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　新型コロナ感染症拡大に伴う自粛等で疲弊したい　新型コロナ感染症拡大に伴う自粛等で疲弊したい
わき市や経済を元気づけようと、イオンモールいわわき市や経済を元気づけようと、イオンモールいわ
き小名浜、鹿島ショッピングセンター、ラトブコーき小名浜、鹿島ショッピングセンター、ラトブコー
ポレーションが初めてコラボしたポレーションが初めてコラボした「いわきALE 「いわきALE 
笑顔応援プロジェクト」笑顔応援プロジェクト」が11月19日、始動した。が11月19日、始動した。
ALE（エール）はイオン（AEON）、ラトブ（LATOV）、ALE（エール）はイオン（AEON）、ラトブ（LATOV）、
エブリア（Everia）の頭文字をとり名付けた。エブリア（Everia）の頭文字をとり名付けた。
　プロジェクトは長期的に展開予定で、商業や商店　プロジェクトは長期的に展開予定で、商業や商店
街、文化・芸術、スポーツ分野で連携を図り、さま街、文化・芸術、スポーツ分野で連携を図り、さま
ざまな事業を展開する。11月19日から10日間、第ざまな事業を展開する。11月19日から10日間、第
１弾事業を開催し、3SC（ショッピング・センター）１弾事業を開催し、3SC（ショッピング・センター）
でさまざまな取組みを行った。でさまざまな取組みを行った。
　高校生フラダンス披露会では多くの客が来場、高　高校生フラダンス披露会では多くの客が来場、高
校生のフラガールが感極まり涙ぐむ場面もあった。校生のフラガールが感極まり涙ぐむ場面もあった。
　大抽選会では３SC合計で3628枚の応募があり、　大抽選会では３SC合計で3628枚の応募があり、
11月29日に３SCの社長らが抽選した。11月29日に３SCの社長らが抽選した。
　事業内容を写真で紹介する。　事業内容を写真で紹介する。

いわきALE 笑顔応援プロジェクトいわきALE 笑顔応援プロジェクト
第 １ 弾 事 業 開 催第 １ 弾 事 業 開 催

市内高校のフラ部の学生が来場者を魅了した
「高校生フラダンス披露会」

（好間高校・ラトブ）

ポレポレシネマズで開かれた
『フラ・フラダンス』試写会でのPRを実施

イオンモールでのフラダンス披露会には
多くの来場者がつめかけた

（平商業高校・イオンモール）

Nintendo Switchや三万円商品券等の豪華景品が
当たる抽選会の抽選を行う３SCの社長たち

（いわき商工会議所）

市内の事業者がイオンモール等で出店した
「笑顔応援マルシェ」（写真はイオンモール）
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栄えあるご受賞おめでとうございます

令和３年度　優良会員事業所・永年勤続優良従業員表彰

39名が表彰

　11月22日（月）、おもてなしうおしんにおいて、令

和３年度の優良会員事業所・永年勤続優良従業員の

表彰式が行われました。地域の発展に貢献する永年

勤続優良従業員39名を表彰。この度の功績に対し、

心よりお祝い申し上げますとともに、長きに亘り第

一線でご活躍されましたことに敬意を表します。

　今後益々のご健勝と活躍をお祈りいたします。

●●日本商工会議所表彰日本商工会議所表彰(勤続30年以上)(勤続30年以上)

根本　和彦（嵐電気工事株式会社）

緑川　広美（磐城通運株式会社）

高橋由美子（北関東空調工業株式会社）

鈴木　幸夫（北関東空調工業株式会社）

渡部　武幸（新常磐交通株式会社）

山本　未代（新常磐交通株式会社）

鈴木　　穣（株式会社久工業所）

小野　　治（株式会社久工業所）

小川　泰弘（株式会社福島ときわ）

高村　　健（福島臨海鉄道株式会社）

大和田　忍（福島臨海鉄道株式会社）

吉田二児男（福島臨海鉄道株式会社）

鈴木　広美（福島臨海鉄道株式会社）

大内　啓至（八幡印刷株式会社）

●●東北六県商工会議所連合会表彰東北六県商工会議所連合会表彰(勤続20年以上)(勤続20年以上)

