
いわき商工会議所会報 社内でご回覧ください
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今月の会員のチカラ
市民の水道をはじめ、インフラを支えている
「株式会社大松興産」
代表取締役の松原文司さん『旭日双光章』を受章

勿来地区内の太陽光発電送電ケーブル

消火栓設置工事

内郷地区内配水管工事

勿来地区内配水管改
良工事
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こんなことやってます! 掲載事業所募集中

新商品・新サービスの
　　　PRにご活用ください

・会員事業者様限定。年に１回掲載可能です。
・掲載は無料です。事業所紹介

「タウンマガジンいわき」別冊・御朱印本を発売！ 地域の方にお店をPRしませんか？
　御朱印を頂ける全41社

を紹介！別冊「御朱印本

（935円）」が、市内各書

店で好評発売中です。右

ページが神社紹介、左

ページにはその神社の御

朱印を頂ける、新しいタ

イプの「御朱印本」となっ

ています。

　地域の情報サイ

トぐるっといわき

です！「商品・サー

ビスをPRしたい」

「求人を募集した

い」「SNSやGoogle

マイビジネスを有効活用したい」「ホームページを持

ちたい」など、お気軽にご相談ください！

株式会社 アドプラン
『タウンマガジンいわき編集部』

〒970-8034 いわき市平上荒川字長尾74-8（2F）
TEL.0246-29-0212 FAX.0246-29-3151

ぐるっと株式会社『ぐるっといわき』
〒970-8044 いわき市中央台飯野4丁目2-4
いわきニュータウンセンタービル2F
TEL.0246-68-6223 FAX.0246-68-6224

〈掲載のお問い合わせ〉

企画グループ
☎25-9151

（本多・橋本）

申込は
こちら ▼

株式会社大松興産
　小名浜定西に事務所を構える「株式会社大松興産」は創

業47年。現代表取締役の松原文司さんは２代目であり、管

工事を主な事業とし、水道管・ガス管・電気系送電ケーブ

ルなどのインフラ整備工事を請け負っている。

　2011年の東日本大震災発生直後には、工業用水の水管橋復旧をはじめ、一般水道管復旧工事に迅速な対応を

し、また県内外から復旧協力者を呼び寄せ、１日も早い通水復旧に尽力した。

　ここ２年程は、従業員がウイルスに感染しないよう十分に注意を払って作業し、工事工程に影響が出ないよ

う社内全体で心掛け、事業を展開している。

　松原さんは、平成14年からいわき管工事協同組合の理事長を務め、平成22年からは県管工事協同組合連合会

の会長に就任し、現在は、国内で同じく大震災を経験した、兵庫・熊本両県の会長と共に、全国管工事協同組

合連合会の災害対策担当理事となり、鋭意活動している。

　昨年11月秋には、災害時の対応をはじめ、これまでの業界に貢献した活

躍が高く讃えられ、『旭日双光章』を受章された。「私だけの受章ではな

い。家族の協力はもとより、従業員をはじめ業界関係者皆さんの協力があっ
ての受章であり、意義は大きい。今後は、後継者(専務)と共に、今まで以

上励んで行きたい」と受章の喜びを語っていた。

　マイブームは「道の駅巡り」で、県内35か所ある道の駅は全て制覇した

とのこと。「その地域ごとの様々な情報や建物、景色が見れることが魅力

であり、小旅行気分で、日常の雑踏から離れられるのがいい。今は隣県を

訪ねている」と笑顔を見せた。

会
チ
員

カ
の
ラ

No.
72

株式会社大松興産
いわき市小名浜字定西157 ／ ☎0246-54-8062 ／ 0246-54-3680
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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

　決算・申告書の作成・提出の時期が近づいてまいりました。所得税・消費税確定申告相談会を開催し

ますので、お気軽にご利用下さい。また、新型コロナウィルス感染症対策のもと開催いたしますので、

マスク着用、会場での手指消毒、検温、間隔確保、混雑時の配慮等の対応にご協力下さい。

　発熱、風邪の諸症状、体調不良などのある方は、ご来場をお控え下さい。

月　日（令和５年） 時　間 会　場

通 常 相 談 会

(経営指導員)

２月16日(木) ～

３月15日(水) 　 
※土日祝日は除く

〔午前〕 ９：00～12：00

〔午後〕13：00～16：00

いわき商工会議所

本所・各支所

夜 間 相 談 会

(経営指導員)

