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　今月で郡山商工会議所会報は、デザインのリニューアルから、
1周年を迎えました。会員事業所の皆様には、日頃よりご愛読を
いただき誠にありがとうございます。
　今後も、経営に役立つ情報、会員事業所の取組みの紹介など、
充実した会報づくりを行ってまいります。
ご協力のほどよろしくお願い致します。
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郡山支店
〒963-8005  郡山市清水台1-6-21 山相郡山ビル　TEL 024-923-7140

日本政策金融公庫からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた皆さま方に、心よりお見舞い申し上げます。
同感染症の発生により影響を受けた中小企業・小規模事業者等の皆さまからのご融資やご返済に
関する相談に、政策金融機関として迅速かつきめ細やかな対応を行ってまいります。

※現在、大変多くのお客さまから、新型コロナウイルス感染症特別貸付についてのご相談が集中し、
   窓口が大変込み合っております。ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

詳しくは下記QRコードより

『新型コロナウイルスに関する相談窓口』

日本政策金融公庫ホームページで本特別貸付についての詳細をご覧いただけます。日本政策金融公庫ホームページで本特別貸付についての詳細をご覧いただけます。

ホテルハマツ・ Blue Bird apartment ・ 株式会社ハタフル・
OBROS COFFEE ・ 株式会社スペースワン ・ 税理士法人 三部会計事務所
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のことなら

〒963-8024　郡山市朝日1-13-2

登記・測量・空家問題
相続・遺言・遺産整理
会社設立・企業法務

手続きの

0120-31-6987 郡山市役所   歩いて2分

新型コロナウイルス関連支援情報

経営相談01

予約制となりますので、ご希望日、時間に利用することが難しい場合もございます。予めご了承ください。

郡山商工会議所 中小企業相談所  経営支援課　TEL 024-921-2621お問合せ・ご予約

　経営に関する課題解決に向け、当所経営指導員が、ご相談
に対応いたします。土曜日しかご都合がつかない方のための
経営相談会もございますので、お気軽にご利用ください。

● 日時 ／ 月～金　午前9時～午後4時
● 場所 ／ 郡山商工会議所　相談室
● 時間 ／ 相談時間50分、1回
● 対応 ／ 当所経営指導員

新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの企業に影響が出ておりますが、郡山商工会議所では、企業が抱える課題解決に向け、

専門家や行政など各関係機関と連携を密にしながら様々な支援を展開しております。是非ご相談ください。

一般保証とは別枠（2.8億円）で借入債務を保証。

売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合、利用可能 売上高が前年同月比▲5％以上減少等で、利用可能4号 5号

中小企業者（個人・法人）：売上高▲20%減少C

新型コロナウイルス対策マル経融資・新型コロナウイルス感染症特別貸付により借入を行った方。

個人事業主：要件なし 小規模事業者（法人）：売上高▲15%減少

新型コロナウイルス感染症の影響が大きい事業所などに対して、利子補給を行う制度です。

対象

利子
補給

A B

補給期間：借入後当初3年間
補給対象上限：● 中小企業1億円　● 国民事業3,000万円

資金繰り02 ※各制度の利用には審査がございます。

● 補助対象：上記融資を利用した方
● 補助率：100％（限度額50万円）
● お申込み・お問合わせ：市内金融機関　等 郡山市産業政策課　TEL 024-924-2251お問合せ

※市税等の完納が条件となります。

【信用保証料補助】 中小企業者が納付した信用保証料を補助します。

ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金・IT導入の3つの補助金がございます。

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業継続を下支えする給金が支給されます。

給付
額 ● 法人200万円上限　● 個人事業者100万円上限

補助金・給付金03 詳しくは、17ページをご確認ください。

中小企業生産性革命推進事業

① 最近１か月間の売上高等が前年同月と比べて15％以上減少している
② 今後２か月間を含む３か月間の売上高等が前年同期と比べて15％以上減少することが見込まれる
③ 同一事業を１年以上営んでいる事業者などをすべて満たすこと

対象

資金
用途

返済
期間

利率限度
額 1,000万円

設備資金及び運転資金

設備資金・運転資金ともに7年以内（据置期間1年以内）

年1.5％以内

信用
保証

必要に応じて

必要に応じて

保証人
・担保

売上高等減少対策資金融資（郡山市）

特別利子補給制度

持続化給付金

新型コロナウイルスの影響により最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5％以上減少した小規模事業者対象

資金
用途

限度
額

通常の2,000万円のほかに別枠1,000万円

新型コロナウイルスの影響に伴う社会的要因等により
必要とする設備資金及び運転資金

返済
期間

設備資金10年（うち据置期間４年以内）
運転資金７年（うち据置期間３年以内）

利率
通常から0.9%の金利引き下げ　※当初3年間
※郡山市より、１年間利子補給あり

新型コロナウイルス対策 マル経融資

セーフティネット保証4・5号

新型コロナウイルスの影響により、最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
※業歴３ヶ月以上１年１ヶ月未満の場合は、お問い合わせください。

対象

資金
用途

限度
額 ● 中小事業 ３億円　● 国民事業 6,000万円

新型コロナウイルスの影響に伴う社会的要因等により
必要とする設備資金及び運転資金

返済
期間

設備資金20年（うち据置期間5年以内）
運転資金15年（うち据置期間5年以内）

利率 中小企業 1.11%→0.21%　国民事業 1.36%→0.46% 
※当初３年間（利下げ限度額：中小事業１億円 / 国民事業3,000万円）

新型コロナウイルス感染症特別貸付

4月21日現在

※詳細は決まり次第、ホームページ等でご案内いたします。
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会員応援企
画コロナに負けない!

