
夜間相談会開催中！

（17：15 ～ 19：45）
郡山支店
TEL 024-932-2769

2 181 14 3 11
ご予約は
こちら！

〒963ｰ8025  福島県郡山市桑野3ｰ13ｰ5
TEL 024ｰ933ｰ0055   FAX 024ｰ934ｰ3443
Eｰmail   k.task@tkcnf.or.jp

(お客様の幸、社員の幸、家庭の幸)
三幸の合一点を目ざし、

会計事務所ＴＡＳＫは、今日も明日も、
笑顔とありがとう！感謝の日々･･･

三幸
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郡山を彩る、盛り上げる、楽しむ。
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5コロナに負けない！会員応援企画　メンバーズリポート全国中小企業クラウド実践大賞　受賞事業所4

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

庵ぐら 郡山店〈(株)ベーシックアイディーズ〉
お客様の喜ぶ“笑顔”のために！ 

　地元食材にこだわった料理とお酒を

楽しんでもらえるお店を目指し、県内9店

舗を展開しております。

　居酒屋とは、楽しんでいただくことで仕事や

家事の疲れを癒す場であると考えています。来

店いただいたお客様皆さんに心から楽しんで

もらうため、宴会コースを“懐石料理”のように

小分けで提供しています。鍋料理もお一人ず

つ選べ、取り分けに気を遣わずに、ゆっくり会

話を楽しんでいただけます。感染症対策として

席の間隔を拡げてご案内しており、最大30名

までご予約可能ですので、お問合せください。

HPはコチラから
ご覧ください▶

IZAKAYA

Aika
店主こだわりの高級フルーツを提供するバー

　東京都大田市場の新鮮な高級フルー

ツを使ったメニューを提供する、フルーツ

バーです。

　看板メニューのドリンクは、果物の特

に美味しい部分だけを、注文をいただい

てからお店で直接生絞りして作られます。

パフェや多種のウィスキーも提供してお

り、老若男女問わずフルーツを楽しめる

のも特徴の一つです。

　冬のスイカは意外なことに甘みが増し

て、おススメとのことなので、ぜひ一度味

わってみてはいかがでしょうか。

HPはコチラから
ご覧ください▶

BAR

住　　所 ／ 郡山市中町12-2
　　　　　  ホテルプリシ―ド
　　　　　  郡山地下1F
本　　社 ／ ㈱マコト 郡山市南1-26
電　　話 ／ 024-925-0141
営業時間 ／  16：00～23：00
店 休 日 ／ 日曜日

住　　所 ／ 郡山市中町7-16
　　　　　  庵ぐらビル2Ｆ
代　　表 ／ 宮川 卓也
電　　話 ／ 024-924-3755
営業時間 ／  16：00～23：30
　　　　　 (L.O  23：00)
店 休 日 ／ 日曜日・祝日
　　　　　 (祝前日は営業)

住　　所 ／ 郡山市中町7-18
代　　表 ／ 遠藤 浩輔
電　　話 ／ 024-983-6518
営業時間 ／  15：00～24：00
店 休 日 ／ 無休(年末年始を除く)

もつ源  郡山中町うすい通り店

　郡山のもつ鍋発祥のお店「もつ源」で

は、北海道の国産牛を使用した本格的な

もつ鍋が楽しめます。

　ふわとろ食感の「もつ鍋(旨塩)」は、コ

ラーゲンを多く含んだ小腸のみを使った

一番の定番商品。ご家庭で気軽にお店の

味が味わえる、テイクアウトもございます。

　店内の消毒・スタッフのマスク着用の

他、客席のソーシャルディスタンスを確保

する等、感染対策を徹底しております。

　この冬はもつ鍋で決まり！是非ご利用

下さい。

HPはコチラから
ご覧ください▶

IZAKAYA

Fish Market
新鮮魚介をオシャレ空間で！

　毎日15時オープン！うすい通りにある新

鮮魚介料理を取りそろえた洋風酒場です。

　牡蠣の浜焼やカルパッチョ・アヒー

ジョ・一品料理・自家製ピザ・パスタなど

全120種が690円以下で提供。ハイボー

ルとレモンサワーはいつでも199円です。

　また、定期的な店内消毒や飛沫防止

シートの設置など、感染症対策を徹底

し、営業しております。

　忘年会・新年会など、様々なお料理と

豊富なワインで、楽しいお時間をお過ご

しください。　

IZAKAYA

寒い季節にぴったり！Go To Eatで本格もつ鍋！！

住　　所 ／ 郡山市駅前 2-7-14
取 締 役 ／ 星  相ノ介
電　　話 ／ 024-923-9201
営業時間 ／  17：00～24：00
　　　　　　　　 ※時間外のご予約も応相談

店 休 日 ／ 無休(年末年始を除く)

