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福島商工会議所を
ご活用ください！

 P.4	 	経営支援
経営のお悩みごと、
まずはご相談ください‼

●経営の相談をしたい
●販売促進・販路拡大に取り組みたい
●補助金・助成金を活用したい
●事業資金を借りたい
●創業・起業したい

P.11  会員サービス・情報発信
こんな会員サービスがあります‼
情報発信にもご活用ください！

●所報 Fukushima
●優良会員事業所表彰制度
●オリジナルカレンダー
●ホームページ

P.12  会員交流
ビジネスに活きる「出会い」あります

●同業種交流
●異業種交流
●会員交流

P.14  人材育成・雇用対策
よい経営は「ひと」から‼

●検定試験
●ジョブ・カード制度
●仕事体験講習事業

P.15  福利厚生
従業員の「しあわせ」のために

●各種共済・保険制度
●生活習慣病健診
●健康経営セミナー
●永年勤続優良従業員表彰制度

P.17  リスクマネジメント
リスクがつきものの経営を
幅広くサポート

●各種保険制度
● BCP（事業継続計画）策定支援

P.18  地域づくり・まちづくり・観光振興
健都ふくしまの元気のために

●政策提言・要望活動
●福島わらじまつり
●ふくしま花のまちフェスティバル
●福島駅前元気プロジェクト
●ももりん貸し傘サービス

●ご入会について

　商工会議所とは、日本の企業と地域を元気にしたいと願う民意の結晶から
生まれた地域総合経済団体です。1878 年 ( 明治 11 年 ) に我が国資本主義
の父と呼ばれる渋沢栄一を中心に、産業界を代表される面々が、商工業者の
声を国の政策に反映させるために自主的に集まり作られました。現在の商工
会議所は、1953 年 ( 昭和 28 年 ) に制定された「商工会議所法」に基づい
て運営される認可法人としての位置付けで、全国に 515 カ所、総会員数は
126 万人で活動しています（平成 29 年 4 月現在）。

　福島商工会議所は 1917 年 ( 大正 6 年 )、地域の商業と総合的な改善発展
を図り、併せて社会福祉の増進を資することを目的として、福島商業会議所
の設立が認可され事業活動がスタートし、以来激動の時代に対応しながら
2017 年（平成 29 年）創立 100 周年を迎えました。
　これからもこれまで以上に地域の発展に向けた各種事業を積極的に展開し
て参ります。

第22代  福島商工会議所  会頭

渡邊 博美
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福島商工会議所組織図 議員総会

会　　 頭

専務理事

顧 問
副	 会	 頭

常務理事

事 務 局

女
性
会

青
年
部

参 与

監 事

正副会頭会議

常議員会

部 会

事 業 推 進 部総 合 企 画 部

委 員 会

・総務委員会
・復興・創生委員会
・中小企業振興委員会
・観光・交流委員会
・まちなかにぎわい

委員会
・雇用・育成委員会

・食品商業部会
・生活関連商業部会
・工業部会
・建設業部会
・金融・経営支援部会
・情報・通信部会
・不動産業部会
・観光・飲食部会
・健康・社会サービス部会

・地域振興課
・経営支援課

・総務課
・商工サービス課
・総合企画課

商工会議所とは も く じ

※上記部会は、平成31年4月から
　の構成となります。
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経営支援
経営のお悩みごと、まずはご相談ください‼

経営の相談をしたい

相談窓口（原則無料）　 経営支援課	 ☎ 024-536-3900

　当所の経営指導員をはじめ、弁護士や税理士、中小企
業診断士などの各分野の専門家が無料で、あなたの会社
の問題解決のお手伝いをいたします。
　金融・税務・経営・記帳・事業承継のご相談はもちろ
ん「こんなこと、今さら聞けない」と思うようなことで
もお気軽にご相談ください。

販売促進・販路拡大に取り組みたい

■売上を上げたい
■自社の商品を PR したい
■新商品の販売促進をしたい
　福島市の地域イベントとして浸透している「ランチで食う
ポン」、「経営課題別セミナー」「商売繁盛塾」など、あらゆる
角度からあなたのビジネスを支援します。（詳細はP6、7参照）