鈴木かおり（株式会社いわき市観光物産センター）

中野　　学（磐城通運株式会社）

藤内　千尋（株式会社かみや）

蛭田　美和（株式会社かみや）

日渡　正行（新常磐交通株式会社）

渡邉　洋子（新常磐交通株式会社）

雨宮　光寿（株式会社福島ときわ）

渡辺奈美子（株式会社福島ときわ）

鯨岡　　健（八幡印刷株式会社）

山田　将与（株式会社渡辺組）

●●いわき商工会議所表彰いわき商工会議所表彰(勤続10年以上)(勤続10年以上)　

大平　　香（嵐電気工事株式会社）

篠崎　瑞希（株式会社菊屋）

猪狩亜沙美（株式会社菊屋）

遠藤　弘子（株式会社菊屋）

瀬谷　英信（新常磐交通株式会社）

平山　浩一（新常磐交通株式会社）

佐藤　理恵（新常磐交通株式会社）

柏山　典子（新常磐交通株式会社）

片寄みち子（新常磐交通株式会社）

石山　明子（新常磐交通株式会社）

坪内　　覚（有限会社中瀬産業）

菅野　　誠（株式会社本間機械工作所）

近藤　浩三（八幡印刷株式会社）

北原　美波（八幡印刷株式会社）

宇山　　明（八幡印刷株式会社）

※�企業名五十音順に掲載しております（敬称略）

▲小野会頭㊨から表彰を受ける受賞者▲令和３年度従業員表彰の受賞者たち
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経営支援のページ経営支援のページ「年末調整個別相談会」のお知らせ
　源泉所得税の年末調整を行う時期が近づいて参りました。

従業員や専従者に給与等を支払い、納期の特例の承認を受けてい

る事業主の皆様は、令和４年１月20日（木）まで、源泉所得税の

納付をする必要があります。当所では、下記のとおり、個別相談

会を開催しますので、お気軽にご利用ください。

◆開 催 日 時　　令和４年１月17日（月）・18日（火）
            　 （午前）9:00～12:00　（午後）13:00～16:00　※両日

◆開 催 場 所　　いわき商工会議所　本所・各支所（小名浜・常磐・勿来）

◆必要書類等　　□ 源泉徴収簿（令和３年分と昨年分）

　　　　　　　　□ 給与・賞与の支払い額が分かる書類（給与台帳など）

　　　　　　　　□ 中間納付時（７月）の納付書（控）

　　　　　　　　□ 従業員・専従者の生年月日

　　　　　　　　□ 従業員・専従者の扶養者の氏名及び年齢
　　　　　　　　　 ※給与支払者、従業員及びその扶養家族のマイナンバーが必要です！

　　　　　　　　□ 従業員・専従者の配偶者がいる場合、その配偶者の年間所得額

　　　　　　　　□ 国保・年金及び生保・損保等の控除するものの支払証明書

　　　　　　　　□ 代表者の印鑑　　など

※ 納期の特例を受けていない方は、納期が令和４年１月11日（火）となります。

　必要に応じて相談下さい。

※新型コロナ感染対策にご協力下さい。

　○ マスク着用、会場備え付けの検温及び手指消毒をお願いします。

　○少人数でご来場ください。

　○ 会場混雑の場合、時間をずらすなど改めてのご来場をお願いする場合があります。

　○発熱、かぜの症状など体調がすぐれないときのご来場はお控えください。

お 問 合 せ 本所 ☎25-9152　小名浜支所 ☎53-5175　常磐支所 ☎43-2757　勿来支所 ☎63-6521

いわきIT塾「親子プログラム教室」の開催いわきIT塾「親子プログラム教室」の開催
　いわきIT塾（佐久間邦雄代表）は令和４年１月11日から２月10日まで、自宅
で自由な時間にプログラムを学べる「親子プログラム教室」を開催予定で、
参加者を募集している。
　同教室は「パイソンプログラム」を使用。講習マニュアルに沿って操作しな
がらプログラムを理解していく。また実践的プログラムを自動生成でき、自習形式で学習を進めること
ができる。不明な点があれば、オンラインかメールで同塾が解答する。

