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締切 10/20（水）

お問い合わせ　いわき商工会議所企画Ｇ　☎25-9151

いわき商工会議所の理念！

企 業 と 地 域 の企 業 と 地 域 の
笑 顔 の た め に笑 顔 の た め に

　地方の経済停滞は地方の衰退につながります。

　９月末にいわきの新型コロナ感染症蔓延防止特別措置期間が終了し、ある程度通常の経済活動が

行えるようになりました。

　自粛一辺倒ではなく、「感染拡大防止策を徹底し、経済を回す。事業者、従業員の命と仕事を守る」

が商工会議所の一環した考えです。ワクチン接種の進展や新規感染者の低下を踏まえ、困窮する事

業者への支援拡充はもちろん、需要・消費喚起について、現在、日商を通じて政府へ強く働きかけ

ている所です。国も出口戦略を検討しており、「ワクチン・検査パッケージ」の導入等、段階的に活

動レベルが引き上げられるものと推測されます。

　換気や消毒の徹底、従業員のワクチン接種、県や市の認証制度への登録等、感染防止対策を徹底

する一方、需要・消費喚起策に対応した攻めの姿勢が重要です。そのためのツールとして、各種補

助金や支援策も用意されておりますので、お気軽に何でも相談ください。商工会議所は、Withコ

ロナ時代に向けて、新たな一歩を踏み出す事業者を応援します。

ご相談は、お気軽に

商工会議所へ！

「気軽にご相談を」と呼びかける
富岡誠相談所長㊨と高橋美優経営指導員

「商工会議所に相談してよかった」「商工会議所に相談してよかった」
「商工会議所の会員になっていてよかった」「商工会議所の会員になっていてよかった」

と、会員の皆様に安心していただけるように
これまで以上に「頼られる商工会議所」を
目指し会員の皆様を一生懸命応援します！

With
コロナ時代へ
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「関係ない」「関係ない」と思っていませんか？と思っていませんか？  「消費税「消費税インボイスインボイス制度」制度」
　2023年（令和５年） 10月１日から消費税における「適格請求書等保存方式

（インボイス制度）」が導入されます。

　消費税の納税額は、売上分の消費税額から、仕入や経費分の消費税額を差し引

いて計算します（＝仕入税額控除）。買手がこれまで通り「仕入税額控除」の適

用を受けるためには、取引相手（売手）から「事業者登録番号」が明記されたイ

ンボイスの交付を受ける必要があります。売手である登録事業者は、買手である

取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイスを交付しなければな

りません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

適格請求書（インボイス）とは？
　売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

　具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が

追加されたものです。

●現行の区分記載請求書とインボイスとの記載事項の比較

〈区分記載請求書（現行）〉　～令和５年９月 〈インボイス〉　令和５年10月～

【記載事項】

① 請求書発行事業者の氏名

又は名称

②取引年月日

③ 取引の内容（軽減対象税

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

⑤ 書類の交付を受ける事業

者の氏名又は名称

【記載事項】

区分記載請求書に以下の事

項が追加されたもの

① 登録番号

　《課税事業者のみ登録可》

② 適用税率

③ 税率ごとに区分した消費

税額等

インボイス制度の重要ポイント
年間売上が1,000万円に満たない免税事業者は、インボイスの登録事業者ではありません。しかし、

インボイス制度が始まると「非登録事業者（免税事業者）との取引はやめる！」という買手（課

税事業者）が増えることが予想されます。今後も取引を継続するためには、免税事業者であって

も「あえて課税事業者になる」という選択が必要になるかもしれません。

制度導入までのスケジュール

登録申請書の受付開始 インボイス制度の導入

登録申請書は、
令和３年10月１日
から提出が可能です。

令和５年10月１日から登録を受けるためには、原則として、

令和５年３月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

令和５年10月１日令和５年３月31日令和３年10月１日

インボイス制度に関するお問合せ先

インボイス制度に関する一般的なご相談は、
専用ダイヤルで受け付けております。

【専用ダイヤル】0120-205-553 （無料）
【受付時間】 9:00～17:00（土日祝除く）

詳しくお知りになりたい方は、国税

庁ホームページ（https://www.nta.

