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◆訂正とお詫び
ふろんてぃあ10月号９ページの記事「コロナ禍からの回復にチャレンジする企業」の佐々木刃物店に
ついて、出張砥ぎ修理を行っている曜日と場所に誤りがありました。毎月第１土・日曜日は鮮場平店、
第３土・日曜日は鮮場小名浜店ではなく、正しくは毎月第１土・日曜日は鮮場小名浜店、第３土・日曜
日は鮮場平店です。訂正してお詫び申し上げます。

「A
エ ー ル

LE ～いわき笑顔応援プロジェクト～」開催
　いわきの３SC（イオンモール小名

浜・エブリア・ラトブ）が連携し、い

わきを盛り上げる「A
エ ー ル

LE ～いわき笑

顔応援プロジェクト～」が11月19日(金)

から28日(日)の10日間開催される。コ

ロナ禍の自粛生活で失われがちな笑顔

を取り戻し、疲弊した商業を盛り上げ

ることを目的に、３施設が地域や競合

関係の垣根を越え、夢のコラボを実現。

　「A
4

EON」「L
4

ATOV」「E
4

veria」の

頭文字を取り、「ALE（エール）」と

名付けられた同プロジェクトでは、期

間中にさまざまな企画を予定しており、

その一つとして、各地区商店街や商業者と連携した『チャレンジショップ』を開催する。期間は第１期と第２

期に分けられ、第１期は11/19（金）～11/21（日）、第２期は11/26（金）～11/28（日）の計６日間。１日あ

たり2,000円で各SCへの出店が可能で、出店料は同期間中に集められる募金とともにいわき市へコロナ対策

費として寄付される。

　プロジェクトや出店に関するお問い合わせは、当所企画グループ（☎0246-25-9151）まで。

小名浜デイクルーズで企業向け「特別優待券」販売
　アクアマリンパークの観光の目玉として期待の大きい地域貢献というミッションのもと、海上観光遊覧船「サ

ンシャイン　シーガル」を運行する小名浜デイクルーズ（村田裕之代表取締役）は、企業向け「特別優待券」

の販売を開始した。

　優待券は50枚つづりで大人・シニア・学生共通のチケットとなる。価格は50,000円（税込・50枚）となって

いる。通常大人１名の料金が1,500円（税込）であることから、１名あたり500円安く提供する。またチケット

の提示により、１枚につき３枚まで優待価格で小学生のお子様チケットを購入できる。

　海上観光遊覧船「サンシャイン　シーガル」は４月、就航式典を行い一般就航を開始した。コロナ禍のなか

８月末まで延べ約８千人が利用している。シー

ガルの船内では高級感に溢れる空間を満喫で

き、デッキでは小名浜港の様々な景色を楽し

めるほか、カモメと触れ合うこともできる。

　村田社長らは９月、いわき商工会議所を訪

問し、優待券販売をPRした。村田社長は「い

わき小名浜の魅力を発信し、小名浜を盛り上

げたい。いわきの法人様にも応援していただ

きたい」と話した。優待券の詳細や購入は

同社事務局（☎0246-38-4197）まで。
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　10月21日、おもてなしうおしんにて、民間経済団体