金融に関する相談をしたい

■事業を拡大したいけど、資金が足りない
■設備投資をしたい
　商工会議所推薦による無担保・無保証人・低金利の融
資制度「マルケイ融資」などを含めた各種金融支援を
行っております。（詳細はＰ9 参照）

経営診断をしたい

■自社の財務状況を把握したい
■自社の内部・外部環境を客観的に分析したい
　会社の「健康診断」を行うツールを活用し、企業の経
営状態を把握することで経営状態の変化に早めに気付
き、双方が同じ目線で対話を行いながら対話や支援につ
なげていきます。

窓口相談
　当所の経営指導員が所内の中小企業相談所に常時お
りますので、お気軽にご相談ください。
巡回相談

　当所の経営指導員が直接事業所を訪問し相談に対応
いたします。相談内容によっては、各種専門家と一緒に
対応いたします。

課題別相談メニュー

記帳・決算・税務について相談したい

■記帳は面倒でわからない
■この経費は何費？
正確な記帳は…
・正確な決算と申告を導き出す経営の道標となる
・税務申告、融資申込み、入札など、あらゆるシーンで
　活用できる
　当所では、個人の小規模事業者の方を対象に経営指導
員が記帳から決算・申告まで一貫した継続支援を行って
います。２月から３月の確定申告期間は、経営指導員が
決算書、確定申告書の作成のお手伝いをさせていただい
た後、税理士のチェックを受けた上で書類を税務署に提
出しています。是非ご活用ください。
　また、会計ソフト等を活用したバックオフィス業務の
効率化のお手伝いもしています。

創業・起業したい

■創業したいけれど、なにからはじめていいか
　わからない
■創業前にビジネスの知識を習得したい
■創業資金を借りたい
　当所では、毎年創業の基本を勉強できる創業スクール
を開催しているとともに、創業後も寄り添った支援をし
ております。（詳細は P10 を参照）

事業承継でお悩みありませんか？
事業承継個別相談会

■どこから手をつけていいかわからない
■後継者がいない
■事業の引継ぎに不安がある
■誰に引継げばいいのかわからない
　当所では、福島県事業引継ぎ支援センターと連携し、
事業承継に関する個別相談会を、無料で開催しており
ます。実りある事業承継を実現するため、是非ご相談
ください。

（予約制）※毎月第2水曜日10：00〜17：00

経営のあらゆる悩みに対応します‼
専門家派遣事業

■お店の集客力を高めたい
■ IT を活用して経営力を高めたい
■新事業展開にあたり、専門家の意見を聞きたい
■組織・福利厚生を整えたい
でもどうしたらいいかわからない…そんなとき！
　中小企業庁のポータルサイト「ミラサポ」などを活
用し、各分野の経験豊富な専門家（中小企業診断士、
社会保険労務士、IT コーディネーターなど）を無料で
派遣し、課題に応じた適切なアドバイスを行います。

　
経営に関するトラブルを解決したい

無料法律相談

■売掛金や債権が回収できない
■取引業者とトラブルになってしまった
　当所では、無料で弁護士の相談を受けられる「無料
法律相談」を実施しております。経営に伴う課題解決
の方法についてお気軽にご相談ください。経験豊富な
当所顧問弁護士が、皆さまのご相談に親身になって対
応させていただきます。

（予約制）※双方のご都合で調整をさせていただきます。

貿易をはじめたい
貿易なんでも個別相談会

■自社製品を輸出したい
■輸出入手続、契約方法について知りたい
■クレーム、契約解消などトラブル対処法を知りたい
　貿易をしてみたいけど何からはじめたらいいのか分
からないという事業所を対象に『貿易なんでも個別相
談会』を無料で開催しております。ジェトロ福島貿易
投資アドバイザーが対応いたしますので、お気軽にご
相談ください。

（予約制）※毎月第3水曜日13：00〜16：00

経営の先行きに不安を感じたら…　

経営安定特別相談室

■売上が減少した
■資金繰りが悪化した
■借金が多い
　まだ、何とかなる…もう少しガンバレば…と事業を
続けているうちに事態はより深刻になり、傷口を大き
く広げることが少なくありません。経営の先行きに不
安が生じたら、ご相談はお早めに。各分野の頼れる専
門家が相談に応じます。