go.jp）の「インボイス制度特設サ

イト」をご覧ください。

請 求 書
○○㈱御中

㈱△△

●年■月分

■月▲日　割りばし　　　550円

■月▲日　牛　　肉　※5,400円

　 　 　 　 　 　  …

　　　　　合　　計　 43,600円

(10％対象22,000円）

(８％対象21,600円）

※は軽減税率対象

請 求 書
○○㈱御中

㈱△△（T1234…）

●年■月分

■月▲日　割りばし　　　550円

■月▲日　牛　　肉　※5,400円

　 　 　 　 　 　  …

　　　　　合　　計　 43,600円

10％対象 22,000円 内税 2,000円

８％対象 21,600円 内税 1,600円

※は軽減税率対象

特設サイトへ
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経営支援のページ  経営支援のページ  飲食業及び飲食業に関連する事業者の皆様。忘れず申請して下さい。

飲 食 業
支援金 特集

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・協力金を確認しましょう！

①いわき市における時短要請（飲食店）協力金 申請受付 ～10/29（金）

＊８月８日から９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

　令和３年７月28日（水）より、午後８時～午前５時の間に営業していた、接待を伴う飲食
店、酒類を提供する飲食店の時短協力に対する、「新型コロナ感染症拡大防止協力金(いわき
市時短協力金)」の申請と様式が一緒になっています。この協力金は、「まん延防止等重点措
置 適用前」と表現されており、交付金額は、2.5万円/日～20万円/日で計算されます。

※いわき市における時短要請（飲食店)協力金　延長分 【申請受付10/１以降】
＊９月１日から９月30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

・本措置適用・時短要請が ９/30まで延長されたことに伴う、協力金の 「延長分」です。

　交付対象・主な要件は上記と同じ。いわき市内に対象店舗を有し、飲食店営業許可を受けている飲食店で、令和３年
９月１日午後８時～10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(休業を含
む)、終日酒類提供を自粛することなど、要件としています。（交付金額　３万円/日～20万円/日）

【問合わせ】いわき地区協力金コールセンター　☎024-521-8562（毎日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　11/30 （火）

＊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】

【問合わせ】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）

【情報 ９/22現在※情報は日々更新されます】 申請詳細、併給関係など、福島県・いわき市ＨＰ又はコールセンターでご確認下さい。

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

CHECK!
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経営支援のページ  経営支援のページ  飲食業及び飲食業に関連する事業者の皆様。忘れず申請して下さい。

③売上の減少した中小事業者に対する一時金(県一時金第３弾) 申請受付　11/12 （金）

＊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 30万円　※本措置の延長に伴い交付額が30万円に変更

【主な要件】　◇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・おしぼりなど飲食店へ材料・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）
　　　　　　　 により、令和３年８月又は９月の売上が令和２年又は

令和元年の同月と比べて30％以上減少したこと。
　　　　　　◇本措置の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと。

【問合わせ】福島県一時金コールセンター　☎024-521-8572（毎日９:30～17:30）

④月次支援金（経済産業省） ※８月分・９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

【問合わせ】月次支援金相談窓口　☎0120-211-240（毎日８:30～19:00）

　昼間のみ営業、テ
イクアウト・出前など、
店外飲食専門の飲食
店の場合、一時金に
該当する可能性があ
ります。

中小法人　上限20万円/月　　個人事業者 上限10万円/月

【情報 ９/22現在※情報は日々更新されます】 申請詳細、併給関係など、福島県・いわき市ＨＰ又はコールセンターでご確認下さい。

福島県大規模施設等協力金（いわき市版）　申請受付　10/ １以降

本措置により、令和３年８月８日～９月30日の期間、営業時間の時短要請に応じる 1,000㎡を超える特定大規模施
設運営事業者やテナント事業者に対する協力金（飲食店向け時短協力金対象以外）

