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経営支援のページ　経営支援のページ　新型コロナウイルス関連施策 （支援金・協力金） 　忘れず申請しましょう！

※日々制度内容が更新されます。申請詳細は、ホームページ(QR)・コールセンター等をご確認下さい※

①まん延防止等重点措置区域(県全域)における時短要請協力金
●１月27日から２月21日までの時短営業要請・感染防止対策に協力した飲食店等への協力金

■交付対象：福島県内に店舗がある飲食店業許可を受けている飲食店等

■交付金額：ふくしま感染防止対策認定店 （要請内容によりＡ・Ｂ方式を選択）

　　　　　　Ａ方式：2.5～20万円/日　　Ｂ方式：３～20万円/日
　　　　　　※非認定店　３～20万円/日　

■主な要件： ・ 午後８時～午前５時の時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和４年

１月27日午後８時～２月21日午前５時までの期間、営業時短(休業含む)、 

感染対策等の要請内容に応じること

　　　　　　・対象店舗で、時短営業の案内を提示していること。

　　　　　　・通常営業が午後８時までの場合、交付対象外。

　　　　　　・時短営業の開始日から２/21午前５時まで連続して時短営業すること。

◎まん延防止措置に伴う時短要請協力金の延長分
4 4 4

（２/21～ )

　 令和４年２月21日午後８時～３月７日午前５時までの期間、感染防止徹底、

時短要請に協力した飲食店等への協力金　※申請受付：随時HP確認

■問合せ先：福島県協力金コールセンター　☎024-521-8575 （毎日９:30～17:30）

②福島県版一時金 第４弾
●飲食店の時短営業・新型コロナ感染拡大・長期化で売上減少した事業者へ交付

■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

■主な要件：まん防措置に基づく要請に伴い、

　　　　　　・飲食店と直接・間接の取引があること

　　　　　　　（農業・漁業者、飲食業へ財・サービスを供給する者）

　　　　　　・ 新型コロナ感染拡大や長期化で直接的な影響を受けたこと

　　　　　　　 （旅館、観光施設、タクシー業、運転代行業、理美容業など）で、令和４年

１月、２月又は３月の売上高が過去３年のうち、いずれかの同月の売上高と

比較して30％以上減少したこと。

■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）

③事業復活支援金（経済産業省）　※オンライン申請（各自マイページ・ID申請が必須）！

●新型コロナの影響を受けた事業者の事業継続・回復を支援

■給付対象：次の①と②を満たす　中小法人・個人事業者

　　　　　　①新型コロナ感染症の影響を受けた事業者

　　　　　　② 2021年11月～2022年３月のいずれかの月（対象月）の売上高が、2018年11

月～2021年３月の間の任意の同じ月（基準月）の売上高と比較して 50％以上 

又は 30％以上50％未満 減少した事業者

■給付金額：中小法人 上限最大 250万円　 個人事業者 上限最大 50万円
　　　　　　※基準期間の売上高 － 対象月の売上高×５か月分

■備　　考：登録機関の事前確認が必要。いわき商工会議所での事前確認は会員のみ対応。

■問合せ先：事業復活支援金相談窓口　☎0120-789-140 
（８:30～19:00　土日、祝日含む全日）

申請受付 

令和４年
４月15日迄

申請受付 

令和４年
５月20日迄

申請受付 

令和４年
５月31日迄

飲食店等の時短
要請対象事業者(①)

でないこと！



コロナ禍に負けない

2022.3
3

いわき商工会議所　経営指導員のページ

第８回

経営支援グループ　箱 崎　弘 子

　今年度より経営指導員となりました、経営支援グループの箱崎と申します。どうぞよろ
しくお願いいたします。
　まだ勉強しなければならないことが多く、今回の記事もどのような内容にしようかと思
案しましたが、担当しております小規模企業共済制度についてご紹介します。
　例年、制度加入に関するお問い合わせが増える時期になりますので、その大まかな内容
と、ご注意いただきたい点について説明させていただきます。

　小規模企業共済は、ひとことで申し上げるならば「小規模企業の経営者のための退職金制度」です。
　この「小規模事業者」すなわち、ご加入いただける方は、「常時使用する従業員が20名以下（宿泊業・娯楽業を除くサー
ビス業・商業では５名以下）」の「個人事業主」「個人事業主の共同経営者（事業主と一体で経営に携わる方）」「会社等の役員」
です。他にも細かな加入要件がありますが、ここでは割愛いたします。
　掛金を積み立て、事業を廃業された場合などに共済金を受け取ることができます。

