氏

▶祝賀会にて乾杯の挨拶をする山崎会長

「企業出張いわきマルシェ in�日産いわき工場」開催7/29
　新型コロナ感染症の影響で売上減少などの影響を受けている

商工会議所会員の商品を全国に販売するためのインターネット

通販サイト「いわき支えあいマルシェ通販」。そのリアル版で

ある、市内企業へ出向いた販売会「企業出張いわきマルシェ」

が７月29日、日産自動車いわき工場内にて開催された。出店し

た事業所は、いわきユナイト、加茂農産、ともファーム、ファー

ム白石、ワンダーファーム（五十音順）の５社。青空のもと、

日産いわき工場の従業員に向けて野菜等の食品を販売した。

　利用者からは「特価品は嬉しい。」「ネギがいわきの特産品で

あることを初めて知った。」「コロナ禍に苦しむ地元の事業者を

応援したい。またお願い

したい。」などの声が上

がった。企業への出張マ

ルシェは今後とも継続し

ていく予定。開催料、出店料ともに無料で、出張マルシェ開催可能な企業を

随時募集している。問い合わせは商工会議所企画グループ（☎25-9151）まで。

▶日産自動車いわき工場内での出張マルシェのようす

いわき支えあい▶
マルシェ通販

（インターネット
通販サイト）

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）

TEL 024-963-0242
一般社団法人福島県発明協会

特 許

意 匠

商 標

著作権

AWAY

AWAY

HOME

いわきＦＣ　今後のＪＦＬ試合日程

9.12(日)
15：00KO

9.19(日)
15：00KO

10.3(日)
12：00KO

(東近江市布引運動公園陸上競技場)

MIOびわこ滋賀

(Ｊヴィレッジスタジアム)

Honda FC

(島根県立サッカー場)

松江シティFC
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人生100年時代の資産形成戦略

大 和 証 券

　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22回】大和証券

　皆さんは、資産寿命という言葉を聞いたことが

ありますか？

　資産寿命とは、老後の生活において、これまで

形成してきた資産が尽きてなくなるまでの期間を

指します。退職後の生活をより良くするためには、

生命としての寿命を迎える前に資産寿命が来ない

ようにすることが大切です。人生100年時代とな

り、職を退いた後の人生が長期化している今、資

産をどうコントロールしていくかということは、

より重要になっています。

　そこで、資産寿命を延ばす手段として資産運用

を行うことが重要になります。計画的な運用で資

産形成を図ることができれば、資産寿命を延ばす

ことができ、充実したシニアライフに繋がるので

はないでしょうか。

　そこで、資産運用の前にご自身のライフプラン

を考えてみると良いでしょう。

　ライフプランとは、図表②の様に、今後家族に

起こると思われる出来事や、自分がやりたいと思

うことを想定し、まとめたものです。将来のこと

は分からないと割り切るのではなく、ざっくりと

した予想を立てるだけでも、将来に対する不安が

和らぐ効果があると思われます。

　ライフプランができた方は、その表を見直して

みましょう。すると、出費が多くなる時期や、高

齢になったときの貯蓄額などに不安を覚える方も

いるのではないでしょうか。

　そこで、後々困らないためにも、計画的な資産

形成を図ることが肝要です。図表③にあるよう

に、早く始めれば時間を味方にできるため、プラ

スのリターンを確保できる確率も高くなるでしょ

う。大きな元本がなくとも積立投資であれば始め

るハードルは低いと思います。あわせてNISAや

iDeCo（個人型確定拠出年金）等を活用すれば、

税制面でのメリットも受けることができます。


