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(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･･･
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新型コロナウイルス対策特別資金（実質無利子型）が

※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。
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・貸付限度額  4，０００万円        
・保証料率     負担　ゼロ　もしくは　1/2
・貸付期間    １０年以内 （据置5年以内）
・貸付利率    年１．５％以内 （３年間無利子）

　　※詳細や最新の情報は、当協会HPまたは郡山支店TEL 024-932-2769にてご確認ください。※詳細や最新の情報は、当協会HPまたは郡山支店TEL 024-932-2769にてご確認ください。

感染拡大の影響を受けている事業者の皆様へ

3/31まで延長されました！！
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あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
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CCI News 商工会議所の事業をご紹介14

24
台風19号災害支援情報

「事業継続力強化計画」を活用しよう⑤

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除29 専門家Q&A
30 データで見る郡山

昨年は、当商工会議所から新型コロナウイルス感染症の感染者が出たこと
から、11月20日から12月4日まで事務所を閉鎖することとなりました。
皆さまには、大変ご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、心よりお詫
び申し上げます。
今後、感染防止対策を徹底して、事業を展開して参りますので、本年もど
うぞ宜しくお願い申し上げます。
なお、当商工会議所の営業は、1月4日（月）からとなっております。

今月の表紙

新年明けましておめでとうございます
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郡山の経営者に聞く
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米国大統領選から考える民主主義が機能するために必要なこと28 時代の潮流を読む
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持続化補助金・ものづくり補助金について23
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18 「挑」 薄井印刷 （文房具店No.3+）イノベーションに取り組む事業所を紹介!

融資・補助金・助成金等16 ONLINE GUIDE（オンラインガイド）

岡村 慶祐 氏
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全酒類・食品卸
郡山市喜久田町卸1丁目124-1 ☎024(959)6615(代)

☎024(933)5105 ☎024(925)6500
JR 郡山駅 エキナカ JR 郡山駅「おみやげ館」

5年賀特集新年のご挨拶4

　新年あけましておめでとうございます。皆様には「新し

い生活様式」のもと、輝かしい新春をお迎えのこととお

慶び申し上げます。

　郡山商工会議所の皆様には、本市商工業発展の推進

機関として、市政各般にわたり多大なる御支援、御協力

を賜り、また、災害からの産業復興並びに地元企業の新

型コロナ対応の先頭に立って御尽力いただき、深く感謝

申し上げます。

　新型コロナウイルスの感染拡大は市民生活や地域経済

にも深刻な影響を与えており、SDGsの理念である「誰一人

取り残さない社会」の重要性を一層深く認識しております。

　国会では「気候非常事態宣言」が決議される中、自然

災害の激甚化や新型ウイルス感染拡大等これまでの経

験や政策事業の前提条件を超えた事態が次々と発生し

ており、国をあげて社会システムの大胆な見直しや根源

の政策である脱炭素革命が進められております。事業

も、交流も安全で効率的なオンラインが中心となり、DX

加速・スマート社会への転換は待ったなしです。

　また、今年は東日本大震災・原発事故発生から10年

の節目を迎えます。これまでの御支援と市民の皆様の御

努力による復興の歩みを後世に伝え、さらなる強靭化と

飛躍の糧といたしましょう。

　私たちの祖先・先輩方は、幾多の困難や課題に遭遇し

ながらも、決して挫けず、あきらめず、懸命に前を向いて

知恵を出し、希望の汽笛を鳴らし続けてこられました。

　私たちも、コロナ禍にも的確に対応し、生きがいや希

望に満ちた社会へと進化を遂げるため、市民・事業者・

行政が共通認識のもと絆を強め、自助・共助・公助それ

ぞれの役割を果たして「協奏（コンチェルト）」し、将来に

誇れる「課題解決先進都市」を築いてまいりましょう。

　本年が皆様にとりまして素晴らしい一年となりますよう

心からお祈り申し上げ、年頭のごあいさつといたします。

新年のご挨拶

郡山市長

品川 萬里

郡山商工会議所 会頭

滝田 康雄

公民協奏による「課題解決先進都市」を目指して

　新年あけましておめでとうございます。皆様におかれ

ましては、希望に満ちた新年をお迎えになられたことと

お慶び申し上げます。

　さて、昨年は令和元年東日本台風からの復旧・復興

が進む中、新型コロナウイルス感染症拡大により、国

内経済はもとより地域経済に深刻なダメージを与え

ました。

　郡山商工会議所では、新しい生活様式に対応すべく、

法律、経営、税務等の専門家や国、県、市及び金融機関

等と連携したワンストップ相談会やオンライン活用セミ

ナーの実施など、地域企業に寄り添った支援を行うとと

もに、会員事業所の皆様からの要望に基づき、国や市な

どに要望活動を行い、実質無利子・無担保の融資や家賃

補助、雇用調整助成金の申請簡素化など、様々な施策の

実現に繋げて参りました。しかしながら、健全な経営環

境の回復には程遠い状況でございます。

　本年におきましては、ウィズコロナを念頭に、感染防

止の徹底と経済活動の両立を図るべく、新しい発想とス

ピード感をもった各種支援事業に取り組み、地域経済の

活性化や中小・小規模事業者の事業継続と雇用維持な

どに着実に繋げて参りたいと考えております。

　また、東日本大震災から10年を迎える本年は、幾多の

困難を乗り越え、繋いできた先人達の開拓者精神を受

け継ぎ、様々な時代の変革に対応しうる組織の強化、市

民が安心して暮らせる街づくりを目指し、官民一体と

なって“夢と希望あふれる街“へ歩みを進めて参ります。

　会員の皆様、関係機関・団体、市民の皆様には、新しい

生活様式のもと、輝かしい一年となりますよう心からご

祈念申し上げ、新年のごあいさつといたします。

夢と希望あふれる郡山の実現に向けて
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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

　皆さん、映画「三丁目の夕日」を覚えていますか。昭和33年、人情味あふれる東京下町
が舞台でした。僕が生まれたのも映画に似た環境の昭和36年の郡山市堂前町。それから
60年近く月日が流れました。SF小説に出てきた携帯電話や超高層ビルが現実となり、果
ては空飛ぶ自動車や宇宙旅行。とまどうことばかりです。
　そういった世の中で還暦を迎えるにあたり温故知新の言葉に立ち返り、心新たな一年
を迎えたいものです。

