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(お客様の幸、社員の幸、家庭の幸)

笑顔とありがとう！感謝の日々･･･

たす子ちゃん

〒963ｰ8025 福島県郡山市桑野3ｰ13ｰ5
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たすく君

制作 株式会社波デザイン

三幸の合一点を目ざし、
会計事務所ＴＡＳＫは、今日も明日も、

1部 100円

三幸

FAX 024-921-2640

※詳細や最新の情報は当協会
HPにてご確認ください。

印刷 株式会社ヨシダコーポレーション

※売上高等の減少について市町村長の認定が必要になります。

TEL 024-921-2600

制度概要

年１．
５％以内
（３年間無利子）
１０年以内
（据置5年以内）
・保証料率
負担 ゼロ もしくは 1/2
・貸付限度額 ３，
０００万円
・貸付利率

令和2年8月1日発行（毎月1日発行）第772号

感染拡大の影響を受けている事業者の皆様にご利用
いただくため実質無利子型の保証制度が創設されました。

〒963-8691 郡山市清水台一丁目3番8号

のご案内

郡山商工会議所

（実質無利子型）

発行

昭和31年10月20日 第3郵便物認可

新型コロナウイルス対策特別資金

郡山の夏を
これからも繋ぐ︒

社保・年金・雇用・労災・特別加入
助成金・就業規則・給与規程
給与計算・労基署是正勧告対応
個別労使紛争解決手続代理

2020.8

労働保険事務組合

読者アンケート & プレゼント企画開催!
アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で素敵なプレゼント差し上げます!
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「日商プログラミング検定について」
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郡山商工会議所の創業支援

15

スタートアップ等多角支援事業 協力会員 募集中!

商工会議所の事業をご紹介

給付金・融資・補助金

日本政策金融公庫からのお知らせ

16

家賃補助給付金

17

マル経融資（小規模事業者経営改善資金）

『新型コロナウイルスに関する相談窓口』

18

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。

19

女性会×青年部 Report

20

時代の潮流を読む

21

専門家Q&A

22

データで見る郡山

※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。

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。
詳しくは下記QRコードより

台風19号災害支援情報

グループ補助金／シリーズ「事業継続力強化計画」
を活用しよう

行政サービスデジタル化の本質的な問題

役員報酬の減額について

読者アンケート&プレゼント企画を実施します!!
いつも郡山商工会議所会報をご愛読いただきありがとうございます。
昨年5月にフルリニューアルを行った
『郡山商工会議所会報』
ですが、
これからも会員の皆様により良い情報を提供し続けていくために、読者
アンケートを行います！
アンケートにご回答いただいた皆様の中から抽選で５

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

名様に、
『郡山のギフトカタログ』
が当たりますので、
ご協
力のほどよろしくお願いします!!
※商品一例

【提供：郡山市観光物産振興協会 様】

読者アンケートのご回答はこちらから

お問合せ

■総

務

■財

務

課 ☎921-2600

課 ☎921-2638

■ 開発観光課 ☎921-2610

■ 事業推進課 ☎921-2602

■ 経営支援課 ☎921-2621

■ 産業振興課 ☎921-2620
〒963-8691
郡山市清水台一丁目3番8号
FAX 024-921-2640
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新型コロナウイルス感染症対策支援事業
郡山商工会議所では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上の減少など経営状況が悪化、
事業継続の危機に直面する会員事業所の資金繰り・雇用維持・新事業展開等を全力で支援して参ります。

7 要望活動
政府・経済産業省・厚生労働省に対する要望
（４回実施）
（要望内容）
中小企業支援に関する緊急要望

●

・事業継続に向けた緊急要望
・雇用調整助成金に係る緊急要望

これまでの支援の取り組み

・経済対策に関する緊急要望
●

1 経営相談窓口の設置
設置日／令和2年1月29日
（水）
件 数／820件（7/10現在）
内 訳／雇 用 246件
金 融 306件
補助金 122件
その他 146件

回 数／２回

2 新型コロナウィルス感染症の影響調査
相談事業者数
その他
補助申請
金融支援
雇用支援
0

100

200

300 （件）

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

月別売上状況 全業種

34%
30%

43%

36%
25%

26%

30%

24%

26%
22%

22%

15%

18%

19%

9%

7%

6%

4月

5月

5%
6月

前年並み

〜3割減

〜5割減

3月

第1回：令和２年4月28日
（内容）市内飲食店に対する家賃補助等の支援に係る要望
第2回：令和２年7月7日
（内容）新型コロナウイルス感染症対策に係る要望
コロナ収束後の経済回復に向けた支援、
倒産・廃業防止に向けた支援事業継続に向けた支援

26%

19%

16%
10%

前年以上

3 雇用調整助成金特別相談会

（令和2年3月・6月）

郡山市・郡山市議会に対する要望
（２回実施）

15%
10%
6%
3ヶ月後

これからの取り組み

5割以上減

¥

4 インターネットを活用した支援

補助金・助成金等活用特別相談事業
● 東北
「伊達な商談会」

実施日／令和2年7月より毎週木曜日

開始日／令和2年3月〜6月
（28回開催）
件 数／156件
内 容／雇用調整助成金の概要・手続き
雇用環境整備（就業規則策定等）等

●

融資・補助金・助成金等Online Guide開設

●

内
容／支援施策をオンライン動画で発信
アクセス／5,271ビュー（7/10現在）
公 開 数／14（郡山商工会議所youtube）

販路開拓支援

支援施策情報ホームページ開設

内 容／国・県・市の様々な支援施策の概要説明と対象の適否

開設日／令和2年4月1日

協 力／ 福島県社会保険労務士会

内 容：東北の百貨店や食品スーパー等との商談会
商談先：① 仙台国際空港(株)との個別商談会
日程：令和２年８月27日
（木）
（申込み〆切８月7日
（金））
品目：食品・工芸・雑貨 等

内 容／支援施策の速やかな
発信とリンク集の掲載
アクセス／3,357ビュー（7/10現在）

●

郡山商工会議所
facebookページでの発信
投 稿 数／57（コロナ関連情報）

ライブ配信によるWebセミナー

②（株）仙台三越との個別商談会
日程：令和２年９月３日
（木）
（申込み〆切８月11日
（火））
品目：食品・リビング用品・生活雑貨

ZOOM等を活用したインターネット配信セミナーを実施
予定テーマ／ECサイト・SNS・動画発信・消費税対策 等
聴 講 方 法／ ①リモート聴講（事前申込み・聴講用URLを送付）
②会場にて聴講
（事前申込み・当日は会場に来所）