頑張る会員のみなさんの取り組みをご紹介します

MEMBERS
REPORT

ホ
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 １階レストラン「トレール」では、お持ち
帰り用「スイーツボックス」が好評販売
中です。パティシエ特製、チョコレート
や季節の果物を使ったムースなど９種
類のケーキが入った「アソート」とスク
エア型のショートケーキと5種類の
ケーキが入った「プレミアム」の２種類を
ご用意。白木の木箱に詰め風呂敷に包
んでのお渡しなので、手土産やプレゼン
トにも最適。箱を開けた瞬間、色とりど
りの可愛いスイーツがずらり。口にして
はもちろん、目でも楽しく、思わず笑顔
になる商品です。今後は季節に合わせ
たスイーツボックスを企画中。
　また、「トレール」と「ステーキハウスハ
マ」ではお弁当の予約販売も行っていま
す。（ご予約は5個以上２日前まで）
　食事は元気の源！外食気分を味わっ
てみては？

ホテルハマツ

FOOD

ち
ょっ
と
い
い
も
の
で 

#
お
う
ち
時
間
を
楽
し
く

〝ブルーバードアパートメント〟は、人
と人が繋がるコミュニティビルとして
2019年2月に清水台に完成。ローカル
ビジネスを展開しています。
　現在1階 喫茶室では、カレーとコー
ヒーのランチセットを中心にテイクアウ
トのみで提供しています。今後は、注文
から決済までをネットで完結させ当日
は受取のみに。（ご注文は前日まで）人
との接触を最小限にします。
　また、#おうち時間 を楽しめるよう、
さまざまな企業とコラボし、暮らしを
豊かにするものをオンラインショップ
で販売予定。おすすめは、生豆を焙煎
できる土鍋焙煎機"ROTARY"。今後は
自宅で作れるカレースパイスキットを
オンライン限定で販売予定です！

住　　所 ／ 郡山市清水台1-8-15 1階
代　　表 ／ 佐藤 哲也
電　　話 ／ 024-954-8744
営業時間 ／ 平　日　 7:00～15:00
                 土日祝　11:00～17:00
店 休 日 ／ 火曜日
U R L ／ https://bluba.stores.jp

Blue Bird apartment

SHOP

Goog
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　HP制作やWeb広告などを取り扱う
「㈱ハタフル」は、新型コロナウイルス感
染症予防のため、リモートワークを3月
17日より行っています。簡単な打合せ
から会議、飲み会などもカメラやマイク
を用いてオンライン化。自宅の環境下で
もコミュニケーションを大切にしてい
ます。
　今回、多大な影響を受けている店舗
の集客支援として、「Googleマイビジ
ネス」活用サポートの一部を無償提供
しています。Googleマイビジネスは、
GoogleやGoogleマップで店舗を検索
した際に出てくる店舗情報であり、一般
の検索結果やグルメ情報サイトなどよ
りも上位に表示されることから、Web
上の重要な集客ツールとなっています。
この機会にぜひご活用ください。

住　　所 ／ 郡山市開成4丁目3-10
                サニービル 301号室
代　　表 ／ 代表取締役社長  臼井 翼
電　　話 ／ 024-954-4644
営業時間 ／ 平日 9：30～18：30
U R L ／ https://hatafull.co.jp/

株式会社ハタフル

コ
ー
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　郡山で生まれ育った荻野兄弟による
スペシャルティコーヒーストア“OBROS 
COFFEE”。コーヒーとの「思いがけない
出逢い」を創る、というコンセプトのも
と、フレッシュで果実味を感じるコー
ヒーを提供しています。ドアを開放し、
換気や消毒を徹底しながら営業を続け
ています。
　そんな中力を入れているのが「ポット
サービス」。ポットやマイボトルをご持参
いただければ、店頭で出来立てのコー
ヒーを淹れてお渡しします。当店ホーム
ページから事前予約・決済も可能です。
　今後は地元企業と連携したコーヒー
のデリバリーも検討しています。オフィ
スやご自宅でも、至高のコーヒーブレイ
クを。

住　　所 ／ 郡山市細沼町1-30
代　　表 ／ 荻野 夢紘
電　　話 ／ 024-926-0471
営業時間 ／ 月～金 7:00-17:30 
                 土日祝 8:30-17:30
店 休 日 ／ 木曜日
席　　数 ／ 17席
U R L ／  https://www.obroscoffee.jp

OBROS COFFEE

We
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　ウェブサイト制作やドローン事業、通
販カタログなど手掛ける㈱スペースワ
ンは、東日本大震災を機に東邦銀行協
賛のもと、2011年から復興支援通販
サイト「ふくしま市場」を運営し、福島
県産の農産品や畜産品、地酒から民芸
品まで幅広く取り扱っております。
　この度のコロナウイルス感染症の影
響で売上が落ちている県内生産事業
者の支援を目的に4月16日～9月30日
までの期間、ショップで購入した方に
抽選で100人に県産品をプレゼントす
る「ふくしま県産品買って応援キャン
ペーン」をスタート。生産事業者の販売
支援に力を入れています。
　掲載希望の生産事業者様は下記ま
でお問い合わせください。なお、ドロー
ン事業部では説明会をオンラインで
開催しています。

DRONE

住　　所 ／ 郡山市香久池1-17-3 2F
代　　表 ／ 小林 康宏
電　　話 ／ 024-954-9930
営業時間 ／ 9：00～18：00
U R L ／ https://www.spacexone.com/

株式会社スペースワン

ラ
イ
ブ
配
信
に
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　毎年開催している『よくわかる経理
塾』をオンラインで開催しました。三部
会計事務所の担当社員が講師となり、
ライブ配信アプリを利用して、経理事
務の基本や試算表の作成などについて
解説。参加者が事前にアプリをダウン
ロードすれば、ノートパソコンやスマー
トフォンを使ってどこでも視聴でき、双
方向でのやりとりも可能となります。
　三部会計事務所としては今回初めて
ライブ配信のオンラインセミナーを開
催しましたが、遠方の参加者から「移動
せずに受講でき参加しやすかった」と
の声があり、今後も、You tubeや
Zoom等を活用した動画配信やライブ
配信でセミナーの開催を検討していく
予定です。

ACCOUNTING
WORK

住　　所 ／ 郡山市緑町16番1号
代　　表 ／ 三部 𠮷久
電　　話 ／ 024‐922‐1300
営業時間 ／ 平日9:00～17:30
U R L ／ https://sanbe.co.jp/

税理士法人
三部会計事務所

住　　所 ／ 郡山市虎丸町3-18
代　　表 ／ 総支配人　道下　和幸
コーヒーハウストレール
電　　話 ／ 024-935-1121
ステーキハウスハマ
電　　話 ／ 024-935-1182

コーヒーハウストレール
ふくしまの洋食弁当

3,240円（税込）

ステーキハウスハマ
特製ステーキ弁当
3,000円（税込）

▲アソート
3,500円（税込）

▲プレミアム
4,500円（税込）

SHOP

オンラインショップを開設

WEB

復興支援通販サイト ふくしま市場

郡山商工会議所WEBサイトでも
販路開拓につなげる応援をしています!