三丁目の夕日

　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は新型コロナウイルスの流行で、世界
中がパニックに陥りました。今年も終息には
時間がかかることでしょう。
　これからの「仕事」や「生活」は、「あれも」「こ
れも」から「選択」と「集中」へ一層変化を求め
られるのかもしれません。
　私も、日々納得のいく時間を過ごしたいと
思います。

毎日、元気で前向きに過ごしたい！

郡山商工会議所では毎年会議所議員様の中から新年の年男さんをご紹介しています。
年男の方々に新年の抱負を語っていただきました。

新春特別企画 年男さんいらっしゃい

　生まれた年を含めて、7度目の丑の年
を無事迎える事ができました。生み育て
てくれた両親や、これまで関わりのあった
皆様のお蔭と感謝あるのみです。次の丑
年までに少しでも社会にお返しができれ
ばと思っています。
　今、多くの企業が新型コロナウイルス
感染拡大の影響を受けて、大変な状況に
あります。しかし、東日本大震災からの復
旧・復興を経験して来た福島です。夜明け
は必ず来ると信じ、共に立ち向かって参
りましょう。

年頭に思うこと

　本年、節目の還暦を何とか無事に迎えるこ
ととなりました。また、会社の方も、変化の激
しい業界ではありますが、創業90周年とな
り、良いお得意先、お取引先、社員に恵まれた
おかげと、感謝の念に堪えません。
　「人生は何事も成さぬにはあまりにも長
いが、何事かをなすにはあまりにも短い。」と
思う今日この頃です。これからは、後半戦、次
代につながる経営を心掛けてまいります。

商売は牛の涎

　新年あけましておめでとうございます。
　コロナ禍の1年が過ぎ、未だ終息の見え
ない中新しい年を迎えました。
　私も六巡目の年男を迎えることができま
したが、今置かれてる会社の現況を考える
と人生を振り返る余裕もなく、どう事業を
継続し、見直ししていくかに頭が一杯の毎
日を過ごしております。
　年頭にあたり、まだまだ先が見えない中、
必ずや終息する日が来ることを念じ、良い
スタートが切れるよう準備をしていきたい
と思います。
　牛歩の如く、一歩一歩確実に進んでいけ
る年にしたいと思っております。

希望の1年

本年もよろしくお願い申し上げます。

　新年あけましておめでとうございます。
　今年は日本全薬工業の創業から75周
年を迎えます。動物用医薬品を製造販売
する当社にとって、牛用の製品は長年の
主力であり、今日に至る礎となりました。
新しい時代の幕開けに際し、私自身も年
男であるというのは運命を感じます。
　大変な時代ではありますが、変化を好
機と前向きにとらえ、さらなる飛躍に向け
て、様々な課題に挑戦する1年にしたいと
思います。

新時代に向けて

　新年あけましておめでとうございます。
　今年は東日本大震災から10年、地元の放送局
として元気がでるような放送を心掛け、復興の
力添えになるように努めてまいります。
　様々な社会問題が発生するなかで、古い制
度や枠組みを改変し、安定した繁栄・成長の礎
を築く年にしたいと思います。
　人生60年目のスタートは「自分自身で示すこ
と」を念頭におき精進してまいります。
　本年もよろしくお願い致します。

改変の年

　新年あけましておめでとうございます。毎年、
新しい年を迎えますと今年はこういう年にする
という目標を立てております。そのうちの一つ
に5キロの減量をするというのを上げておりま
すがなかなか達成できません。
　丑年は「これから発展する前触れ・芽が出る」
というような年になるといわれております。還暦
を迎え、古希までの10年間のために地道に体
力作りをする一年にし、今年こそ5キロの減量
を達成する年にしたいと思います。(笑)

還暦に想う

　新年あけましておめでとうございます。
　今年いよいよ還暦を迎える年齢に
なってしまいましたが、年齢にふさわし
い人格識見に達したのかと問われれ
ば、まだまだ未熟者です。
　今後は1日1日を大切に生き、両親や家族
と触れ合う時間を増やしたいと思います。
　社員さんや業界の皆様、地域の皆様
とも、よく話し合い尊重し合い、WinWin
の関係を築いてゆきます。そして豊かな
社会の実現に少しでも協力してゆきた
いです。

まだまだすべき事がある！！

昭和24年(1949年）生

（株）建設相互測地社
代表取締役

安孫子 健一さん

昭和24年(1949年）生

福島交通（株）郡山支社
常務執行役員  郡山支社長

瀬谷 賢次さん

昭和36年(1961年）生

郡山冷蔵製氷（株）
代表取締役社長

安藤 昇さん

昭和36年(1961年）生

（株）テレビユー福島
郡山総支社
執行役員郡山総支社長

渡邊 邦浩さん

昭和24年(1949年）生

橋本地所（株）
代表取締役

橋本 善郎さん

昭和36年(1961年）生

（株）岡部
代表取締役社長

岡部 弘幸さん

昭和36年(1961年）生

高柳電設工業（株）
代表取締役

國津 一洋さん
昭和36年(1961年）生

（株）東北装美
代表取締役

宮﨑 登志行さん

昭和48年(1973年）生

日本全薬工業（株）
代表取締役社長

福井 寿一さん
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11郡山の経営者に聞く　11QUESTIONS郡山の経営者に聞く　11QUESTIONS10