③ JR東日本東北総合サービス
（株）
との集団商談会
日程：令和２年９月11日
（金）
（申込み〆切８月21日
（金））
品目：土産品・グロサリー商品 等

リーチ数／37,406（7/10現在）

経営ワンストップ相談事業
6 給付金申請支援

5 販路開拓支援
●

小規模事業者持続化補助金申請支援
内 容／販路開拓に資する新たな取り組みに
対する補助金
申請数／61件
（一般型・コロナ対策型）

●

販路開拓掲示板開設
開設日／令和2年4月21日
内 容／ 販路開拓に向けた取り組みを
郡山商工会議所ＨＰに掲載
掲載数／115事業所

●

持続化補助金
申請サポート会場開設
開設日／令和2年5月17日
利用数／1,200事業者

●

実施日／令和2年秋ごろ
内 容／ 事業所の現状分析と課題解決に向けて、専門家・支援
機関の相談ブースを設置して行う個別経営相談会
場 所／ 市内会議室

がんばる地元の飲食店応援券
内

容／ ●市内飲食店で利用可能な
プレミアム付飲食券を発行
登 録 数／ 68事業所
（108店舗）※7月21日現在
※令和3年1月31日まで

【問合せ】中小企業相談所 ☎ 024-921-2621・2620 FAX 024-921-2640
【ご相談】E-mail admin@entre.gr.jp

等

HP https://www.ko-cci.or.jp/

支援施策情報URL▶

登記・測量・空家問題
相続・遺言・遺産整理
会 社 設 立・企 業 法 務

のことなら

手続きの

〒963-8024 郡山市朝日1-13-2
0120-31-6987
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新型コロナウイルス支援施策情報

郡山市役所 歩いて2分

新型コロナウイルス支援施策情報
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イノベーションに取り組む
事業所を紹介!

挑

MEMBERS REPORT
当所会員事業所をご紹介!

Idomu

やぐら太鼓

Vol .49

株式会社 蔵場
代表取締役

飲食店

菊池 亮介さん

心を込めたお料理で元気をお届け

銀座・青山で修業した板前料理をお楽しみいただける和風居酒屋です。
一番人気は、
ボリューム満点な若鶏の唐揚げ。
ランチタイムでは、女性に優
しいごはん少なめの小定食もご用意しております。
また、
メニューの一部やお弁当のテイクアウトも行っております。
ご注文の際

企業Proﬁle

は、
お電話にて商品名・受け取り時間をお伝えください。
直接来店でご注文の

創業126年。明治27年「郡山町蔵場(現在の郡山消防署近辺の一区画)」に太田火薬銃

お客様は、
15分程度お時間を頂戴します。

砲店として創業。郡山銃砲火薬店を経て、創業100年を機に㈱蔵場へ社名等を変更。
一年に一度、安積国造神社秋季例大祭で「蔵場」の提灯が蘇り、郡山の夜道を照らす…

なお、新型コロナウイルス感染症対策
の為、
アルコール消毒液の設置や、窓を
常に開け店内の換気を行っております。
入退時や店内でお過ごしの際にはご協
力をお願いいたします。
心を込めて作るやぐら太鼓のお料理

ともし び

第一章 一人ひとりの燈火

に、
ポリプロピレン(PP)や高濃度ポリプ

ち込める世の中、
その暗雲に光明を差し

ロエチレン(HDPE)を材料にすること

込むのは、いくつもの小さな“きっかけ”

新型コロナウイルス感染症拡大や多

で、アルコールの使用を可能にする。国

や”気付き”だと信じているから。

発する自然災害。新しい生活様式への対
い

ま

さらに、自宅での“おうちじかん”を利

なり、今後起きうる非常事態を予防する

一人の心がけが明るい未来をつくる”を

用して、
マスキングテープなどを使ってデ

手段の一つとして活用してもらえれば

コンセプトに、新しい習慣の確立を目指

コレーションすることで、世界に一つだ

と、郡山の明るい未来に思いを馳せる。

すプロジェクトが立ち上がった。身の回

けの素敵なマイボトルを作る楽しみも提

りの除 菌 意 識を高める地 域 貢 献 事 業

案する。

レー』
だ。
当プロジェクトは、手を洗ったらハン
カチで拭くように、
マイスプレーを持ち歩
き、一人一人が除菌することを当たり前

いっ とうしょうぐう

飲食店

着物を好きになれる着物屋さん

2019年11月にオープンした
「きもの屋一縁
（いちえん）
」
は、
「普段着として
着物を楽しんでほしい」
という代表の想いをカタチにした和装専門店です。
代表の上石さん
（写真右）
とスタッフの弦巻さん
（写真左）
は、
フレンドリー
るお店を目指し、
“きもの教室”を開催しています。
着物のほかにも、浴衣や甚兵
衛、小物まで豊富な品揃えも魅

ばん とうしょうこう

力。男性用の着物・浴衣・小物が

万灯照国」

揃うのもこのお店ならではの強

菊池代表が胸に刻む言葉。

みです。
今年の夏は、
ご家族一緒に浴

にしたいという想いが込められており、

小さな灯火となり、それらが繋がりだす

衣で夕涼みしてみてはいかがで

仕掛け人である㈱蔵場は、
ボトル製造に

ことで地域全体を包み“希望”という光に

着手した。

なる」
という想いも、
この活動の意義に込

挑 〜イノベーションに取り組む事業所を紹介!〜

められている。
コロナ禍により不安が立

★ テイクアウト受取
月〜金 11：30〜13：30
17：30〜20：00
店 休 日 ／ 日曜日
席
数 ／ 65席

一縁

「一人ひとりの行動が、
この地を照らす

ボトルには、遮光性を重視するととも

▼WEBはこちらから

で物腰柔らか。
「見てみたい」
「着てみたい」
というお客様の気持ちを大事にす

第二章 希望という灯
「一灯照隅

きもの屋

WATA-SPが小さな灯火（きっかけ）
と

応が求められる現在、“わたしたち一人

『WATA−SP（わたスプ）
＝わたしのスプ
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内製造に限るなど、品質にもこだわる。

を、
お店でもおうち時間でもぜひ味わっ
てみてください！

住
所 ／ 郡山市桜木二丁目21-4
代
表 ／ 遠藤 大士
電
話 ／ 024-932-9058
営業時間 ／ 昼 11：30〜14：00
夜 17：30〜22：30
（22:00ラストオーダー）

素敵なマイボトルをデザインしよう♪
〈DATA〉株式会社 蔵場
郡山市方八町2-15-11
TEL 024-944-1331
文／開発観光課

▼詳しくはこちら

しょうか？

住

所 ／ 郡山市緑町15-7
ソレイユルヴァン101
代
表 ／ 上石 純矢
電
話 ／ 024-983-1008
営業時間 ／ 9：00〜18:00
店 休 日 ／ 火曜日※その他不定休

▼ Instagram

着物や浴衣の洗濯も受付中♪ 詳しくはご連絡ください。

片野

メンバーズリポート
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CCI News
商工会議所の主な動き

Koriyama Chamber of Commerce and Industry

報告

告知

うねめ供養祭・かめ祭りが行われました！
6月21日
（日）、
「うねめ供養祭」
が片平町の采女神社で行わ
れ、滝田会頭はじめ、福内専務、
ミスうねめの新岡蒼さんらが

告知

第56回

郡山うねめまつりについて

ハワイアンズ入場券優待販売のご案内

今年の開催は残念ながら中止となりましたが、SNSなどを
利用した関連事業を実施いたします。
「うねめ音頭歌唱動画」
「うねめ踊り動画」
「うねめまつり想い

参加しました。
うねめ供養祭は、
郷土の伝説である
「采女物語」
で、
悲恋の末

出の1枚」
「欲しいうねめグッズ」
「参加したいまつりの新企画」
を
募集しています。

に清水に身を投げたとされる春

当所では生命共済加入者様限定の還元事業として
「スパリ

○料

金／1枚 800円
（通常：3,570円）

参加方法など詳細はWEBにてご確認ください！サイト内では

○対

象／生命共済加入者様

うねめ提灯の装飾をします。

のため、規模を縮小して行われた

▼こちらをチェック!