　国がつくった制度である小規模企業共済には、大きな税制上のメリットがあります。
　まず、１年以内の前納掛金および、その年に実際に納付した掛金の金額が個人の所得控除になります。
　また、共済金の受け取りの際も「退職所得扱い」または「公的年金等雑所得扱い」となります。

　一方、ご注意いただきたい点もいくつかありますのでお伝えしたいと思います。
　まず、１年間に納入した掛金の税務上の取り扱いについてですが、あくまでも加入者個人の所得控除であり、事業の必
要経費もしくは損金に算入することはできません。そのため、ご加入の際に設定していただく掛金引落口座は、屋号もし
くは法人名が入っていない加入者個人名義のものに限定されております。
　次に、共済金の受け取りについてですが、まずは別表「共済金等の受取り」をご一読ください。特にご注意いただきた
いのが「任意解約」をされる場合、掛金納付月数が240ヵ月（20年）未満ですと元本割れとなってしまいます。掛金の月額
は1,000円まで減額可能ですので、「任意解約」は極力回避していただきますようお願いいたします。
　最後に、加入後に事業組織形態が変更される場合、例えば、個人事業から法人成りする場合（またはその逆）などでは、「共
済金の請求」もしくは「掛金納付月数の通算」いずれかの手続きが必要となります。「通算」を行えば以降も加入および掛
金の納入を継続することが可能
ですが、変更後も加入条件を満
たしていること、１年以内に手
続きを行うことが条件となりま
す。
　その他、制度の詳細につきま
しては、当所までお問い合わせ
ください。
　また、運営元である「独立行
政法人 中小企業基盤整備機構」
のウェブサイトにも情報が掲載
されておりますので、ご活用く
ださい。

　新型コロナウイルス感染拡大
の収束見通しが立たない中、少
しでも皆様のお役に立てるよう
今後とも努力して参りますの
で、どうぞよろしくお願いいた
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。

■共済金等の受取り
共済事由

地位 Ａ共済事由 Ｂ共済事由 準共済事由 解約事由

個　人

事業主

◎ 個人事業の廃止
（注） 複数の事業を営んでい

る場合は、すべての事
業を廃止したことが条
件となります。

◎個人事業主の死亡

◎ 老齢給付(65歳以上で180
か月以上掛金を納付した
方は請求することにより
受給権を得ます）

◎ 法人成りし、その会社
の役員に就任しなかっ
た

◎ 法人成りし、その会社
の役員に就任した（役員
たる小規模企業者となっ
たときを除く）

◎ 任意解約
◎ 中小機構による共済
契約の解除（12か月以
上の掛金滞納等）

◎ 法人成りし、その会
社の役員たる小規模
企業者となった

共　同

経営者

◎ 個人事業主の廃業に伴う
共同経営者の退任

（注） 事業主が複数の事業を
営んでいる場合は、そ
のすべての事業を廃止
したことが条件となり
ます。

◎ 共済契約者の死亡
◎ 共同経営者の疾病又は

負傷による退任

◎ 老齢給付(65歳以上で180
か月以上掛金を納付した
方は請求することにより
受給権を得ます）

◎ 個人事業主が法人成り
し、共同経営者がその
会社の役員に就任しな
かった

◎ 個人事業主が法人成り
し、共同経営者がその
会社の役員に就任した
（役員たる小規模企業者
となったときを除く）

◎任意解約
◎ 中小機構による共済
契約の解除（12か月以
上の掛金滞納等）

◎ 個人事業主が法人成
りし、共同経営者が
その会社の役員たる
小規模企業者となった

◎ 共同経営者の退任に
よる解約

会社等

役　員

◎会社等の解散
（注） 組織変更により会社を

解散した場合を除きま
す。

◎ 会社等役員の疾病・負傷・
65歳以上による退任

◎  会社等役員の死亡
◎ 老齢給付(65歳以上で180

か月以上掛金を納付した
方は請求することにより
受給権を得ます）

◎ 会社等役員の退任（疾病・
負傷・65歳以上・死亡・
解散を除く）

◎任意解約
◎ 中小機構による共済
契約の解除(12か月以
上の掛金滞納等）
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DOG SALON HONEY