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。

うすいを愛しているお客様に尽きます。

うすいファンクラブの発足をはじめ、いつもご

支援してくださる沢山の方に本当に感謝して

おります。こんなに嬉しいことはないです。

Q1
いつもパワフルな

平城社長の原動力とは

勝負事全般好きです。人生の縮図が表れ、意

思と裏腹なことが多いが、思い通りにいった

ときの爽快感がたまらないよね。

最近だと、競馬でジャパンカップのアーモン

ドアイには感動した！

Q4
趣味

Q3
愛読書・オススメの本

Q2
座右の銘

「人生意気に感ず」です。

志や気概、人柄など、心に響き通じ合うこ

とが重要かと思います。人情溢れる「男は

つらいよ」の寅さん一家が大好きです。

Q5
好きな食べ物

妻が作ってくれるカレーライスです。脇役も

欠かせない。カレーにはラッキョウと福神

漬けはマストで！

妻は料理が趣味で、いろいろなものを作って

くれます。いつも妻には感謝しております。

日本一住みたい街になってほしい。

郡山には、交通の利便性、生活の利便性、安心安全など、要素は沢山あ

るが、私はなにより郡山の人情・食・自然が大好きです。

可能性を十二分に秘めている！！

Q10
今後の郡山に期待すること

Q11
コロナ禍の今後のうすい百貨店について

人と社会に“役に立つ”企業を目指してまいります。

コロナ禍でIT化が加速度的に進んでいます。小売業は百貨店からECの

時代へ。百貨店もデジタル化が不可欠です。しかしながらリアル店舗の

魅力は不変だと確信しています。

上質な商品、心のこもったサービス、快適な空間。この3つを基本理念に

お客様に豊かなライフスタイルを提案し、地域に貢献してまいります。

ここ10数年視力が弱り、目が疲れるため、

本はほとんど読まなくなりました。最近は

ネットで情報を得ることが多いです。

昔は吉行淳之介の小説・エッセイをよく読

みました。

人間の深淵に迫るところ、都会的センス

が好きでした。

Q6
普段行なっているルーティーン

サウナとビールは毎日欠かせません。サウナ

は、30歳のときからほぼ毎日通っています。

新陳代謝と免疫力アップ！

サウナを上がって、キンキンに冷えたビール

を飲む瞬間が至福の時です。ビールの五大

要素は「温度・銘柄・肴・仲間・器」！
駅前にある「フォーク酒場6575」です。正

に私の青春。ロックンロールにビートル

ズ、加山雄三…楽しい想い出が蘇ります。

思わず社用車のナンバーも“6575”にして

しまいました笑

Q7
郡山市の好きな場所

Q8
尊敬する人

分け隔てなくコミュニケーションが出来

て、努力を惜しまない人を尊敬します。

一方で、圧倒的な強さやスピード感を

持った方にも憧れます。

Q9
うすい百貨店の従業員に日々伝えていること

株式会社 うすい百貨店
創業：1662年（寛文2年） 
住所：〒963-8004　福島県郡山市中町13-1
TEL：024-932-0001（大代表）
営業時間：10：00～19：00

Company
Profile

事業内容：コスメ、インポートブランド、生活雑貨、衣料品、レストラン、
　　　　   生鮮食品ほか

11Questions
eleven

経営者の思いと素顔に迫る

vol.3

次号、平城社長より、NTT東日本  郡山営業支店  竹谷支店長に
バトンを繋いでいただきました！平城社長が竹谷支店長に聞きたい
質問は、「いつも誰にでも優しいのはなぜ？」です。
次回もお楽しみください！

次回
予告

to be continued …

ひらき  だいじろう　昭和27年10月25日生まれ
東京都吉祥寺出身  慶應義塾大学  工学部応用科学科卒。
昭和52年に㈱三越入社。ドイツ三越、香港三越、
台湾新光三越の海外を経験して、三越 本部へ。
平成21年に㈱うすい百貨店 代表取締役社長に就任。

平城 大二郎氏

地域に愛され、地域を愛す。地元百貨店。
コロナ禍でも決して変わらない理念とは？
株式会社うすい百貨店  代表取締役社長

住所：郡山市駅前1‐4‐13  エリート11ビル1F
営業時間：20：00～翌2：00（金・土は翌3時まで）
誰でも歌えるフォーク酒場、飛沫パネルや消毒をはじめ、コロナ対策もバッチリ！
毎月第3週の金曜日は、歌って繋ぐ「駅前フォークジャンボリー」を開催。

フォーク酒場6575撮影場所

『すぐやる』 決めたらすぐ行動に移す。100%を求めず80%で良い。

『新しいことをやる』 お客様のニーズは日々変わる。百貨店は変化対

応型生活情報産業である。半歩先の情報提供をする。

『みんなでやる』 毛利元就の三本の矢。個で動くのではなく、みんな

で力を合わせる。チーム力が重要である。

前回の
樽川社長からの
質問！



年賀特集 共に乗り越えよう

13年賀特集コロナに負けない！会員応援企画　メンバーズリポート12

頑張る会員のみなさんの取り組みをご紹介します。

コロナに負けない！会員応援企画

住　　所 ／ 郡山市希望ヶ丘14-3
　　　　　  市営住宅1-5棟
代　　表 ／ 金澤  史享
電　　話 ／ 024-901-9563
営業時間 ／ 11：00～14：00
　　　　　 17：30～20：30
定 休 日 ／ 木曜日

お食事処 金凰亭（きんおうてい）
テイクアウトでしか味わえないこだわりメニュー各種！

　先月でオープン1周年を迎えました。フラ

ンス料理店で腕を磨いた店主が、四季に応

じて厳選した地元食材の持つ味を生かし、

丹精込めて仕上げています。昼はボリュー

ム満点、3種類の定食、夜はお酒に合わせた

一品料理などをご用意。テイクアウトでは、

濃厚トマトカレーや若鶏のクリーム煮など

本格煮込み料理が味わえます。（要予約）

　ご要望に応じて、ご宴会や法事のお食

事も承っておりますので、お気軽にご相

談ください。

FOOD

郡山ビューホテル
ホテルの味を、もっと身近に。

　当ホテルでは「ビューホテルのグルメ

便」としてテイクアウト＆デリバリー商品

をスタートいたしました。ホテルの味を一

度に味わえるオードブルや、和洋中それ

ぞれのシェフのこだわりが詰まったお弁

当、お好きなお料理をチョイスできるアラ

カルトメニュー、可愛らしい箱にスイーツ

を詰めたアソートなど、メニューを多く取

り揃えております。

　ワンランクアップのおうち時間や、お祝

い、法事、会議などのお集まりにぜひご利

用くださいませ。

HOTEL

住　　所 ／ 郡山市桑野2丁目
　　　　　  17-12  J&Cビル
電　　話 ／ 024-953-3434
営業時間 ／  11：00～22：00
（注文可能時間10：30～21：30）
定 休 日 ／ 水曜日、12/31～1/1