災害時の備え、御社は大丈夫ですか？
BCP（事業継続計画）

■事業の早期復旧により、安定的な供給、お客さまへの
　納品が実現できるか不安
■取引先から「乗り換えられる」リスクをなくしたい
　BCP（事業継続計画）は、自然災害や企業火災など企
業が緊急事態に遭遇した場合に、企業の損害を最小限
に留めつつ、中核となる事業の早期復旧を可能にする
ための計画です。この事業継続計画の策定を支援いた
します。
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経営支援　経営のお悩みごと、まずはご相談ください‼

　毎年春と秋の観光シーズンに合わせ、市内飲食店のより一層の売り上げ向上と
交流人口の拡大を図るため実施しているお食事券事業です。参加店には、通常
1,000 円以上のメニューを 1,000 円 ( 税込 ) で提供いただきます。地域のイベン
トとして浸透し、大きな集客効果が得られています。新たな利用客の開拓にぜひ
ご利用ください。

　仙台商工会議所が定期的に開催する「伊達な商談会」をはじめ「ふくしまフードフェア」など商談会で、会員事業所
の販路開拓をサポートしています。

　市内飲食店・温泉・宿泊施設・土産品・タクシー・
観光情報を掲載！
　市民をはじめ観光や出張で訪れた方に広く情報発信
できる観光パンフレットです。

・	とても美味しくいただきました。1,000円で申し訳なくなるほどの
　ボリュームがあり、すごく良かったです。
・	気になっているお店でクーポンが使えて、お得に食事ができてとても良かったです。
また、来てみたいです。

・	なかなか入店しにくいお店もクーポンがあると入りやすいです。お店の方も親しみ
やすく、ゆったりと食事をすることができ大変満足でした。

ランチで食うポン

商談会

ようこそふくしま

地域振興課		 ☎ 024-572-7118

経営支援課		 ☎ 024-536-3900

商工サービス課	☎ 024-572-7116

販売促進・販路拡大に
取り組みたい

＊利用者の声
スマホでも

利用できます‼

　商取引支援を目的に全国の商工会議所・商工会が共同運営する企業情報サイトです。所属する会員企業のビジネスチャ
ンスを拡大させ、企業経営をバックアップすることを目的としています。
詳細は下記 URL をご覧ください。
https://www.b-mall.ne.jp/index.aspx

　商工会議所の会員・非会員を問わず、原産地証明書、インボイス証明書、サイン証明書などの発給業務をしています。
発給するには、事前に当所への貿易登録が必要となります。貿易登録手数料は 3,000 円で、登録日より 2 年間有効です。
　また、証明手数料は会員事業所 1,000 円 /1 件、非会員事業所 2,000 円 /1 件です。

　IT、税制度、消費者ニーズなど経営環境は刻々と変化
しています。当所では会員事業所の皆さまに必要となる情
報をセミナー・講習会として提供させていただいています。
　内容は実経営者の講演、コンサルタントのセミナー、人
材育成研修など多種多様。貴社の経営にご活用ください。

　商環境が激変する中、福島の商業力の維持・向上を図るためには、商環境が変わっても商売の本質を見極め、商人が自
ら考えて行動する自力を身につけることが最も大切です。
　実践商売繁盛塾では、「こんな販促をやってみたい」「こんなサービスをしてみたい」そんな自主的な考えに対し、専門
コンサルタントが 4 ～ 5 回訪問し、売上アップ・集客力アップのアドバイスをします。
※参加店の募集を行った上で実施する事業となります。また、参加店には参加料をご負担いただきます。

ザ・ビジネスモール

貿易関係証明書の発行

各種セミナー

実践商売繁盛塾

商工サービス課	☎ 024-572-7116

商工サービス課	☎ 024-572-7116

・販売促進セミナー　　　・経営改善セミナー
・経営者向けセミナー　　・創業セミナー
・人材育成セミナー　　　・ICT関連セミナー
・健康経営セミナー　　　　　　　　　　など