掲示板 こ
お
りや
ま

販路開拓
新型コロナウイルス支援対策事業

※内容は4月21日現在のものです。以降、内容が変更になる場合がございます。

オンライン経理セミナー
●よくわかる経理塾
   （４～６月　月１回）
　オンライン会議システム
「Zoom」を利用して開催。郡山
市内だけでなく、会津若松から
受講した方もいて、「移動せずに
受講することができたので良
かった」との声が聞かれました。
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郡山市総合地方卸売市場

〒963-0201 福島県郡山市大槻町字向原114番地
電話 （024）966-0700　FAX （024）966-0746

大新 株式会社郡山大新青果
代表取締役  阿 部 吉 作

〒963-8022　福島県郡山市西ノ内2丁目20番6号
TEL 024-925-0388

ともに未来を！ 株式
会社みらい会計
吉田和美税理士事務所

会社設立 ・ 事業承継 ・ 相続税対策

郡山市八山田2-186  TEL 024-983-0310

〈DATA〉
日本料理　一会　

石川郡玉川村四辻新田津間32  TEL 0247-57-2684
もてなしのかくれ家　すわや

文／総務課　伊藤

　人との出逢い“一期一会”を大切にする

お店「日本料理　一会」。

　料理人の塩田は、常日頃肝に銘じてい

る言葉をこう表現する。

「祥献道。これは、お客様の悦びと出逢

い・食材に感謝するという想いが込めら

れた私だけの造語です。」

　この言葉通り、塩田が手掛ける料理に

は、一品一品感情が込められている。

　まずは、包丁さばき。素材や料理に合

わせた大・中・小の特注包丁で、丁寧に切

り上げる。

　「包丁を分けて切ることで食感・味の変

化が味わえます。お客様を満足させられ

ることであれば惜しみません。」

　料理には、日本の四季を生かした、そ

の季節でしか味わえない逸品を手掛け、

趣向を凝らし提供できるよう努力する。

　料理人を目指したきっかけは、幼少期、

家族に料理を振舞ったとき。家族が満面

の笑顔になったという。

　専門学校を卒業後、京都や東京の料亭

で修業。黄綬褒章を授章した料理界の現

代の名工 米良 隆氏に師事した。

　その後、仙台の日本料理店で料理長を

経て、玉川村にある「諏訪屋旅館」をリノ

ベーション、“もてなしのかくれ家”「すわ

や」を始めた。

　「すわや」は、一日４組限定のもてなし

旅館であり、最高の食材を用いた創作料

理と、部屋それぞれ独立した貸切り露天

風呂や専用テラスで最高のくつろぎ空間

が味わえる大人の隠れ家である。

　「すわやで、人・食材との出逢い、お客

様に育てていただいた。ここ一会を通し

て、“和”をもっと沢山の方に身近に感じ

てもらいたいと思っています。」

　お客様が一生忘れない思い出となるよ

う感謝を込め、料理を提供する。

　お客様に育てていただきながら、精進

を重ねる料理道は、まだまだ続く。

しおた　みちお
専門学校卒業後、料理の道へ。名立たる料亭で修業後、厚生
労働大臣賞など、数々の賞を受賞。
2008年に「諏訪屋旅館」をリノベーション、田舎に佇む“もて
なしのかくれ家”「すわや」を開業。
2020年2月には「日本料理　一会」を始め、現在に至る。
昭和55年生まれ、船引町出身

PROFILE

しょう  けん    どう

第一章  祥献道 第二章  料理道

極
K i w a m i

Vo l . 4 5

郡山市内の知る人ぞ知る
職人さんを紹介

日本料理　一会
Owner Chef

塩田 道雄さん

いち  え

M i c h i o  S h i o t a

REPORT女性会 青年部
Koriyama Young Entrepreneurs GroupBusiness Women’s Club×

本ページでは、女性会と青年部の取り組みについてご紹介いたします。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、ランチのみの提供と
なります。テイクアウトメニューのお弁当もございますので、
詳しくは、お電話いただければと存じます。（4月21日現在）

青年部REPORT

　新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によって全国的に深
刻な影響が出ている中、不要不急の外出などは控え、テレワーク
の利用を推進するよう通達が行われております。都市部だけでは
なく、郡山市も例外ではありません。

青年部にてテレワークを実施中 広報委員会にてテレワークの導入を進めていることについて
岩間氏と牧野氏にお話を伺いました。

　新型コロナの影響とは関係なく前年度からITを活用した情報共有につ
いて考えていました。なかなか集まれないメンバーと一緒に活動できる方
法として考えていた所、今回の事態にテレワークが注目され、みんなの理
解が深まり実現に至った経緯です。

　パソコンの知識などはそれほど詳しくはないのですが、集まれないと止
まってしまうので積極的に取り組んでいます。普段の集合した委員会活動
と違って工夫は必要ですが、何回か行って慣れてきました。

岩間 裕太郎 HOEI企画 代表

青年部 広報委員会委員長

牧野  哲也 株式会社 宝栄マーク 代表取締役

青年部 広報委員会副委員長

令和２年度の広報委員会ではITを活用した活動に取り組んでいます。
　Cisco社から提供されているwebexを利用して委員会活動をWEB会議
の形で行っております。
　毎月行われる例会や理事会の資料作りはgoogleドライブにてデータ
を共有し、全員で取り組めるよ
うに環境を整備しました。普段
の連絡はLINEを活用して各業
界の影響などの情報交換も活
発に行い、社会の動きに敏感に
反応できるよう備えています。

和牛弁当（1,500円） 天ぷら弁当（1,200円）

一会弁当（1,350円）

Web会議を開催！

女性会REPORT

　新型コロナウイルスの感染が急速に拡大していることを受けて、特別
措置法に基づく「緊急事態宣言」が４月16日に発令されました。
　総会は、4月5日でしたが、会員の同意を得て「書面開催」に変更させて
いただくことにしました。
　また、三役会はテレビ・Web会議ツール「Zoom」を利用して開催してお
ります。皆様のお顔を見ながら会議を進められますし、文明の利器を無料
で利用できることに感謝しています。