２月24日(金)

３月２日(木)
18：00～20：00

いわき商工会議所

本所・各支所

■税理士相談日（上記通常相談会に伴い税理士相談日を設けます。）

　土地建物の売買等の分離課税、相続・贈与など専門的事項へのご相談は、税理士相談日をご利用下さい。

税理士相談は助言を受けることを主としてますので書類作成はできません。

会　場 月　日（令和５年）※日程変更が生じる場合があります。

いわき商工会議所

（本　　　所）

[２月]　17日(金)・20日(月)・22日(水)・27日(月)

[ ３月]　１日(水)・３日(金)・６日(月)・８日(水)・10日(金)・13日(月)

いわき商工会議所

（小名浜支所）

[２月]　16日(木)・20日(月)・22日(水)・27日(月)

[ ３月]　１日(水)・３日(金)・６日(月)・８日(水)・10日(金)・13日(月)

いわき商工会議所

（常 磐 支 所）

[２月]　16日(木)・22日(水)・27日(月)

[ ３月]　３日(金)・10日(金)・13日(月)

いわき商工会議所

（勿 来 支 所）

[２月]　16日(木)・20日(月)・24日(金)・27日(月)

[ ３月]　１日(水)・３日(金)・６日(月)・８日(水)・10日(金)・13日(月)

いわき商工会議所・いわき青色申告会

令和４年分所得税・消費税確定申告相談会のお知らせ

【問い合わせ】　本所(平) ☎25-9151　 小名浜支所 ☎53-5175　 常磐支所 ☎43-2757　 勿来支所 ☎63-6521

■ご準備・持参するもの等

■  令和３年分(前年分)の決算書・確定申告書の控え
■  代表者・専従者・扶養者の氏名・生年月日・

マイナンバー
■  国保・年金及び生命保険等の控除するものの支払

証明書
■ 公的年金等の源泉徴収票
■  事業以外に給与所得がある方は、給与所得の源泉

徴収票
■  本人確認書類 （マイナンバーカード又は通知カー

ド及び運転免許証・保険証など）
■ 代表者の印鑑　など

■会場感染対策にご協力下さい

●  マスク着用厳守。会場での手指消毒・検温等を
行って下さい。

●  相談・申告する方のみ少人数でご来場下さい。

●  混雑緩和（整理券配布等）に対応する場合あり
ます。

●  書類作成等の滞在はできません。
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アクサ生命保険株式会社
○○支社　○○営業所　
〒000-0000　○○○○○○0-00-0　 
TEL 00-0000-0000 

佐藤君枝先生のコミュ二ケーション講座

第１回
職場内のコミュニケーションの重要性
～こんな状態になってませんか？～

　はじめましてコーチングプレイス講師・ギャラップ社認定
ストレングスコーチの佐藤君枝と申します。
　コロナ禍の影響によってマスク着用・リモート会議が増え
ました。会員の皆様におかれても実際に職場での会話が減り、
周りの人が何を考えているかわからなかったり、社内コミュ
ニケーションに問題を感じたりしている方が多いのではない
でしょうか？コミュニケーションの原点ともいうべき人と交
流するという行動が制約を受けていることから業務上の問題
としてコミュニケーションの重要性が増してきていると日々
実感しています。
　そこで、いわき商工会議所の会員様に向けて、全６回にわ
たりコミュニケーションについてお伝えする機会をいただき
ましたので、皆様にとって少しでもコミュニケーション問題
解消のお役に立てばという思いでお伝えしていきます。

　唐突ですが、現在職場ではどのようなコミュニケーション
が、とられていますか？
　コミュニケーションに問題がないという職場が一番良いので
すが、コミュニケーションが不足している職場では最初に会話
が減ります。さらに下記のような形で顕在化していきます。

「同じ職場なのに気軽に話せず職場で
孤立しているように感じる」


「連絡ミスが起こる」


「仕事の進捗に影響し組織の目標が達成されない」


「心の病気になる人が出る」


「信頼関係が構築できず
不満に気づけないまま離職されてしまう」

　コロナ禍から経済活動が回復してきている今、職場の環境
に危機感を持たれた企業様から、コミュニケーションや相互
理解の研修のご要望を頂くことも多くなってきております。
コミュニケーションは一朝一夕では改善しませんが、上記の
ような状況の時に手軽に取り組める一案としてコミュニケー
ションに対する基本的な考え方をご紹介いたします。是非参
考にしてみてください。