Go To Eat キャンペーンを使って
お得に食事を楽しもう ！

コロナに負けない！会員応援企画

MEMBERS REPORT

HPはコチラから
ご覧ください▶

もつ鍋(旨塩)1,180円（税抜/1人前）

　クラウドサービスを活用して収益力向上や経営効率化に取り組む中小企

業等が事例を競う「全国中小企業クラウド実践大賞郡山大会」が11月13

日、郡山商工会議所で開催された。

　隂山建設㈱が自社で開発した建設情報可視化アプリ「ビルディングモ
ア」の活用が高く評価され、最高賞の「東北通信局長賞」に輝いた。

　また、郡山市長賞に㈱ユニフォームネット、奨励賞に㈲ゼストが選ばれた。

　同大会は福島県内初開催。隂山建設㈱と㈱ユニフォームネットは来年1
月に東京都で開催される全国大会に出場する。

東北総合通信局長賞 奨励賞郡山市長賞

SFA（営業支援システム）を活用し

た属人的営業からの脱却に取り組

んだ。社内体制の刷新に着手し、営

業マンの行動分析を活用して8年連

続増収達成した点が評価された。

自社開発アプリ「ビルディングモア」

を活用した、建設現場のリアルタイ

ム管理を紹介。ドローンを活用した

多角的な画像の活用、災害復旧への

取り組みも高く評価された。

クラウドを『業務管理』・『働き方改

革』・『経理処理』に集中的に取り入

れ、高い業務効率化を実現した。同

社の強みであるオーダーメイド物流

の強化と社員の幸せづくりに邁進。

荒川 広志 氏

株式会社 ユニフォームネット
代表取締役社長

隂山建設 株式会社
代表取締役

佐藤 大輔 氏

有限会社 ゼスト
代表取締役社長

全国中小企業クラウド実践大賞 郡山大会

氏

最高賞



7郡山の経営者に聞く　11QUESTIONS郡山の経営者に聞く　11QUESTIONS6

郡山市を代表する企業の経営者の方々に一問一答形式でインタビュー。
経営する会社について、郡山について、自分自身について・・・。

11の質問に答えていただきます。

当社の企業理念の通り“幸せ”になることで

す。家族はもちろん、従業員、取引先、社会…。
働いている時間を考えれば、楽しく、幸せ

に働きたいです。

Q1
ご自身の原動力

中学からバスケットをやっており、高校で

はインターハイにも出場しました。

身長187cmありますが、中学3年生から

急激に伸び始めました。ひと夏で5cmくら

い伸び、20歳まで伸び続けましたね。

Q4
好きなスポーツ

Q3
愛読書・オススメの本

Q2
座右の銘

『実るほど頭を垂れる稲穂かな』と『過ぎ

たるは猶及ばざるが如し』です。要する

に“ほどほどに”ってことです。やり過ぎ

ず、謙虚に頭を下げられる人でありたい

と思います。

Q5
趣味

あえて言うならゴルフです。まだまだ諸先輩

方の足元にもおよびませんが、最近はやっ

とお誘いできるようになりました。

当社は、女性の離職率が低いのが特長

です。先に述べたように、働きやすい環

境を推進しており、働く方の状況で、

出社時間を調整したり、時短勤務をして

いただいたり、柔軟に対応するようにし

ております。

Q10
社員の働く環境について

Q11
今後の会社について

7月末に本社近くでガス爆発が起こり、甚大な被害を受けました。皆さま

には大変ご心配おかけいたしましたが、年明けには、完全復旧します。今

後は、当社の３つの事業を組み合わせ、お客様に分かりやすく提案して

いくことで、お客様とのパイプを太くしていきたいと思います。

ビジネス書だけど小宮一慶さんが著

書の本はよく読みます。経営やビジ

ネスの参考にしてます。

Q6
好きな食べ物

郡山のラーメンのレベルは高い！

本社の周りには、ラーメン屋さんが

いっぱいあって、よく食べに行きます。

郡山には、米・果物、温泉、自然となんでもあるとこが魅力だと思います。あとは、郡山は

なんと言っても“交通の要衝”。東西南北にある高速道路、新幹線が通り、空港が近くに

ある。そういう意味では、まだまだノビシロがあると思います。

Q7
郡山市の好きな場所

Q8
自社の１番の強み&魅力

従業員にも聞いたときがありますが、案外

自社の魅力って、自分たちでは分からない

ものです。当たり前のことが、お客様や取引

先から見ると魅力だったりします。

当社は、納期がしっかりしているとか、ス

ピードが速く、レスポンスが良いとはよく言

われます。

お客様からの納期や技術の問合せには、必

ず24時間以内に一次回答するという“24時

間ルール”を設けています。また社員には常

にできる約束をするように伝えています。

Q9
尊敬する人

伊那食品工業の塚越会長の経営理

念「年輪経営」は、とても参考にして

おります。

樹木の年輪のように、少しずつ成長して

いく。会社の規模や体制が整わないま

ま、無理して急成長すると、いずれしわ

寄せが起こります。
株式会社 ニノテック
創業：昭和21年8月1日
住所：〒963-8577　郡山市島2-44-2
TEL：024-935-1700(代)
従業員数：173名Company

Profile 事業内容： ① 制御事業
　　　　　　   制御機器販売・メンテナンス
　　　　  ② プラント計装事業
　　　　　  プラント設備の設計・施工、上下水道プラントなどのメンテナンス
　　　　　③ 情報・通信事業
　　　　　　　LANなどのシステム提案、防災などの設備設計・施工・メンテナンス

11Questions
eleven

経営者の思いと素顔に迫る

vol.2

たるかわ  ひろむ　郡山市出身、51歳。
福島県立安積高等学校、慶応義塾大学理工学部・大学院卒。
大学院卒業後、1993年オムロン㈱に入社。同社で、商品開発・商品企画・営業を経験
し、2002年、ニノテックへ。
2005年に取締役副社長、2008年には代表取締役社長。現在に至る。

樽川 啓 氏

時代のスピードに遅れをとらない。
変化に柔軟に対応して、明日へつなぐ―――

株式会社ニノテック 代表取締役社長

こみや　かずよし

次号、樽川社長より、うすい百貨店 平城社長にバトンを繋いで
いただきました！樽川社長が平城社長に聞きたい質問は、
「いつもパワフルな平城社長の原動力は？」です。
次回もお楽しみください！

次回
予告

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

報 告告 知

Go To Eat キャンペーンふくしま「プレミアム食事券」のご案内
10,000円で12,500円分のお食事が楽しめる、お得なキャンペーン!! GoTo商店街 採択事業

　11月2日より第1期販売が開始された「Go To Eat キャン 

ペーンふくしま プレミアム食事券」は、プレミアム率25%のお 

得なお食事券で、福島県内約2,300店(11月20日時点)の飲

食店でご利用いただけます。

　12月21日からは第2期の販売も予定されておりますので、 

ご購入をご希望の方は、お早めにお買い求めください。

報 告

令和2年度 こおりやま創業塾 開講！！  10/31-12/5  全6日間・12科目

なお、受講が難しい方に関しては、専門家派遣等による個別
支援を行っております。　

　新型コロナウイルスの影響により、私たちの生活様式は一

変し、既存ビジネスモデルの見直しや、新しいサービスの創出

が求められています。

　当所では、コロナ禍でも負けない強靭な創業者の育成、また

創業者間のネットワーク構築を目的に、感染拡大防止対策を行

いながら、“令和2年度 こおりやま創業塾”を開講致しました。

郡山駅の東西を35万球の光で彩る!
ビッグツリーページェント・フェスタIN KORIYAMA

　コロナ禍の新たな生活様式に対応した「駅前ストリート

フェス」を、11月6日（金）、7日（土）16時～20時に、なかまち

夢通り・大町通り・大町エリート９パークで初開催。駅前の飲

食店を中心に、59社・団体にご出店いただきました。

　当イベントは、“食べよう・灯そう・触れよう”をコンセプト

に、ストリートに並んだ沢山の出店ブースで使用できるプレミ

アム食事券を独自に発行し、ライトアップされた屋外テラス

で、各店舗の自慢の料理を味わっていただきました。

　また、大町エリート9パークでは、美しいハーモニーを奏で

る市内小学校の合唱や、福島ファイヤーボンズのパブリック

ビューイングなどを大型スクリーンで放映し、大勢の方にご

来場いただきました。

　なお、コロナ対策として、全店舗の販売ブースに飛沫パネル

を設置したほか、接触が多いテーブルなどの消毒の徹底、検

温・消毒ブースを設ける等の対策を講じました。

新しい生活様式に沿った屋外飲食イベント「駅前ストリートフェス」開催！！

告 知

お問合せは、開発観光課まで。

　郡山の冬の風物詩「ビッグツリーページェント・フェスタIN 

KORIYAMA」が開幕、初日の11月13日（金）に関係者がカウ

ントダウンに合わせてイルミネーションを点灯し、華やかな光

が会場を包みました。

　来年1月11日（月）まで点灯いたしますので、冬のイルミ

ネーションをぜひお楽しみください。

○日　時／10月31～12月5日　毎週土曜日
午前9時～午後4時

○内　容／「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」など、持続
可能な経営の為に必要なノウハウの習得