【要請対象施設】　本来の営業時間が20時以降の時間帯を含む特定大規模施設・イベント関連施設（1,000㎡超の施設）

▹商業施設（ショッピングセンター、ホームセンター等 ※生活必需物資売場除く）、映画館等、遊技場、屋内運動施設 など
▹劇場等、集会・展示施設、ホテル等（集会用に供する部分）、屋外運動施設、遊技場、博物館等　など

【交付額】  《特定大規模施設事業者向け》
○一日あたり交付額
＝ 大規模施設の自己利用部分面積に係る単位数※ × 20万円 ×「時短要請で短縮され
た営業時間／要請対象日の本来の営業時間」

　(※)1,000㎡を１単位としてカウント、単位未満は切り捨てる。

《テナント事業者向け》
○一日あたり交付額
＝ テナント店舗面積に係る単位数※ × ２万円 × 「時短要請で短縮された営業時間／要請対象日の本来の営業時間」
　(※)100㎡を１単位としてカウント、単位未満は切り捨てる。

支給対象となる10以上のテナント等が存在する場合の事業者等把握管理に係る追加協力金など、各種加算措置があります。

【問合わせ】いわき地区協力金コールセンター　☎024-521-8562（毎日９:00～17:00）

知っておきたい知っておきたい
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いわき商工会議所　経営指導員のページ

第４回

　小名浜支所長・経営指導員　古田部 好弘

　いわき商工会議所小名浜支所の古田部と申します。令和２年度より小

名浜支所勤務となり現在小名浜２年目となります。久しぶりの支所勤務

で会員皆様の経営のお手伝いをさせていただきながら、地域のお祭りや

まちづくりにも携わらせていただけることに年甲斐もなくワクワクして

おります。しかしながら、ご存知のとおり新型コロナ感染拡大の影響に

より、花火大会やイベント等は中止となり、通常期の小名浜支所業務を

残念ながら遂行できていない状況です。コロナの収束と日常が早く戻ることを祈るばかりです。

　さて、私事で恐縮ですが、商工会議所に1994（平成）６年に入所しまして今年で四半世紀超、仕事をさ

せていただいております。これも会員皆様のご指導ご鞭撻があってのことと深く感謝しております。商工

業について何もわからない私に仕組みや流れを教えて下さった会員皆様に育てていただいたという、感謝

の気持ちでいっぱいです。一方、今まで経営支援に携わらせていただき、会員皆様のお役にどれだけ立て

たか不安もありますが、「地域を良くしていきたい」ということを入所当時から信念としており、日々の業

務に取り組んでおります。「商工業は先人たちが努力して築いてきた礎の上に成り立っており、少しずつ積

み上げられ現在まで続いてきている」と今までの業務を通じて実感しており、現在の商工業がしっかりと

した形で継続されていくことがいわきの商工業の未来にとって重要なことだと思います。未来への礎とな

る今を、経営支援という形で微力ながらお手伝いさせていただきたいと考えております。

コロナ禍の中で事業に向き合う‥‥‥

　今、経験したことのない感染症流行の中で、経営や私生活は様々な変化や対応に迫られ、毎日ストレス

だらけだと思います。このような状況下でも事業を継続・発展させていかなくてはいけない事業者・経営

者の皆様のご苦労はいかほどか想像に余りあります。そんな中で少しでも心持ちがやわらげばと思い、有

名なお話をご紹介させていただきたいと思います。とんちで有名な「一休さん」の話です。（ご存知でした

ら読み飛ばして下さい。）

　一休さんは八十七歳という当時としては非常に高齢で亡くなられたのですが、亡くなる直前

に弟子たちに「この先、どうしても困ったとき、苦しいときに開けなさい」と一通の手紙を残

されたそうです。数年後、弟子たちが本当に困り果てその手紙を開けると、中には「心配する

な、大丈夫、なんとかなる」と書かれていたそうです。

▹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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　有名な高僧が残した手紙に期待した弟子たちのポカンとした顔が目に浮かびますね。解釈は人それぞれ