今回の供養祭。
「かめ祭り」
では、
お問合せは、開発観光課まで。

亀を池へ放ちました。

告知

2020年

ビジネススクール秋期講座受講生大募集

〜 生命共済加入者様は30%割引 〜

事業所健康診断のご案内

じめ、国家資格取得を目指す
「宅地建

できます。また今年度は、新型コロナウイルスの影響を受け

物取引士」
「行政書士直前対策講座」

ている事業所の皆様の応援として、生命共済加入者様の割

やインバウンドを想定した
「おもてな

引率を例年の15％から、30％割引

し英会話講座」
ほか、
ビジネスでは欠

に拡大いたします。
この機会にぜひご活用いただき、
▼こちらをチェック!

従業員様の健康管理にお役立てく
ださい。
詳細は同封のチラシをご覧くだ

CCI NEWS

告知

○料

金／ A4サイズ 50,000円⇒25,000円（税別）
A3サイズ 75,000円⇒37,500円（税別）
冊子タイプ 100,000円⇒50,000円（税別）
※冊子タイプは30g以下となります。

▼こちらをチェック!

お問合せは、
総務部総務課まで。

告知

インターンシップ事業

学生受入企業募集のご案内

お問合せは、産業振興課まで。

めの方・生命共済加入者の方は特別料金で健康診断が受診

かせない各種PC講座など、充実の全

お問合せは、財務課 共済担当まで。

お問合せは、財務課 共済担当まで。

社会人必須の
「初級簿記講座」
をは

お問合せは、開発事業部まで。

○折込み日／ 会報９月号（9/1発行）
会報10月号（10/1発行）
○折 込 数／ 5,400部
○お申込み／ 右記、
QRコードよりお申込書をダウンロードの上、
お申込みください。

※有効期限 2020年3月末〜2021年2月末までの入場チケットを
お持ちの方は、有効期限が4ヵ月間延長となります。

さい。

予防健診」の受診料を助成しております。会員事業所にお勤

期受講生を募集しております。

お申込み・詳細は、
右記WEBより。

▼こちらをチェック!

○購入方法／当所窓口にて販売中
※土日祝日は除く

郡山商工会議所では、平成10年か
らインターンシップ事業を行い、累計
で400社を超える企業と1,300名以上
の学生に参加をいただいています。
今年度は、
福島県が実施する
「Fター
ンインターンシップ」
と連携し、
専門の
アドバイザーの派遣や課題に応じたセ
ミナーの開催などの企業支援を行って
参ります。
現在「Fターンインターンシップ」
で
は、
受入企業の募集を行っております。
ぜひ学生に向けた企業のPRや社内活
性化のためにご参加ください。
詳しくはHPをご覧ください。

福利厚生サービスの一環として
「協会けんぽ生活習慣病

当所では、ビジネススクールの秋

7講座を開講いたします。

ご案内致します。

ぜひこの機会に、
新たな商品・サービスの情報発信にご活用
ください。

詳細及び最新情報については、ハワイアンズ公式ＨＰをご覧ください。

来年の祭り開催の願いを込めた

告知

当所では、会報折込みサービス
「ビジネス情報便」
の折込み
期間限定で50%の割引を実施しております。

け盛り上げていきましょう！みなさん見てねでまざんねがい？

また、
８月上旬から中旬まで郡山駅西口広場に

ビジネス情報便 期間限定50%割引!!

営業再開となりました。

玉串を捧げ、時代衣装を身にま

コロナウイルス感染拡大防止

会報9・10月号限定

料金について、会員事業所の販路開拓支援を強化するため、

ゾートハワイアンズ 優待チケット」
を販売しておりますので、

オリジナルうちわが作れる台紙もダウンロードできます。

販路拡大に！

した
「スパリゾートハワイアンズ」
が、営業内容を一部変更し、

ぜひ皆さんの思い出やアイディアをご投稿ください！来年に向

しました。

8

新型コロナウイルス感染症対策のため臨時休館しておりま

姫の霊を慰める儀式。参列者は
とった新岡さんは祭壇に献花を

告知

生命共済加入者特典

「TAX・オンデマンド」配信スタート!
企業が抱える経営課題の解決に資する
ため、
当所では12月末日まで制度改正を
中心とした6つのセミナーをオンラインで
開催いたします。
会社や自宅にいながら
24時間、
無料で、
何度でもご覧いただけま
す！視聴方法は下記の二次元バーコード
を読み込むか、
当所HPをご覧ください。
【セミナーラインナップ】

▼こちらをチェック!

①新型コロナウイルス対策の様々な支援制度
②軽減税率の基礎知識
③インボイス制度（適格請求書等保存方式）の知識
④働き方改革関連法対応セミナー
⑤民法改正のポイント！債権関係
⑥新型コロナウイルス対策・従業員の雇用維持対策セミナー

▼こちらをチェック!

お問合せは、経営支援課まで。

CCI NEWS
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CCI News
商工会議所の主な動き

Koriyama Chamber of Commerce and Industry

報告

告知
日本全薬工業㈱ 福井邦顕氏

報告

従業員へ感謝を

優良従業員表彰 推薦申込始まる

受賞並びに当所名誉議員推挙のご報告

新型コロナウイルス関連の緊急要望！

郡山市・郡山市議会に対し、
経済４団体が要望実施!!