郡山商工会議所女性会 新規会員募集
当女性会では、女性会の目的に賛同し、女性の立場で地域社会に恩返し
したい方を募集しております。

郡山商工会議所会員事業所のなかで、経
営に参画している女性経営者等の資質
の向上と商工会議所事業への協力を通
じ、商工会議所の振興と社会福祉の増進
に寄与するとともに、会員相互の親睦と
連繋をはかることを目的としています。

【目的】

【組織概要】
会      長 ／ 平川　真理子
設      立 ／ 1981年10月3日
会 員 数 ／ 65名
                    （令和２年４月１日現在）

年 会 費 ／役　    員 20,000円
                     会　    員 15,000円
                    賛助会員 10,000円

いしずえ

「行動こそ時代を先駆けるべき青年の責務と信じ  力を合わせ  国の礎となろう」青年部の指針のひとつ
を今こそ実践していくべきと、停滞せず動いています。
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郡山市富久山町久保田字前田12-17
Ｅ-mail：fkk0960@peach.plala.or.jp

株式会社 

福島工業所
運動遊具・公園遊具
体育教材遊具なら
何でもご用命ください！

運動遊具・公園遊具
体育教材遊具なら
何でもご用命ください！

TEL （024）943-0960
FAX （024）943-1293

代表取締役　遠藤克己

(社)日本公園施設業協会会員［生産物賠償責任保険加入］

〒963-8861 福島県郡山市鶴見坦1-6-34 Tel.024-973-6343（代）
（株式会社さくら総合事務所）

税理士 鈴木　聡

税理士 加藤英夫

税理士 加藤かおり 土地家屋調査士 細野智弘

土地家屋調査士
行政書士 栁沼憲一

土地家屋調査士 蜂谷尚克

社会保険労務士 加藤玲子
土地家屋調査士 土井將照

司法書士・行政書士 細野賢一
司法書士 設樂裕子

税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士の 専門家集団

法務・税務のコラボレーション
総合的サービスをワンストップで提供

エネルギー サービス監視
IoTの活用による

電気使用状況の「見える化」と「自動負荷制御」で、
お客様の省エネをサポートいたします。

郡山事業所（024）932-6054

低コストで導入可能 契約電力の確認や
見直しにも活用可能

自動負荷制御は
標準サービスとしてご提供

アクサ生命は商工会議所と協力して健康経営を推進しています。

健康経営は、アクサ生命がサポートします！

郡山営業所 ☎024 -934 -1285
AXA-A2-2020-0077／847 2020.03.10

～さらなる企業の発展のために～～さらなる企業の発展のために～
健康経営に取り組みませんか？健康経営に取り組みませんか？

お問合せ先
※「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

テーマ 「新型コロナウイルス感染拡大」に伴う
ご契約のお取扱いについて

福祉制度ご加入者様へ商工会議所活用術商工会議所活用術
User support with Shokokaigisho.

当所福祉制度の引受保険会社であるアクサ生命保険㈱では、下記の通りご契約のお取扱いを開始しております。

保険料のお払い込みの延長

保険料のお払い込みが一時的に滞っ
た場合、保険料のお払い込みを猶予す
る期間を延長いたします。

入院給付金のお支払いについて

新型コロナウイルス感染症は、入院給
付金のお支払対象となる疾病に該当
します。なお、入院給付金は治療を目
的とした入院に対してお支払いをいた
しますので、検査結果が陽性であるか
どうかにかかわらず、医師の指示によ
り医療機関に入院された場合は、お支
払対象となります。また、医療機関の
事情等により、医師の指示で、ご自宅
またはその他病院等と同等とみなさ
れる施設（ホテル等）で治療を受けら
れた場合も、その治療期間に関する医
師の証明書等をご提出いただくこと
で、入院給付金のお支払い対象として
お取扱いいたします。

契約者貸付に対する利息

2020年3月より5月までに新たに契約
者貸付に対する利息につきまして、金
利0.00％でお取り扱いをいたします。

2020年8月31日まで

アクサ生命保険（株） 郡山営業所　TEL 024-934-1285
カスタマーサービスセンター　　   TEL 0120-568-093

お問合せ

特別金利適用期間

延長期間 2020年3月1日から
2020年9月30日まで

受付期間

2020年3月1日から
2020年5月31日まで※1

※1 お申込みの状況等に応じて、
       受付期間を短縮することがあります。

※ 2020年3月1日より
     2020年5月31日までに
     新たに保険料のお払い込みに
     遅延が生じるご契約が対象となります。
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郡山整形外科 ・
リハビリテーション科

郡山市鳴神3-110
☎（024）961-3338

郡山市鳴神3-110
☎（024）952-8778

http://www.koriyama-seikeigeka.jp/

消防設備保守点検

援護化学株式
会社

郡山市図景１丁目17-24（元国道4号線消火器看板目印）
Tel  024（932）0440　Fax  024（922）9119
郡山市図景１丁目17-24（元国道4号線消火器看板目印）
Tel  024（932）0440　Fax  024（922）9119

代表取締役社長 滝 田 吉 宏 ISO9001:2008認証取得ISO9001:認証取得

Koriyama Chamber of Commerce and Industry
CCI News

お問合せは、総務部総務課まで。 お問合せは、総務部総務課まで。

　当所公式Webページをフルリニューアルしました。特徴とし

て、融資情報やイベント情報など、ニーズに合わせた目的別メ

ニューのほか、スマホにも対応したサイトとなっております。

　新型コロナウイルス関連の施策情報や補助金情報など、随

時更新しております。詳しくは、下記QRコードよりご確認くだ

さい。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当会議所ならび
に関連団体の会議・事業が、下記の通り、中止もしくは延期と
なっております。会員事業所の皆様にはご迷惑おかけいたしま
すが、ご理解とご協力のほど宜しくお願い致します。
　なお、当会議所は、平日は通常通り営業（8:30～17:00）して
おります。
※緊急事態宣言期間中のため5/2（土）はお休みをさせて頂きます。