ですが、今なら「思い悩んだところでなるようにしかならない。でも、今できることは取り組んでおこう。」

ぐらいでしょうか。少し無責任な感じもしないでもないですが、高僧が生涯をかけてたどり着いた答えで

すし、これからの長丁場を考えれば気構えはこのくらいでちょうどいいのではないかと思います。

　一休さんの言葉を胸に今できることに取り組む。そのために、どれだけ皆様のお役に立てるのかわかり

ませんが、小名浜支所には自称大変やさしい職員（笑）が私を含め総勢３名おりますので、何でもお気軽

にご連絡いただければと思います。誠心誠意ご対応させていただきます。

☆わたしがおすすめする小名浜の観光名所☆

　さて、突然ですが皆様は小名浜支所管轄地域の、「小名浜・泉」と言

えば頭にまず何が思い浮かびますか？大体、ショッピングモール、水

族館、工場、魚料理、海、港あたりかなと思いますが、私は小名浜港

に埠頭として埋設されている駆逐艦が頭に浮かびます。この時点でこ

の人変わった人だということがバレてしまうかと思いますが、フォロー

する意味でその理由を一応説明させていただきます。現在ウォーター

フロントとしてワイワイ楽しく人が集う地区の埠頭に礎として旧日本

海軍の軍艦が静かに眠っていることを思うと時を超えたロマンと感謝のよ

うな気持ちがわいてくるからです。興味のある方は「いわき・ら・ら・ミュ

ウ」に行くと案内看板がありますので、機会がございましたらお立ちより

ください。ちなみに埋設された駆逐艦は峯風型の「汐風」、「澤風」で同型

艦が全15隻建造されており、戦い抜き、残った５隻のうちの２隻だそうです。

まさに小名浜の守り神のようですね。

（※小名浜のまちづくり団体が地域活

性化の取り組みとして2017年にアニメ

化したりもしてます。）

アニメ「人力戦艦！？汐風澤風」
　小名浜まちづくり市民会議×福島ガイナ（現・ガイナ）の共同制作作品で、

2017年にスタートし、第３作まで制作された小名浜観光PRアニメ。現在、

YouTube等で配信している。

　第２次世界大戦後、小名浜の防波堤として沈められた旧日本海軍の駆逐艦

「汐風」と「澤風」をモチーフにした熱血ロボットアニメーション。汐風と澤風が、

異次元から襲来する敵と戦い、小名浜を守る。

　人気声優の山下誠一郎さんや上坂すみれさんらが出演し、主題歌はBiSHが

担当。小名浜で行われたイベントでは、全国から多くのファンが参加した。

▶小名浜埠頭

▶駆逐艦「汐風」（wikipediaより）

▶©小名浜まちづくり市民会議／ GAINA

▶駆逐艦「澤風」（wikipediaより）

▶駆逐艦「汐風」埋立て位置

埋立て位置
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新 よ ね 旅 館

Hair Garden ROOT

旅 館 概 要

　イオンモールいわき小名浜のほど近く、100年以上の
歴史をもつ老舗旅館「新よね」。小名浜本町で創業し、
約60年前に現在の場所に移転。以来、再開発が進むこ
の地で町の移り変わりを見
守ってきた。
　館内には、開放的な気分
が味わえる岩風呂の大浴場
と、お子様連れにも好評と
いう魚の映像が流れるユ
ニークな中浴場の２種類の
お風呂、約70坪の日本庭園や全国的にも珍しい能舞台
などがあり、訪れたお客様を楽しませている。
　いわき・ら・ら・ミュウやアクアマリンふくしまな
どがすぐ近くにあるという好ロケーションで、観光客
も数多く訪れる。口コミで評判が広まり、釣りやサー
フィン、バイクでのツーリングなどのためにいわきを
訪れ、宿泊するお客様も増えたという。
　近年、観光客が団体客から少人数のファミリー層や