居酒屋てとらぽっと

店 舗 紹 介

　国道６号バイパス中迎交
差点から車で２分の場所に
あるトリミングサロン。
　オーナートリマーの根本
唯さんはトリマー歴９年
で、JKC（（一社）ジャパ
ンケネルクラブ）公認トリ
マーライセンスや動物看護
師などの資格を持つ。お客
様とのコミュニケーション
を大切にしており、できる限りお客様の要望に沿った
施術を心がけている。コロナで在宅時間が増えたこと
で飼い始めたというお客様も多く、初心者の悩みや質
問などにも丁寧に応えてくれる。

愛犬のために

　「その子に合ったトリミング」
がコンセプト。確かな技術で、愛
犬ごとの個性や特長を生かしなが
ら、作業が苦手な愛犬や高齢犬で
もトリミングを受けられるようス
トレスや負担をかけない丁寧な施
術でお客様から喜ばれている。
　さらに高濃度炭酸泉シャンプー

店 舗 紹 介

　いわき駅より徒歩３分のところにある「居酒屋てと
らぽっと」（渡辺良弘店長）は、2003年の創業以来、新
鮮でリーズナブルなお魚や、顧客のニーズに応えた希
少価値の高い地酒に定評があり、仕事帰りや出張中の
サラリーマンを中心に人気を博している。特に、地魚
刺身盛り合わせやアジのなめろう、そしていわき市の
魚に制定されている「目光」のから揚げ・一夜干しは、
当店の大人気メニューになっている。

新型コロナによる影響と対策

　感染拡大による営業時間の短縮やそれに伴う来店客
の減少により、夜時間のみの営業で売り上げを確保す
るのが困難になった。しかしこの状況をチャンスと捉

マシン「RUNS」を２月に導入。
血行を促進し、免疫力向上や
肌トラブルの改善に効果があ
るだけでなく、こすり洗いの
必要がないため地肌にも優し
く、シャンプー時間の短縮に
もなり愛犬の負担を大きく減
らすことができる。同店では
通常の料金内でRUNSを使用
したシャンプーを受けられる。

施術メニュー

● シャンプーコース　シャンプー、ドライ、爪切り、
足表と足裏カット、耳掃除など

● カットコース　シャンプーコース+全身カット（ハ
サミのみのオールシザーコース有）

●爪切りや歯磨きのみの利用も可能
※毛量や体の大きさによって料金は異なります。

え、以前からお客様から要望があったラーメンの提
供を開始。毎朝、渡辺店長が自ら仕込む出汁にこだ
わったラーメンは、お客様からも好評だという。渡
辺店長は「今
後も様々なこ
とに挑戦し、
状況に応じて
対応していき
たい」と語っ
た。

商工会議所との関わり

　上述のラーメン提供にあたり、調理場の作業効率
化を図るための茹で麺機導入に向け、小規模事業者
持続化補助金を活用。申請時に必要である経営計画
書の策定支援を実施するなど、生産性向上の実現に
向けたサポートを行った。

DOG SALON HONEY
福島県いわき市錦町中迎１-６-１
☎0246-51-3581
平　日　９:00～17:00
土日祝　９:00～17:00　／　不定休
※ カットコースは14:00、シャンプーコースは
15:00までの受付となります。

居酒屋てとらぽっと

福島県いわき市平字白銀町２-７　吉田ビル１Ｆ
☎0246-24-8167
営業時間　17:00～23：00（LO.22:00）／月曜定休
※ 新型コロナウイルスの感染状況によって営業
時間が変更になる場合がございます。

オーナートリマーの
根本さん
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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

カットハウスWish

Lily of the Valley

店 舗 紹 介
　玉川地区の住宅街内に店舗を構
えている「カットハウスWish(＝
希望)」経営者の矢吹美智子さん
は、地元に根ざした営業を始めて
20年近くなります。同店は、移動
式のシャンプー台を導入してお
り、お客様はカット椅子に座った
まま、店内を動き回ることなく
シャンプーができます。どなたで
も受け入れできる態勢を整えていますので、足がご不自
由な方やシニア層の方にも好評となり、リピーター客へ
と繋がっています。
　元は、店入口が階段だったため、車椅子のお客様や足
のご不自由なお客様には不便な面がありましたが、この
度補助事業により、改善を図ることができました。また、
バリアフリー化したエントランスのリニューアルに合わ