１ 講習日時　 令和４年１月11日～２月10日

２ 対 象 者　 親子でパイソンプログラムを

学びたい方で、ネット環境があ

り、プログラムダウンロードが

可能な方。windows10を使用

する。

３ 講 習 費　無料

４ 定　　員　親子30組

５ 申　　込　youside@webrobo.jp

６ 問 合 せ　 ㈱ユーサイドシステム佐久間

代表（携帯090-7336-6626）へ。
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いわき商工会議所　経営指導員のページ

第６回

中小企業相談所

経営支援グループ 経営指導員　佐 藤 貴
たか

 治
はる

　経営支援グループの佐藤と申します。基幹業務の経営支援の仕事に携わり、

身の引き締まる思いで取り組んでいます。税務申告・記帳、小規模事業者持続

化補助金など補助金申請、マル経融資、創業スクールなど経営支援、業界団体

を通じた旅館ホテル業支援、青色申告会など、多くの会員事業所の皆さま、先

輩の経営指導員に指導いただきながら、日々頑張っています。

■“いわき”に貢献したい

　経営支援、会議所活動を通じ、地元企業・地域・会議所のこと、まだまだ知らない、勉強しなければなら

ないことがたくさんあります。自分が暮らす地域、まち、そこにある産業は、自分が生まれるはるか前から、

多くの方々の力、努力の積み重ねで成り立ってきたものです。会議所の仕事を通じ、生まれ育った“いわき”

をしっかり次代へ繋いでいくことに貢献できたらと考えています。

　ICTの発展、昨今コロナ禍など、私たち経営指導員や会議所も、時代や社会の変化へ対応、新しいことに

挑戦していく姿勢が問われています。これまでの積み重ねに目を向け、研究して、新たな知識を得ながら見

解を開いていけるような、職員でありたいと思います。

■「ありがとう」の積み重ね

　会員事業所、地域の皆さまから「ありがとう」と言ってもらえるような仕事を心がけています。

　一つ一つの「ありがとう」の積み重ねが、会議所の存在価値を高めていくと思います。毎日精一杯頑張り

たい。一歩一歩地道だけれど、信頼関係の構築に近道はないと思います。会議所の会員で良かったと思って

いただけるよう、頼れる存在になることを目標に努力していきたいです。

　『企業と地域の笑顔のために』、微力ながら会員事業所の皆さまの経営のお役に立てるように頑張ってまい

りますので、宜しくお願いいたします。

▹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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会員のチカラ 会員のチカラ 第60番目第60番目