デリバリー＆テイクアウト PAELLY（パエリー）
2020年7月OPEN！！本格パエリアをご自宅で！

　郡山駅前にある「ARCH」・「ハシ

ゴ」は、店内仕込み、贅沢魚介たっぷ

りのパエリアやタパス・ハンバーガー

やチーズフォンデュなどシーンに合

わせたメニューを30種以上ご用意し

ております。

　「お店の味をご自宅で味わえる」に

こだわり、シェフが手間隙かけた本格

料理を“アツアツ”の状態でお届け。10

月からイートインもスタートし、様々な

用途でのご利用が可能です。

　皆様のご利用お待ち致しております。

住　　所 ／ 郡山市田村町金屋
　　　　　  字冬室113-1
運　　営 ／ 社会福祉法人
　　　　　  ほっと福祉記念会
　　　　　  理事長  角田 ミキ子
電　　話 ／ 024-943-5566
（事前予約でお待たせしません）

営業時間 ／  11：30～16：00
定 休 日 ／ 水曜日・第３火曜日

お弁当・オードブル sweet hot金屋店
～人と人をつなぐ架け橋を創造する～ 社会福祉法人ほっと福祉記念会

　皆様に親しまれた「CAFE心和」が、台風

19号により被災、かわってお弁当・オード

ブルのテイクアウト店「sweet  hot金屋店」

（就労継続支援A型事業所）として、リ

ニューアルしました。

　“わたしたちにできること”をモットーに、心

を込めて、ひとつひとつ丁寧に手作りしてい

ます。わ風ハンバーグ、からあげ、コンビ弁当

など、栄養満点、ボリューム満点なこだわりの

お弁当が大好評です。ぜひご賞味ください。

姉妹店CAFE sweet hot小原田店もよろ

しくお願いします！

FOOD

※「頑張る地元の飲食店応援券」や「Go To Eatプレミアム
　食事券」も利用可。

HPはコチラから
ご覧ください▶

HPはコチラから
ご覧ください▶

FOOD

HPはコチラから
ご覧ください▶

住　　所 ／ 郡山市中町10-10
代　　表 ／ 代表取締役社長
                     根本 輝久
電　　話 ／ 024-939-1114
　　　　　  （グルメ便）
注文受付 ／  10：00～18：00

テイクアウト デリバリー

海山弁当（黒毛和牛）

TAKE OUT
特集！
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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

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

〈令和2年11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）テヤン（太陽）

（株）ケーエフエス

Doux Hair

伊藤総建

わたしのハイフ。郡山店

ラヴィング・ハート

（株）精光技研郡山センター

韓国料理店

経営コンサル、人事労務コンサルなど

美容室

解体業・防水業・内装業

セルフエステ

エステ・美容業

省力化装置の設計・製作

事業所名 事業内容

お問合せは、経営支援課まで。

報 告

お問合せは、総務課まで。

　郡山商工会議所では創立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」をご案内したところ、今回は創業100年以上の事業所を

含め105件のお申し込みをいただき、11月17日の常議員会で

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、1月上旬からお届けする予定です。予定より

若干遅れることをお詫び申し上げます。

郡山商工会議所

永年事業所顕彰「顕彰状」のお届けについて

告 知

お問合せは、事業推進課まで。

　当所では、会員事業所の福利厚生の推進、健康管理の一環

として、（一財）脳神経疾患研究所 附属南東北医療クリニック

のご協力を得て、新たに最先端がん検査「PET-CT」を会員特

別価格で受診できるサービスを始めました！

　経営者の健康は、企業発展の要です。あなたの大切な家族の

ため、従業員のため、がんの早期発見にぜひご活用ください。

　特別価格は、会員事業所の役員・従業

員・家族のみ適用されます。

会員新特典 PET検診割引制度

詳細・お申込みは、同封のチラシをご覧ください▶

告 知

お問合せは、東京商工会議所検定センターまで。
TEL:03-3989-0777（土日・祝休日・年末年始除く10：00～18：00)

　2021年度より、東京商工会議所企画６検定試験が従来のPBT

（紙試験）からIBT（インターネット経由での試験）へ一新されます。

東京商工会議所

企画6検定試験のWEB試験化について

告 知

お問合せは、開発観光課まで。

　当所では、次世代を担う若者が描いた“郡山グランドデザ

インプロジェクトの提言”を踏まえ、郡山市民、郡山市と一体

となって、“夢と希望あふれる郡山”のまちづくりに取り組ん

でいます。

　この度、提言の1つであったバスロケーションシステムが福

島交通の路線バス（一部を除く）において導入されました。こ

れにより、バスの現在地や停留所への到着予測時刻などのリ

アルタイムな運行状況が把握でき、バスの利便性が飛躍的に

向上します。ご利用方法は専用サイトやGoogleマップへアク

セスしてご確認ください。

郡山グランドデザインプロジェクトの提言が実現！

バスロケーションシステムサービスが始まりました

詳細・ご利用方法は、コチラ ▶

告 知

お問合せは、開発観光課まで。

　これまで立食ビュッフェスタイルで実施しておりましたが、今回

は“新しい生活様式”に則したテイクアウトスタイルで開催します。

　新酒まつりのために瓶詰めした郡山6蔵元詰合せ「味宿場 

郡山地酒探訪」（新酒セット）と地元食材をふんだんに使った

ホテルの特選料理をセットにしました。数量限定、事前予約

制です。ご家族と一緒にご自宅でお楽しみください。

ウインターフェスタIN KORIYAMA2021

第25回新酒まつり新スタイルで開催

○ご予約期間／2月1日（月）～2月26日（金）

○お渡し期間／3月4日（木）～7日（日）
　　　　　　　午後1時～午後6時
○お渡し場所／郡山ビューホテル
　　　　　　　アネックス 1セット5,000円（税込）

「令和２年度会費」ご納入のお願い
「令和2年度会費」をご納入いただいていない会員様につきまして

は、出費ご多端の折、誠に恐縮ではございますが、銀行窓口もしくは

郵便局よりご納入いただきますようよろしくお願いいたします。ご集

金を希望される場合は、お手数をおかけしますが、会員担当までご

連絡くださいますようお願いいたします。

・カラーコーディネーター検定試験（アドバンス・スタンダードクラス）
・ビジネス実務法務検定試験（2・3級）
・福祉住環境コーディネーター検定試験（2・3級）
・BATIC（国際会計）検定試験
・環境社会（eco）検定試験
・ビジネスマネジャー検定試験
※ビジネス実務法務検定試験1級、福祉
　住環境コーディネーター検定試験1級
　は2022年度よりIBTに移行予定。

対象検定

詳細はコチラを
ご覧ください ▶

1月20日（水）
開催日

告 知

販路開拓セミナーのご案内

　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！
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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