「郡山勤労感謝の集い 優良従業員

7月7日
（火）
に郡山市と郡山市議会へ、
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への

日本の知的財産制度の発展

表彰」の推薦を８月より開始いたしま

支援や収束後の消費喚起事業などについて、当商工会議所・郡山地区商工会広域協議会・

に貢献したとして、
栄えある令和

す。今般の感染症拡大を鑑み、今年度

郡山市商店街連合会・商店街きらめき21研究会の4団体が下記の通り、要望いたしました。

2年度 知的財産権制度関係功

は表彰式・パーティーは開催せず表彰

労者表彰
「知財功労賞 経済産業

状と記念品のお渡しのみとさせていた

新型コロナウイルス感染症対策に係る要望書

大臣表彰」
を受賞されました。

だきます。

中小企業・小規模事業者の倒産・
１．新型コロナウイルス感染収束後の ２．
廃業防止に向けた支援
経済回復に向けた支援

誠におめでとうございます。

「未曾有の苦境の中で頑張った従業

また７月８日
（水）開催の常議

経済産業大臣表彰

員会において全会一致で名誉

日本全薬工業 株式会社
代表取締役会長

議員に推挙されました。

ふく

併せてご報告申し上げます。

い

くに

あき

福井 邦顕 氏
（名誉議員・前常議員）

○収束後に消費意欲を
喚起する大胆な支援策の実施
○イベント関連事業者をはじめ、
中小・小規模事業者を支援する、
収束後のイベントなどの実施

員に感謝を伝えたい」
とお考えの事業
主様、
ぜひこの機会をご活用ください。
お申込みは当所HPまたは今月号折込
のリーフレットよりお願いいたします。

※写真は昨年の表彰式
開催時のものです。

３．
「新しい生活様式」
に即した
事業継続に向けた支援
○
「新しい生活様式対応宿泊・飲食等
事業継続補助金」
「テイクアウト・
デリバリー事業等開始応援補助金」
の増額及び期間延長
○
「テレワーク導入支援補助金」
の対象拡充
○
「新しい生活様式を取り入れた会議、
会合等への補助」
の増額及び対象拡充

○売上が減少した事業者に対する
市独自の給付金等支援制度の創設
○事業者に対する
固定資産税及び都市計画税の減免

お問合せは、産業振興課まで。

報告

告知

議員交代のお知らせ

令和2年度

「特定商工業者 法定台帳負担金」ご納入のお願い

７月８日（水）開催の常議員会で6名の議員交代が承認されました。

8月3日付で、特定商工業者に該当する事業所の皆様へ

また、東北電力ネットワーク（株）
・
（株）福島銀行郡山営業部・
（株）福島中央テレビの議員3名が、常議員に選任されました。

「負担金ご納入のお願い」
の文書を発送させていただきました。
口座振替は9月17日（木）となります。
（送付文書に記載の
情報についてご確認の上、）口座変更等をご希望の場合は
8月14日（金）までにご連絡ください。
お振込みは9月30日（水）までにお願いいたします。
（「特定商工業者」の概要につきましては、会報7月号16ペー
ジをご覧ください。）
皆様からご納入いただきました負担金は、特定商工業者

東北電力ネットワーク㈱
郡山電力センター 所長

㈱福島銀行 郡山営業部

㈱福島中央テレビ

㈱常陽銀行 郡山支店

㈱テレビユー福島 郡山総支社

福島テレビ㈱ 郡山総支社

取締役郡山営業部長

代表取締役社長

支店長

執行役員郡山総支社長

郡山総支社長

かん

すず

の

あつし

菅野 淳 氏

き

たけ のり

鈴木 岳伯 氏

ご

あ

み

ひろ やす

五阿弥宏安 氏

い

とう

みき

お

伊藤 幹生 氏

わた なべ

くに ひろ

渡邊 邦浩 氏

すず

き

法定台帳の作成・維持・管理費用とさせていただきます。

みのる

鈴木 稔 氏
(順不同)

お問合せは、事業推進課まで。

新入会員紹介 〈令和2年6月のご入会〉
事業所名
一般土木

(株)グロー

一般土木

ＳＨＯＴ ＢＡＲ「ＷＡＤＡ」

バー

(有)グリーンライフ

不動産賃貸・管理

41．
Lab

一般土木

(株)ヒューマンズ・シップ・マネジメント

コンサルタント業

ADELES(同)

飲食物の移動販売

(株)クスノキ

植物性工業用油および洗剤の製造販売

(株)グランドエクスペンション

不動産売買、
賃貸管理、
中古車販売

ダイドービバレッジサービス(株)郡山営業所

自動販売機による飲料水販売

スナック宗像

スナック

Clay Life more & better

セラピスト、
水泳指導

トータルリペアKIYO

住宅・家具・自動車内装・ガラスのキズ補修

阿部設備

配管工

(株)一生舎

住宅、
店舗棟の設計、
施工、
管理

(株)松浦工務店

総合建設業

(株)エムケー技研

ソフトウェア開発・システム開発

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、
事業推進課までお願いします。

会社設立 ・ 事業承継 ・ 相続税対策
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

〒963-8022 福島県郡山市西ノ内2丁目20番6号

TEL 024-925-0388
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事業内容

(株)千翔

大新

郡山市総合地方卸売市場

株式会社
代表取締役

郡山大新青果
阿部 吉作

〒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

CCI NEWS
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今月のテーマ

ほど
なる

日商プログラミング検定について

商工会議所

活用術

プログラミングとは、プログラミング言語（コンピュータが理解できる言葉）を使い命令
することで、コンピュータを意図した通りに動かすことです。学校教育での必修化も始まり、
世間の注目が集まる今、プログラミングを学ぶ方におすすめの検定試験です。

〈日商プログラミング検定 3つの特徴〉
1

初心者をはじめ幅広い方が対象

４つのレベルに分かれており、小学生から社会人まで
幅広い方を受験対象としています。

2 基本的な知識を問う内容
高度で専門的な内容は試験範囲とせず、
プログラミングに関する基本的な知識・スキルの習得を目指しています。

3 いつでも受験可能
インターネットを介して試験の実施・採点・合格判定を行うネット試験です。

私がご説明します!
開発事業部 開発観光課

中嶋 桃子

お近くの試験会場で随時受験が可能です。

Ｑ．受験するメリットはなんですか？

Ｑ．受験までの流れは？

「ITを使いこなす力・最先端技術への

まずは、当所のホームページでお近く

理解力・論理的思考力・課題解決力」

のネット試験会場をお探しください。

など、これからの時代を生きていく上

試験日や申込方法、受験料の支払い

で役立つ、幅広い能力の獲得・向上

方法は各試験会場で異なりますので、

が期待できます。また、企業にとって

詳細は受験予定の試験会場までお問

も、プログラミングスキルを持つ人材

合せの上お申込みください。

◇会社や学校でネット検定を
実施しませんか？
〈企業のみなさま〉
貴社の人材育成にご活用ください。
社内での受験も可能です。

〈学校・教育機関のみなさま〉

は、生産性を高め、成長を続ける鍵に
なります。

試験会場検索はこちらから

お問合せ

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

カリキュラムにご活用ください。

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

貴校での受験も可能です。

税理士

試験会場に登録いただきますと、
様々なメリットがございます。
詳しくは、下記までお問い合わせください。

開発事業部 開発観光課 検定担当 中嶋 TEL 024 -921-2639

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。

鈴木

聡

税理士 加藤英夫
税理士

加藤かおり

司法書士・行政書士

細野賢一

司法書士

設樂裕子

土地家屋調査士
土地家屋調査士

土地家屋調査士
行政書士

栁沼憲一

土井將照

土地家屋調査士

蜂谷尚克

細野智弘

社会保険労務士

加藤玲子

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

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！

株式会社

福島工業所

(社)日本公園施設業協会会員［生産物賠償責任保険加入］

TEL（024）
943-0960
FAX（024）943-1293

代表取締役

遠 藤克己

郡山市富久山町久保田字前田12-17
Ｅ-mail：fkk0960@peach.plala.or.jp

〜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 営は、アクサ 生 命 がサポートします！
お問合せ先

郡山営業所 ☎ 02 4 - 934 -12 85

※「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。 AXA-A2-2020-0077／847 2020.03.10
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商工会議所活用術

エネルギー 監 視 サービス
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。
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

郡山事業所（024）932-6054
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メンバーズビジネスネットワーク

スタートアップ等多角支援事業

不動産業

協力会員 募集中!