☆ 『ＪＥＡ』を思い浮かべて！
　Ｊ・自分から　Ｅ・笑顔で　Ａ・挨拶する

　何だそんなこと･･と思われるかもしれませんが、挨拶は相
手に対するとても大事な『承認』です。目の前の人を「生き
ている存在として『認める、認められる』こと」、職場で存
在を承認されることは最も重要なことです。部下は上司の態
度に影響され社内の文化？として同じような行動をとる、と
言われています。ちなみに相手を承認することはもちろん、

「出会う方すべてに自分から・笑顔で・挨拶することはお金
もかからず運を呼び込む」と言って実践されている社長さん
もいらっしゃいます。

☆ 『コミュニケーションは職場の血液（潤滑剤）でありスキ
ルとして良くしていくことができる』

　血液が体の細胞の一つひとつにめぐり、内蔵が働き気持ち
よく体が動くように、コミュニケーションで職場に良い関係
が巡ることで、スムーズな仕事の流れ・業績に繋がっていき
ます。健診や食事について気を遣う方は多いと思いますので、
職場を人の体に見立てて、コミュニケーションについてでき
ることを考えてみましょう。そしてスキルという観点から･･

「読み書きそろばん」は学校でしっかり習いましたが、『聞く・
話す』について教わった方は少ないのではないでしょうか。
なんとなく、育った環境の中でしてきた･･という方がほとん
どでしょう。加えて、コミュニケーションというと『話す』
ことに注意がいきがちですが、一番大切なのは『聞く』こと
です。自分の話を最初から最後まで否定されず聞いてもらっ
た経験がある人だけが、人の話を
聞くことができると言われていま
す。コーチングのクライアントさ
んが「こんなに自分の話しを聞い
てもらったことはなかった」と感
動されることがあります。それほ
ど誰も相手の話を「聞いていない・
聞かれていない」のです。

ということで次回はどうすれば本
当に相手の気持ちを聞くことがで
きるのかを中心に　『「コミュニ
ケーションをはかるには？・お互
いを知ることからはじめよう！

（傾聴・承認の大切さ）』」につい
てお伝えします。

コーチングプレイス：

　 https://learning-playce.com/
coachingplayce/

佐藤君枝 公式ＨＰ：

　https://kimiesato.com/

佐藤君枝プロフィール
いわき市四倉在住。幼稚園
教諭・アナウンサーを経て
専業主婦となり、３人の子
育てを終えたことを機に『あ
なたとチームの成長に伴走す
る』ためコーチングを行って
います。

趣味： 産直品を食べること、
音楽鑑賞
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会議所TOPICS
1/7

千葉ロッテマリーンズ　佐藤都志也選手講演会
　スポーツによる人・まちづ
くり推進協議会が主催とな
り、本市出身で千葉ロッテ
マリーンズ所属の佐藤都志
也選手の講演会を実施した。
　佐藤選手は、司会の佐
藤玲奈アナウンサー（テレ
ビュー福島・本市出身）とと
もに、市内の中学生に夢を
追いかけることの大切さを
語り、子どもたちも熱心に
質問していた。

12/23

駅前再開発事業に関する出前講座を開催
　商工会議所青年部は磐
城桜ケ丘高校にて、いわ
き駅周辺で進められてい
る再開発事業について周
知するための出前講座を
開催した。若い世代に、
いわき市の今後のまちづ
くりに興味・関心を持って
もらい郷土愛を育むこと
を目的とするものである。

●RuBy

●あずさ塗装

● 株式会社TASUKU建設

●ゆうしんクリーン

●株式会社ワンライズ

●髙橋総合建設

●Tettene

●ゆにいく株式会社

●トキワホーム株式会社

●空と碧舎

●  BONILEMO Create 株式会社

● Hair salon OJARU

●株式会社飛鳥

●楽膳 そう吉

● HERO's DINER IWAKI

新入 会員   令和５年１月23日（月）第382回常議員会にて承認

アクサ生命保険株式会社
○○支社　○○営業所　
〒000-0000　○○○○○○0-00-0　 
TEL 00-0000-0000 

アクサ生命保険株式会社
郡山支社　いわき中央営業所　TEL：0246-22-5447
〒970-8026 いわき市平字田町120 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
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令和
第32回