株式会社株式会社  ミドリミドリ

受けながらも地道なPR活動を展開し、業績回復を果たした。現在４代目の林毅彦

代表取締役のもと、大手ホテルでは実現できない一人一人に寄り添ったサービス

を提供している。

ミドリのこだわりミドリのこだわり
　「ホテルミドリ」の宿泊者は近隣の企業・工場への出張者が多い一方、３年ほど

滞在する長期宿泊者も少なくない。ホテルのこだわりの１つは、自身も腰痛に悩

む林社長が自らセレクトしたマットレス。サラリーマン時代に、出張の多かった

林社長は、「マットレスによって眠りの質が大きく左右された」と当時を振り返る。

「宿泊者に少しでも快適な夜を過ごしてもらいたいという思いでマットレスを選び

抜いた」と同ホテルの強みを示す。また長期宿泊者向けには、外食

等で偏りがちな食生活を気遣い、一人一人に合わせたヘルシーな料

理も提供する。

　「四季彩食みどり」は、趣のある店内で市内外から仕入れた新鮮

な食材を使用した料理をリーズナブルな値段で楽しむことができ

る。法事やお祝いプランのほか、配達のお弁当も提供している。

県民割プラスと食べて応援キャンペーン実施中県民割プラスと食べて応援キャンペーン実施中
　コロナ禍により、観光・飲食業界が厳しい状況に置かれているこ

とについて、林社長は「創業以来、第２次世界大戦、バブル崩壊、

東日本大震災など数々の試練があったが、いずれも乗り越えてきた

ので、今回もなんとか乗り切れるだろう」と前向きに捉える。コロ

ナ対策として少人数向けの宴会プランの設定をはじめ、県民割プラ

スや食べて応援キャンペーンも利用可能。林社長は「県民割プラス

や食べて応援キャンペーンもやっておりますので、この機会に宿泊

やお食事を楽しんでみてください」と来店を呼びかけている。

林毅彦代表取締役

　JR常磐線の植田駅から徒歩３分にある

「ホテルミドリ」、「四季彩食みどり」を運営す

る「株式会社ミドリ」。大正元年に「割烹 美登

利」として開業以来、長年割烹旅館として親

しまれてきた。宴会利用者の減少、施設の老

朽化をきっかけに平成２年にビジネスホテル

へと転換した際、バブル崩壊により大打撃を

プライベート飲み会≪完全予約制≫

料金：4,000円or5,000円料金：4,000円or5,000円コースコース

●あんこう鍋・すっぽん鍋・伊達鶏鍋
　海鮮寄せ鍋の中から１種

●旬の盛り合わせ

●ローストビーフ
　（4,000円はローストポーク）　他

年始のお手伝い ≪予約受付中≫

２段重／20,000円２段重／20,000円（税込み）（税込み）�

　厳選されたいわきの旬

の食材を、一品一品心を

込めて手作りする料理長

渾身のおせちです。年末

年始のご馳走づくりはお

任せしてゆっくりお過ご

しください。

■株式会社 ミドリ
〒974-8261
いわき市植田町中央１丁目6-9

ホテルミドリ　☎0246-62-3737

四季彩食みどり　

ホームページ：
http://hotel-midori.
com/index.htm
　　　　　　　　▶▶▶
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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

洋食レストラン 銀の糸

メガネと補聴器の和光

店 舗 概 要

　いわき市平掻槌
小路にある「洋食
レストラン　銀の
糸」。平倉前に昭和
63年に創業し、平
成31年に現在の場
所に移転した。今
年で34年目となる。
　「地産地消」の考えの下、ドレッシングやソースは地
元の食材を活かした自家製を提供。多くの地元ファン
を持つ。同店の理念は「お客様のために一生懸命」、美
味しい料理や行き届いたサービスを心がけている。

コロナ禍の影響と対策

　新型コロナ感染症拡大の影響で、客足は約半分となっ
た。11月に入り徐々に回復しているという。同店では、
県の電子クーポンサービス、市の「あんしんコロナお
知らせシステム」を導入しており、安全・安心に料理
を楽しめる。

料　　　理

　オムライスやハンバーグのほか、パスタやグラタン
等洋食全般を提供する。中でもランチの「オムライス」
と通常メニュー「銀の糸セット」が人気。「オムライス」

店 舗 概 要

　平田町にあるメガ
ネと補聴器の専門店 
和光は、地域の皆様
に支えられ今年で53
年目になります。和
光は「見ること」「聞
くこと」の専門店と
して、皆様がより自
分らしい豊かな生活を続けるために、メガネや補聴器
を通じてお役に立つことを一番に考え、平店と湯本店
の２店舗で営業しています。
　特に最近は、コロナ禍のマスク生活のため会話が聞
き取りにくくなったとお悩みの方が多く、補聴器のご
相談が増えています。

　和光平店は、いわきでも
数少ない補聴器を合わせる
ための知識と設備を認めら
れた「認定補聴器専門店」
ひとりひとりの聞こえの状
態や、補聴器を使った時の
効果などをモニターなどで
分かりやすく説明しており、
お客様にはたいへんご好評
をいただいております。