【感染防止対策】
・マスク着用
・体温測定、体調管理表の回収
・アルコール消毒の徹底
・除菌シート配布
・会場内での大きな会話の禁止
・換気の徹底
・ソーシャルディスタンス確保の為
　2会場に分けて講義（ZOOM）
　 自分のPCを持参し、会場を分けて受講

【満足度調査】普通／やや不満／不満：0%

満足41%
大変満足
59%

先輩創業者からの
アドバイス

先輩創業者から創業希
望者へ。
アドバイス動画を配信中！
ぜひご覧ください▶

ご案内

〈第2期販売開始予定日〉2020年12月21日(月)～

〈食事券販売窓口(郡山市内)〉
○郡山信用金庫 各支店     〇須賀川信用金庫 各支店
○郡山駅売店NewDays    〇郡山商工会議所
※郡山商工会議所での第1期販売分は完売いたしました。 
※各窓口の販売予定数量になり次第完売となる場合がございます。

プレミアム食事券概要

有効期限：2021年3月31日

販売価格1冊10,000円で
12,500円分のお食事券
(1,000円券×10枚と500円券×5枚) 

【キャンペーンに関するお問合せ】

福島県Go To Eat キャンペーン事務局
TEL.024-973-7111(一般向け)
TEL.024-953-6321(飲食店向け)

告 知

郡山市民空の旅キャンペーン
飛んで!送って!当てよう!!

1月8日（金）まで
実施期間

お問合せは、開発観光課まで。

　郡山市福島空港活用促進協議会では、郡山市民を対象に 

空の旅キャンペーンを開催中。

　期間中に福島空港発着の航空便をご利用いただいた搭乗 

券の半券をハガキに貼って応募すると、抽選で素敵な賞品を

プレゼント!!

詳細はHPをご覧ください▶

○商　　品／全国就航先の特産品
　　　　　   (100名様)
○応募締切／1月8日(金)消印有効

※2020年11月1日～12月31日までの
　搭乗券1枚につき1回の応募可

※期間中のイベントにつきましては開催いたしません。
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〒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

スキーリフト券が最大1,400円おトクに！
郡山商工会議所生命共済加入者特典

告 知

お問合せは、財務課まで。

　生命共済加入者限定特典として「スキーリフト券」の特別

ご優待を実施いたします。この機会にご家族、友人や職場の

皆様でぜひご活用ください。

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

〈令和2年10月のご入会〉新入会員紹介

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。

（株）ミールズ

（同）Eighth

山根さとる事務所

Colorful LIFE Consultant

（医）快晴会  西部歯科クリニック

おれんじ

（株）アルフア東北営業所

エステティックサロン クレオ大槻店

ジョインズハウス（株）

丸新小林木材（株）

（株）クサカ印刷所

佐藤  勝治

英会話スクール・学童保育

コンサルティング・広告代理・各種制作

相談全般・ボランティア、市議会議員

コンサルタント業

歯科医院

居酒屋

人材派遣

エステティック

会員制学習用動画の配信

建具材卸売業

印刷業

不動産賃貸

事業所名 事業内容

〇 提携スキー場
・あだたら高原スキー場
・グランディ羽鳥湖スキーリゾート
・グランデコスノーリゾート
・リステルスキーファンタジア
・箕輪スキー場

〇 ご利用方法 
提携スキー場リフト券売り場に「郡山商工会議所フレンド会カード」をご
提示ください。※当所窓口での販売は行っておりません。

当所生命共済では他にもハワイアンズ入場券割引等、お得な特典

をご利用いただけます。福利厚生の充実にぜひご活用ください。

詳細は
同封のチラシを
ご覧ください▶

告 知

12月17日（木）
開催日

お問合せは、経営支援課まで。

　本セミナーでは、インボイス制度について理解を図り、制度実

施に備えるとともに、業務効率向上に有効な「クラウド会計」の基

礎知識・活用法について分かりやすく解説いたします。

　ZOOMによるWEB配信セミナーなので社内で聴講できます。
下記QRコードか当所HPより申込みください。

○日　時／令和2年12月17日（木）  午後2時～午後4時
○内　容／・軽減税率制度とインボイスの仕組み
　　　　　・クラウドとは？クラウド会計とは？
　　　　　・経理業務の効率化、クラウド会計導入の
　　　　　 ポイントなど
○受講料／無料

クラウド会計活用セミナーのご案内
インボイス制度の仕組みと

河合 正尚氏

河合中小企業診断士
社会保険労務士事務所  代表

お申込みはコチラ▶

経営者・経理担当者の方！ 税務を学びたい方！必見

1月20日（水）
開催日

告 知

販路開拓セミナーのご案内

お問合せは、経営支援課まで。

　本セミナーでは、コロナ禍でも売れる商品・サービスづくり

の考え方と効果的な販売活動と先進事例について分かりや

すく解説いたします。ぜひご受講ください。

　ZOOMによるWEB配信セミナーなので社内で聴講できま
す。下記QRコードか当所HPよりお申込みください。

○日　時／令和3年1月20日（水）午後2時～午後3時30分　

○内　容／・コロナ禍における販路開拓とは？
　　　　　・新商品、サービスづくりの考え方とは？
　　　　　・先進事例 など 

○受講料／無料

 ㈲永瀬事務所バイヤーズ・ガイド事業部
代表取締役
永瀬 正彦 氏

必見
売れる商品・サービスを開発したい方！
買いたいお客様と出会いたい方！

お申込みはコチラ▶

告 知
集客・売上につながる！

お問合せは、経営支援課まで。

　本セミナーでは、キャッシュレス決済への理解を図り、導入によ

る業務の効率化や売上増加の実例などについて解説いたします。

　YoutubeによるWEB配信セミナーなので社内で聴講でき
ます。下記QRコードか当所HPよりお申込みください。

キャッシュレス決済セミナーのご案内

○日　時／令和3年2月12日（金） 午後2時配信スタート！
○内　容／

 