スマホ版はこちらから ➡

郡山商工会議所  公式Webページ　
URL  https://www.ko-cci.or.jp/

トップページデザイン

公式Webページのリニューアル！
郡山商工会議所

会議所関連会議・事業の中止・延期のご案内
新型コロナウイルス感染症関連

新型コロナウイルス感染症対策に
おける緊急要望を実施

　今般の新型コロナウイルス感染症における中小・小規模事

業者支援に対する緊急要望を、福島県商工会議所連合会・福

島県商工会連合会・福島県中小企業団体中央会、３団体連名

で、福島県に要望しました。

要望内容は、以下の通りです。（抜粋）

報 告

報 告

報 告

商工会議所の主な動き

【中 止】
事 業 名

ビジネススクール「合同開講式」

新入社員セミナー

郡山商工会議所女性会「観桜会」

4月   1日（水）

4月   9日（木）

4月 12日（日）

18：00～

10：00～

18：00～

日  付 時  間

6月  7日（日）

6月14日（日）

6月 21日（日）

6月 27日（土）

7月   5日（日）

7月 12日（日）

7月 12日（日）

第48回   カラーコーディネーター検定試験

第155回日商簿記検定試験

第47回   ビジネス実務法務検定試験

第11回   ビジネスマネージャー検定試験

第44回   福祉住環境コーディネーター検定試験

第39回   BATIC（国際会計検定）

第28回   環境社会検定試験（eco検定）

日  付 検  定  名

【中止となる検定試験】

【延 期】

14:30～ ／ サマーフェスタIN KORIYAMA実行委員会 
郡山テクノポリス地域戦略的アライアンス形成会議　「総会」
※開催日時は未定となっております。

13：30～ ／ 郡山うねめまつり実行委員会
4月16日（木） 

6月  4日（木） 

【規模縮小】

ライトアップを１ヵ所にして規模を縮小しました。
郡山商工会議所青年部「開成山公園桜のライトアップ事業」

4月  5日（日） 4月20日現在の情報となっているため、変更・今後中止・延期になる事業等は、
随時HPへお知らせさせていただきます。

１．被害状況に鑑みた大胆な経済対策の実施
２．新型コロナウイルス感染症特別貸付の申請処理の迅速な実施
３．各種融資制度における利子等補給制度の創設と
　  元本返済猶予措置に係る国への働きかけ
４．補助金・助成金等の申請書類の大幅な簡素化・手続きの迅速化
５．市町村民税・法人住民税・固定資産税の減免
 6. 終息を見据えた需要回復・地域活性化対策
ほか、3項目。

　郡山の夏の風物詩「うねめまつり」のヒロイン、『ミスうねめ』

を現在募集しています！　

ミスうねめコンテスト募集中！
郡山のヒロイン

告 知

お問合せは、開発観光課まで。

通常議員総会（3/26）にて令和２年度基本方針固まる！

　３月２６日（木）に通常議員（予算）総会を開催。

　滝田会頭より、「郡山グランドデザイン具現化の推進ほか、

台風１９号被害・新型コロナウイルス感染症の経済的影響を

最小限にとどめるべく、施策の活用促進、経営支援を拡充し

地域経済の振興、発展に邁進する」と挨拶。

　令和2年度の事業計画、収支予算など、各議案が承認

されました。

報 告

郡山うねめまつりの主役に！

貴方の笑顔で郡山をPRしませんか？物産展で郡山の魅力をアピール♪

ご応募は
こちらから ➡

新役員の紹介
常務理事

昭和33年3月25日生

佐藤 嘉秀
さ ひでとう よし

（前 （公財）郡山コンベンションビューロー理事兼事務局長） 

5月29日（金）に開催予定です。
決算総会は

5月29日（金）まで
応募締切

〇 応募資格
　・郡山市内に在住、または通勤、通学している18歳以上の未婚
　   の女性(高校生不可)

　 ・健康で明るく知性豊かな方 

 　・ミスうねめ(郡山)としての責任を一年間全うできる方

 　・6月14日(日)と20日(土)の研修会に参加できる方など

〇 コンテスト日時
     6月6日(土)午後1時～
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KORIYAMA
SUISAN

100万人の食文化を創造する

〒963-0201 郡山市大槻町字向原114番地
郡山市総合地方卸売市場内
TEL（024）966-0123㈹ FAX（024）966-0150

本社

慈愛のさと 寿光庵
平成20年度福島県「経営革新」承認事業所　県指令産第981号

郡山市富田町字天神林50　TEL 024-991-9755

つねに笑顔を、心にぎゅっと

介護のことなら24時間・365日、
住まいのことも、任せて安心!

URL　http://jukoan.com

美味しい食の発見と流行の創造
を真心込めてご提供いたします。

税務会計 会社経営 財産運用 財産管理 事業継承 社会保険

どんなことでもかまいません。
何かお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。

〒963-8878　郡山市堤下町13-13
TEL 024（932）2146　FAX 024（932）2194

税理士 堀 江 正 喜 税理士 堀 江 陸 三

horiekaikei.com

税理士法人堀江会計事務所

Koriyama Chamber of Commerce and Industry
CCI News商工会議所の主な動き

正職員採用のご案内

　郡山商工会議所では令和３年度４月採用職員を募集いたし

ます。事業に取り組む地域企業の“共に汗かくパートナー”とし

て、私たちと一緒に働きませんか？

※「会社説明会」「一次試験」等日程は新型コロナウ
　イルス感染症の状況を見極めつつ実施予定です。
　詳細が決まりましたらHP、Facebookにてお知ら
　せいたします。

告 知 報 告

議員交代・常議員選任のお知らせ

　４月１６日（木）開催の常議員会で２名の議員交代と併せて吉川

宏保氏の常議員選任が承認されましたのでご報告いたします。

日東紡績㈱富久山事業センター
センター長

吉川  宏保 氏
よし やす

昭和３７年８月２０日生

かわ ひろ

野村證券㈱郡山支店
支店長

杉田  観稚夫氏
すぎ ち

昭和56年6月２6日生

た み お

〇募集期間 ／ 令和２年５月11日（月）～6月19日（金）※当日消印有効
〇必要書類 ／ 履歴書、成績証明書（卒業見込み証明書を含む）を
　　　　　　   下記住所宛に郵送ください※既卒者は卒業証明書も添付
〇申 込 先 ／ 〒963-8691　福島県郡山市清水台1-3-8
　　　　　　  郡山商工会議所　総務部　総務課　宛　