店 舗 紹 介

　JR泉駅前にお店

を構えるケーキと

コーヒーのカフェ

「L i l y  o f  t h e 

Valley」。オーナー

パティシエの佐藤

慶子さんが、東京や

いわきの洋菓子店

での９年間の修行

を経て、2015年10月

にオープンした。現

在はパティシエの柳沼ゆかりさんと共に営業している。

　店名は日本語で「すずらん」の意味で、花言葉は「幸

福の再来」。再びお客様に訪

れてもらえるようなお店を

目指すという思いと東日本

大震災で被災したいわきの

復興を願って名付けられた。

　ケーキのこだわりは生ク

リーム。２種類の生クリー

ムをブレンドし、軽やかで

せ、新たなメニューも始めました。
　お気軽にご来店頂けるよう、『技術・おもてなしの
心は劣らずなのに、リーズナブル』を心掛けています。
　「これからも、ご家族皆さまでのご来店、お待ちし
ております。」とのことです。

新型コロナの感染対策
　ご来店時消毒のお願いと、お客様が変わるごとの
椅子や接触面消毒の徹底、１時間以内定期換気を行
い、さらにオゾン小型空気清浄機を使用しています。
また、サービス業として今は辛いところですが、な
るべく「会話を少なくする」よう心掛けています。

商工会議所との関わり
　開業当初から、記帳をはじめ毎年確定申告の方法
や、種々経営に関する相談に対応しています。最近
では、小規模事業者持続化補助金の申請にチャレン
ジしてみようと決意。自分なりに作成した計画を、
経営指導員に相談し、細部にわたるアドバイスを元
に、良い結果へとつながりました。

口どけが良いのが特徴。甘さも控えめで、女性だけ

でなく男性のファンも多い。また、可愛らしくラッ

ピングされた焼き菓子も人気で、ホワイトデーなど

のイベントやお世話になった方へのお礼などギフト

用としても喜ばれている。

街の玄関口として

　駅前という立地のため、地元客のみならず、出張

などで駅を利用するビジネス客も多い。中には仕事

前にモーニングを注文し、仕事の後にケーキを目当

てに再訪する方もいるという。

　電車を待つひと時、優しい甘さのケーキや焼き菓

子のおもてなしが仕事や旅の疲れの癒しとなってい

る。

※ まん延防止等重点措置適用期間はテイクアウトのみ。

カットハウスWish
福島県いわき市小名浜林城字西町８-８
☎0246-58-8844
営業時間　９：00～17：00
定 休 日　日曜・祝日　★予約優先

Lily of the Valley
福島県いわき市泉町１-１-２
☎0246-38-6044
営業時間　10:00～17:00
定 休 日　日・月・祝祭日
提携駐車場あり（トヨタレンタカー隣）
※500円以上お買い上げで１時間無料

柳沼さん（左）と佐藤さん

デコレーションケーキ
（２日前までの要予約）
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小林とうふ直売所小林とうふ直売所