○受講料／無料

①キャッシュレス決済の現状と特徴
②キャッシュレス決済導入のメリット・デメリット
③キャッシュレス決済導入による
・新しい生活様式への対応
・新しいビジネスモデルの構築
・業務の効率化  など 久野 雅己氏

（株）ソーシャルスピーカー　
代表取締役　

お申込みはコチラ▶

2月12日（金）
開催日

必見 飲食・小売・サービス業の方！

告 知
スマホで撮ろう！  HP・SNSで映える！

お問合せは、経営支援課まで。

　本セミナーでは、個店や販売商品をスマートフォンで動画

撮影する方法やSNSへのアップロード方法について分かりや

すく解説いたします。ぜひご受講ください。

　YoutubeによるWEB配信セミナーなので社内で聴講でき
ます。下記QRコードか当所HPよりお申込みください。

動画活用セミナーのご案内

○日　時／令和3年1月26日（火） 午後2時配信スタート！
○内　容／・SNS動画とは？
　　　　　・個店の動画PR方法
　　　　　・スマホで撮影する方法と留意点
　　　　　・動画のアップロード方法、編集、演出方法
　　　　　・Youtube、インスタグラム動画の事例紹介 など
○受講料／無料

 

松坂 順一郎氏
hiyori  代表

お申込みはコチラ▶

1月26日（火）
開催日

必見 動画撮影が初心者の方！自社を動画でPRしたい方！

報 告

議員交代のお知らせ
報 告

　当所と郡山地域道路整備促進期成同盟会は、道路関係５

団体の合同で、10月16日（金）に中央省庁、22日（木）に郡山

国道事務所及び福島県、11月4日（水）には東北地方整備局

に対し「道路整備に関する要望活動」を実施しました。

　11月17日（火）開催の常議員会にて1名の議員交代が承認

されましたのでご報告いたします。

○国に対しての要望内容

○県に対しての要望内容

①福島県鏡石町以南の国道4号
　全線4車線化

②国道288号富久山バイパス
　の完全開通並びに全線拡
　幅整備及び通行止め早期
　解除 など

①猪苗代湖岸一周道路の整備
②県道郡山湖南線(三森1工区)の早期完成 など

郡山冷蔵製氷㈱
代表取締役社長

氏安藤 昇
あん どう のぼる

井出副知事に要望書を手渡す

地域の産業・経済・文化発展のため道路整備を！

要望活動を実施！
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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。

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

貿易関係証明書発給に関するご案内商工会議所

活用術
な
る
ほ
ど 　当所では、貿易関係業者の皆さまの貿易取引をサポートするため、貿易関係証明書

（原産地証明・インボイス証明・サイン証明等）の発給業務を行っております。

今月のテーマ

【お問合わせ】 郡山商工会議所　総務部　総務課　　TEL 024-921-2600

朝鮮戦争の特需で好景気に沸いていた当時の日本は、第二次世界大戦の敗戦からわず

か５年ということもあり、生産に要する資材が思うように調達できなかったこと大量生

産体制が不十分であったこと等の要因から、多数の不良品を輸出せざるを得ない状況

に陥り、大きな社会問題となっていました。そこで、輸出する際には、その貨物が正しく

生産・製造されていることを証明する書類を、その地域の商工会議所が発行することに

なりました。

主な貿易証明の種類について
Ｑ.原産地証明書は輸出時に必ず必要ですか？

Ｑ.申請するにはどうすればいいですか？

①原産地証明
　貿易取引される商品の国籍を証明します。

②インボイス証明
　当該書類が当所に提示されたことを証明
　します。

③サイン証明
　申請書のサインが当所に登録されている
　ものと同じであることを証明します。

Ａ.必ずしも必要ではありません。
　原産地証明書が必要とされるケースは主に2つあります。
　 1つ目は、輸入国の法律や規則に基づく時、2つ目は貿易取引の契約書や信用
　 状の中で必要とされる時です。また、原産地証明書は、輸入関税税率の確
　定や「JAPANブランド」の裏付けに利用されるなど重要な役割を担っています。

Ａ.原産地証明書など貿易関係証明書の取得には、当所の会員・非会員にかかわ
　らず「貿易登録」が必要です。登録手続きや書類作成方法などに関しましては、
　お気軽にお問い合わせいただければと思います。

申請料
● 会　員：1件につき1,100円（税込）
● 非会員：1件につき2,200円（税込）

各証明書
発給の流れ

❶ 会議所へ貿易業者登録
❷ 証明関係書類の申請
❸ 審査・認証
❹ 証明書発給

お気軽に
お問合せ
ください

～会議所が発給することになった背景～
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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

郡山商工会議所  永年事業所顕彰事業

郡山商工会議所 創立95周年を迎える本年、20年以上の永年に亘り事業を継
続し、地域経済を支えて頂いております会員事業所の皆様方を「永年事業所」
として讃える「顕彰事業」を実施いたします。
今回は、創業100年以上の事業所も含め、計100件以上のお申し込みをいた
だき、11月17日の常議員会で顕彰が承認されました。
なお、顕彰状の授与式は、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況
から、顕彰状のお届けをもっての実施とさせていただきます。