◦最近の主な開催内容

・商売についての自信につなげることができました。
・親身になってご意見もたくさんいただき感謝しています。
・新たな気づきがたくさんありました。ありがとうござい
ました。

＊参加者の声

親身になった

アドバイスが大好評の

訪問コンサルタント

　ランチで食うポン事業が始まって以来、毎回参加しています。おかげさまで当店が
使用実績で NO.1 を記録することができました。
　原材料価格の高騰などで正直なところ薄利多売ですが、私はお客さまにお店に足を
運んでもらえるための広告費だと考えています。
　クーポンはスマホでも使えるようになりましたので、これからますます便利になっ
て更に利用者が増えると嬉しいですね。

会員事業者の　　声
㈱ダイオー	代表取締役社長　　
佐藤	卓宏	氏　

観光案内所他、

市内ホテルなどにも

設置！
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経営支援　経営のお悩みごと、まずはご相談ください‼

　「ふるさと元気支援基金」を活用して、新分野に進出する事業所や新規の雇用を創出する創業者、新たな販売促進等を
行う事業所など、地域の需要や雇用を支える事業を興す方々を支援することで、本市の賑わい創出と地域経済を活性化
させることを目的として実施しています。

　マルケイ融資は、経営改善を図ろ
うとする小規模事業の方々を支援す
るため、福島商工会議所の推薦によ
り、無担保・無保証人・低金利で融
資を受けられる公的融資です。

日本政策金融公庫融資制度一覧は下記 URL をご覧ください。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/index.html

※採択者については、当所の経営指導員等が本事業終了まで、寄り添った経営支援を行います。

※国や自治体、日本商工会議所の補助金は、毎年継続的に募集が行われるものではありません。

ふるさと元気支援補助金　

マルケイ融資（小規模事業者経営改善資金）　

日本政策金融公庫の融資制度　

経営支援課		 ☎ 024-536-3900

経営支援課		 ☎ 024-536-3900

経営支援課		 ☎ 024-536-3900

マルケイ融資５つの特徴 !ご利用頂ける方

従業員数

事業用車両 建物改修 土地建物

仕入れ 人件費 広告費 等

従業員20人以下の事業者
〈小売業・卸売業・サービス業
（宿泊業及び娯楽業を除く）は5人以下〉

経営地域

福島市内で経営している人
（飯坂・松川・飯野町は除く）

経営年数

１年以上の業績がある
（商工会議所で6ヶ月以上経営支援を
受けている）

納　　税

所得税・事業税・住民税を完納している方

●融資だけではなく、経営に必要な支援も相談できる
●低金利で、支払利息の削減、しかも安心の固定金利
●保証料も不要
●法人代表者の個人保証も不要 ! 事業承継も安心 ! 
●融資に必要な説明は全て担当者が行います

使途例

補助金・助成金を活用したい 事業資金を借りたい

制　　度 概　　要 お問合せ

福島商工会議所
「ふるさと元気支援補助金」 【会員事業所限定】福島商工会議所独自の補助制度（下記参照） 経営支援課

☎ 024-536-3900

福島商工会議所
「まちづくり推進基金」

中心市街地活性化に資する調査研究費のほか、にぎわい創出
などのイベント関連費用、まちづくり団体等に対して助成。

総合企画課
☎ 024-572-7117

日本商工会議所
「小規模事業者持続化補助金」

経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する
販路開拓等の取り組みに対して、50 万円を上限に補助対象
経費の 3 分の 2 の補助が受けられる。小規模事業者が対象。

経済産業省
「創業補助金」

創業に要する経費の一部を最大 200 万円まで給付を受ける
ことができる。特定創業支援事業（福島商工会議所の「創業
スクール」等）の受講が必要。

経営支援課
☎ 024-536-3900

福島県
( 商工労働部産業創出課 )

「女性・若者向け創業補助金」

新たに創業する女性や若者で県の将来を支える優秀な事業計
画に対して補助が行われる。200 万円を上限に、補助対象経
費の 5 分の 4 の補助が受けられる。性別や年齢制限あり。