サロン紹介

　旧国道６号沿い、
泉町滝尻にある美容
室「Hair Garden 
ROOT」は根本昭幸
オーナーが2014年に
開業。使用する薬剤
のすべてを髪や肌、
環境に優しいオーガ
ニックにこだわり、
大人から小さなお子
様まで高品質かつ安心、安全に配慮した施術を受けら
れる。また、介護施設や病院、自宅への訪問美容サー
ビスも行っており、店舗と同じカットやパーマ、カラー
などのサービスを提供している。
　2017年には２号店にあたる「HAIR REVISTA」を
オープン。こちらは、いわき市内で取り扱いが当店だ
けの最新プレミアムトリートメントを導入するなど常

に最新の技術を取り入れ
ている。店長の大谷拓マ
ネージャーは、全国で18
人しか出場できないヘア
デザインコンテスト（11
月開催予定）の出場者に
選ばれるなどスタッフの
技術力も高い。

グループに変化してきたこと
や、ビジネス客による個室利用
の需要が高まっていることか
ら、個室や少人数に対応した客
室を増やすため、現在、４棟の
うち１棟を改修中。テーブルや
椅子など、仕事がしやすい環境
を整え、ワーケーションなどの
利用にも対応していく考えだ。

新型コロナの影響と対策

　観光客が大きく落ち込み、また、出張など人の移
動が制限されたことでビジネス客も減少。前述した
とおり、ワーケーションなどコロナ禍で広がりを見
せる新たな働き方にも対応するほか、移動可能な
パーテーションを導入し、大広間の食事スペースを
小グループ用としても活用できるようにする。

商工会議所との関わり

　小規模事業者持続化補助金（コロナ型）をはじめ
とする各補助金の申請の際に事業計画の策定などの
支援を実施。補助金を活用し、新たな調理器具やパー
テーションを導入し、コロナ後を見据えた取り組み
を進めている。

新型コロナの対策

　消毒液の設置、店舗内の消毒、定期的な換気、ス
タッフの体調管理の徹底などのほか、紙媒体の雑誌
を廃止し、消毒が可能なタブレット端末を導入。
　また、昨年から個室を
導入。接触の機会を減ら
すだけでなく、お子様連
れでも周りを気にせず施
術を受けられると家族連
れのお客様からも好評を
得ている。

代　表　者

　「楽しむ」ことが経営理念。「何よ
りも、お客様に喜んでいただけるこ
とが自分やスタッフの楽しみにつな
がる」と根本オーナー。
　10名以上のスタッフを抱え、技術
面の育成だけでなく、働きやすい職
場環境づくりも進めている。

新よね旅館
福島県いわき市小名浜沖見21－１/☎0246-92-3108

Hair Garden ROOT　☎0246-88-8739
福島県いわき市泉町滝尻字神力前46

HAIR REVISTA　☎0246-85-5446
福島県いわき市泉町滝尻字御前田４－１

鈴木翼副支配人
リニューアル工事中の建屋（写真右）
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佐 々木刃 物 店

みやび 整 骨 院

店 舗 概 要

　昭和元年創業の
佐々木刃物店は、
平三町目にお店を
構える老舗の金物
店だ。生活に必要
不可欠な包丁をは
じめ、園芸用のナ
タや剪定ばさみ、
爪切りなどの販
売、メンテナンス
を行っている。特
に、包丁の販売と砥ぎ修理には
力を入れており、飲食店の板前
や主婦を中心に高い信頼を得て
いる。高い技術力の要因は、刃
物の名店「日本橋木屋」での修
業が活きており、同店の刃物の
販売を市内で唯一行っている。

　砥ぎ修理は出張でも行ってお
り、店主のご子息である佐々木
崇志さんは、毎月第一土・日曜
日は鮮場やっちゃば平店、第三
土・日曜日は鮮場小名浜店のほ
か、不定期ではあるがマルト各
店でも修理を行っている。