継続営業年数ごとに項目を分けてご紹介致します。

笹の川酒造（株） 明和2年9月9日創業

（有）樹松園 明治25年1月7日創業

（有）正円堂 明治33年1月1日創業

（株）原商店 明治35年1月10日創業

（株）東日 昭和36年9月1日創業

（株）有明 昭和39年2月10日創業

森永牛乳本郷販売店 昭和38年7月創業

（有）大和美容商会 昭和39年7月1日創業

（有）藤田商店 昭和40年4月1日創業

（株）ローズ・ビルサービス 昭和40年3月6日創業

（有）土屋印刷所 平成39年5月1日創業

（株）テックス 昭和41年7月創業

石井菜根整骨院 昭和42年4月1日創業

（株）安藤物産 昭和41年9月1日創業

クイーン美容室 昭和41年9月30日創業

（有）三橋商店 昭和41年4月14日創業

（株）伊藤運輸 昭和43年4月1日創業

（株）福島地下開発 昭和44年4月1創業

田村通信防災工業㈱ 昭和43年9月1日創業

㈱建設相互測地社 昭和44年5月7日創業

㈱アオキマネジメント 昭和44年9月25日創業

カシムラ工業（有）昭和45年4月1日創業

（株）福島中央テレビ 昭和45年4月1日創業

（有）プロテック 昭和45年4月1日創業

喜多方らーめん大槻店 平成3年7月1日創業

ナースバンク（株） 平成3年6月18日創業

（株）大関警備 平成４年１月２４日創業

㈱み・らいと
コンサルティング 平成3年5月14日創業

さくま　お作法教室 平成7年1月16日創業

㈱電通
東日本福島営業所 平成7年1月1日創業

（公財）郡山
コンベンションビューロー 平成8年6月28日創業

板前料理　膳 平成8年11月27日創業

（株）ハイネット21 平成9年2月12日創業

㈱ＳＲＤアソシエイツ 平成8年11月創業

㈱エーワイコーポレーション 平成8年11月創業

（有）幸マノン 平成9年6月23日創業

㈲グリーンコーポレーション 平成9年10月10日創業

永島経営技術相談室 平成10年4月1日創業

Di-KA  HAIR 平成10年12月9日創業

デザインワークス 平成10年9月16日創業

クリエイティブレックス㈲ 平成11年7月1日創業

（株）東北畳材 平成11年9月1日創業

ひかりハウスサービス 平成12年4月1日創業

㈱東日本朝日広告社 平成11年9月16日創業

（有）アースライフ 平成12年4月3日創業

カーイースト 平成11年7月創業

㈱レントオール福島 平成11年10月７日創業

（株）ケイビ 平成11年9月創業

（株）プリベント大沼 昭和45年6月12日創業

㈲マルト電子工業 昭和45年9月創業

㈱郡山第一ビル 昭和47年4月1日創業

南東北総合卸センター（協）昭和47年12月5日創業

（株）良田建材店 昭和48年4月1日創業

（株）増子建築工業 昭和48年3月28日創業

（株）共同物産 昭和47年9月29日創業

㈲高橋電機制御 昭和48年10月10日創業

横山慶子舞踊学園 昭和49年5月8日創業

郡山トラックセンター事業（協）昭和49年4月20日創業

（株）星機械設計 昭和49年8月1日創業

（株）福島工業所 昭和49年8月1日創業

三友電設（株） 昭和50年2月12日創業

ダイリ建設（株） 昭和51年1月14日創業

（株）開成スタジオ 昭和50年6月1日創業

内田鉄工（株） 昭和52年5月26日創業

（有）橋富工務店 昭和54年3月1日創業

串焼　大串 昭和55年9月20日創業

平川商事（有） 昭和56年1月17日創業

（有）影山商事 昭和56年10月26日創業

㈱あべほーみんぐ昭和57年12月16日創業

岩通東北（株） 昭和57年4月12日創業

㈱クリエイティブダイワ 昭和58年12月26日創業

（有）サワカミ 昭和58年4月26日創業

㈲総合電設協進 昭和59年11月4日創業

島和建設（株） 昭和62年4月1日創業

（株）菱進 昭和61年4月3日創業

（有）アイ企画 昭和62年4月3日創業

（株）フォースネット 昭和64年1月5日創業

㈱ベル・マネジメント 平成元年10月2日創業

㈲マダムタカコカンパニー 平成元年11月15日創業

仙南工業 平成2年3月1日創業

保土谷化学（株）
郡山工場 大正5年11月15日創業

郡山信用金庫 大正13年3月8日創業

（有）芙蓉堂シマ薬局 大正12年8月17日創業
丹野商事（株） 昭和4年6月3日創業

（株）栄楽館 昭和5年5月15日創業

（株）佐藤工業 昭和10年4月1日創業

西村叶不動産 昭和12年4月1日創業

（株）菊地硝子店 昭和12年10月1日創業

渡富建設（株） 昭和13年5月1日創業

（資）共立社 昭和21年11月11日創業

日本全薬工業（株） 昭和21年5月20日創業

援護化学（株） 昭和21年10月17日創業

（有）東北印刷所 昭和22年8月創業

（株）蔭山工務店 昭和25年3月1日創業

（株）ニラク 昭和25年7月創業

三英堂事務機（株） 昭和26年2月7日創業

旅舘　君好 昭和27年4月1日創業

郡山トラック運送（株）昭和27年10月22日創業
（有）三松会館 昭和28年4月1日創業

（有）長井燃料機器販売 昭和28年4月1日創業

隂山建設（株） 昭和29年4月4日創業

損害保険ジャパン（株）昭和31年4月1日創業
（有）郡山製菓 昭和35年10月1日創業

受章されたみなさま
おめでとうございます

100年以上

90年以上

80年以上

70年以上

50年以上

40年以上

30年以上

20年以上

60年以上
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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

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

第55回郡山勤労感謝の集い  優良従業員表彰
～  「新しい生活様式」で優良従業員・事業所を表彰！ ～  

事業所表彰
石橋工業㈱

功労者表彰

永年勤続表彰

(光機材㈱郡山支店)飯村 幸雄 ㈱巴商会 郡山営業所

【事業所名五十音順】　※カッコ内は表彰年数です。（○○年以上の勤続の意）

【お問い合わせ】 郡山商工会議所　中小企業相談所　産業振興課

受賞者ご芳名
(敬称略)

永年勤続し、地域貢献や事業所に貢献した従業員を表彰する「郡山勤労感謝の集い」は今年で55回目の開催となりました。

今年度受賞者の皆様のご芳名を下記にてご紹介させていただきます。受賞された皆様、誠におめでとうございます。

（有）曙テクニカルグループ
大越　和人
大越　健太 
髙木　宗夫 

(10)
（10)
(10)

石橋工業（株）
石川　恒夫
斎藤　悠介

(30)
(20)

（株）伊藤食品
佐藤　正子
常松　伸二
渡邊　文子 

(20)
(20)
(20)

岩通東北（株）
柴田　俊介
  星　  京子

(10)
（10)

（株）ウインズ
太田　真人
矢吹周次郎

(10)
（10)

エスジーエス（株）
鈴木　伸一 (20)

大槻電気通信（株）
橋本　  勉 (30)

（株）エヌジェイアイ
阿部　圭三
曽我　  亮
伊藤久美子
大千里知明
小柴　英明

(20)
(20)
（10)
(10)
(10)

王子建設（株）
石川裕見子
緑川　和郎 

(30)
(30)

共栄印刷（株）
松﨑　孝志
増子　麻生

(30)
(10)

（株）郡山自動車学校
古川　雅子 (20)

(社福)郡山清和救護園
齋藤　和哉
齋藤 ひろみ
佐藤　正博
新田　和枝
山川富美子

（10)
（10)
（10)
(10)
(10)