（募集期間：令和2年8月31日まで）

郡山商工会議所では、
中小企業相談所を中心に、
日頃から創業者・創業希望者へ支援を
行っております。支援内容は、知識の習得支援や資金繰り支援、
ネットワークの構築に至

郡山商工会議所では、創業者・第二創業者などが求める
「物件紹介」
「店舗リフォーム工事」
の

るまで様々。各種専門家や会員企業、金融機関、行政などとも連携して、多種多様な経営

ご相談に乗って頂ける“協力会員”を募集しております。
（前頁の円グラフ内の
「場所」
を参考）

課題に対応することができます。

ご興味がある方は、下記事務局までご相談ください。

スタートアップ等多角支援事業

●メンバーズビジネスネットワークとは・
・
・創業者、第2創業者等への支援に協力して頂ける

創業塾
創業マインドや、
創業計画書
の作成、活用できる施策に
至るまで、多くのノウハウを

創業塾

会員特別融資制度サポー

専門家派遣

ト金融機関と連携した資
金繰りに関する支援。
補助
金活用による支援も。

ご融資の
流れ

会員事業者
ご融資

BANK

ご相談お申込

◇資

格：郡山商工会議所

◇業

種：不動産業の方、
または建設業の方（建設・不動産部会）

◇登

会員確認

①問

家を無料派遣。専門性の高

知識

資金繰り

い課題もスッキリ解決。

会員事業所

料： 無料（毎年更新あり）
合 ：相談者から、探している物件、
リフォーム工事に関する条件をヒアリング

②情 報 提 供 ： 協力会員へFAXもしくはメールで情報提供

提携金融機関
郡山商工会議所
メンバーズビジネスローン

中小企業診断士や税理士、

録

郡山商工会議所

◇同サービスの流れ
証明書発行

専門家派遣

協力会員

サポート金融機関および
郡山商工会議所会員事業所の総称

創業融資、補助金活用などの資金繰り支援

取得する事ができます。

社会保険労務士などの専門

建設業

リフォーム工事についての見積作成承諾
③提案・サポート： 協力会員から物件等のご提案、
④打

診 ： 相談者へ打診

⑤マッチ ン グ： 条件が合った方を両者でマッチング

金融機関との
連携強化のた
め、情報交換
会を適宜開催

①
問合せ

②
情報提供

創業者・第2創業者

交流会や
ビジネスマッチングなどの
ネットワーク構築
異業種交流会や、当所会員事

NEW

ネットワーク

場所

店舗物件・工務店の紹介

④
打診

③
提案・サポート

郡山商工会議所

協力会員

開業する貸店舗などについて、

業所とのビジネスマッチング

条件に合う物件を探す新サー

に至るまで。
ネットワークの構

ビスを10月から始動予定。不

築をサポート致します。郡山市

動産物件の紹介の他、店舗リ

が中心となって構築している

フォーム工事を請け負う事業

創業支援フロンティア.netに

所の紹介も、
行う予定です。

も参画しており、行政を始め
様々な関連団体との協力体制

創業者・第2創業者

※令和2年10月以降運用開始予定

が整っています。
協力会員の募集は次頁で。

※マッチングに関しては、
ご希望に沿えない場合がございます。

⑤マッチング
スケジュール
R2.7月下

R2.8 月

R2.9月

R2.10月

協力会員募集

企業訪問／趣旨説明

広報ツール作成

運用開始

協力会員についてご興味ある方、
同制度について詳細をお知りになりたい方は、
下記までご連絡ください。

【お問合せ】郡山商工会議所 中小企業相談所 ☎ 024-921-2620（担当：勅使河原）

消防設備保守点検

援護化学 株式
会社

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

http://www.koriyama-seikeigeka.jp/
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創業支援

郡山市鳴神3-110

☎
（024）952-8778

代表取締役社長

滝田吉宏

ISO9001: 認証取得
2008認証取得

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

創業支援
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マル経融資

家賃支援給付金

（小規模事業者経営改善資金）

５月以降、
売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃
（賃料）
を補助する給付金の申請が始まりました！

給付対象

給付額

（1）2019年以前から事業収入があり、
今後も事業を継続する方

法人に最大 600万円、

（2）2020年５月〜2020年12月の期間に
新型コロナウイルス感染症の影響により
売上が減少している方で以下の①または②に該
当する方
①いずれか１か月の売上が前年同月比で50％以上
減少している
②連続する3か月の売上合計が
前年同期比で30％以上減少している

計算方法：申請時の直近１か月における
支払賃料
（月額）
に基づき
算定した給付額
（月額）
の６倍

個人に最大 300万円が一括支給されます

支払賃料（月額）
法人

（3）他人所有の土地・建物を自身の事業のために直接
占有し、
その対価として、
賃料を支払っている

個人
事業者

給付額
（月額）

75万円以下

支払賃料 2/3

75万円超

50万円+〔支払賃料の75万円の超過分〕
※ただし、100万円（月額）が上限

37.5万円以下

支払賃料 2/3

37.5万円超

25万円+
〔支払賃料の37.5万円の
超過分 1/3〕
※ただし、
50万円
（月額）
が上限

融資条件等

商工会議所の経営指導を受けている小規模事業者が、
経営
改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度
です。
経営課題の解決にご利用いただけます。

融 資 額・
・
・
・ 10万円〜2,000万円まで

人

無保証

無担保

特例措置

・自書の誓約書（ホームページ上に所定様式あり）

〇新規開業特例 … 2019年の途中から開業した方

・売上に関する書類

〇事業承継特例 … 2020年1月〜申請するまでに
事業承継を受けた方

・
・
・ 1.21% ※
利率（年）・
郡山市の利子補給事業により当初１年間は、
年利１％を上限として補給されます。
※令和２年７月現在

資金使途・ご返済期間
運転資金

７年以内（うち据置期間１年以内）

設備資金 10年以内（うち据置期間２年以内）

ご利用できる方
① 小規模事業者
常時使用する従業員の数が
5名以下（宿泊業・娯楽業は20名以下）
● 製造業・その他
20名以下

※雇用維持・拡大を伴う設備資金の場合、
完済まで
利率を0.5％引き下げる特例制度をご利用いただけます。

● 商業・サービス業

② 郡山商工会議所地区内で、最近１年以上事業を行い、
経営指導を６ヵ月以上受けている方
③ 税金をすべて完納している方

必要書類

①確定申告書第一表の控え
②所得税青色申告決算書の控え
③受信通知
（※e-Taxで申告している場合のみ）
④法人事業概況説明書の控え
（※法人のみ）
⑤上記
（給付対象(2)）
に該当する
月・期間の売上を確認できる書類
（売上台帳等）