分　　類 該当者（個人・法人問わず） 補助率 補助限度額

「創　　業」 ① 福島市内で創業してから概ね５年以内の者
　（今後、創業する者を含む。）

「新分野進出」
② 福島市内で既に事業を営んでおり、今後、業種
　 転換や新たな分野（事業）に進出する者及び進
　 出して概ね２年以内の者

補助対象経費の
2/3 以内 30万円

「新たな販売促進等」
③ 福島市内で既に事業を営んでおり、創業、新分
　 野進出以外で、今後、販売促進や販路拡大に効
　 果があると認められる新たな事業を展開する者

基準利率 1.11％（平成 30 年 10 月 11 日現在）※優遇金利もあり

融資限度額 2,000 万円（別枠で震災枠 1,000 万円あり）

返済期間 運転資金  ７年以内
設備資金  10 年以内

融資制度 ご利用いただける方 融資限度額 融資期間（うち据置期間）

普通貸付 事業を営む方
4,800 万円

特定設備資金： 7,200 万円

設 備  資  金 ：10 年以内（2 年以内）
特定設備資金： 20 年以内（2 年以内）
運 転  資  金 ：  7 年以内（1 年以内）

新規
開業資金

新たに事業を始める方
または事業開始後
概ね 7 年以内の方

7,200 万円
（うち運転資金 4,800 万円）

設  備  資  金 ：20 年以内（2 年以内）
運  転  資  金 ：  7 年以内（2 年以内）

　剪定された桃の枝を原料にした和紙作りプロジェクトを平成28年秋に始めました。
出来上がった素敵な和紙を多くの人に使ってほしい、商品への想いに共感してほしいと思っ
ていた時に「ふるさと元気支援補助金」の案内が届き、応募したところ採択されました。
　いただいた補助金は継続的に売れるために欠かせないホームページの改良や展示会への
出展経費に活用しました。販路開拓のヒントを得るために商工会議所をこれからも活用し
たいと思います。

会員事業者の　　声
㈱三和紙店	代表取締役副社長　　
小野	光代	氏　
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　毎月10日発行、事業に役立つトピックスや会員情報などを
盛り込み無料でお届けします。

御社の情報発信にもご利用ください！
・会員ビジネスボード
 会員限定の無料情報発信コーナーを誌面に設けています。

・広告の掲載を承ります（20,000 円～）

・チラシ同封サービス「企業情報宅配便」
 チラシをお預かりし、「所報 Fukushima」に同封します。
　（4,200 部、会員価格 40,000 円～）

　経営革新や環境改善、地域貢献などを積極的に推進し
ている会員事業所を顕彰することにより、会員企業の経
営意欲を高め地域経済の活性化を図るため、優良会員事
業所表彰制度を実施しています。

表彰対象者：福島市内に事業所を有する福島商工会議所
の会員事業所

 表彰の種類  ：経営革新賞、環境改善賞、地域貢献賞

　福島の美しい風景、活躍し輝く人など、毎年テーマを
設けてオリジナルカレンダーを作成し、職員が会員の皆
さまへ直接お届けします。

　当所の情報発信のツールとして、様々なセミナーやイ
ベント、補助金の情報などを随時発信しています。
http://www.fukushima-cci.or.jp/

会員サービス・情報発信
こんな会員サービスがあります‼ 情報発信にもご活用ください！

所報 Fukushima

優良会員事業所表彰制度

総合企画課	 ☎ 024-572-7117

経営支援課		 ☎ 024-536-3900

▲平成 29年度の受賞事業所

経営支援　経営のお悩みごと、まずはご相談ください‼

■創業融資を受けるための事業計画の作り方が
　わからない
■創業計画の作り方をアドバイスしてほしい
　自分がやりたいこと、出来ること、お客さまが求める
ことは合致していて収益を産みますか？
　事業計画の作成では現状分析や理念の設定などを行う
ので色々なことが見えてきます。
　あなたのビジネスが長期的に継続可能となるよう、経
営指導員が融資のためだけではない事業計画の作成をア
ドバイスします。