は自家製デミグラスを使用
し、風味豊かな味わい。「銀
の糸セット」は自家製ハン
バーグ、フライ３品、チーズ
入り海老ピラフを盛り込んだ
ワンプレートで「大人のお子
様セット」と好評を博してい
る。富樫雅人マネージャーは
「木目調の綺麗な店内で、素
敵なひとときをお過ごしくだ
さい」と来店を呼び掛けてい
る。
● ランチ「オムライス」 1,100円（税込）

　（コーヒー、サラダ・デザート付）
● 「銀の糸セット」      1,749円（税込）

　（コーヒー、サラダ付）

商工会議所との関わり

　補助金の制作補助や情報提供を実施している。

新型コロナの感染対策

　手指消毒、マスクの着用、換気、除菌はもちろん
の事、距離の取れるようなレイアウト、オゾン発生
器による空間除菌など、感染対策をしております。

商工会議所との関わり

　小規模事業者持続化補助金をはじめとする各補助
金の申請の際に事業計画の策定等の支援を実施。
　また、当所で事務業務を担っているいわき市平商
店会連合会で主催
している『一店逸
品運動』（たいら
の逸品・お店回り
ツアー等）の企画
運営に部会長とし
てご尽力頂いてお
ります。

メガネと補聴器の和光

平　店　福島県いわき市平字田町１-11
　　　　☎0246-21-3574 ／ 土曜定休　
　　　　 https://ja-jp.facebook.com/wako.taira/

湯本店　福島県いわき市常磐湯本町三函222
　　　　☎0246-44-3387 ／ 日曜定休

洋食レストラン　銀の糸

福島県いわき市平掻槌小路24-5
☎0246-21-5460
開店時間：11時～14時（ランチ）／17時30分～20時
定 休 日：木曜日
※水曜日はランチ時間のみの営業となります