マル経融資とは

（所得税・法人税・事業税・住民税等）

④ 商工業者であり、かつ日本政策金融公庫の

例えば・
・
・
販売促進をはかるチラシ・WEBサイト作成に
販路拡大のための営業車両の購入に
生産性向上をはかる機械設備の購入に
コスト削減のための仕入れ費用にご利用いただけます。

融資対象業種を営んでいる方

〇罹 災 特 例 … 災害の影響により本来よりも
2019年の売上が減っており、
かつ2019年に発行された

新型コロナウイルス感染症関連マル経

罹災証明書などをもつ方

郡山市に申請サポート窓口ができました！

・賃貸借契約書の写し
・直前3か月間の賃料の支払実績証明書類

ゆとりろ磐梯熱海（旧清稜山倶楽部）

（例：銀行取引明細書、貸主からの領収書など）

〒963-1309 福島県郡山市熱海町熱海5-18

・通帳のコピー（表紙と1・2ページ目）

サポート会場電話予約窓口 TEL 0120-150-413

・本人確認書類
（例：運転免許証（両面）、マイナンバーカードなど）

受付時間

【新型コロナウイルス感染症により影響を受けたみなさまへ】

9：00〜18:00（土日・祝日を含む）
Webサイトはコチラ

利率（年）

ご利用できる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１ヵ月の
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
している方

ご融資限度額

通常のご融資額 ＋ 別枠1,000万円

制度についてのお問い合わせは

【当初３年間】 特別利率F-0.9％（別枠の1,000万円以内）
【４年目以降】 特別利率F
※ 一部の対象者については、後日申請することで、
「 特別利率
F-0.9％」の部分に対して、当初３年間利子補給されます。
（申請方法等、具体的手続きは詳細が固まり次第中小企業庁
等で公表予定）

家賃支援給付金コールセンター 0120−653−930（平日・土日祝日 8：30〜19：00）
【お問合せ・ご相談】中小企業相談所 ☎ 024-921-2621・2620

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。

税理士法人 堀江会計事務所
税理士

堀 江 正 喜

税理士

堀 江 陸 三

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

16

家賃補助給付金

horiekaikei.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。

つねに笑顔を、心にぎゅっと

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

KORIYAMA
SUISAN

県指令産第981号

本社

介護のことなら24時間・365日、
住まいのことも、任せて安心!
郡山市富田町字天神林50 TEL 024-991-9755

URL http://jukoan.com

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

マル経融資
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台風19号
災害支援
情報

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

郡山商工会議所で復興グループを形成、第8次募集の申請に向け、追加加入を受け付けております。
なお、加入申込みの申請スケジュールや必要な書類などは、
当所HPに掲載しておりますので、
ご参照ください。

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

補助率

1事業者あたり

上限額

累計 15億円

グループ補助金 申請書類作成 個別相談会

補助金交付申請に向けた個別説明会も開催しております。
ぜひご活用ください。

【開催日】 8/5（水） 7（金） 12（水） 14（金） 19（水）
21（金） 26（水） 28（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。

台風19号
災害支援
情報

期 間

交付申請締切

7/27 〜 8/21

8/21

8 /14

第9次

8/24 〜 9/25

9/25

9 /18

第10次

9/28 〜 10/23

10/23

10 /16

第11次(最終) 10/26 〜 11/30

11/30

11/20

BCP（事業継続計画）及び事業継続力
強化計画を策定又は改定することを

次の全てを満たす事業者等（※）
（※）中小企業団体の組織に関する法律（昭和32
年法律第185号）第3条第1項各号に掲げる
団体（事業協同組合など）
を含む
（※）
（１）市内に主たる事業所がある
（※）
市内に本社がない事業者も、
市内の事業所・
工場に関する独自のBCP等を策定した場合は
対象となります。

支援するため、策定等に要した経費の
一部を補助します。

【申請方法】

“共存共栄”
今年度も
どうぞよろしく
お願い致します。

“われ以外みなわが師”
今年度もどうぞよろしく
お願い致します。

副会長

副会長

“郡山の今と未来を
繋ぐ架け橋に”
皆さまと熱く、
さらに一歩前進！

女性会活動
頑張って参ります。
よろしくお願い致します。

加入申込みの申請スケジュール
必要な書類などはこちらから

【対象経費等】

【対象者】

る感 染 症 や自 然 災 害 等 を 想 定した

40周年という節目の年、
皆様のお力を借りながら、
職責を全うして参りたいと
思います！

企業におかれましては、
早めの申請をお願いいたします。

郡山市中小企業等応援プロジェクト
「BCP等策定等支援事業補助金」の受付が8/1から始まりました。
市内に事業所を有する中小企業者等

郡山発展のために“女性パワー”を結集して頑張りましょう！

第11次締切の11月30日
（月）
をもって、
「計画認定申請」
及び
「交付申請」
の

シリーズ「BCP・事業継続力強化計画」
を活用しよう

が、新型コロナウイルスをはじめとす

郡山商工会議所女性会 三役のご紹介！

会議所提出締切

第8次

郡山商工会議所 中小企業相談所 ☎ 024-921-2621・2620

【概要】

女性会REPORT

REPORT

受付は終了、修正も不可となります。
「交付申請」が未申請のグループ参加

【開催時間】 午前10時〜午後4時 【開催場所】 郡山商工会議所
「相談室」

お問合せ

福島県より第11次申請(最終)までのスケジュールが発表されました
受付

青年部

女性会

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。

希望される方は事務局までお問い合わせください。

中小企業者等 ： 3/4（国1/2、県1/4）

Business Women’s Club × Koriyama Young Entrepreneurs Group

（２）市税等の滞納がない
（３）代表者又は役員が
郡山市暴力団排除条例第２条に
規定する暴力団、暴力団員等に
該当していない

BCP等を策定又は改定後、
補助金交付申請書及び同意書兼誓約書
（郡
山市ウェブサイトからダウンロード）
に策定又は改定したBCP等の成果
品及び補助の対象となる経費を支払ったことがわかる書類を添付の
上、
令和３年３月31日までに郡山市産業政策課へ提出してください。

令和２年４月１日から令和３年３月31日
の策定等のために支払った経費
※他の団体等からの助成を受けた経費を除く
対象経費の例
アドバイザーへの謝金
アドバイザー及び研修会への参加に係る
交通経費及び宿泊費
BCP等の策定または改定に係る印刷製本費
中小企業診断士やコンサルタント会社等
への委託料
会議室またはパソコン等機材の使用料
《補 助 割 合 》対象経費の４／５ ※1,000円未満切捨
《補助限度額》 30万円／１事業者等
《対 象 期 間 》 令和２年４月１日〜令和３年３月31日