ONLINE GUIDE (オンラインガイド)商工会議所

活用術
な
る
ほ
ど

郡山商工会議所では、経営相談についても、新しい生活様式を実践するため、『融資・補助
金・助成金等 ONLINE GUIDE』を配信しております。窓口にお越し頂かなくても、施策の
概要やお手続き内容をある程度ご理解して頂けるように、動画作成を行っております。
ぜひ、一度ご覧ください。

今月のテーマ

融資・補助金・助成金等  ONLINE GUIDE   ▶　

配信動画

① インターネット「郡山商工会議所」を検索

② 郡山商工会議所ホームページのトップ
　 ページのONLINE GUIDE大バナーを
　 クリック♪

③ アイコンに表記のある施策等で興味が
　ある項目をクリック♪

④ 見たい動画をクリックすると再生が始まり
　 ます。

融資・補助金・助成金等

動画再生までのやり方

令和2年4月11日～

〈閲覧実績〉〈閲覧実績〉
ページ閲覧数……………　　　　　 
フェイスブックリーチ数…　
動画再生数………………　　       

    6,601回
13,463回
8,095回令和2年12月12日のべ数

給付金 BCP

補助金 雇  用

融  資 7Questions

・持続化給付金
・家賃支援給付金

・持続化補助金
・ものづくり補助金

・雇用調整助成金

・先輩起業者に聴く
  創業に必要な7つのポイント

・マル経融資

・事業継続力強化計画の活用方法
・計画策定入門
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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

　

　熱海駅を背に、ひっそりと佇む文具店。

扉を開けると、色彩豊かな筆記具や雑貨に

目を奪われた。定番ものから初めて目にす

るようなユニークなものまで多岐に亘る。

　印刷業を営む薄井さんが文具店を始

めたのは6年前。デジタル化やペーパーレ

スが急速に進む世に、「印刷だけではやっ

ていけないのでは」という懸念を抱いた。

同時に、仕事に「好き」を取り入れたいと

も考えた。薄井印刷の挑戦が始まる。

　―――「文房具店 No.3+」。日々の暮ら

しの中で、人々の頭に3番目に浮かぶよう

なお店でありたい。今後、4、5、と繋がって

いくように思いを込め、名付けた。そして

今年9月、2号店をオープン。熱海町に

のれんを掲げたのは、浴衣姿の観光客で

賑わう温泉街づくりの一翼を担うため。

外国人観光客にも目を向け、日本のよさ

を感じてもらえるよう、店名は「其ノ四 文

具店」とした。想いがカタチとなり、未来

へと繋がった瞬間だった。

　新型コロナによる外出自粛、イベント中

止。非対面やリモートが当たり前、今や名

刺や印鑑すらいらない世界へと変貌を遂

げる。印刷部門が大きな打撃を受けた一

方、文具部門への挑戦が功を奏し、会社全

体を支えている。「デジタル化の波が一気

に押し寄せてはいるが、リアル店舗にしか

出せない価値がある。」薄井さんは語る。

　「お客様にお薦めはあまりしない。僕

の“良い”を押し付けるのではなく、自分

の唯一無二を見つけてほしい。」例えば

ペン一本にしても、手にしてみないとそ

の重心や書き心地がわからない。目で見

て、手にとって、実際に書いてみて…五感
で確かめることができるのは対面――。

店舗ならではの強みだ。

　「今は自分が楽しい、言わばひとりよが

りの状態だと思う。自ら楽しみ、働くのは第

一のステップ。次は従業員の皆も楽しい、

嬉しい。そういう環境を創り上げたい。」

　「好き」と「リアル」を融合した挑戦は、

これからも薄井印刷の歴史にしたため

られていくに違いない。

第１章 プラス

第2章 リアル

文／産業振興課　佐々木

DATA

代表取締役  薄井 康利
本社：郡山市笹川一丁目122
TEL 024-945-0761／FAX 024-946-3547
No.3+：郡山市笹川一丁目122
TEL 024-900-2225
其ノ四文具店：郡山市熱海町熱海二丁目３番地
TEL 024-954-4569

有限会社  薄井印刷

　郡山高校の近く、福島県で今年No.1

に輝いたラーメン店がある。

　店主である岡村は、異色な経歴で、普

通であればラーメン店で修業をして開業

するのが一般的と考えられているが、ホ

テルマン、ウェディングプランナーの経験

を経て、ラーメン店を開業した。

　「オープン当初は、やはり素人。お客様

から日々ご意見いただき、改善していっ

た。お客様に育てていただきました。」

　岡村のこだわりは、お客様目線。ラーメン

は誰もが好きな国民食であるが、スープの

好みは分かれる。岡村はここに着目した。

　麺はプロに発注して、味を左右する

スープに時間を費やすことに。独自に研

究を重ね作り上げたスープは、会津地

鶏スープ、豚・牛・鶏スープ、白湯スープ

の3種で、誰にでも愛されるスープを開

発した。

　厳選した会津地鶏などから、素材の味

がしっかり出るよう弱火でじっくりと煮

だし、ダシを取る。白湯スープの素材は、

乳化するまで長時間煮込み、スープが完

成するまで約9時間の時間を掛けるとい

う。営業しながら常に次の日のスープを

仕込むことによって、1日寝かせ、深いう

まみを出すのだ。

　お客様目線は、接客にも。ホテルマン

時代の経験から、一流レストランのよう

なおもてなし空間を提供。岡村自ら店頭

に立ち、お客様に、一言声を掛けたりと、

気配りを欠かさない。

　また、お客様を飽きさせない、ラーメ

ンの概念を逸する不定期イベントも開催

している。

　これは、ラーメンにフォアグラ・鹿肉な

ど、その季節ならではの素材を使ったア

イディアラーメンで、これ目当てに訪れる

お客様も多い人気企画だ。

　「食の楽しさ、美味しさをお客様には

味わってもらい、常に新しい味を作り出

していきたい」という。

　これからもお客様のニーズに答え、新

しいラーメンの可能性を探る。

　最高のおもてなしと嗜好を凝らした食

の楽しさがここにある。

K e i s u k e  O k a m u r a

極
K i w a m i

Vo l . 4 6

郡山市内の知る人ぞ知る
職人さんを紹介

代表

岡村 慶祐さん

第１章 日々 進化するスープ

第2章 ホスピタリティ精神

文／事業推進課　吉田

DATA

郡山市大槻町字小金林24-1　TEL 024-900-3138
営業時間 11：00～15：00／18：00～21：00
定休日 1月1日　駐車場 7台

らぁ麺 おかむら

コロナウイルス感染拡大防止のため、飛沫パネルや消毒液を設
置し、席数を減らしています。
ご来店の際は、検温・マスク着用の上、ご来店ください。

おかむら　けいすけ
異色の経歴を経て、ラーメンの道へ。
開業6年目で、2021年「ラーメンWalker福島」の総合部門で１位。
2020年3月に西ノ内から大槻に移転。
コロナ禍でも人気を誇るラーメン店。
昭和52年生まれ、43歳。静岡県藤枝市出身。