すみ、スーパーなどを通す販売が主流となったことである程度の事業規模が必要になってきたことが主な理由

と言われております。そんな状況ですが今もおいしい豆腐を作り続けているお豆腐屋さんが小名浜にある小林

とうふ直売所です。鹿島街道から少し奥まったところにある事業所では事業主の小林孝之さんが豆腐を毎朝

４時から手づくりで製造し、販売しております。小林さんの作る豆腐

は全部で３種類、そのほか店頭には厚揚げや豆腐ドーナツ、そして濃

厚な味わいで女性やご高齢の方にも人気の豆乳ソフトクリームも並ん

でいます。商品には青森県産のおおすず大豆を使用しており、豆腐は

天然のにがりで固め、日持ちをよくするための添加物などは一切使用

しない昔ながらの製法でつくっております。どれも大豆が持つ本来の

うまみをしっかり味わえる逸

品で、遠くからも買い求めに

いらっしゃるお客さんも多く、

「わざわざ買いに来てくれるお客様には感謝です。」と小林さん。

　そんな小林とうふ直売所も震災の時には売上の３割近くを占めてい

た旅館への納入がなくなってしまい厳しい状況に陥ったそうです。し

かし、その時は近くのショッピングセンターの役員さんたちが特別に

施設内に売り場を提供してくれ売上回復を助けてくださったそうです。ま

た、ショッピングセンターが閉鎖することになった時には、国の持続化補

助金を利用して工場前を直売所に整備し、ロゴマーク作成など販売方法の

見直しなどもされたそうです。

　小林さんは「地域の皆様に何度となく支えられて今があると思います。

感謝の気持ちを忘れたことはないんです。」、そして「商工会議所や地域の

団体などから得られた応援やアドバイス

にも本当に助けられた。」と話してくだ

さいました。地域でがんばるお豆腐屋さんと応援する地域の皆さんの素敵

な関係が続く限り、きっとこれからも小林さんはおいしい豆腐を作り続け

てくれると思います。今晩あたりおいしい湯豆腐にでもしませんか？

■小林とうふ直売所
〒971-8101 いわき市小名浜字蛭川南50-３

☎0246-92-2695

営業時間　日・月　10：00～18：00
　　　　　火～土　８：30～18：00　／　不定休

　「お豆腐屋さん」。どこかなつかしい響きのとおり、

近所に必ず１軒はあったお豆腐屋さんを最近は見か

けなくなってしまいました。実際、統計データによ

ると昭和30年代には全国で５万余あった事業所が平

成25年には約８千にまで減っています。機械化がす

商　品（税込み）

もめん豆腐 194円 豆腐ドーナツ（５ヶ入） 410円

絹豆腐 194円 油あげ 194円

寄せ豆腐 194円 厚揚げ 194円

生湯葉 410円 絹生あげ 194円

※ 豆腐、あげは３つ購入するとサービスで540円（税込み）になります。
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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

いわき商工会議所 中小企業相談所　☎0246-25-9152

計画策定に係る「５つの検討ステップ」

【STEP ４ ヒト、モノ、カネ、情報への対応】

　STEP ２で検討したヒト、モノ、カネ、情

報への影響を踏まえ、どのような対策を実行

することが適当か検討します。例えば、以下

の取組が考えられます。

　① 社員の多能工化を進める

　② 設備の耐震化

　③ 保険の加入

　④ バックアップデータの取得

【STEP ５ 平時の推進体制】

　事業継続力の強化においては、平時の取組

が大切です。平時から繰り返し取り組むこと

で、緊急時においても落ち着いて、適切に対

応することができるようになります。平時の

取組の検討にあたっては、以下の点に留意す

ることが大切です。

　①  経営層の指揮の下、事業継続力強化計画

の内容を実行すること（平時の推進体制

に経営陣が関与すること）

　②  年に一回以上の訓練を実施すること、そ

して取組内容の見直しを定期的に実施

すること

STEP １

事業継続力強化の
目的の検討

STEP ２

災害等のリスクの
確認・認識

STEP ３

初動対応の
検討

STEP ４

ヒト、モノ、カネ
情報への対応

STEP ５

平時の
推進体制

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

スポーツによる人・まちづくり推進協議会　information

AWAY HOME

第1節

3.13(日)

13：00KO

第2節

3.20(日)

13：00KO

鹿児島ユナイテッドFC
(白波スタジアム)

SC相模原
(Jヴィレッジスタジアム)

AWAY HOME

第3節

3.27(日)

15：00KO

第4節

4.3(日)

13：00KO

愛媛FC
(ニンジニアスタジアム)

カターレ富山
(いわきグリーンフィールド)

WALK  TO  THE  DREAM

いよいよJ3開幕！ がんばれ！ いわきFC
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いわき観光経営塾　関係者向けモニターツアー