【お問合せ・申請先】
郡山市産業観光部産業政策課（郡山市役所
電話／024-924 -2251

副会長

新副会長

新専務理事

平川 真理子

大槻 礼子

塩谷 喜代美

澤上 春江

柳沼 有美

小口 正子

【趣味の店 くらしき】

【㈱大槻会計事務所】

【(有)正円堂】

【(有)サワカミ】

【
（株）
ヤギヌマ印刷】

【四季彩一力】

青年部REPORT

ドライブinフードフェスに参加しよう！

8月14日
（金）、15日
（土）に開催される
「ドライブinフェスタ郡山」。昼部門「ドライブinフード

までの間に感染症対策を含めたＢＣＰ等

BCP等の
策定または
改定に要す
る費用

会長

西庁舎4階）

フェス」
と夜部門「ドライブinシアターふくしま」
を開催いたします。昼はドライブスルーで郡山
の食を満喫。夜は大切な人とドライブinシアターで映画鑑賞！
「ドライブinシアター」
は、
READY FORのクラウドファンディング方式にてチケットをリターン品
でご案内しておりましたが、昼部門の
「ドライブinフードフェス」
では当日購入もOKです！
郡山自慢の美味しさをドライブスルー方式で安全＆安心にお買い求めください！
当日は「居酒屋しのや」、
「 肉と野菜の農家レストランArigato」、
「 沖縄ダイニングな美ら」
と
いった郡山の人気飲食店のテイクアウト特別メニューや地元ワイナリー、農園なども出店し地元
の特産物を販売します。地域の方を"食”でも元気づけたいとの想いで郡山自慢の約15店舗に
ご協力をいただき開催します。
「ドライブinフードフェス」にぜひご参加ください！
各店舗の提供メニュー等の詳細については、右のQRコードより、
ドライブinフードフェスの
ホームページやFacebookでご確認ください!

※商品に限りがございますので販売終了の際はご容赦願います。

開催日時 ／ 8月14日（金）、
15日（土）11:00〜15:00
会

※商品はイメージです。
ホームページ

Facebook

詳細はこちらから

場 ／ 郡山カルチャーパーク「 第4駐車場 」

各店舗の提供メニュー等の詳細については、右のQRコードより、
「ドライブinフェスタ郡山のWebページやFacebookでご確認ください!

郡山YEGの活動はこちらより▲

ＵＲＬ：http://www.tohhoku-soubi.co.jp
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The read of going with the ﬂow of the times.

時 代の潮 流を 読む

国内外で、
新型コロナウイルス感染拡大防止の

務プロセスのデジタル化を、
請け負う企業である。

内野 逸勢

企業から見れば、
特定の行政サービスの業務プロ

本格化している。今後、短期的には企業活動と家

セス、
あるいは機能を理解し分解して、最も効率

計消費は４、
５月を底として、
６月以降に回復して

的なデジタル化を見つけ出すことが目的となる。

いくと予想される。
しかし第２波、
第３波の懸念か

その一方、
国・地方自治体は、
さまざまな法規制

ら“自粛”が中長期に継続すれば、
Ⅴ字回復は困難

に縛られ、
効率化を目的とした業務プロセスの分

とされ、特に飲食、旅行、宿泊、
レジャー関連など

解ができず、
既存の業務プロセスが負のレガシー

の外出関連商材の関連産業や雇用所得への波及

（遺産）
となることが考えられる。
さらに、
デジタル

が懸念されている
（注1）
。
これに対し、
政策面では

化は省力化・自動化を伴うため、行政サイドが職

企業の連鎖倒産、
失業率の上昇などを回避するた

員の担当する業務を守ろうとして形骸化してしま

役員報酬の減額の効果は、会社としては減額した分赤字

めに、政府・日銀による資金繰り支援や雇用調整

う可能性がある。
加えて、
デジタル化以前の問題と

の額が少なくなり、役員報酬にかかる社会保険の会社負担

助成金の拡充がなされ、
さらに家計所得を支える

して、平時をベースに構築されてきた行政サービ

分も減少し出費を削減でき、さらに役員本人の社会保険料

■今回の新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって想定

ため全国民に10万円の特別定額給付金が給付さ

スを、
緊急時の要素を重視して再構築する意識が

や所得税も減額となります。

外の事業悪化を及ぼしている事例

れることとなった。
これらの政策は
「痛み止め」
に

不足していることが挙げられよう。前述の特別定

近い処方箋であるため、
迅速な対応が求められて

額給付金においては、
平時に本人確認の正確性と

度を通して同額でなければなりません。

が減額し、従業員の賞与なども減額せざるを得ない状況と

きた。
しかし、行政サービスの“利便性”の構造的

いう安心安全を重視してきたため、
緊急時にはオ

役員報酬の改定は、通常改定を除いて事業年度の途中で改

なった。

な不備により、
困窮している企業・個人が必要なと

ンライン上で完結するような“便利さ”が不足し、

定した場合、
下図のように原則として、その一部が損金として

きに必要な支援や給付が受けられない状況に

迅速な給付ができない問題が浮き彫りになった。

認められなくなります。

陥った。

このように行政サービスのデジタル化のプロセス

これを受け最近のメディアでは、
緊急時の速や

において、
平時と緊急時のバランスを意識し、
デジ

かな給付を困難とする、
日本の行政サービスの構

タル化によって相反する関係を丁寧に解消してい

造的な問題が喧伝
（けんでん）
されている。
日本の

く必要がある。

や経営改善にあたって、税務上、業績悪化の事由に該当す

では言えないものの、役員報酬の減額などの経営改善措置を

れば、役員報酬の減額が認められることになります。

講じなければ、
今後の事業経営の見通しが著しく悪化するこ

定期同額給付である役員報酬は、毎月の支給額が事業年

とが避けられない場合などが該当するとされます。

①観光業や宿泊業において、訪日外国人の減少によって売上

②政府、自治体による外出やイベント開催の自粛要請、学校の
一斉休校などによって、飲食業、食品製造業やイベント関連
業などの売上が減額し、倒産の危機に瀕している。

図表

③中国からの部品調達の遅れなど、サプライチェーンの毀損

損金として認められない場合の例

例えば、
9月決算法人が、
役員給与を毎月120万円支給している場合に、
事業年度途中の4月から
90万円に減額すると、
事業年度の最初から90万円だったものと見なされます。
この場合、
90万円 12ヵ月は損金として認められますが、
当初支給の120万円との差額分
（30万円
6ヵ月）
は損金として認められなくなります。