PROFILE

一番人気
「おかぶらっく」

代表取締役

薄井 康利さん

挑
I d o m u

Vol .52

イノベーションに取り組む
企業等を紹介!

有限会社 薄井印刷
(No.3＋ ／ 其ノ四文具店)
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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

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

小規模事業者持続化補助金（一般型）

ものづくり・商業・サービス補助金（ものづくり補助金）

経営計画に沿った販路拡大のための取り組みを支援

●補助上限：50万円（設立日・開業日が2020年1月1日
　以降の事業者は100万円）

●補助率：2/3以内

補助額・補助率

概　要

革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの
改善を行うための設備投資等を支援

●補助上限額： 〈一般型〉 1,000万円
　　　　           〈グローバル展開型〉 3,000万円
●補助率： 〈中小企業〉 1/2
　　　　   〈小規模事業者〉 2/3　

補助上限額・補助率

概　要 補助要件

令和3年2月5日(金)  ※当日消印有効

公募〆切

令和3年2月予定
公募〆切

事業再開枠

取り組み例

・新しいサービスの宣伝のためにWEBサイトを作成する
・作業効率を高め、売上増加に繋げるために店舗を改装する
・設計用のソフトを導入して生産性向上につなげる

●業種別のガイドラインに沿った感染拡大防止への取り
　組みを行う場合、上限50万円の上乗せができる
　（補助率は10/10）
●令和2年5月14日以降に実施した取り組みまで遡って
　補助を受けることが可能

以下を満たす3～5年の事業計画の策定および実行

●付加価値額+3％以上/年
●給与支給総額+1.5％以上/年
●事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円

まだ間に合う！

補助金活用のすゝめ

【手続きの流れ】
❶ 特例申告内容の確認依頼
❷ 特例申告書確認欄を確認・押印
❸ 令和3年2月1日までに特例申告書提出（償却資産申告書と同時）
※ 税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など
　（税理士、公認会計士、弁護士など）

中小事業者等 郡山市
税務部資産税課

❸

❶

❷

認定経営革新等
支援機関等

※

相談先 郡山市税務部資産税課
TEL 024-924-2091

令和3年1月4日（月）
　　　 ～2月1日（月）

受付期間

詳しくはこちら

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少している中小事業者等に対する
「固定資産税及び都市計画税の軽減措置」が創設されました￥

DOWN

令和2年分（2020年分）所得税確定申告から

青色申告特別控除額 ・ 基礎控除額が変わります

中小事業者等の所有する事業用家屋や償却資産の令和3年度分の固定資産税及び都市計画税を
事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。

■対　　象：新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等
（資本金または従業員数等の要件あり）

■軽減割合：令和2年2月～10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて

■軽減対象：事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税 / 事業用家屋に対する都市計画税

■提出書類：① 特例申告書（郡山市のホームページから取得できます）
　 ※認定経営革新等支援機関の認定を受けている士業・金融機関等の確認と、記入押印が必要です。
② 市の償却資産申告書

● 30％～50％減少している方…………… １/２
● 50％以上減少している方……………… 全額

③ 収入減を証する書類（会計帳簿や青色申告書の写しなど）※詳しくは市のHPからご確認いただけます。

個人の方の所得税について 「（改正後）55万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて
●e-Taxによる申告（電子申告）又は電子帳簿保存を行うと
引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます!

●青色申告特別控除額が変わります!
（現行  65万円 → 改正後 55万円）
●基礎控除額が変わります!
（現行  38万円 → 改正後 48万円）

改正1 改正2

※以上の改正は、 について適用されます。令和2年分（2020年分）以後の所得税

10万円の青色申告特別控除の改正はありませんので、これまでと同様となります。

現行 改正1
改正2

青色申告特別控除

基礎控除

65 万円
38 万円

55 万円
48 万円

65 万円
48 万円

合計113万円合計103万円

※付加価値額＝営業利益+人件費+減価償却費

※商工会の管轄地域で事業を営んでいる場合は、事業場の住所がある地区の商工
　会で支援を受けてください。

申請にあたって商工会議所に相談していただいた際に
は、経営指導員が各様式の作成等をサポートいたします。

検索公募  持続化補助  一般型  日商　詳細はこちら▶

検索ものづくり補助金　詳細はこちら▶

検索GビズID　詳細はこちら▶
本補助金の申請には「GビズIDプライムアカウント」の取得
が必要となります。

さらに
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pj.oc.ibuos-ukohhot.www//:ptth ： ＬＲＵ 〒963-8047 郡山市富田東5-136

【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⑤
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。

申請方法と必要な書類

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・・・・・・・・・・・・・・・必要な書類と申請方法
2月号・・・・・・・・・・・・・・・利用可能な支援措置

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/

金融支援・税制優遇等を受け、事業継続力強化計画の取組を実行していただきます。
④ 事業継続力強化計画の開始・取組の実行

① 制度の利用を検討／事前確認・準備
金融支援、税制優遇を受ける場合には、関係機関（日本政策金融公庫や税務署等）に
対し、適用対象者の要件や手続き等を事前に確認することをお勧めします。

・経済産業局宛てに必要書類を提出ください。
・認定を受けた場合、経済産業局等から認定通知書と計画申請書の写しが交付さ
  れます。（申請から認定まで約45日かかります。）