による「国道６号林城・飯田交差点間」の交通円滑化

を促進する会（以下、同団体）設立総会が開催された。

　同団体は、本市の幹線道路である国道６号常磐バイ

パスにおいて慢性的な交通渋滞や交通事故の発生ポイ

ントとなっている小名浜地区の林城交差点、鹿島地区

の飯田交差点の区間の交通円滑化について、整備促進

を国などの関係機関に働きかけていくことを目的に、

小野栄重いわき商工会議所会頭、高橋孝光いわき地区

商工会連絡協議会会長の両名が発起人となり、経済、

物流、医療など全27団体が会員となり設立された。

　発起人代表挨拶で小野会頭は「林城・飯田交差点間の渋滞は、物流など地域の経済活動を停滞させているだ

けでなく、交通事故の発生や緊急車両の通行の妨げの要因となっている」と整備の必要性について訴え、「整

備促進には、国などに地元の熱意を伝えていくことが非常に重要」と述べた。

　また、総会の中で、会長として小野会頭、副会長として高橋会長、佐々木貢一ネーブルシティかしま会長、

佐藤君榮いわき商工会議所副会頭、大橋錦一いわき商工会議所小名浜地区委員会委員長がそれぞれ選出された。

　総会の最後に入谷貴也磐城国道事務所長による講話があり、林城・飯田交差点において追突事故の割合が高

いことや緊急車両の遅れによる生存リスクの低下など現状の課題について言及したほか、立体化により渋滞が

緩和された国道13号大野目交差点（山形県山形市）の事例を紹介。会員は熱心に耳を傾けていた。

　講話終了後には「当該交差点は小中学生の通学路になっている。地域住民の安全面も踏まえて整備を進めて

ほしい」との会員からの声に対し、入谷所長が「安全面も含め対応を考えていきたい」と答えるなど意見が交

わされた。

　同団体は今後、国などへ整備促進に係る要望活動を実施する。

小名浜平線
（鹿島海道）

① ②

②飯田交差点付近
（平面交差）

①林城交差点付近
（平面交差）

至仙台

至日立

至日立

至仙台

至仙台

林城～飯田交差点間の渋滞状況

●慢性的な交通渋滞の緩和（解消）や交通事故の減少（市民生活の安全性）
●通勤・通学の円滑化（市民生活の利便性）
●運送・流通の利便性向上による様々な商業・工業等との連携や取引拡大による新たな企業連携（経済の活性化）
●平時・有事（災害時）を問わない安定的な輸送を確保（物流の効率化）
●円滑な救急医療活動（第３次救急医療機関であるいわき市医療センター等への搬送）

主要幹線道路としての機能強化が必要（交差点改良）

期待される
主な効果

慢性的な
交通渋滞や
交通事故が
発生

信号規制
飯田

信号規制
林城

10
21 国道６号常磐バイパス交通円滑化に向け国道６号常磐バイパス交通円滑化に向け

民 間 団 体 設 立民 間 団 体 設 立
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経営支援の経営支援の
ページページ

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 ～11/30（火）

＊９/１～９/30の期間、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のある飲食店。令和３年９月１日～９月30日

(延長期間)の全ての期間、営業時間を短縮・休業、終日酒類・カラオケ

提供を自粛、時短営業案内を提示していること�等。

【交付金額】　�３万円/日～20万円/日�※前年又は前々年の飲食部門の売上/日より算出。

【問合わせ】　福島県協力金コールセンター　☎024-521-8575（毎日９:30～17:30）

福島県大規模施設等協力金（いわき市版） 申請受付 ～11/30（火）

＊８/８～９/30の期間、時短要請に応じた1,000㎡超の特定大規模施設運営・テナント事業者へ協力金

【交付対象】

　�本来営業時間が20時以降の時間帯を含む1,000㎡以上の特定大規模施設・��

イベント関連施設。商業施設(ショッピングセンター、ホームセンター等)、�

映画館、遊技場、劇場、集会・展示施設、運動施設、ホテル（集会用部分）

など

【交付金額】　※算定詳細は、申請要領を確認下さい。

　(特定大規模施設)�自己利用部分面積単位数×20万円×時短要請で短縮の営業時間/本来営業時間

　(テナント事業者)テナント店舗面積単位数×２万円×時短要請で短縮の営業時間/本来営業時間

【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）

月次支援金（経済産業省）９月分 申請受付 ～11/30（火）

＊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

【交付対象】

　�次の①②を満たす事業者。①緊急事態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、②同措置が

実施された月売上が2019年又は2020年と比べて50％以上減少している�等。

【交付金額】　中小法人�上限20万円　個人事業者�上限10万円

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

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】

　市内の店舗等を有し、事業を継続する事業者で、次の要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、飛沫感染防止対策が