東北工業（株）
柳沼　栄一
宗像　良喜
横田　光男
大越　惇輝

（30)
（20)
（20)
(10)

東北ビルハード（株）
加藤　大輔
吉田　雄亮

（20)
（10)

（株）巴商会　郡山営業所
飯塚　栄司
日野　祐子

（20)
（10)

（株）野田工業所
富塚　洋子
森尾　寿郎

（20)
（20)

八光建設（株）
七海　  学
井上明日香

（20)
（10)

美容室　ぬまた
山口　光江
佐藤　美紀

（20)
（10)

（株）廣川鉄工所
芳賀　  孝 （30)

福島パルス（株）
泉川　  健 （10)

光機材（株）　郡山支店
飯村　幸雄（40)

ビジネスサポート（株）
丸山　信之（20)

（株）TOHOピクス
采女　  糾
遠藤　繁文
平栗　弘樹

（20)
（10)
(10)

（有）福島北都観光バス
遠藤　  稔 （10)

（株）福島リパーツ
伊藤　貴志（10)

（株）宝来屋本店
遠藤　利一
川島　裕司

（20)
（10)

（株）北斗型枠製作所
目黒　周一
遠藤　泰幸
浅和　 翔
大久保真人
佐藤　幸夫
新田　翔平

（40)
（20)
(10)
(10)
(10)
(10)

丸中産業（株）
石川　英貴（10)

（株）ヨシダコーポレーション
鈴木　  聡
茂木　和信

(30)
(30)

（株）ローズ・ビルサービス
小沼　  豊
國分　美江
山口　京子

（10)
（10)
（10)

（株）メガネの相沢
添田　琴美（10)

（株）栁沼鋼業
仁井田浩二（20)

福菱機器販売（株）
大野　正行（40)

（株）郡山鉄工所
奥田　  崇
島村　正紀
増子　広信
松崎　  徹
帆足　真一

（20)
（20)
（10)
(10)
(10)

サイン・プロ
佐藤三千男 (30)

（株）三光
栗田　  展 (10)

（株）西部開発
国分　明美 (30)

西部自動車（株）
鴫原　孝子 (40)

（有）チェリー日火商会
齋藤恵美子 (30)

（株）タイセークリーン
安藤　則雄
吉田　正和

(10)
(10)

（有）タックコーポレーション
守屋　淳子
𠮷井　徳治

(10)
(10)

郡山商工会議所新型コロナウイルス感染症対策支援事業　　　

新型コロナウイルス感染症対策支援事業
支援施策情報　※令和3年1月15日までに申請期限を迎える施策です。　

補助金

小規模事業者持続化補助金 （コロナ特別対応型)
■対　　象：小規模事業者 ■補 助 率：2 / 3～3 / 4
■上 限 額：100万円 ※事業再開枠で別途、50万円

郡山市テイクアウト・デリバリー事業等開始応援補助金

■対　　象：市内に事業所を有し、飲食店営業許可等必要な許可を
有している中小企業者

■対　　象：売上が前年同月比で50％以上減少している事業者

■上 限 額：10万円

■上 限 額（１事業者当たり）：● 宿泊 300万円　● イベント関連 100万円
● 飲食30万円　　● 小売サービス等10万円

（市内に複数店舗ある場合上限20万円）

■給 付 額：中小法人等事業者最大200万円・個人事業主最大100万円
■サポート窓口：福島トヨタビル（福島市） ■電話予約：0120-279-292

■サポート窓口：郡山ビューホテル ■電話予約：0120-653-930

相談先 郡山市
次回締切 12月31日（木）

（飲食業又は宿泊業を営む事業者のテイクアウトやデリバリー等の新たな取り組みを支援）

（「新しい生活様式」に対応した対策を講じ、営業を継続又は再開する事業者を支援）

詳しくはこちら

郡山市新しい生活様式対応宿泊・飲食等事業継続補助金

持続化給付金

家賃支援給付金

相談先 郡山商工会議所
次回締切 12月10日（木）

締切
間近

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

郡山商工会議所  中小企業相談所
■TEL    024-921-2620・2621   　 ■FAX     024-921-2640
■URL   https://www.ko-cci.or.jp　  ■Email   admin@entre.gr.jp

■補 助 率：2 / 3

■補 助 率：● 法人　75万円 / 月まで2 / 3以上は1 / 3　　　上限額：100万円 / 月・半年間（最大600万円）
● 個人　37.5万円 / 月まで2 / 3以上は1 / 3　　上限額：50万円 / 月・半年間（最大300万円）

■対　　象：テナント事業者（中堅・中小・小規模事業者）で以下に該当する者
● 5～12月いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50％以上減少
● 5～12月の連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30％以上減少

補助金

補助金

給付金

給付金

詳しくはこちら

相談先 郡山市
申請期限 12月31日（木）

詳しくはこちら

相談先 サポート会場
申請期限 令和3年1月15日（金）

令和3年1月15日（金）

相談先 サポート会場

申請期限　

詳しくはこちら

詳しくはこちら

補助事業

相談先 市内銀行、信用金庫
信用組合、商工中金

詳しくはこちら

■対　　象：
福島県新型コロナウィルス対策特別資金（実質無利子型）

売上高等減少 利子補給 保証料
個人事業主（事業性のあるフリーランス含）▲5％以上

小・中規模事業者（上記を除く）▲5％以上

小・中規模事業者（上記を除く）▲15％以上

事業者負担ゼロ

事業者負担ゼロ

3年間
100％

事業者負担1/2

■上 限 額： 4,000万円■融資期間：10年以内（うち据置5年以内）
■利　　率： 年1.5％以内（固定・当初3年間は実質無利子・信用保証料ゼロ）

■取扱期間：令和2年12月31日まで受け付けたもので、かつ令和3年1月31日までに融資実行されたもの

詳しくはこちら
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鴫原：今回の駅前ストリートフェス開催にあ