あ
ぶ
く
ま
信
用
金
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

デジタルの力を活用した地方の社会課題の解決と魅力向上へ
　2022年12月に「デジタル田園都市国家構

想総合戦略」の全体像が公表されました。

本戦略は、全国どこでも誰もが便利で快適

に暮らせる社会を目指す「デジタル田園都

市国家構想」の実現に向け、デジタルの力

で地方の個性を活かしながら社会課題の解

決と魅力の向上を図ることとし、中小・中

堅企業のDXとそれを支援する地域の産学

官の専門家や地域の金融機関のDX支援体

制の構築等を取組施策として掲げています。

　あぶくま信用金庫は、経営者の皆さまに

エールを送るデジタルサービス「あぶくま信用金庫ケイエール」を通して、資金管理業務やバック

オフィス業務のデジタル化から地域中小企業のDXに向けた伴走支援に取り組み、「誰一人取り残さ

れない、人に優しいデジタル化」で、地方の社会課題の解決と魅力向上に貢献してまいります。

災害に対する備えは万全ですか？災害に対する備えは万全ですか？
BCP策定のメリット

①  緊急事態が発生した際に、中核事業の継続や早期復旧に対する速やかな対応ができます。

②  BCP等の緊急時対応策を整えることで、取引先からの信頼性が向上します。

③  緊急時における企業の弱みを可視化することで、日常業務の改善に繋がります。

出典：中小企業庁「中小企業BCP策定運用方針」より抜粋

一部の事業
が継続

目標
復旧
時間

100％

　 0％
時間

中核事業が
早期復旧

操
業
率

～ BCPに関するご相談 ～

お気軽に いわき商工会議所
中小企業相談所 にご連絡ください

☎0246-25-9152

出典：内閣官房ホームページ「デジタル田園都市国家構想総合戦略」Webページ
(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/about/social-issues.html）
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注目のビジネス書ランキング
１『本当の自由を手に入れるお金の大学』　

両＠リベ大学長 著　朝日新聞出版

２『佐久間宣行のずるい仕事術』　佐久間宣行 著　ダイヤモンド社

３『60分でわかる！インボイス＆消費税超入門』
土屋裕昭 著　技術評論社

４『決定版！お金の増やし方＆稼ぎ方』　山崎元 著　徳間書店

５『だから僕たちは、組織を変えていけるワークブック』
斉藤徹 著　クロスメディア・パブリッシング

データ提供：鹿島ブックセンター

…どこに行っても恥ずかしくない「社会人必須の言葉
遣い」「電話」「会議」などをシーン別に解説！本当
に知りたいはずの「実践的な言い方・書き方200」
を一挙公開！仕事ができる風になれる書籍です。

オススメの１冊
『�先生!ダメダメな私を2時間で仕事デキる
風にしてください!』諏内えみ 著　KADOKAWA

商工会議所推薦「図書館で見つけた一冊」

佐久間宣行のずるい仕事術（ダイヤモンド社）

　佐久間さんは、いわき市出身のテレビプロデューサーです。
テレビ業界で培われた仕事術として次の4項目を挙げていま
す。①上司に文句を言わせないために「報連相」が大切、②
頼まれた仕事や、返事はすぐに返すことで、相手が抱く印象
をガラリとよくすることができる、③頑
張らずに評価されるためには、自分自身
のキャラを理解して、キャラに合ってい
ない仕事は極力しない、④「悪い失敗」
は仮説がない挑戦の結果、もたらされた
もの、「良い失敗」は仮説を踏まえた挑
戦の先にあるもの。仕事に行き詰ってい
る、今の普通の自分を変えたい、もっと
活躍したいと思っている方、ぜひご一読
ください。

ポレポレシネマズのおススメ映画

いわき支店 ℡ 

新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業者の皆さまの資金繰りをサポートします！

県緊急経済対策資金

● 貸付限度額 億円

● 貸付期間 年以内 据置 年以内

● 保証料率 ： ％、一般： ～ ％ お客様負担分制

度

概

要

伴走支援型特別資金

詳しくはこちら‼

Ⓒ2023 Gaga Corporation/J Storm Inc.Ⓒ2023 Gaga Corporation/J Storm Inc.