必須となる箇所全てにパーテーションを設置する(している)、いわき市安

心コロナお知らせシステム加盟店である、市税を滞納していないこと�等。

　※他補助金等の対象となる取組と重複不可。

【交付金額】　１～20卓�10万円　�21～40卓�20万円　�41卓以上�30万円
　　　　　　※感染防止対策施工例に基づく卓数に応じて金額が変わります。

【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。

ＱＲ確認

ＱＲ確認

ＱＲ確認

ＱＲ確認

飲食業等における 新型コロナ支援金情報
※忘れず申請しましょう※



コロナ禍に負けない

2021.11
5

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

　先月号では、事業継続力強化計画の概要と認定を受けるメリットを解説しました。今月号

からは、中小企業庁が公開している「事業継続力強化計画策定の手引き」からポイントを抜

粋しながら、制度活用の流れから計画策定、記載方法などを簡単にご紹介いたします。

いわき商工会議所�中小企業相談所　☎0246-25-9152

NEXT　いよいよ計画策定　５つの検討ステップ　　

制度活用の流れ（準備～認定～実施）

１．制度の利用を検討／事前確認・準備
　　�金融支援、税制優遇を受ける場合には、関係機関（日本政策金融公庫や税務署等）に対し、

適用対象者の要件や手続き等を事前に確認することをお勧めします。

２．事業継続力強化計画の策定
　　①「単独型」「連携型」のどちらを提出するのかご判断いただきます。

　　　※�グループ会社等複数で申請する場合は、「連携型」となります。ただし自社以外の連携者が全

て中小企業者以外の場合は「単独型」となります。

　　②�「基本指針」および「作成指針」を踏まえて、「事業継続力強化計画策定の手引き」を

参照しながら計画を作成してください。

　

３．事業継続力強化計画の申請・認定
　　①東北経済産業局長宛て（福島県内所在の場合）に必要書類を提出します。

　　②�認定を受けた場合、東北経済産業局から認定通知書と計画申請書の写しが交付されま

す。（申請から認定まで�約45日�かかります。）

　　　※�認定を受けた事業者については、中小企業庁のＨＰに事業者名等が公表されますので、ご了

承ください。

�

４. 事業継続力強化計画の開始／取組みの実施
　　金融支援・税制優遇等を受け、事業継続力強化計画の取組みを実行

出典：「事業継続力強化計画策定の手引き」
　　　中小企業庁/中小機構
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会員のチカラ 会員のチカラ 第59番目第59番目