最新情報はFacebookページをチェック！ ➡

ご入会誠にありがとうございます。
新規会員事業所をご紹介いただける場合は、
担当  開発事業部までお願い申し上げます。
（☎ 024-921-2602）

〈令和2年3月のご入会〉新入会員紹介
事業所名

レストラン青葉 レストラン

事業内容

　令和2年4月末を持ちまして、当所で使用している事業所データベース

を新システムへと移行いたしました。それに伴い、事業所番号を変更させ

て頂くこととなりました。

　変更後の事業所番号につきましては、今月の会報封筒の宛名欄に記載

しておりますので、ご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

事業所番号変更のお知らせ

お問合せは、事業推進課 ☎ 024-921-2602まで。

お問合せは、総務部総務課まで。

補助金・給付金 ※令和2年4月21日時点の情報です。
　詳しくはホームページをご覧ください。

持続化補助金
【一般型】 【台風19号型】

ものづくり補助金 持続化給付金IT導入補助金 ～特別枠～

小規模事業者の地道な販路開拓や売上拡大などに係る
費用を補助します。

※新型コロナウイルス感染症により売上が前年同月比20％以上減少等の場合、加点対象となります。

（9:30～12:00、13:30～17:00　※土日祝日、年末年始の休業日を除く）

お問い合わせ

● 対 象 者 卸・小売・サービス業：常時使用する従業員数が5名以下
製造業・建設業：常時使用する従業員数が20名以下
※ただし宿泊業・娯楽業は20名以下

● 対象経費 機械装置費・広報費・展示会等出展費・開発費・旅費　ほか

● 対 象 者 台風第１９号により被災した以下の事業者

○ 卸、小売、、サービス業：常時使用する従業員数が5名以下
○ 製造業、建設業：常時使用する従業員数が20名以下
※ ただし宿泊業・娯楽業は20名以下

● 補助率・
　 補助上限

● 応募締切

補助対象経費の2/3以内　※補助上限200万円

○ 1次  令和2年5月15日（金）［当日消印有効］
○ 2次  令和2年7月10日（金）［当日消印有効］

● 対象経費 台風第19号災害からの復旧に係る費用● 補助率・
　 補助上限

補助対象経費の2/3以内　※補助上限50万円

● 応募締切 2次　令和2年6月5日（金）［当日消印有効］

お問い合わせ ※一般型とは番号が異なります

感染症拡大により、特に大きな影響を受け
る事業者に対して、事業継続を下支えする
給付金が支給されます。

テレワーク導入に関する費用についても申請できます！

活用例） テレワークに利用する業務効率化ツールの
　　　　導入、パソコン・タブレットなどのレンタル費用

新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のた
めの設備投資を支援します

● 給付額

● 計算方法

○ 法人200万円上限
○ 個人事業者100万円上限
※昨年１年間の売上からの減少分が上限となります。

● 対象
中小企業・小規模事業者　等

● 補助率

2/3に拡充されました！

● 補助額

30万円～450万

● 給付額

①年間付加価値額　　+3％以上
②年間給与支給総額　+1.5％以上
③事業場内最低賃金　＋30円（地域別最低賃金対比）

生産性向上を目指し、以下の要件を満たす事業
計画（３～５年）を策定・実施する中小企業

● 応募締切

2次 令和2年5月20日（水）17時
※3次締切は8月、4次締切11月、5次締切が
    令和3年2月の予定

※一定の条件を満たせば、公募前に購入したIT
　ツール等についても対象になります

● 補助率

（平日・休日  9:00～17:00）
TEL  0570-78-3183

（月～金  9:30～17:30  ※祝日除く）
TEL  0570-666-424

相談ダイヤルお問い合わせお問い合わせ

一般社団法人
サービスデザイン推進協議会　

ものづくり補助金事務局
サポートセンター

（月～金   10:00～17:00  ※祝日除く）
TEL  050-8880-4053

中小企業 
金融・給付金相談窓口

前年の総売上
（事業収入）

前年同月比
▲50％月の売上げ

×12ヶ月
-

（9:30～12:00、13:30～17:00　※土日祝日、年末年始の休業日を除く）

日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局　
TEL 03-6447-2389

日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局　
TEL 03-6447-1691

新しい事業所番号は、封筒に記載しております

963-8005
郡山市清水台1-3-8

郡山商工会議所 御中
事業所番号 旧：99999

　　　　　 　新：00000
⬇

※3次締切は10月、4次締切は令和3年2月となります。

※WEBでのお問合せを推奨しています

※令和2年4月21日時点の情報です。

【通常枠】  中小企業  1/2
小規模事業者  2/3

【特別枠】  一律  2/3
● 補助上限 1,000万円
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グループ補助金
台風19号により被害を受けた中小企業の
施設復旧等の費用の一部を補助する制度です

お問合せ 郡山商工会議所 中小企業相談所
☎024 -921-2621・2620

　郡山商工会議所で復興グループを形成、第5次募集の申請に
向け、追加加入を受け付けております。
　希望される方は事務局までお問合わせください。 　中小企業が行う防災・減災の事前対策に関する計画を経済

産業大臣が認定する制度です。認定を受けた中小企業は、税
制優遇や補助金の加点などの支援策を活用いただけます。

補助率
中小企業者等 ：3/4（国1/2、県1/4）
中堅企業等  ：1/2（国1/3、県1/6）
※一定要件の下、5億円まで定額補助

上限額 1事業者あたり 累計 15億円
必要書類などはこちらから

郡山商工会議所 復興グループでは、構成員の皆様に
「事業継続力強化計画」の認定に取り組んで頂きます。
次月以降も当誌面にて支援策について解説致します。

「事業継続力強化計画」
認定制度とは・・・

認定を受けた企業に対する支援策

「事業継続力強化計画」に
ご記載いただく事項
ハザードマップを活用した自然災害リスクの確認結果1
安否確認や避難の実施方法など、発災時の初動対応手順2

人員確保、機械・設備の保護、資金繰り対策、情報保護に
向けた具体的な対策

3

訓練の実施や計画の見直しなど、事業継続力強化の実行性
確保の取り組み

4

●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 
●補助金（ものづくり補助金等）の優先採択 
●連携をいただける企業や地方自治体等からの支援措置