③ 事業継続力強化計画の申請・認定

※認定を受けた事業者については、中小企業庁のHPに事業者名等が公表されますので、ご了承ください。

① 申請書（原本）

② チェックシート

③ BCP等の参考書類がある
　 場合は、その書類

④ 返信用封筒

※BCP（Business Continuity 

　Plan、事業計画）を既に策定

　者である等、事業継続の取

　組が既にある場合は、その取

　組がわかる書類を参考とし

　て添付いただき、申請書では

　そちらを参照する旨記載い

　ただく形で申請いただくこと

　が可能です。

必要な書類必要な書類

A4の認定書を折らずに送付可
能なもの

② 事業継続力強化計画の策定
・「単独型」「連携型」のどちらを提出するのかご判断をいただきます。
※グループ会社等複数で申請する場合は、「連携型」となります。ただし自社
　以外の連携社が全て中小企業者以外の場合は「単独型」となります。
　・「基本方針」及び「作成指針」を踏まえて、事業継続力強化計画を作成
  してください。

申請様式は下記にて
ダウンロード下さい

中小企業化 〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎（B棟） 022-221-4922
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平川・鴫原会長：新年明けましておめでとうご

ざいます。

広報委員会：昨年は新型コロナウィルスによ

り、通常事業、イベントが難しい一年となり

ました。

平川会長：女性会は、昨年9月10日に創立40

周年を挙行しました。コロナ禍ですが、“女性

会から元気を発信しよう！”ということで開催

させていただきました。

鴫原会長：新しい生活様式に沿って、コロナ禍

でも対策を講じれば集合形式の事業も開催で

きるという一つの指標になったかと思います。

平川会長：ありがとうございます。準備は1年

かけて練ってまいりました。また、会場が会員

のホテル華の湯さんなので、応援したいという

気持ちも大きかったです。青年部さんも素晴ら

しい事業を開催してきましたよね。

鴫原会長：8月に開催した「ドライブinフェス

タ」は、家族や仲間で出掛ける機会が減っていた

ので、そういった方々を対象に何ができるかを

考え、開催し、11月に開催した「駅前ストリー

トフェス」は、国の「Go To 商店街・Eatキャン

ペーン」の施策があり、商店街・飲食店を支え

る行動をすることが会議所青年部の努め、目

的なのかなと思いました。

広報委員会：駅前ストリートフェスでは、女性

会の方々のご協力ありがとうございました。

平川会長：“運命共同体”なので、母のような立

場で応援しました。私たちは、年を重ねて失っ

たものもあるけれども、得ているものも大きい

わけです。「青年部の方たちを引き立ててあげ

たい」という気持ちは大きくありました。　

今年、私たちは「全国商工会議所女性会連

合会福島全国大会（10月22、23日開催予定）

※以下、全国大会と略す」を控えています。青

年部の皆さんを非常に頼もしく思っていて、団

結して実行する力、動き方など素晴らしいと

思って尊敬しています。

鴫原会長：もったいないお言葉で、恐縮です。

平川会長：いや、本当ですよ。青年部と女性会

は仕事を通じて悩みながら活動していること

が共通点としてありますよね。お互い郡山市の

発展のために尽力していきましょうね。

鴫原会長：そうですね。私たち青年部は会を

さらなる強靭な組織にし、次代へバトンを渡

すため、人事を含め行動力も高めていきま

す。また、女性会さんの全国大会が成功する

ために、我々青年部もマンパワーで応援して

いきたいと思います。

平川会長：ありがとうございます。コロナ禍で

すから、全国大会は人数制限などを視野にい

れた開催を考えています。みんなで知恵を出し

て、どうしたら安全に実行でき、「福島県を」

「郡山市を」発信できるか、英知を出し合って

成功を目指していきます。

平川・鴫原会長：本年もどうぞ宜しくお願い

致します。

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

運命共同体として郡山市発展に尽力していく

郡山商工会議所  女性会

平川 真理子 氏 会長

郡山商工会議所  青年部

鴫原 和義 氏 会長

対  談

謹賀新年――。郡山商工会議所の女性会と青年部の会長による対談を実施しました。
新たな年を迎え、新型コロナウィルスによる大変だった昨年を振り返りつつ、
大変な中でも活力を見出すための今年の抱負などについてお話いただきました。

聞き手 ／ 郡山商工会議所青年部  広報委員会
対談場所 ／ 趣味の店  くらしき
青年部会長衣裳協力 ／ きものや一縁  郡山市緑町15-7
　　　　　　　　　　  TEL：024-983-1008
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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

大竹 聡美氏
税理士法人三部会計事務所  税理士

　　昨今、地方部を中心に全国的に空き家・空き地が増加して

います。

　土地を相続した相続人が遠隔地に住んでいるために維持管

理が不十分なものとなったり、接道が悪いなどその土地単体で

は活用が難しいために放置されてしまったり、理由は様々です。

　住宅地の場合、面積もそう大きくないことから売却収入は低

く、そのわりには測量費や解体費など様々な費用の支出があっ

た上に、さらに譲渡所得税が課されることとなり、負担感が大き

いものとなりがちです。

　そのために、売却されずに放置されたり、資材置き場や青空

駐車場など十分な利用がなされなかったりする、いわゆる低未

利用地が増加してきました。

　これらの低未利用地等を、移住してきた者の居住地や開業す

る者の店鋪・事務所など、新たな利用意向を示す者や隣地所有者

等による有効活用により、投資の促進と地域活性化・治安向上を

図るため、地元市町村と宅建業者が連携し物件のマッチングを

加速させる「空き家空き地バンク」が全国的に運営されています。

　このようなマッチングで個人が保有する低額の低未利用地を

譲渡した場合に、譲渡所得から100万円を控除することとし、売

却時の負担感を軽減することで売却インセンティブを付与し、

土地に新たな価値を見いだす者への譲渡を促進する制度です。

本制度は、令和2年分の確定申告から初めて適用が受けられる

ようになります。

　この制度は令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間

に以下の①～⑤の要件に該当する譲渡をした場合に適用を受

けることができます。

　大きな土地を分筆した場合でも適用できますが、分筆後の残

地については適用できないこととなりますのでご注意ください。

　市区町村長の確認については、各市町村役場に確認書の交

付申請が必要となります。

A.

Q.

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除

今月のテーマ

空き家や空き地の譲渡について新制度がスタートしたと聞きましたがどんな制度ですか?