施 設 概 要

　国道６号線、錦町作
鞍交差点を300ｍほど
西に進んだところに、
みやび整骨院はある。
同院の渡辺悠也代表
は、国家資格である柔
道整復士の資格を取得
後、10年以上関東で腕
を磨き、2020年４月に
錦町に開院した。折し
も新型コロナの感染拡
大が始まり、最初の緊急事態宣言が出された時期と重
なった。オープンから半年間は厳しい状況が続いたが、
一人ひとりと向き合う丁寧な施術が口コミとして広が
り、年明け以降は順調にリピーターを増やしている。
　プロボクサーのライセンスも持つ渡辺代表は、いわ
きでは珍しい温熱機器「ラジオスティム」をいち早く

導入した。高周波によって身体の
深部までほぐす同器具はメジャー
リーガーも使用しており、整体技術
と組み合わせることで、より高い効
果を生み出す。みやび整骨院では、
スポーツ診療を目的とした患者だ
けではなく、頭痛や腰痛を抱える10
～50代の働き盛りの患者も多い。

代　表　者

　「今後もマイペースで頑張りたい」と語る店主の
佐々木文弘さん。温かい人柄と、不変で確かな技術
で、いわきの刃物界を牽引していく。

商工会議所との関わり

　昨年、「企業ひと技応援ファンド」の参加店で目
標達成に向けて支援を行った。併せて、いわき市
平商店会連合会及び同会主催事業である一店逸品
（たいらの逸品・お店回りツアー等）の運営を行っ
ている。

サービス料金

●砥ぎ代　家庭用包丁
　1,000円～

●裁ちばさみ
　1,600円～

※ 大きさ・形状・状態
により金額は変わり
ます。

新型コロナの対策

　感染対策には特に気をつけてお
り、患者同士が密にならないよう、
予約を優先している。また、検温、
手指のアルコール消毒はもちろ
ん、ベッドの消毒は、次の患者を
待たせてでも施術ごとに隅々まで
行っている。

人とのつながりを大切に

　入口すぐの待合室には、「持ち帰り自由」の手作
りティッシュケースが置いてある。患者の一人が提
供したもので、今までに200個以上配布された。
　「患者さんの“良くなったよ”の言葉が何より嬉

しい」と語る渡辺代表。整骨
院を訪れる人は、それぞれ症
状も原因も様々。人とのつな
がりを大切に、一人ひとりの
話に耳をかたむけ、日々丁寧
な施術を心掛けている。

佐々木刃物店
福島県いわき市平三町目20-８
☎0246-25-2941
ＨＰ　https://www.sasaki-knifeshop.com/

みやび整骨院
福島県いわき市錦町竹ノ花
36番１
☎0246-84-5746

店主の佐々木文弘さん（右）と息子の崇志さん（左）

ラジオスティム
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リップコーヒーはふるさと納税の返礼品にも選ばれた。

自動販売機に『文房具』と『くもり止め』自動販売機に『文房具』と『くもり止め』
　昨年秋、店先にユニークな自動販売機を設置した。「自分の代わりに24時間働いてもらっ