台風 号19 災害支援情報

1現在影響が出ている事業所の売上状況（全回答者の状況）

2 影響が出ている事業ごとの状況について 3今後活用したい制度について
飲食業

サービス業

小売業

卸売業

建設業

製造業 6%

6%

4%

4%

13% 53% 28%

17%

21% 21% 29% 29%

20%

31% 34% 34%

27% 28% 21%

19% 30% 32% 15%

0%

0%

0%

52% 14% 7%

■50%未満　■50～69%　■70～89%　■90～100%　■100%以上

新型コロナウイルスに係る
企業等への影響調査 アンケート結果

32%
1割～3割減

23%
3割～半減18%

半減以下

7%
不明

3%
平常時より上 17%

～1割減

売上

調査時点で、売上減の影響が出ているとした割合は全体

の90％。半減以下が18％、３割以上減少が23％、１割か

ら３割減少が32％。全体として大きな影響が出ている。

【調査期間】　令和2年3月13日（金）～27日（金）
【調査対象】　当所会員事業所
【調査方法】　FAXによる回収
【回答企業】　合計582社

調査概要

影響の状況を業種別に見ると、飲食業では3割以上減少と半減以下を合わせる
と65％に上り、半分以下とした割合だけでも31％。
サービス・小売業においては、約半数は３割以下、半分以下の割合は業種別で約
20％。卸売り・建設・製造業でもマイナスの影響が出ている割合は90％を超え
る。きわめて厳しい状況。 アンケート結果（全体版）につきましては、

当所HPに掲載しております。　

全体版
については
コチラ▶

グループ補助金 申請書類作成
個別説明会
加入申請と同時に交付申請を進めることもできます。
ぜひご活用ください。

グループ加入の受付期限（第5次）
　　　　　　　　　　　  ／令和2年5月15日（金） 午後5時
提出先／郡山商工会議所　中小企業相談所

午前10時～午後4時開催時間 郡山商工会議所
「相談室」開催場所

5/1（金）　5/8（金）　5/13（水）  5/15（金）
5/20（水） 5/22（金） 5/27（水）  5/29（金）
※新型コロナウイルスの影響により、変更する場合がございます。
　最新の情報は当所HPにてご確認ください。

開催日

郡山商工会議所 復興グループ
●構成員数　99社
●補助金要望金額　約86億円　※第4次変更申請時点

　郡山商工会議所では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、会員企業の影響調査を行い、アンケート結果をもとに、支援体制を強化、拡充
をしております。
　特別相談窓口を設置したほか、日本政策金融公庫と連携した金融相談会や、社会保険労務士会と連携した雇用調整助成金相談会を週2回
開催しておりますので、ぜひご活用ください。
　アンケート結果の抜粋は、下記の通りです。

120

100

60

40

20

0

80

融資制度 補助金 雇用調整
助成金

その他

希望する支援制度については、「資金繰り対策」と「補助金」、「雇用調整助成金」
の順に多い。

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

申請 認定

交付申請書類提出期限（第5次）
　　　　　　　　 ／令和2年5月22日（金） 午後5時
提出先／福島県経営金融課 グループ補助金 担当

詳細・申請様式は 事業継続力強化計画 検索
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いつまでも　
続くけんこう　
歯の力

平川商事有限会社
〒963-0203 郡山市静町11-25  TEL 024-951-8000  FAX 024-951-8005

誠実に信頼に応え、皆さまの暮らしの中に笑顔を
シェ・ヒラカワ
レストラン

趣味の店
くらしき

平川物流
センター

〒963-8004 郡山市中町8-2-1
TEL 024-983-7778

〒963-8004 郡山市中町8-2
TEL 024-923-5100

〒963-0213 郡山市逢瀬町多田野念仏担24-1
TEL 024-967-1500

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

所得税：基礎控除48万円（合計所得金額2,400万円以下の者）の適用時期について

木村  卓美  氏

木村卓美税理士事務所
税理士

　　年末調整の用紙について「扶養控除等申告書」「保険料控

除申告書」の2枚から「給与所得者の配偶者等控除申告書」が増

え複雑化したのは記憶に新しいところですが、令和2年分も多く

の改正があり更に複雑さが増します。

　今年1月支給分給与から基礎控除は48万円に増加（反面給

与所得控除は基本的に10万円減）しています。令和1年12月ま

では38万円、既に終了している令和1年分の年末調整も基礎控

除は38万円でしたが、何故この時期に年末調整の話をするかと

いうと、既に終了している令和1年分の年末調整において、使用

しているシステムによっては誤って48万円で計算してしまって

いるかもしれないからです。

　所得税において、役員賞与などを除く一般の給与の収入計上

時期については次の様に取り扱われています。

　これは例えば末締め翌月5日払いの給与制度だとすると、令和

1年12月末締め令和2年1月5日支払の給与の場合、受け取る従

基礎控除の改正がありましたが、給与計算及び年末調整の
準拠法令切替タイミングに注意点はありますか？

Q.

給与所得の収入すべき時期

① 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定めら
　 れているもの（次の2に掲げるものを除きます。）……その支給日

② 支給日が定められていないもの……その支給を受けた日

業員側がこれを収入とするのは労働した12月ではなく、支払を

受けた令和2年1月になることを意味します。仮に令和1年末の仕

事納めで翌1月5日支給分の準備を行う場合、令和1年中に作業を

行っていても基礎控除48万円の体系で計算を行うことになります。

　問題は、年明け年調など年末調整の仕上げがその近い前後に

なった場合で、令和2年支給分給与のために一旦基礎控除48万

円の体系で計算をするとしても、令和1年分年末調整作業では基

礎控除38万円で計算しなければならないのに、令和1年分年末調

整に基礎控除48万円を持ち込んでしまうケースがある模様です。

　明らかなプログラム設計思想の誤りで「もし年末調整対象が

令和1年だったら基礎控除は38万円」という条件分岐があれば良

いだけなのですが、想定外の作業手順だったのかもしれません。

　給与計算ソフトはフリーウェアやシェアウェアも数多くリリース

されていますが、有償ソフトでもこの現象が起きていますので、

1月支給の給与計算と年末調整がほぼ同時に進行していたよう

な場合、年末調整の基礎控除が正しく計算されているか点検して

みた方が良いかもしれません。

A.