　創業支援のためにスタートした「創業塾」から早や数
十年。現在は創業スクールとして、創業に必要な知識を
身につけていただくことを目的に毎年開講しています。
講義は計６日間。「長い！」「負担だ！」という声もあり
ますが、この受講内容を学ぶためには必要な期間と考え
ています。創業を真剣に考えている方、創業間もない方
で現状を精査したい方や新たな分野に挑戦したい方が受
講しています。

◦受講人数　計 37 名（開業済みの方 12 名含む）
◦創業者数　計 10 名
※不動産、飲食、自動車整備、エステ、情報通信、菓子製造販売、
　コンサルタント等

創業計画策定支援創業スクール
経営支援課　☎ 024-536-3900

オリジナルカレンダー
商工サービス課　☎ 024-572-7116

ホームページ
総合企画課　☎ 024-572-7117

経営支援課　☎ 024-536-3900

創業・起業したい

▲ビジネスプランをプレゼン中！

▲講師との質疑応答

過去 3年間の受講者と創業者数

　私は、以前に国際線客室乗務員を務めた後に、福島
市英語活動支援協力員を経験しました。
　その後、英語に関わる仕事がしたいと思い、英会話
スクール講師や桜の聖母短期大学の非常勤講師をしな
がら福島市内に英会話教室を創業しました。
　商工会議所には、創業する際の改装費用の相談に行っ
たことがきっかけで、次第に具体的な創業計画書づく
りにつながっていきました。
　好きなことが仕事になっているとはいえ、創業後は
続けることの大変さを実感している毎日です。
　そんな時に商工会議所の職員の方が経営に関するア
ドバイスや、青色申告などでも丁寧にサポートしてく
れるので非常に心強いと感じています。

会員事業者の　　声
ビーイングリッシュ	のだまちこども教室	代表　
佐藤	夏美	氏
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　会員事業所は業種により 9
の部会のいずれかに所属しま
す。業種に合った様々なテー
マのセミナーや視察会に参加
でき、関連業界の情報取集や
会員同士の交流ができます。

　当所入会 2 年以内の会員事業所様を対象に、新入会員
同士の交流を深めていただくとともに、当所の各種サー
ビス事業を紹介し、当所を活用していただくため開催し
ています。

　当所会員事業所従業員の婚活支援のため実施しています。平成 29 年のパーティーには会員事業所に勤務する独身男女
15 名が参加し、自己紹介やフリートークを経て 5 組のカップルが成立しました。

　政界、財界、市民団体の方々など福島市民が一堂に会
し、新春を寿ぎ福島の発展に向けて心をひとつにする交
歓会です。毎年、当所と福島市の共催で開催し、平成
30 年は 880 名と過去最高の参加数となりました。

部会活動　

会員交流会　 新入会員交流会　

出会いパーティー

福島市新年市民交歓会

総務課	 ☎ 024-572-7115

商工サービス課　☎ 024-572-7116 商工サービス課　☎ 024-572-7116

商工サービス課	☎ 024-572-7116

総務課	 ☎ 024-572-7115

会員交流
ビジネスに活きる「出会い」あります

同業種交流 会員交流

異業種交流

　当青年部は、昭和 60 年 4 月に設立され、現在約 100 名のメンバー
で活動しています。青年経済人として日々研鑽に努め、青年部事業
である「古関裕而関連事業」や「福島わらじまつり」への参画など
福島市の活性化のため活動し、会員同士の交流、親睦を深めています。
◆入会資格
・福島商工会議所の会員事業所かつ趣旨に賛同する事業所の経営者　
　または後継者や幹部従業員
・年齢 20 歳以上、4 月 1 日現在で満 46 歳以下
　※卒業は満 48 歳の年度になります。
・年会費 50,000 円　委員会費 30,000 円（平成 30 年度実績）

青年部　 地域振興課	 ☎ 024-572-7118

　平成 29 年に創立 100 周年記念
事業として初めて開催し、500 名
を超える会員事業所の皆さまに参
加いただきました。会員同士の交
流、ビジネス拡大の絶好のチャン
ス！是非ご参加ください。