株式会社株式会社

東日本建設東日本建設
コンサルタントコンサルタント
　植田町にある「株式会社東日本建設コンサルタント」は1966年９月創業。本年創

立55周年を迎えた。調査、測量、設計、施工後のメンテナンスを行う建設コンサル

タント会社であり、特に海の測量に関しては高い技術を保有する。現在、木町元康

社長のもと、「地域の信頼に応える企業」を目指し、日々の業務に励む。

自然災害における対応自然災害における対応
　2011年(平成23年)の東日本大震災は、市内の港や海岸に大きなダメージを与えた。

同社は約60㎞の海岸堤防や港湾防波堤等の被害調査や復旧に向けた設計を昼夜兼行

で行い、社会資本の復旧に取り組んだ。また、ガソリンや緊急物資輸送の船舶受入

れに向け、約14㎞に及ぶ船舶係留施設の調査・設計に会社一丸で取組み、住民への

物資受入れとともに復興に大きく貢献した。

　木町社長は「公共事業費の縮減やDX・担

い手不足など建設業界を取り巻く環境は厳しいものがあるが、東日本大震

災や東日本台風など災害が大規模化・頻発化する中、我が社を含めた業界

全体が地域の守り手とならなければならない」と決意を新たにする。

積極的な新技術の導入積極的な新技術の導入　

　高い技術力の背景には、UAVレーザスキャナやマルチビーム測深機など

の新しい技術・設備の導入がある。2016年にマルチビーム測深機を活用して、

自社技術の検証を兼ね、秋元湖（北塩原村、猪苗代町）の深浅測量を自主

的に実施した。その結果、1888年磐梯山の噴火により水没してしまった集

落跡をしっかり確認することができた。

外国人を初採用外国人を初採用
　昨年３月に外国人を初めて採用。ミャンマーの技術大学を卒業した学生

１人を木町社長自らミャンマーに出向き採用した。木町社長は「非常に意

欲があり、他の社員にも良い刺激となっている。日本人は謙虚すぎる部分

があるが、彼は自分に自信をもって仕事をするのが印象的だ。10年間は自

社でしっかり学んでもらい、帰国後は母国に貢献してもらいたい」と話す。

「ミャンマーには日本に来たいという優秀な人材がたくさんいるので、コロ

ナウイルスが収束した暁には、また自ら出向いてリクルートしたい」と外

国人採用への意欲を示している。

　このほか同社は、勿来海岸での清掃活動や各種イベントへの参加など地

域への貢献も欠かさない。今後も地域に根差す企業として、時代のニーズ

に応えるためこれまで培ってきた経験や技術力を基に、積極的に新しい技

術を取り入れることで、更なる品質の向上に努める。

■株式会社 東日本建設コンサルタント
〒974-8261�いわき市植田町林内26-5　／　☎0246-63-6063　／　http://hnsv.co.jp/

木町元康代表取締役

マルチビーム深浅測量風景（小名浜港にて）

秋元湖マルチビーム測深図

外国人社員の作業風景
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いわき商工会議所　経営指導員のページ

第５回

　勿来支所・法定経営指導員　中 野 公 記
　会員の皆さま、こんにちは。今年度、４月より勿来支所に勤務しております。

15年ぶりの勿来支所勤務となりました。支所の周りの風景もだいぶ様変わりし

たように感じます。勿来エリアは平方面から６号バイパスを南下してきますと暖

かい日差しに映える山の稜線と岩間海岸の砂浜の光、真横に常磐共同火力勿来発

電所の煙突、少し先に見える錦地区の工場群に迫力と美しさを感じることができ

る街です。経営指導員として、会員の皆様に寄り添った経営支援と情報提供を行

なっていきたいと思います。

　さて、いわき市では９月末を以ってまん延防止等重点措置が解除されました。しかし市民のワクチン２回目

接種実績は65.8％ (10/14現在)、この数字とともにイベントや会合を実施する雰囲気としてはもう少しなのか

もしれませんが、年末年始に向け職場の仲間や家族、グループでは軽い飲み会や食事会の話題がそろそろ出て

きているのでは…!?　長かった約一年半、早く街なかに賑わいが戻ってほしいものです…(涙)

　これまで商工会議所では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小・個人事業者へ向けて、様々な支

援施策や助成金、補助金の情報提供を行なってまいりました。

　これまでの支援金や協力金は、一時金であり保守的なものと考えるならば、これから先を見越した資金繰り

策として『マル経融資制度(小規模事業者改善資金融資制度)』があるのをご存じですか？この制度は「商工会

議所会員であること」が前提なので会員の大きなメリットであります(現在の金利、詳細は別記参照)。昨年の

コロナ禍の時期から融資相談が増えており、「新型コロナ対策マル経」が適用となると３年間実質無利子での

融資が可能になります。

　ここで、私が担当したある飲食店さんの利用例を紹介します。

　コロナ禍での来客減、時短要請とともに酒類の提供もＮＧになり、夜の営業を諦め、お昼ランチメニューの

みの営業としました。それでも家賃や店舗維持費、光熱費などの固定費は毎月発生してしまいます。さらに気

の利いた女性パートさんを２名雇用しており(辞めてもらっては困る)、テイクアウトの配達をサポートしても

らい、なんとか支援金や雇調金で乗り切ってきました。「さあこれから夜の営業再開」という時期、食材やド

リンク類の仕入のため、運転資金としてマル経資金を申込み、営業準備に備えています。

　この制度の良いところは、申込者が会員様であるという『顔』が見えるため、代表者の方と経営指導員が事

業所の強みや財務状況などをヒアリングし合いながら無担保・無保証で日本政策金融公庫に推薦できるところ

です。

　これから年末、来年を見据え、積極的で賢い資金繰り方策として、ぜひ利用を検討してみてはいかがでしょ

うか。

　なお、経営相談についてどんなお悩みでも構いません。本所・各支所の経営指導員までお気軽にお問い合せ

ください！

マル経融資の特徴　①無担保・無保証　②低金利　③簡単迅速

融資利率　【一般枠】1.21％　【コロナマル経】0.31％　（Ｒ３年10月１日現在）

※マル経融資についての詳しい説明は、今月号の折込チラシをご覧ください

▹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
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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以和貴温泉神社