たり、両商店街さんにご協力いただき一緒

に活動できました。駅前ストリートフェスを

振り返っての感想をお願いします。

宮川：コロナウイルスにより、商店街飲食店

の打撃は大きく、今年のイベント開催はどう

しようかと考えていました。

大町商店街では1997年から「おおまち笑・

Show・商」を開催していましたが、5月から

11月まで中止としました。

そのような中、今回の駅前ストリートフェス

のお話をいただき、商店街の通りを使用す

ることでご協力させていただきました。コロ

ナ禍で、感染拡大防止策をしながらのイベ

ント開催のやり方について勉強できました。

また、今回初めて、大町エリートパーク９を

使用したことも非常に勉強になり、来年以

降に大きな可能性を感じました。

橋本：我々、中央商店街としてもコロナ禍で、

今年度の主催イベントは全て中止となり、

「あぐり市」と「表参道マルシェ」などの、イ

ベントのお手伝いをするに留まっていま

したので、今年初のイベントで大変助かり

ました。

イベント自体は大成功で、気温も暖かく、集

客もできてよかったと思います。

コロナ禍で、どうやってイベントをやるかと

我々も考えていましたが、このようにコロナ

に負けずにイベントができるという実績が

でき、来年以降のイベント開催のヒントにな

りました。

鴫原：今後も共同で事業を展開できれば。

宮川：お客さんからするとイベントエリアが

広がり、楽しみも増えるので共同でやるとい

うのは相乗効果が大きいと思います。単体

だけでは商店街だけの関係になってしまう

が、今回のように商工会議所青年部さんと

やるということで繋がりができ、非常に面白

味があると思うし、来場者数からみても効

果的であったと感じます。

橋本：連携することで情報共有ができ単体

でやるよりも効率もいいですよね。

鴫原：商工会議所青年部に望むことやアド

バイスはありますか。

宮川：大町商店街に（青年会議所はいるが）

商工会議所青年部に所属している会員はほ

とんどおりませんが、連携はしてきました。

商工業の発展という共通の目的もあるの

で、これをきっかけに情報交換も含め、今後

も交流できればと思います。

橋本：今回のイベントを短時間でまとめる能

力を青年部さんは持っていると認識できま

した。我々はどうしても商店街の中で完結し

ようという意識があるので、今後は商工会

議所青年部と連携し、我々もイベント開催の

実績はあるので、協力できればと思います。

鴫原：企業間の連携も進んでいるように、

我々のような団体もタッグを組んで相乗効

果を生んで行きたいですね。本日はお忙し

い中、ありがとうございました。

駅前ストリートフェスに出店致しました！

　去る11月7日「郡山駅前の飲食店を応援しよう！」ということで、郡

山商工会議所女性会として駅前ストリートフェスに出店致しました。

　当日は多くの皆様にご来場いただき、それぞれ100食分ご用意

いたしました特製エッグカレーとカットフルーツがいずれも19時

30分には完売となりました！

　新型コロナ禍の中ではありますが、中町夢通り・大町通りの活気

に溢れた様子を見ることができ、大変嬉しく思いました。微力では

ございますが、駅前地区の皆様のお手伝いができるよい機会となり

ました。ストリートフェス事務局の皆様、大変お世話になりました。

運営をお手伝いいただきました会員の皆様・女性会ブースにお越しい

ただきました皆様、誠にありがとうございました。

【お問合せ】 郡山商工会議所　経営支援課　 TEL 024-921- 2621　［担当：細川・横掘］

〈ご注意事項〉

加入から12ヶ月未満で解約される場合は、掛け金が戻りません。
ご加入より240か月未満で共済事由以外で任意解約した場合は、解約手
当金が掛金総額を下回ります。 共済相談室（コールセンター）  TEL 050-5541- 7171

詳しい加入条件や制度内容につきましては、公式ホームページ
または「共済相談室（コールセンター）」からもご確認いただけます。

小規模企業共済HP

11月6日、7日の2日間、駅前ストリートフェスが開催され、両日で約5,000名の方々に来場いただきました。
今回のイベント開催にあたり連携した、郡山市中央商店街振興組合の橋本 謙一副理事長、

郡山市大町商店街振興組合の宮川 雄次専務理事にお話を伺いました。

Business Women’s Club女性会REPORT青年部REPORTKoriyama Young Entrepreneurs Group 特別版

郡山市大町商店街振興組合

宮川 雄次 氏 
専務理事

郡山商工会議所青年部

鴫原 和義 氏 
会長

聞き手

郡山市中央商店街振興組合

橋本 謙一 氏 
副理事長

掛金は全額「小規模企業共済等掛

金控除」として、課税対象所得から

控除できます。　

ポイント❶

節税効果
掛金は月1,000円～70,000円の範

囲内で自由に設定可能。加入後も

変更可能です。

ポイント❷

掛金の自由設定
共済金を受け取る際は、2通り。一括受取りの場合は

「退職所得扱い」となり、掛けた年数に応じて控除額が

増えます。分割受取りの場合は「公的年金等の雑所得

扱い」になり、公的年金と同じ扱いになります。

ポイント❸

掛金の受取りの扱い

共済金A …事業の廃止や会社等の解散 など
共済金B …65歳以上で退任される方 など
準共済金…65歳未満の役員退任 など

掛金納付年数 掛金合計額 パターン① 共済金A パターン② 共済金B パターン③ 準共済金

5年

10年

600,000円

1,200,000円

621,400円

1,290,600円

614,600円

1,260,800円

600,000円

1,200,000円

運用例  （掛金月額１万円の場合）

※共済金A・B、準共済金の額は源泉徴収前の共済金等の
　額です。したがって、掛金月額、契約期間によっては、手
　取額が掛金合計額を下回る場合があります。

ご加入をお考えの場合は、ぜひお早めにご相談ください。

小規模企業共済は、小規模企業の事業主や役員、経営者等が加入できます。
これからでも積み立てを始めることができますので、60代の社長さん、役員さん、退職金を積み立てませんか？

経営者・役員のための
退職金

60代からの退職金の積み立てを始めませんか？ 小規模企業共済のご案内

副会長   塩谷 喜代美
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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

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

事業継続計画活用オンラインセミナー配信中！

「事業継続力強化計画」を活用しよう④
令和元年東日本台風郡山商工会議所復興グループ 共同事業連載

当所は令和元年東日本台風からの復興に資するため、郡山商工会議所復興グループを組成し被災事業者の皆様に様々な
支援を行っています。グループ共同事業として、９月号より全６回にわたり国が推奨する「事業継続力強化計画」の概要から
申請書作成方法まで解説いたします。

前回解説した災害リスクの把握を踏まえ、企業にとっ
て重要な経営資源である、
「人」、「物」、「カネ」、「情報」の４つの切り口から自社に
どのような影響が生じるかを考え、具体的な対策の実
行を検討します。例えば、以下の取組が考えられます。