会員交流ビアパーティー　 商工サービス課	☎ 024-572-7116

　会員間の相互交流や情報交換を通じて、新たなビジネ
スチャンスの提供を目的に参加費無料で開催しています。

▲名刺交換の様子
▲自社紹介タイムの様子

　当女性会は、福島市内で商売を営む女性経営者の会です。
　今や福島駅東口駅前広場の憩いの場として定着した

「花時計」のデザインや年間維持管理の他に、毎年行列
ができる「コラッセ夢ばざーる」の開催など、福島市の
地域振興や社会福祉の増進のため、日々楽しく活動して
います。
年会費　24,000 円

女性会 商工サービス課	☎ 024-572-7116

部会名 所属業種
食品商業部会 食品関連卸・小売、農業　等

生活関連商業部会 食品関連以外の商品を取扱う卸・小売、
貨物・倉庫等運輸関係　等

工業部会 製造全般、自動車整備、広告・看板製造　等
建設業部会 建設業、建設材料卸業、各種計画・設計・監理　等

金融・経営支援部会
金融、証券、保険関係、弁護士・経営コンサルタント・
中小企業診断士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・
行政書士　等

情報・通信部会 新聞・放送、ICT 関連、広告代理店、
ソフトウェア関連開発　等

不動産業部会 不動産取引業、不動産賃貸・管理（ビルメンテナンス・駐車
場管理含む）、土地家屋調査士・不動産鑑定士・司法書士　等

観光・飲食部会 旅客鉄道・バス・タクシー等輸送関係、飲食、
旅館・ホテル、旅行、観光農園　等

健康・社会サービス部会 医療・福祉・介護、理美容、生活衛生、リサイクル・環境関連、
各種学校・教室、冠婚葬祭、警備、各種サービス　等　

※上記部会は平成 31 年 4 月からの構成となります。
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　有能な人材を育成したい企業と、正社員の経験が少ない非正規雇用労働者のマッチングを支援します。自社のニーズ
に合った人材の育成が可能です。
　福島県地域ジョブ・カードセンターでは、厚生労働省補助メニューの有期実習型訓練を実施する企業に対し、申請書
類の作成などのお手伝いをしています。

　求職者・学生を対象に「仕事体験講習」事業を実施し
ています。
　3 ～ 5 日の間で実際の仕事を体験してもらうことで、
就職への第一歩を応援することを目的としています。ま
た、実際に仕事を体験していただくことで、仕事への理
解が深まり、求人と求職のミスマッチの解消にもつなが
ります。

ジョブ・カード制度　

仕事体験講習事業　

福島県地域ジョブ・カードセンター	☎ 024-536-5570

経営支援課	 ☎ 024-536-3900

人材育成・雇用対策
よい経営は「ひと」から‼

福利厚生
従業員の「しあわせ」のために

日商簿記　
　経営支援課　☎ 024-536-3900
　企業の経営成績と財政状況を明らかにする技能です。経
営管理能力を身につけるために簿記は必須の知識です。

リテールマーケティング（販売士）
　経営支援課　☎ 024-536-3900
　マーケティング知識を活かした販売促進企画立案、売場づく
り、在庫管理にいたるまで、幅広く実践的な知識が身につきます。

日商ＰＣ【ネット試験】
　総合企画課　☎ 024-572-7117
　文書作成、データ活用、プレゼン資料作成等の利活用能力と
知識を問う、企業実務に直結した検定試験です。

珠算　
　総務課　☎ 024-572-7115
　計算力・暗算力はもとより記憶力、集中力も養われ、学力向
上の効果も期待できる検定試験です。

カラーコーディネーター
　地域振興課　☎ 024-572-7118
　色の性質や特性を理解し、商品開発や演出、店舗の色彩計画
やイメージ戦略など、あらゆる場面で活躍する実践的な色彩の
知識が身につきます。

ビジネス実務法務
　総合企画課　☎ 024-572-7117
　あらゆる職種のビジネスパーソンに必要とされる法律知識を
バランスよく身につけることができます。 
　 
福祉住環境コーディネーター

　総合企画課　☎ 024-572-7117
　高齢者や障がい者はもとより、誰にとっても過ごしやすい住
環境を提案するアドバイザーの育成をサポートする検定試験で
す。超高齢社会で迎えた日本でますます高まるニーズです。