山 田 屋 醸 造

神 社 紹 介

　常磐湯本にある以和貴温泉神社は、磐城七社の一つ
で市の有形文化財。湯ノ岳を神体山とし、1350年前の
奈良時代に湯ノ岳より湯本に遷座し、江戸時代の1760
年ごろに、現在の場所に再度遷座した。以降湯本町の
鎮守さまとして、広く崇敬を集めている。禰宜の佐波
古正彦さんは、「温
泉の神様で温泉を
神格化している。
全国でも温泉名が
付く神社は珍し
い」と話す。全国
からの旅行客が立
ち寄るという。

店舗・商品紹介

　平久保町にある
山田屋醸造は、明治
26年創業。５代目の
青木貴司さんは、「１
級みそ製造技能士」
の資格を持つ。「自
分自身がとても心配
性なんです」と語る
青木さん。2020年に
クラウドファンディングを活用して誕生した商品『防
災お味噌』は、自身の被災経験をもとに生まれた。
　磐城高校入口から坂道を下ったこの辺り一帯は、令
和元年東日本台風の被害に見舞われた。災害から３日
ほどたつと、お湯を沸かして温かいものを食べる余裕
が生まれる。炊き出しとして味噌をお湯で溶いただけ
のものを振舞ったところ、皆の緊張がほぐれる姿が心

に残った。
　通常の味噌は大豆と米の
割合を10：８で仕込むが、こ
の『防災お味噌』は10：14と
米の割合が多い。お湯に溶い
ただけで充分旨味や満足感
があり、防災備蓄用として、
いつか起こる災害に備えて
ほしいと青木さんは語る。

新型コロナの影響と対策

　昨年４、５月と参拝者が激減した。その後は徐々
に回復している。対策として、手水を止めること
と、鈴を撤去する等、参拝者の安全を考慮した対策
を取っている。

禰　　　宜

　佐波古さんは埼玉県出身。公務員を辞め、2013年
に来市した。「日本三古泉の一つであるいわき湯本
をもっと知ってほしい」
とし「湯本温泉や神社を
通していわきをPRした
い」と様々な取組みを行
う。また「町の人に神社
を使ってほしい」とライ
ブやフリマなどに境内を
提供している。また神社
のライトアップも行って
おり、多くの参拝者を魅
了している。

商工会議所との関わり

　『防災お味噌』は、経営指導員
から熱心に誘われたクラウドファ
ンディングにより誕生した。全国
の味噌愛好家の目にも止まり、北
海道から九州まで、新たな販路開
拓につながった。また、災害時に
は県のグループ補助金を申請。復
旧・再開の支援を受けた。

新型コロナの影響とYouTube配信

　水害時には取引先である飲食店の方が応援に駆け
つけてくれた。その飲食店が、コロナ禍で苦境に立

たされている。あの時の恩返しの
意味を込めて、YouTubeチャン
ネルに動画を投稿。その名も「山
田屋のひとり勝手に酒場放浪記」。
青木さんが店主と語り合いながら
ゆっくりとしたひと時を楽しむ動
画は、現在第４弾まで制作されて
いる。

禰宜の佐波古正彦さん

美しい自然の中に佇む温泉神社

山田屋醸造
福島県いわき市平字久保町24
☎0246-22-3637

以和貴温泉神社
福島県いわき市常磐湯本町三函322
☎0246-42-2007
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経営計画策定セミナー・個別相談会