コロナ禍に負けない
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第34期竜王戦第３局前夜祭開催

第374回常議員会

10/29

11/2

　10月29日、いわき湯本温泉雨情の宿新つたにおいて、第34

期竜王戦第３局前夜祭が開催され、小野会頭が出席した。前

夜祭では、豊島将之氏と藤井聡太氏による決意表明のほか、

棋士による見どころ解説が行われた。10月30日、31日にかけ

て同旅館で行われた対局では、藤井聡太氏が勝利。続く11月

12日、13日の第４局でも勝利し、史上最年少で四冠（竜王・

王位・叡王・棋聖）を達成した。

　11月２日、第374回常議員会が、おもてなしうおし

んで開催された。冒頭、小野会頭が挨拶。「新型コロ

ナ感染症が落ち着きを見せているが、年末に向けて第

６波が懸念され、未だ先行きが不透明である。地域経

済の復活、再生のためには、感染症対策に十分配慮し

ながら、経済活動を進めていく必要がある」と述べた。

　審議事項は以下のとおりで、満場一致で承認された。

① 次世代エネルギー産業委員会委員長の委嘱　小野寺

智勇常議員（常磐共同ガス㈱代表取締役）

②事業継続力強化支援計画の認定申請

③新入会員44件

　続いての報告事項は以下のとおり。

①小名浜デイクルーズ支援事業

②コロナお見舞いキャンペーン　

③いわきエール・笑顔応援プロジェクト　

④各種事業報告・今後の行事予定

　また、内田広之いわき新市長が講話を行った。内田

市長は、新型コロナ感染症対策などこれからの商工会

議所との連携方策や雇用と教育、医師不足への対応、

災害死ゼロの防災都市づくりの重要性を述べ、最後に

「ひとづくり」に触れ、若者の教育のみではなく社会

人の教育・育成も必要であると語った。

▶いわきでの竜王戦に臨んだ藤井聡太新竜王（左から３人目）

▶常議員会のようす

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

新入会員                                            

●㈱北拓

●カットインプリーズ

●private�salon�Rodia

●いわき交通㈱

●㈱ニクルス

●イタリアンコート

●カラーズ

●㈱フライングゲット

●福島県南酒販㈱いわき支店

●北孝建翔㈱

●㈱コスモラボ

●ライフアシスト㈱

●熟成バル�Maro

●㈱ニッチュー�いわき工場

●小形製作企画

●コーヒースポットブレイク植田店

●㈱グリーン観光

●ひよりサービス

●㈱ターフオンクリエイト

●㈱Ookini�Group

●肉と魚の定食屋はこざき

●HAIR�DESIGN�SIDER

●ワード英会話スクール

●uto

●㈲インテリアヒルタ

●じょうばん街工房21

●ハロー！パソコン教室いわき平校

●Hairgarden�ROOT

●(特非)勿来まちづくりサポートセ

ンター

●ぷるめりあ

●ソニー生命保険㈱

●(同)武蔵エンジニアリング

●㈱でぽっと

●平成代行

●㈲新宿

●㈲喬伸

●アイ・ケイ・ケイ㈱いわき支店

●居酒屋笑顔

●㈲NATURE

●WELOOM

●CAN�DO�サーフショップ

　and�サーフスクール

●美容室L'avenir

●大成ハウス㈱

●cococara
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いわきアカデミア「湯本高いわき発見ゼミ」

商業部会 常任委員会・情報交換会

11/12

11/25

　高校生が市内企業を訪問し学びを得るいわきアカデミア推進協議会

（事務局＝県、市、当所）の「いわき発見ゼミ　湯本高」は11月12日、

市内各企業で開催された。湯本高１年の234名が参加した。

　同高は「研究職」「先端技術コース」「観光サービスコース」等８グルー

プに分かれ、市内企業を訪問。県水産海洋研究センターやJRA競走馬

リハビリテーションセンター馬の温泉、タンガロイ、根本通商、東部

ガス等16社・団体を訪れた。

　このうち「エネルギーコース」では根本通商の「いわき鹿島水素ステー

ション」を見学。同社社員の説明を受け、SDGsの観点からクリーンエ

ネルギーである水素の有用性を学んだ。また実際に燃料電池車（FCV）

に試乗。試乗した小野麟太朗君は「（トヨタの）ミライは速かった。需要が出て、水素が安くなれば更に使いやすくなる」と

感想を述べ、「今回、いわき発見ゼミは高校生にとって地元に目を向けるきっかけとなり、有難い」と笑顔で語った。

　パレスいわやにて、商業部会常任委員会（部会長：㈱マルト 安島 誠 代表取締役

副社長）・情報交換会を開催しました。「いわき市の都市計画の状況」、中小企業の「生

産性向上と業務効率化」をテーマに、いわき市都市計画課 服部克典 主任技査兼係長、

同市スマート社会推進課　八尋將太 DX推進員を講師に招き、商業者を取り巻く問

題や課題について情報交換を図りました。広域ないわき市が目指す将来都市像「ネッ

トワーク型コンパクトシティ」、居住・商業・生活サービス等の機能集積を図る立地

適正化計画、交通計画、いわき駅周辺まちづくり等の状況について情報共有を図る

とともに、中小企業のデジタル化・DX化のポイント、RPA（ロボット自動化）活用

など、生産性向上や業務効率化、働き方改革への取り組みについて理解を深めました。

▶ �トヨタの燃料電池車MIRAIの試乗体験等を行い、新エ
ネルギーに理解を深めた湯本高の生徒たち

▶講師を囲みながら各社取組について情報交換
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小規模事業者の事業承継先確保に向けた支援

日 本 政 策 金 融 公 庫

　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25回】日本政策金融公庫

　日本政策金融公庫（略称：日本公庫）国民生活事業が実施している「事業承継マッチング支援」への申
込みが増加しており、令和３年度上半期は、1,808件（昨年度年間実績比480.9％）、うち福島県は13件（同
162.5％）となりました。これに伴い、譲渡希望者と譲受希望者との引き合わせ件数も100件（同217.4％）と
増加しました。