専門家 Q&A　2020年の米国大統領選挙は歴史上まれに見る接戦

となり、どちらが大統領に指名されるか結果が判明する

までに時間がかかった。あるいは当該コラムの掲載時点

でも、トランプ大統領が選挙結果を受け入れていない可

能性があるため、“時間がかかっている”と表現した方が

いいかもしれない。しかし、事前の想定よりもトランプ派

の勢力が強く、“国内政治に対する国民の分断”は時間

がかからずに判明した。この分断により米国の民主主義

が危機にひんしているとの論調がメディアで散見され

る。この“分断と民主主義の危機”について、2016年の

大統領選挙前の拙稿[注1]「ポピュリズムの台頭とグ

ローバル重要課題の論点」を振り返って、民主主義が何

によって機能するかの視点で考えてみる。

　基本的には民主主義が機能するためには“多数に従

うこと”が必要であるとされている。今回の大統領選挙

で、不正投票がない前提でバイデン大統領の勝利をト

ランプ大統領とその支持者が受け入れなければ多数に

従っていないといえ、民主主義は機能していないとの結

論となる。問題は“なぜ多数に従わないのか”である。こ

れは、民主主義は多数決が基本ではあるが、それ自体は

多数の意見の優劣を判断することではないという民主

主義の特性に起因する。少数派が“なぜ多数の意見に従

う必要があるのか”という思いを抱くことは自由である。

ただし、この状態を長きにわたり続け、 “多数に従う”＝

“全体最適に賛成する”よりも、個人の利益を保護する

立場を貫こうとする姿勢をとる。さらにこの状態を把握

し、タイミングよく、政治家が少数派からの支持を得ら

れるように、多数派の政策に対して二律背反かつポピュ

リズム的（大衆迎合的）な政策を打ち出すことができれ

ば、少数派の台頭となる。これらが今回あるいは前回の

米国の大統領選挙において国内政治に対する国民の分

断につながり、民主主義が危機にひんしているといえる

理由である。さらに米国のように民主主義の中心である

法の下の平等、自由主義などが根付いていればいるほ

ど、少数派が積極的にそれらを活用して多数派の決定、

政策を骨抜きにするという悪循環が生じ、“分断”の状況

はより深刻になる。

　今回の分断の状況を見ると、民主主義と資本主義を

思想の軸とし、ルール・ベース（法治国家）、自由主義・グ

ローバリゼーションをけん引し、民主主義の先進国であ

るはずの米国が、1651年に出版された『リヴァイアサ

ン』[注2]の中の「万人による万人の闘争」という命題に

直面しているといえよう。「個人が自己の利益を合理的

に追求しようとすれば、必ず自分以外の他者との闘争

が起こり、社会秩序が不可能になる」という命題である。

このホッブス理論にはさまざまな解釈があるものの、

ホッブス理論の葛藤とは関係ない（ホッブス・フリー）と

見なされてきた米国がホッブス・フリーではないと認識

しなければならないことは民主主義の後退といえるか

もしれない。

　しかし、民主主義は一つではなく、米国の手を離れ多

様化していると認識する時期にきていると考えられはし

ないか。米国型の民主主義が後退していても、日本型、

ドイツ型、英国型、フランス型など、米国以外のＧ7の政

府が各国特有の民主主義を発展させ、機能させる努力

を怠らず、多様化していければ、民主主義を守り、前進さ

せることができよう。

　最後に日本が日本型の民主主義を機能し続けるため

には、分断を生まないような「和を以て貴しとなす」とい

う伝統的な公益を守る全体最適の考え方を維持し続け

る必要があろう。ただし、人々のライフスタイル、価値観

が多様化していく中で、公益とは何かを常に見直し、共

有し続ける努力は必須であろう。その上で、多数の意見

がなぜ尊重されるのか、その理由を政府が丁寧に説明

する努力を怠らなければ、“分断”は起こりにくくなるの

ではないか。
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内野 逸勢 氏

株式会社  大和総研
金融調査部  主席研究員

米国大統領選から考える民主主義が機能するために必要なこと

内野 逸勢　大和総研調査季報2016年秋号[注1]

[注2] トーマス・ホッブス（イギリスの哲学者）の主著

① 譲渡者が個人

② 譲渡の相手方が親族等特別の関係がある者でないこと

③低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利
　用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたもの

④譲渡の年1月1日において所有期間が5年を超えるもの

⑤低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした
　当該低未利用土地等の上にある建物等の資産の譲渡額
　が合計で500万円を超えないこと

【制度の概要】

譲渡所得から100万円控除
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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10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11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11月期）

東北

全国

前月▲50.4

前年同月
▲34.7▲47.2

前月▲50.2
前年同月
▲26.8

▲45.8

▲46.3
▲38.8

業況DIは、持ち直しの動き続くも力強さ欠く。先行きは感染再拡大への警戒感強まる。

倒産 令和２年11月度消費者物価指数 令和２年10月期

新設法人(福島県) 令和２年9月期有効求人倍率 令和２年10月期

郡山商工会議所会員数
令和２年11月末時点

郡山市人口 令和２年12月1日現在

330,431人
男 163,375人 女 166,056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  144,087世帯(前月比+19件)
前月144,068世帯

11月単体で見ると、倒産件数5件は1991年の6件に次
いで、2005年、2013年、2015年、2017年と並ぶ、31番
目の件数となった（最多は1984年の26件、最少は
2012年の1件）。一方、負債総額3億6,000万円は2014
年の3憶8,500万円に次いで39番目の金額となった（最
大は1994年の203憶400万円、最少は2019年の
5,200万円）。

福島県の負債額1,000万円以上の倒産件数

前月102.2

前年同月102.2

101.8(前月比▲0.4  前年同月比▲0.4)

倒産件数、負債総額とも前年同月を上回る。

全国 前月
1.03

1.04

福島県 前月
1.15

1.18 70件(前月比+8件)
前月62件

5,118件（前月同水準）
前月5,118件

前月比+4.4
前年同月比▲19.0

(前月比+0.03)

(前月比+0.01)

前月比+3.2
前年同月比▲12.5

商業販売額

44兆6,280億円
前月比 +0.4%

前年同月比 ▲2.7%

卸売業

32兆1,940億円

前月比 +1.2%

前年同月比 ▲6.6%

小売業

12兆4,340億円

前月比 +0.5%

前年同月比 +6.4%

負債額3億6,000万円
(前年同月比+3億800万円)

前年同月
5,200万円

前年同月3件

倒産件数5件(前年同月比+2件)