　営業成績No.1のデキる男・川村俊介。社長令嬢との結婚式前夜、渋谷で開かれたサ
プライズパーティで酩酊し、帰り道で不覚にもマンホールの穴に落ちてしまう。深夜、
穴の底で目覚めた川村は、足に深手を負い、思うように身動きが取れない。スマホで
現在位置を調べるがGPSは誤作動を起こし、警察に助けを求めるも、まともに取り合っ
てもえらえず、唯一、連絡が取れた元カノに助けを求めることができたが、そこである疑念が発覚する。「もしかして、ここ
は渋谷ではない？」何者かにはめられたと考えた彼は、SNS上で「マンホール女」のアカウントを立ち上げ、場所の特定と
救出を求める。犯人探しに沸き上がるネット民たちを操る川村。
　結婚式までのタイムリミットはあと僅か―。このどん底から這い上がれるのか!?この結末、つぶやき厳禁！

2023年2月10日（金） TOHOシネマズ日比谷 ほか全国ロードショー

その他その他 人気書人気書 ランキングランキング
文 庫 編

1　『荒ぶるや』　
佐伯恭英 著　文藝春秋

2  『蜜蜂と遠雷　上』　
恩田陸 著　幻冬舎

3  『蜜蜂と遠雷　下』　
恩田陸 著　幻冬舎

『＃マンホール』
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中小企業相談所　経営支援 現場レポ！！

着物とフラと着物とフラと
コラボしたコラボした
温泉むすめ温泉むすめ
“いわきあろは”“いわきあろは”

湯本を湯本を
イメージしたイメージした
サブパネルサブパネル

中小企業相談所　経営指導員

波立　拓夢

「副業人材」をご存知ですか？
　「副業人材」とは、本業の労働時間外に、他企業の業務に従事する人材のこと
を指します。平成29年に、国が副業・兼業の普及促進に向けて舵を切ったこと
を受けて、首都圏を中心に社員へ副業を解禁する企業が増えています。
　いわき市においては、市と商工会議所、ひまわり信用金庫、いわき信用組合が、
国内最大の副業人材マッチングプラットフォーム「Skill Shift（スキルシフト）」
を提供している㈱みらいワークスと連携協定を締結し、市内事業者の副業人材の
活用を支援しています。
　既に市内で活躍している方は、平均月１～２回の会議を通して、市内事業者の
課題にアドバイスをしています。最短で１ヵ月から採用することができ、当所の
会員事業者様であれば、求人掲載料や求人情報登録代行料等は免除され、副業人
材の謝礼（月額平均3.4万円）のみの負担となります。
　ご興味がありましたら、ぜひご相談ください！

【担当：経営支援グループ　波立】

～いわき湯本温泉に遊びに行こう♪～～いわき湯本温泉に遊びに行こう♪～

元気な温泉街を目指して!元気な温泉街を目指して!
いわき湯本温泉の魅力を発信!いわき湯本温泉の魅力を発信!

　いわき湯本温泉旅館協同組合青年部では、全国の温泉地をキャラク
ター化した、「温泉むすめプロジェクト」と連携し、いわき湯本温泉をモ

チーフにした二次元キャラクター、温泉むすめ『いわきあろは』を活用し
た、温泉地の魅力発信、若い世代やサブカルチャーファンなど、新しい観

光誘客に力を入れています。
　いわき湯本温泉では、観光温泉地再生のため、温泉の「和」
の文化といわきの「フラ」文化を融合した、独自の温泉地を

目指す『フラのまち宣言』を行い、これまで「着物deフラ」
をコンセプトにしたフラ女将の活動により、温泉情緒ある

着物やフラのイメージが温泉地の魅力として浸透してきまし
た。

　このたび、温泉旅館や街の方たちが、温泉地のイメージアップ、
宣伝PRしていくため、フラ女将を中心に定着してきた、着物とフラ

の要素を採り入れた、温泉むすめ「いわきあろは」が誕生しました。
　　いわき湯本温泉観光案内所（JRいわき湯本駅前）には、キャラクター

パネルが設置され、フォトスポットとして県内外からの来訪者を楽しま
せています。湯本温泉の「鶴の伝説」などをイメージさせる可愛いサブ

パネルも展示、いわき湯本温泉
でしか買えないキャラクターグッ
ズも取り扱っています。

　 これから湯本駅周辺の再開
発が計画されており、商工会

議所としても湯本温泉
の活性化や、地域を支
える事業者を応援して

いきます。

※ この取組みでは令和４年度
いわき市商工業活性化事業
補助金を活用しています。 観光案内所で記念撮影！

経営指導員による
ワンポイントアドバイス
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