　「事業承継マッチング支援」とは、後継者不在等の小規模事業者の方と事業の譲受を希望する方を引き合わ
せ、第三者による事業承継を支援する取組みです。

　今年度から、全国規模で取組みを本格化していることに加え、経営者の高齢化や新型コロナウイルス感染症
の影響等により、後継者不在等の小規模事業者の方からの譲渡希望に関する相談が増えています。
　他方、コロナ禍を乗り越えるために新分野進出や事業転換等を検討される方や、事業を受け継いでの創業（継
ぐスタ）を希望される方からの譲受希望に関する相談も増えています。

　日本公庫では、地域で必要とされる事業を次代につなぐため、引き続き、全国152支店のネットワークを活
かし、事業承継・引継ぎ支援センター等の外部機関と連携しながら、福島県における事業者の皆さまの事業承
継支援に、積極的に取り組んでまいります。
　お気軽にご相談ください。

２　「事業承継マッチング支援」の実績　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 （単位：件）

令和元年度 令和２年度
令和３年度
４～９月

累　　計

① 譲渡希望の申込 93 70 615 778

うち、福島県 0 5 7 12

② 譲受希望の申込 238（72） 306（119） 1,193（182） 1,737（373）

うち、福島県 0（0） 3（0） 6（0） 9（0）

合　計（①＋②） 331 376 1,808 2,515

うち、福島県 0 8 13 21

引 き 合 わ せ 32 46 100 178

（注）１ 　本取組は、令和元年度に主に東京都内で試行的に開始し、
令和２年度に全国展開

　　 ２ 　譲受希望欄の（　）内は、創業希望者からの登録件数

１　「事業承継マッチング支援」の概要

※１  本取組は原則として、日本公庫のお取引先を対象としています（創業希望者を除きます。）。ただし、日本公庫とお取
引がない方であっても、商工会議所・商工会、税理士等の中小企業・小規模事業者の支援に取り組む団体又は専門家か
らの紹介により、本取組を利用することが可能です。

※２  引き合わせ後に生じる事業・株式譲渡の手続きにおいて、専門家の支援が必要な場合は、事業承継・引継ぎ支援センター
等を通じて専門家をご紹介します。

※３ 「事業承継マッチング支援」利用についての詳細は、日本公庫ホームページをご覧ください。
　　ホームページ：https://www.jfc.go.jp/n/finance/jigyosyokei/matching/index.html

後継者を探したい等 事業承継により

創業・新分野進出等したい 

日本公庫

③両者を引き合わせ（マッチング）

① 譲渡に
関するニーズ

後継者不在の

小規模事業者等

創業希望者・

事業者
② 譲り受けたい

お客様のご紹介

① 譲受に
関するニーズ

② 譲り渡したい
 お客様のご紹介
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いわきドリームチャレンジ2021開催！いわきドリームチャレンジ2021開催！
　本協議会主催「いわきドリームチャレンジ2021」が11/14(日)、21世紀の森公園内で開催されました。厳重な
コロナ対策が施されるイベントとなりましたが、2,700人が訪れ、各種スポーツ体験ブースや、サッカー元日本代表
の中田浩二さんによるサッカー教室、ヨガ教室、ISAAが行われたほか、多彩な食のブースが設置され、スポーツの
秋、食欲の秋にふさわしいイベントとなりました。

スポーツによる人・まちづくり推進協議会　information

WALK  TO  THE  DREAM

▲ ISAAでは、清々しい青空のもと子供から大人まで楽し
そうに体を動かしていました。

▼ サッカー元日本代表の中田浩二さんによるサッカー教室

▲ 試合は1,566名が観戦しました。JFLも終盤戦を迎え、リーグ優勝へ向
けて負けられないホームゲームとなりましたが、１対０で勝利しました。

JFL優勝＆