消費税インボイス制度対策セミナー

10/4

10/22

　ビジネスプラン策定のプロフェッショナル、商工会議所

経営支援担当者の講師として、全国各地で活躍する、㈱プ

ランコンサルティング 代表 中小企業診断士の茂井康宏氏

を講師に招き、小規模事業者を対象にした経営計画策定セ

ミナーを開催しました。ポストコロナを見据えた新事業展

開や新商品開発を検討したい、新規店舗を構えたいなど、

意欲的な経営者約30名が参加し、経営計画の意義、実現性

のある計画策定のノウハウを学びました。

　セミナーに続き、５日間にわたり個別相談会を実施。12

事業者が、具体的な事業展開に向けた計画策定等の指導を

受けました。

　おもてなし うおしんにて、きむらあきらこ税理士

事務所 木村聡子 税理士を講師に招き、消費税イン

ボイス制度対策セミナーを開催しました。経理担当

者など、18事業所約30名が参加しました。インボイ

ス制度に対応した請求書や領収書の変更、書類保存

などの事務作業、免税事業者から購入した商品・サー

ビスの仕入税額控除ができなくなることによる免税

事業者の対応、登録申請など、令和５年10月１日に

導入される「消費税インボイス制度」への対策につ

いて学びました。

▶事業の実現に向け熱心に聴講する参加者

▶木村税理士が制度について丁寧に説明し、参加者は理解を深めた

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）

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

◎国、福島県等の補助金の申請

◎相続財産等の手続き、いわき市への入札手続

無 料 相 談 承っておりま す

伊藤仁平事務所行政書士

いわき市植田町本町三丁目９-１
 0246-63-3518
携帯 090-2605-4949

●東京靴流通センター

朝日生命●

いわき南
警察署●

←勿来

当事務所

小名浜→

●
ヨーク
ベニマル
植田店

全国商工会議所女性会連合会総会(オンライン)開催
　第53回全国商工会議所女性会連合会総会がオンラインにて開催さ
れ、いわき商工会議所女性会から、大和田廣子会長（㈲ナコソ事務機）
をはじめ、総勢８名が参加しました。
　今回予定されていた、東日本大震災から復興10年目の節目となる
全国大会福島大会は、残念ながらコロナ禍の影響で来年へ延期とな
りましたが、今回総会を通してこれまで被災地へいただいた全国各
地からの温かい支援に対し、感謝の思いを伝えることができました。
他地区女性会とのオンライン交流会では、相互の地域の魅力やコロ
ナ禍での取り組みなど、情報交換しました。 ▶来年福島大会に向けていわきをアピール

女性会通信
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TOPIX、30年弱に及ぶ長期上値抵抗線上放れ

野村證券㈱郡山支店いわき営業所

　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24回】野村證券㈱郡山支店いわき営業所

　TOPIX�（東証株価指数）は、９月中旬から

は中国不動産大手の債務問題等が懸念され一

時大幅安となった。しかし、長期月足チャート

上は大きな変化がみられており、押しをこなし

つつ、基調としての上昇は続くと考えられる。

　TOPIXは月足チャート上、30年弱に及ぶ

長期上値抵抗線を形成してきた。同抵抗線は、

1994年高値を起点とし、2000年の IT（情報技

術）バブル崩壊、07年以降の世界金融危機等に

よって何度も上値を抑えられ形成されてきた。

昨年３月の新型コロナショック後の大幅上昇

によって、今年３月には心理的節目の2,000ポ

イント（以下pt）を超え、前述の長期上値抵抗

線上まで上昇した。ただ、その後はデルタ株に

対する懸念もあり、約半年にわたり上値が重い

動きが続いていた。そのため、８月の時点では

長期上値抵抗線上で今回も天井をつける可能

性が否定できない状況であった。

　しかし９月に入り大幅上昇となり、約半年の

上値抵抗線を上放れし、同時に約30年弱に及ぶ

上値抵抗線も上放れした。これらチャート上の

変化を受けて、新たな長期上昇トレンドに入っ

ている可能性が高まったと捉えられる。この先

89年12月高値から12年６月安値までの下落幅

に対する２／３戻し（図中①2,155pt）では止

まらず、先行きは全値戻し（同②2,884pt）に

向けた動きとなると考えられよう。

（岩本　竜太郎）

令和３年10月４日　野村週報　第3779号