ている」という自動販売機には、コーヒーのほか、地元企業の文房具店パピルス（常磐）の『お

すすめペンセット』や大平眼鏡店（平）の『くもり止めクロス』が並ぶ。その反対に、常

磐のパピルスでは、同社をイメージしたぼうしコーヒー特製の

ドリップコーヒーが販売されている。

　異業種の事業者との出会いは、商工会議所が主催した「創業

スクール」がきっかけとなった。また、今年度は「小規模事業

者補助金（コロナ型）」の採択を受け、パーテーションの導入や

テイクアウト利用促進のための庇
ひさし

を取り付けた。店内に設置さ

れた消毒液のディスペンサーは、同じく地元企業の赤井製作所

に依頼し、オーダーメイドで製作された。

今こそ魅力ある地元の店に訪れてほしい今こそ魅力ある地元の店に訪れてほしい
　常に遊び心を忘れない一方で、「全国区で勝負でき

る味」を目指す同店のファンは、県外にも多い。オン

ライン販売も好調だが、県外のファンに向けては「今はそれぞれの地元のコー

ヒー屋を利用してほしい」と坪井代表は言う。コロナ禍で県を跨いだ移動が制

限される今こそ、見過ごされていた地元の商店に目を向けてほしいと願う。

　オンラインよりもオフラインの機会を大切に考えている坪井代表は、定期的

にコーヒーイベントも主催している。現在も感染対策を考慮したイベントを計

画中だ。地元の仲間と語り合い、地元を盛り上げる方策を、日々楽しみながら

模索している。

会員のチカラ 会員のチカラ 第58番目第58番目

珈琲焙煎所 珈琲焙煎所 ぼうしぼうし
（ぼうしコーヒー）（ぼうしコーヒー）

植田のコーヒースタンド植田のコーヒースタンド
　ＪＲ植田駅の目の前にあるコーヒースタンド「珈琲焙煎所ぼうし（ぼうしコーヒー）」は、

2016年12月にオープン。自家焙煎コーヒー豆の販売と、注文を受けてから目の前で丁寧に

抽出するコーヒーが人気で、都会的な内装の店内は、隠れ家のような落ち着いた雰囲気だ。

　幼い頃からコーヒー好きだったという坪井敦代表。いちばん古い記憶は３歳の時、コー

ヒーを注文して周りの大人を驚かせたという。サラリーマン時代には、忙しい朝にコーヒー

を淹れる15分が癒しの時間だった。コーヒーの淹れ方については独学だが、全国でも500

名程しかいない「アドバンスド・コーヒー・マイスター」の資格を持ち、オリジナルのド

■珈琲焙煎所　ぼうし
（ぼうしコーヒー）
〒974-8261
いわき市植田町中央一丁目16－４
☎0246-88-9388
https://bo-shicoffee.com/

気さくな坪井代表に相談すれば、
好みのコーヒーを提案してもらえる

坪井敦代表

オーダーメイドのディスペンサー

お す す め 商 品

Latte Base（ラテベース）

1,300円(税込)

贈り物にも最適な、牛乳と割るだけ
で簡単にカフェラテを作ることがで
きるラテベース。

▲ �パピルスで販売
中 の 特 製 コ ー
ヒー

▲�ユニークな
自動販売機
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中小企業・小規模事業者向けのBCP（事業継続計画）中小企業・小規模事業者向けの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。

　先月号では制度概要と制度利用のポイントをお伝えしました。今月号では、認定を受ける

メリットを解説します。

いわき商工会議所 中小企業相談所　☎0246-25-9152

①金融支援
 日本政策金融公庫の低利融資、信用保証の別枠など、計画の取組みに関する資金調達に

ついて支援を受けることができます。

②税制優遇

 認定計画に従って、認定を受けた日から同日以後１年を経過する日までの間に取得等を

した対象設備について、取得価額の20％の特別償却を受けることができます。

③予算措置
 計画認定を受けた事業者は、ものづくり補助金等の一部の補助金において、審査の際に

加点を受けられます。

認定を受けるメリット

▹ 低利融資、信用保証枠の拡大

等の金融支援

▹ 防災・減災設備に対する税制

措置

▹ 認定事業者に対する補助金に

おける優先採択

本制度を踏まえ、取組みが

期待される

中小企業を取り巻く関係者

▹商工団体

▹ サプライチェーンの親事業者

▹金融機関

▹損害保険会社

▹地方自治体　等

支援措置

認 定申 請

協 力

国（経済産業大臣）

中小企業者等（中小企業・小規模事業者）

事 業 継 続 力 強 化 計 画事 業 継 続 力 強 化 計 画
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中小企業における人手不足の現状とＩＴ導入について

大 東 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。
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23回】大東銀行