今月のテーマ

　新型コロナウイルス（ＣＯＶＩＤ－19）によるグ
ローバル規模の人の移動・行動制約に伴う経済活
動の自粛が国内外の経済活動に甚大な影響を与え
ている。国際的な政策協調および各国政府の対策
が迅速に実施され効果を発揮することで、未曾有
の危機からの一刻も早い回復を祈るばかりである。
　今回の危機が過去の危機とどう違うのか。
ＩＭＦ（国際通貨基金※1)は、今回の危機を重大な
副次的な経済的影響を伴う“保健危機（health 
crisis）”としている。経済的な影響とは、需要と供給
の両面から実体経済の悪化をもたらすことである。
過去には２００８年の米国リーマン・ブラザーズの
経営破綻を引き金とした金融危機（リーマン・
ショック）、と１９９７年のタイを発生源としたアジ
ア通貨危機などが挙げられる。今回の危機は人の
移動・行動が制限されることで直接的に実体経済
へマイナスの影響を及ぼしており、金融危機が実体
経済に波及することで経済的な危機が発生した過
去の二つの危機とは異なる。しかし、実体経済の悪
化が深刻化すれば、信用リスクへの懸念が増大し
金融システムにその影響が及びかねない。
　他方、これまでの保健危機は、概してアフリカな
どの発展途上国で起こっていたため特定地域の課
題とされていた。今回の危機は世界第２位の経済
規模を持ち、グローバル・サプライチェーンの中心
である中国から発生した。リーマン・ショックは初め
ての“先進国発の金融危機”と呼ばれた。今回の危
機は、新型コロナウイルス自体が未知のウイルスで
あることを勘案しても、先進国の“保健・医療システ
ム”の弱点を突かれて危機が波及したため、“先進
国発の初めてのグローバルな保健危機”であると
いえよう。加えて、グローバリゼーションの恩恵の
一つである国境間の人の移動の自由が、保健危機
を拡大させたという特性を持つ。
　保健危機と同様に深刻なのが“情報危機”であ
る。ＷＨＯ（世界保健機構）は、パンデミックの脅威
とともに、ＳＮＳなどで根拠のない情報が大量に急

速に拡散することを “インフォデミック”
（infodemic※2)と定義し、“インフォデミック”の
脅威も強調している。これにより人の移動の制約と
経済活動の自粛が必要以上に高まり、保健危機、そ
れに伴う経済危機が長引く可能性がある。根拠が
薄い、あるいは根拠がない情報が人の心理と行動
に大きな影響を与え、極端な購買活動と差別など
につながっている。フェイクニュースは以前から大
きな問題となっていたが、今回の危機によってより
深刻な問題として捉えられることとなろう。今回の
危機はパンデミックとインフォデミックが組み合わ
された複合的危機と呼べるかもしれない。
　いずれにしても保健危機の期間を短くすること
が経済危機を最小限にする鍵となる。加えて、保健
危機の間に、労働者と企業、貸し手と借り手、供給
者と消費者の網の目のような経済・金融の関係を
維持する政策を優先することが重要である。事業
者への金融支援、家庭への現金支給などの政策対
応は、この政策目的に合致していよう。加えて、情報
の正確性を確保することが重要だ。ＳＮＳなどを通
じて誰でもマスに向けた情報の発信者になれる状
況下、個人、法人問わず情報を発信する側にとって
は責任ある言動がより一層求められよう。
　今回の危機は米中対立など世界経済が分断す
る中で発生した。グローバル、地域、コミュニティー
などさまざまなレベルの協調の必要性が改めて認
識されるべきである。今回の危機を協調によって乗
り越え、あらゆる危機への耐性を高めることが重要
であろう。

時
代
の
潮
流
を
読
む

内
野 

逸
勢

The read of going w
ith the flow

 of the tim
es.

内野 逸勢 氏

株式会社 大和総研
金融調査部　主席研究員

※1 IMF“Limiting the Economic Fallout of the Coronavirus with Large    
　    Targeted Policies”March 9,2020

※2 Mainichi Japan, “ WHO warns of coronavirus 'infodemic,' says washing
 　　hands a better safeguard than masks” (Doctor Sylvie Briand, WHO
 　 director of Global Infectious Hazard Preparedness), February 6, 2020 

パンデミックとインフォデミックによる複合的危機 専門家 Q&A
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データで見る郡山調査報告

早期景気観測
調査結果

［令和２年３月期］

全国商工会議所管内の企業等の
協力を得て、各地域の「肌で感じ
る足元の景況感」を全国ベースで
毎月調査し、その集計結果をリア
ルタイムで提供しています。 

全業種（2020年3月期） 全業種（先行き見通し）

郡山市人口

330,787人
男 164,551人
女 166,236人

世帯数 世帯143,204
前月比290世帯（減）

［令和２年４月１日現在］

有効求人倍率
［令和２年２月期］

新設法人
［令和２年１月末］

倒産
［令和２年3月期］

消費者物価指数
［令和２年２月期］

89件

9件

郡山商工会議所 会員数
［令和２年３月末］

5,057件
前月比139件（減）

前年同月比 +0.4（前月比▲0.2％）

平成27年を
100とした総合指数

102.0

福島県

1.37

全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価
値等を統合した物価の変動を測定したものです。

倍
（前月比▲0.07）

※厚生労働省調べ

全国

1.45倍
（前月比▲0.04）

※郡山市政策開発部政策開発課調べ

前年同月比 -0.7（4件減）

8億7,900万円負債金額

福島県の負債額1,000万円以上の
倒産件数

全産業合計の業況DIは▲49.0で、1989年4月の調査開始以来、過去最大の悪化幅を記録。
先行きも、新型コロナウイルス流行で不安広がる。

東北 前　月　比：▲13.9
前年同月比：▲23.9

▲49.3

前　月　比：▲16.4
前年同月比：▲32.1

▲49.0全国

東北

全国

▲57.7

▲56.5

倒産 ／ +6件
負債 ／ 1億9,500万円減前年同月比

全国の年度件数は11年ぶりに増加、負債総額は
30年で最低。2月から3月末までの「新型コロナ」
関連の倒産は全国で13件。
2019年度
倒産件数

負債総額

うち福島県

8,631件（前年比+6.42％）　

（前年比△8.15％）

（前年比△21.86％）
1兆2,647億3,200万円

181憶1670万円
（前年比△1.20％）82件

・・・・・

・・・・・

・・・・・

商業動態統計
［令和２年２月期］

全国の商業を含む企業の販売額等
を毎月調査し、商業の動向を把握す
る調査です。 

※経済産業省調べ

34兆8,230億円
商業販売額 ●前年同月比  △3.8％

●前月比 　     34兆3,230億円

23兆6,490億円
卸売業 ●前年同月比  △6.2％

●前月比 　     23兆410億円

11兆2,280億円
小売業 ●前年同月比  +1.7％

●前月比　      11兆7,830億円
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