いわき商工会議所青年部　２月例会

2/14～16

2/16

　いわき市、いわき観光まちづく

りビューロー、いわき商工会議所

の３者は「売れる観光コンテンツ

づくり」を目的に、オダギリサト

シ氏（㈱インプリージョン代表）

を講師に迎え、いわき観光経営塾

を開催している。

　宮野由美子氏（いわき健康セン

ター）、元木寛氏（ワンダーファー

ム）、吉田泉氏（常磐交通観光）、

白石長利氏（ファーム白石）、上

野宅正氏（赤井嶽薬師常福寺）が

メンバーとなり、「修行」をコン

セプトとした企業研修向けの商

品販売に向け、関係職員を対象と

したモニターツアーを実施した。

（コロナ感染拡大のため規模を縮

小しての開催。）

　単なる遊びや体験ではなく、本気の農作業やお寺での瞑想、体感100℃を超えるサウナなど、健康づくりやチー

ムビルディングなどを狙いとしたコンテンツを各企業の研修の目的に応じ、組み合わせて販売する。

　次年度は実際に商品を販売しながら、更なる商品のブラッシュアップを図る。

　いわき商工会議所青年部は、２月16日に２月例会を完全オンライン形式にて開催した。

　ビジネス委員会（委員長：㈱アルファ 蛭田 啓一 取締役）が担当し、約20名の会員が出席した。第１部では、

同委員会の吉田論正副委員長よりSociety 5.0に関する説明、第２部では、大内法務行政書士事務所の大内政雄

氏（SDGsファシリテーター）を講師に招き、「SDGs

と今後の企業経営・地域の活性化」をテーマに講

演をいただいた。SDGsの概要や取り組む必要性、

今後企業が取り組む際のポイントのほか、経団連

が推進する「Society 5.0 for SDGs」について学んだ。

　同青年部では、次年度以降もSDGsに関する勉強

会を開催していく。

▶瞑想（赤井嶽薬師常福寺）

▶トレッキング（ワンダーファーム） ▶本気の農作業（ファーム白石）

▶栄養指導（いわき健康センター）

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
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持続可能な地域を目指した商社の設立による支援

秋 田 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27回】秋田銀行

１　会社概要

　 　人口減少や少子高齢化、新型コロナウィルスの感

染拡大などにより、ビジネス環境が激変しており、

雇用の確保やマーケットの縮小による地域経済の減

退が懸念される状況にあります。

　 　こうした中、秋田県内には地域外を中心とした新

たな販売チャネル網の構築や、マーケットニーズ等

の有益情報の収集および生産者への還元、さらには

マーケット分析を基にした商品開発支援などの商社

機能を有した、地域に根ざした企業体が必要である

と考え、地域商社「詩（し）の国（くに）秋田」（以下、

当社という。）を設立しました。

　 　当社は、食料品や農水畜産品、工芸品などの地場

産品を対象に、マーケティングやブランディング、

国内外での販路開拓といったトータルプロデュース

を行い、本県の優れた資源や特産品の流通拡大を目

指し、昨年４月に設立いたしました。また、６月には、

台湾民間金融最大手である中國信託ホールディング

のグループ企業から出資を受け入れました。国内の

みならず、台湾を足場に海外での県産品の販路開拓

を進めていく方針です。

２　事業概要

　　秋田県内事業者が抱える課題

　　 　県内事業者は中小零細企業が多く、首都圏等の

マーケットに営業拠点を設けている事業者は少な

く、実需者ニーズ等のマーケティングにおける有

益な情報を取得することが困難な状況にあります。

また、有償サービスでマーケティング情報を得よ

うとした場合、価値ある貴重な情報は外注先が保

有しており、利用者側では情報の蓄積や有機的な

活用が進まず、マーケットイン型の事業展開を理

想としながらも、足元ではプロダクトアウト型に

留まってしまっています。さらに、自社の取組み

や商品に関する認知度を向上させる情報発信にお

いても、取組みが不足している状況にあります。

　　商社の事業領域

　　 　当社は、秋田県内事業者が抱えるこのような課

題に対応する形で事業領域を①マーケティング事

業、②ブランディング事業、③プロモーション事業、

④国内販路開拓事業、⑤海外販路開拓事業、⑥Ｅ

Ｃ事業の６分野としています。

３　取組事例

　 　当社設立後数か月が経過しましたが、この間の活

動事例を少しだけ紹介します。

　① 県内事業者を直接訪問し、商品に関するこだわり

や思い、ストーリーをヒアリングし、県外バイヤー

に売り込んでいます。

　② 台湾のマンゴーを当社が輸入し、県内の道の駅８

か所を通じて販売しました。台湾の中でもフルー

ツの産地として有名な屛東県とのコネクションを

構築し、今後も輸出入を通じて秋田県と屛東県の

相互交流をはかっていく方針です。

　③ 事業者訪問や販売活動を当社Facebookページに

投稿し、秋田県産品の魅力を発信しています。ぜ

ひ当社のFacebookページをご覧ください。