人、物、カネ、情報への対応
STEP3

台風19号
災害支援
情報

内容　事業継続力強化計画の活用方法
　　　事業継続計画（BCP）策定入門
講師　中小企業診断士 菅野覚氏

掲載スケジュール

計画策定の詳細は「事業継続力強化計画」で検索！

※ バックナンバーは郡山商工会議所HPでご覧頂けます
※ スケジュールは一部変更する場合があります

９月号・・・・制度の概要
10月号・・・STEP1 目的の検討
11月号・・・STEP2 災害リスクの確認・初動

対応の検討
12月号・・・STEP3 人、物、カネ、情報への対応
1月号・・・・・申請に必要な書類と書き方
2月号・・・・・申請に必要な書類と書き方　　

①最も大きな被害が想定される自然災害を対象と
　して事業活動に与える影響を想定する
②自社だけではなく取引先の被災やインフラなどの
　影響も検討する
③影響を受ける可能性が低い場合は判断した理由
　についても記載する

考え方

❶ 社員の多能工化を進める
❷ 設備の耐震化や浸水対策を行う
❸ 保険の加入・資金計画の作成
❹ バックアップデータの取得・クラウドの活用

申請様式への記載例（自然災害等の発生が事業活動に与える影響）

オンライン２コンテンツ
youtubeにてご覧頂けます
https://www.ko-cci.or.jp/

台風19号と相続税
今月のテーマ

専門家 Q&A

本会報   本年1月号、7月号、10月号

吉田  眞一氏
吉田眞一税理士事務所   税理士

〈参考〉

Q.　　昨年(令和元年)の春先に父が亡くなり、相続の手続
の最中の10月中旬に記録的な大雨となった台風(令和元

年台風第19号)に遭い、我が家はもう少しで床上浸水に

なりそうでしたが、幸いにも事なきを得ました。

　今回のようなことは相続した土地の価値にも影響が少

なからずあると思われます。相続した土地を売却する際

のその価格も以前より安くなるかもしれません。

　その年の路線価に基づいて土地の評価額を算定し相

続税額を計算して、申告と納付は期限内に済ませたとこ

ろです。

　しかし申告も納付も済ませたものの、この評価額には

どこかしら合点がいかない、納得しがたいところがありま

す。なぜならその土地の評価額は台風が来る前のものだ

からです。

　そこで質問です。

　相続した財産の評価額にこの台風の影響を反映させ

たり、被害の実態を組み入れた形での申告と納税をする

ことはできないものなのでしょうか？

A.　　Ｑさんにとってはとても大変な年でしたね。心からお
悔みとお見舞いを申し上げます。

　さて、ご質問の件ですが、国はこの台風の被害に配慮

し、台風の翌月に特例の概要を示し、具体的な数値(「調

整率」)を本年の2月に公表しました。

　大きな被害を受けた地域とそうでない地域があります

が、郡山市の宅地の場合だと評価額はどこでも最低10％

の減額(調整率0.90)、最高25％の減額(調整率0.75)が

できることとなりました。

　もしもこの減額の規定を適用しないで相続税の納税を

されているのであれば手続きをすることによって多く納め

てしまった分は返してもらえます。

　Ｑさん、良かったですね。溜飲が下がりましたか。

なおこの規定は贈与税にも適用されます。

　財産の取得時期は限定されているので、心当たりのあ

る方は是非税理士に相談されることをお勧めします。

また、近年は非常に災害が多いですね。

所得税等でも災害で被害を受けた場合の規定が設けら

れていますのでぜひご活用されてください。
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〒963-8802　郡山市谷島町4番5号
TEL 024-944-1230   FAX 03-5299-8334

化学で夢のお手伝い
YOUR DREAM IS OUR BUSINESS

安心・安全・快適な
オフィス空間を提供する

郡山第一ビル株式
会社

代表取締役社長 今 泉 守 顕
郡山市清水台2丁目13番23号

☎024-922-1133 FAX 024-922-1231

〒963-8630 福島県郡山市清水台2-13-26
TEL 024-932-2222（代）

太田西ノ内病院

太 田 熱 海 病 院

太田看護専門学校
桔梗介護老人保健施設

救命救急センター

予防医学センター（人間ドック、生活習慣病健診等）

地域がん診療連携拠点病院
～かけがえのない命を大切に～～かけがえのない命を大切に～

“心も、技術も、
     真面目です。”

E-mail  info@rose-bs.com　URL  http://www.rose-bs.com

建築物維持管理業務代行　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

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

代表取締役 遠  藤　友紀晴

校正中

商業動態統計 令和２年9月期

今　　月
前　　月
前年同月

※経済産業省調べ

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。 

早期景気観測調査結果 令和２年10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（先行き見通し）

東北

全国

全業種（2020年10月期）

東北

全国

前月▲62.7

前年同月
▲39.3▲50.4

前月▲56.5
前年同月
▲24.1

▲50.2

▲41.5
▲38.0

業況DIは、持ち直しの動きもまだら模様。先行きは慎重な見方も、回復への期待感続く。

倒産 令和２年10月度消費者物価指数 令和２年9月期

新設法人(福島県) 令和２年8月期有効求人倍率 令和２年9月期

郡山商工会議所会員数
令和２年10月末時点

郡山市人口 令和２年11月1日現在

330,586人
男 164,446人 女 166,140人

※郡山市政策開発部政策開発課調べ ※総務省調べ

※（株）東京商工リサーチ郡山支店調べ ※（株）東京商工リサーチ郡山支店調べ※厚生労働省調べ

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。

平成27年を100とした総合指数

世帯数  144,068世帯(前月比+32件)
前月144,036世帯

10月単体で見ると、倒産件数14件は1994年、2004年、
2006年の15件に次いで、23番目の件数となった（最多
は1984年、2001年の31件、最少は2013年の1件）。
一方、負債総額17億3,400万円は1996年の18憶円に
次いで28番目の金額となった（最大は2002年の1,091
憶8,600万円、最少は2013年の7,000万円）。尚、負債
総額10億円を超える大型倒産の発生はなかった。

福島県の負債額1,000万円以上の倒産件数

前月102.1

前年同月102.0

102.0(前月比▲0.1  前年同月同水準)

倒産件数、負債総額とも2020年に入って最多最
大を更新した。

全国
前月
1.041.03

福島県
前月
1.181.15 62件(前月比▲18件)

前月80件

5,118件（前月比+5件）
前月5,113件

前月比+6.3
前年同月比▲26.1

(前月比▲0.03)

(前月比▲0.01)

前月比+12.3
前年同月比▲11.1

商業販売額

43兆7,500億円
前月比 +5.0%

前年同月比 ▲12.7%

卸売業

31兆6,400億円

前月比 +3.3%

前年同月比 ▲14.6%

小売業

12兆1,100億円

前月比 ▲0.1%

前年同月比 ▲8.7%

負債額17億3,400万円
(前年同月比▲15億7,000万円)

前年同月33億400万円

前年同月13件

倒産件数14件(前年同月比+1件)