生産年齢人口の変化
・ 日本の生産年齢人口（15～64歳）は、1995年の約8,700万
人をピークに減少に転じています。2060年には約4,800万
人と、ピーク時の約55％まで減少すると推計されています。

中小企業におけるＩＴ導入の関心度
・ 中小企業においてＩＴ導入を「実施している、または検討中」

と回答した企業は全体の60％となっており、何らかの形で
ＩＴ導入に関心があることが分かります。

求人数と就職希望者数の推移
・ 従業員299人以下の企業において、求人倍率は約３～４倍
で推移してきましたが、足元では上昇傾向にあり、2018年
度以降大きく跳ね上がっています。

ＩＴ導入のきっかけ
・ 生産性向上をきっかけとしたＩＴ導入が45％と最も比率が
高くなっています。

・次に人手不足によるものが多くなっています。

人手不足の現状

ＩＴ導入について
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大卒予定者求人数・就業希望者数の推移

求人数【万人】 就職希望者数【万人】 求人倍率【倍】
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無回答

その他

公的支援機関から
提案を受けたこと

ＩＴに詳しい人材が入社したこと

他社に比べて自社のＩＴ活用
の遅れに気付いたこと

取引先やＩＴ業者から
提案を受けたこと

人手が不足してきたこと

生産性向上の機運が
高まってきたこと

ＩＴ導入のきっかけ

資料：総務省「国勢調査」、総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」

資料：商工中金「中小企業のＩＴ導入、活用状況に関する調査」

資料：(株)リクルートワークス研究所「ワークス大卒求人倍率調査」

資料：中小機構「ＩＴ導入に関するアンケート調査報告書」

▶ 人口が減少していく中、従業員数を増やしていくことは困難になってきています。

▶ 現在の従業員数を維持もしくは減らしても、生産性を向上できる経営が求められてきています。

▶ また、従業員数の不足感を埋めるための経営の変化も求められてきています。

▶ ＩＴ導入の関心度は高く、多くの企業が生産性向上や業務効率化をＩＴ導入により解決しようと考えています。

▶ また、コロナの影響をきっかけにＩＴ導入を検討する企業も増えてきております。

企業におけるＩＴ化、ＤＸ化という言葉は日常的に使われるようになってきており、企業の規模に関係なく、また全国
的に経営戦略として取り入れている企業が増えてきております。
大東銀行もそういったお取引先の経営戦略を支援する活動を行っていますのでお気軽にご相談ください。
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アクサ生命保険株式会社
いわき中央営業所　ＴＥＬ: 0246-22-5447
〒970-8026  いわき市平田町120　いわき駅前再開発ビル「ラトブ」6F
い わ き浜 営 業 所　ＴＥＬ : 0246-54-3785
〒971-8162  いわき市小名浜花畑町11-3　カネマンビル2F

いわき商工会議所創業スクール20219/7～30
　商工会議所創業スクールを開講しました。いわき市内で創業予定、創業間

もない方々、男女18名がオンライン受講しました。９月７日～９月30日の

期間、全７回、中小企業診断士 奥瀬 円 氏をメイン講師に、経営に関する

知識や事業計画策定のノウハウを学びました。

また、当スクールを卒業した創業実践者の講

話、日本政策金融公庫 融資課長 武田純知 氏、

㈱BP-Partner 代表 深谷行弘 氏、社会保険労務

士法人イースト 代表 東孝俊 氏、いわき市商業

労政課長 荒木学 氏の４名の専門講師を招き、

創業計画と融資制度、アントレプレナーの能力・

スキル、モチベーションを支える心の自己コン

トロール、人事労務の知識など、創業をとりま

く幅広い知識の習得を図りました。当所では引

き続き、創業者の支援に取り組んでいきます。 ▶オンライン受講　経営者に必要な知識、心構えの習得

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

いわき商工会議所会報「ふろんてぃあ」は
市内企業･団体約3,800社に読まれております。

広告募集中
いわき商工会議所 企画グループ ☎25-9151

お問い合わせ