の影響で、通常の生産、販売活動に支障をきたし、売上の
激減とともに資金繰りが悪化している。

題は、
コロナ以前から再三指摘されていたことで

止めを給付する政策は継続できないので、支援

ある。
加えて、
今回のような緊急時に、
行政サービ

対象者を絞るような、費用対効果の高い政策を

90

スのデジタル化、
オンライン化の必要性を、
他国と

実行していくことが求められよう。
そのためにも、

120

の比較において強調することは、
過去に多く見受

行政サービスのデジタル化における構造的問題

けられた。

の解決に、早期に取り組むべきであろう。次の危

今回の新型コロナウイルスの感染拡大の影響もしくは、
今回

至った事象を客観的に、具体的説明をする必要があります。そ

機が発生したときにも、
デジタル化の不十分さを

のように政府及び自治体からの営業自粛要請等のように、想定

のためには、議事録等をはじめ、売上の激減や資金繰り悪化

嘆くことは避けなければならない。

ができなかった事情が起き、経営状況が著しく悪化した場合

がわかる月次の試算表や資金繰り表、従業員の賞与や役員報

は、税務上、業績悪化事由により役員報酬を減額改定すること

酬の減額に至った検討時の資料、金融機関との交渉時の資料

が認められております。

等を保存しておくと良いでしょう。

ロセスを担う当事者を、平時でも緊急時でも“国
民の生活の質を向上させる行政サービスに必要
な効率化”という一つの目的に向かわせるにはど
うしたらいいか、
という議論が必要であろう。
その
当事者とは、
国・地方自治体と、
行政サービスの業

[注1] 小林俊介、鈴木雄大郎
「日本経済見通し：2020年6月 産業連関表で読み解く
「コロナ禍」
-経済的打撃の網羅的整理と展望-」
2020年6月22日大和総研レポート

株式会社 大和総研
金融調査部 主席研究員

内野 逸勢

氏

誠実に信頼に応え、
皆さまの暮らしの中に笑顔を

趣味の店
くらしき

〒963-8004 郡山市中町8-2
TEL 024-923-5100

平川商事 有限会社

平川物流
センター

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

〒963-0203 郡山市静町11-25 TEL 024 -951-8000 FAX 024-951-8005

時代の潮流を読む

Q. 新型コロナウイルスの影響で、業績悪化したので、役員報酬の減額を考えています。
場合のほか、現状では、財務諸表の数値が悪化しているとま
A. 新型コロナウイルスの影響で、今後の資金繰りの対策

今後の財政を考慮すれば、全国民一律に痛み

問題を解決していく必要がある。
デジタル化のプ
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役員報酬の減額について

行政サービスのデジタル化における構造的な問

“デジタル化の過程
（プロセス）
”における本質的な

〒963-8004 郡山市中町8-2-1
TEL 024-983-7778

今月のテーマ

Q& A

ための経済活動の自粛要請が、
解除される動きが

しかし、
このデジタル化を実現していくためには

シェ・ヒラカワ
レストラン

専門家

「行政サービスデジタル化の本質的な問題 」

いつまでも
続くけんこう
歯の力

10月 11月 12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

← 損金として認められない

30

④想定外の売上減少に伴って資金繰りが悪化し、取引銀行と
の間で借入金返済の延長や条件緩和をするために役員報
酬の減額をしなければならなくなった。

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

役員報酬の期中減額改定が認められるためには、減額に

※通常は、期首から3ヵ月以内に行う役員報酬の改定以外
は認められません。
この業績悪化の事由には、事業経営が危機的状況になって
いる場合のほか、
今後の事業経営の見通しが著しく悪化する

水野文夫税理士事務所 税理士

水野 文夫

氏

INPIT知財総合支援窓口
知財のことならご相談ください

特

許

意

匠

（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

商

標

著作権

専門家Q&A

21

調査報告 データで見る郡山

安心・安全・快適な
オフィス空間を提供する

業況DIは、下げ止まりの兆しも、厳しい状況続く。先行きも慎重な見方は変わらず。

全業種（2020年6月期）

［令和２年6月期］

早期景気観測
調査結果

▲68.5

東北

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。

前 月 比：+3.1
前年同月比：▲40.8

▲62.8

全国

前 月 比：+3
前年同月比：▲44.5

郡山市人口

［令和２年5月期］

福島県

1.23 倍
（前月比▲0.09）

101.8

+0.1（前月と同水準）

前年同月比

※総務省調べ

新設法人

120件

1.20

倍
（前月比▲0.12）

前月比

商業動態統計

5,077件

［令和２年5月期］

前月比

+8 件（増）

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

今 泉 守 顕

〒963-8630 福島県郡山市清水台2-13-26

郡山市清水台2丁目13番23号
☎024-922-1133 FAX 024-922-1231

TEL 024-932-2222
（代）

校正中

倒産

福島県の負債額1,000万円以上の
倒産件数

負債金額
前年同月比

6件

7億6,400 万円

太田西ノ内病院

〜かけがえのない命を大切に〜

救命救急センター

倒産 ／ 同数
負債 ／ ▲70億7,200万円

地域がん診療連携拠点病院

太 田 熱 海 病 院
予防医学センター（人間ドック、生活習慣病健診等）

介護老人保健施設 桔 梗

6月単体で見ると、倒産件数6件は2015年の5

太田看護専門学校

件に次いで、5番目に少ない件数（最多は1984
年の27件、最少は2014年の1件）。一方、負債総
額7億6,400万円は1988年の6億6,862万円に
次いで9番目に低い金額（最大は1983年の82

+40件

郡山商工会議所 会員数

代表取締役社長

［令和２年6月期］

憶4,090万円、最少は2014年の2,000万円）
と
なった。

※㈱東京商工リサーチ郡山支店調べ

※厚生労働省調べ

郡山第一ビル

倒産件数は前年同月と同件数、負債総額は大型倒
産発生がなく低水準の状況が続く。

［令和２年4月末］
※厚生労働省調べ

全国

［令和２年6月末］

▲57.7

平成27年を
100とした総合指数

※郡山市政策開発部政策開発課調べ

有効求人倍率

全国

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。

世帯数 143,901世帯

+164世帯（増）

▲61.6

［令和２年5月期］

男 164,625人
女 166,343人
前月比

東北

消費者物価指数

［令和２年7月１日現在］

330,968人

全業種（先行き見通し）

株式
会社

商業販売額

36兆4,690億円

卸売業

25兆4,300億円
小売業

1 1兆 390億円

※㈱東京商工リサーチ郡山支店調べ

心も、技術も、
真面目です。

建築物維持管理業務代行

●前年同月比 ▲21.2％
●前月比
▲10.4％
●前年同月比 ▲24.7％
●前月比
▲14.7％
●前年同月比 ▲12.5％
●前月比
+ 1.3％

ISO9001

認証企業

清掃・環境衛生管理・設備管理・警備・サポートサービス等

代表取締役

本

遠 藤 友紀晴

社 郡 山 市 深 沢 1 丁 目 2 番 8 号
TEL 024-932-6069・FAX 024-932-6099

会津事業所

E-mail info@rose-bs.com

会 津 若 松 市 館 脇 町 4 番 1 4 号
TEL 0242-27-9188・FAX 0242-27-9205

URL http://www.rose-bs.com

化学で夢のお手伝い

YOUR DRE AM IS OUR BUSINESS

〒963-8802 郡山市谷島町4番5号
TEL 024 -944 -1230 FAX 03 -5299 - 8334
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データで見る郡山
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