ｅｃｏ検定（環境社会検定試験）
　経営支援課　☎ 024-536-3900
　複雑かつ多様化する環境問題に関する幅広い知識を身につ
け、ビジネスとの相関関係を理解して的確に説明できる人材を
育成する検定試験です。

ビジネスマネジャー
　商工サービス課　☎ 024-572-7116
　企業規模・業種を問わず、あらゆる管理職に必要なマネジメ
ント知識を習得できます。

　ビジネス実務で要求される知識やスキルを身につけた人材の育成を目的に、各種検定試験を実施しております。

「社会復帰の一環として仕事体験させていただきました。
職場の店長と先輩方には親切丁寧に教えていただき、仕
事への心構え、効率の良い仕事の仕方、働くことの素晴
らしさを教えていただきました。とても勉強になりまし
た。ありがとうございました。」（30 代男性）

受講者の体験を受け入れてくれる事業所を随時募集しています。

検定試験　 各種共済・保険制度

制　　度 概　　要 メリット 担当課

生命共済制度

・業務上・業務外を問わず 24 時間保障
・医師の診査が不要
・70 歳 6 ヵ月まで加入可能
・会議所独自の各種見舞金・祝金を給付
・剰余金があれば配当金もあり

・法人が役員・従業員のために負担した掛金は、
全額損金に算入できます。（法人税基本通達
9-3-5）

・個人事業主が従業員のために負担した掛金は、
全額必要経費に算入できます。（直審 3-8）

商工サービス課
☎ 024-572-7116

特定退職金
共済制度

満 15 歳以上 85 歳未満の従業員が加入
できる月額 1000 円からの退職金積立

・掛金は１人月額 30,000 円まで損金または必
要経費に計上可能

小規模企業
共済制度 経営者のための退職金制度 ・掛金は全額所得控除

・掛金の範囲で貸付も可能
経営支援課

☎ 024-536-3900

＜死亡保障＞
●不慮の事故による死亡 ･･････････････････････ 630 万円
●上記以外の事由による死亡 ･･････････････････ 130 万円
＜高度障害＞
●不慮の事故による高度障害 ･･････････････････ 630 万円
●傷害（疾病）による高度障害 ････････････････ 130 万円
＜入院・治療保障＞
●不慮の事故により１日以上入院（60 日限度）
　 ･･････････････････････････････････････1 日 5,000 円
●ガンで 1 日以上入院（年 1 回限度） ････････ １回 2 万円
●６大生活習慣病で 1 日以上入院（年 1 回）限度
　 ････････････････････････････････････････ １回 1 万円
●ガンの治療を目的とした先進医療による療養 １回 5 万円
※ご加入にあたっては、パンフレット、重要事項説明書（契

約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。
※定期保険（団体型）引受保険会社　アクサ生命保険（株）

＜給付金＞
●病気による入院給付金（年 1 回限度）　
　  5 日～ 14 日以内 ････････････････････････ 20,000 円
　15 日～ 24 日以内 ････････････････････････ 30,000 円
　25 日以上 ････････････････････････････････ 40,000 円
●事故による通院給付金（年 1 回限度）
　  5 日以上 ････････････････････････････････ 15,000 円
●遺児育英給付金（遺児 1 名につき） ･････････ 50,000 円
●家族災害死亡給付金…一律　50,000 円
＜祝金＞
●結婚祝金……10,000 円
●出産祝金……10,000 円
●検定合格祝金……受験料相当額
※「日商簿記検定」「リテールマーケティング検定」試験の

3 級以上の合格者

生命共済制度　〈定期保険（団体型）＋福島商工会議所独自の給付制度〉　
加入例　１口　1,500円（15歳～55歳）の場合

～受講者の声～　

　毎年会員事業所の福利厚生の充実・健康管理に寄与す
ることを目的に生活習慣病健診を検査機関の協力のもと
集団健診を実施しています。
　また、健診内容は労働安全衛生法の診断義務項目に加
え、各種がん検査等のオプション検査もご用意しており
ます。
　通常の健診に比べてお安く受診できますので、是非ご
利用ください。

■平成 30 年度実績
・実施期間 平成 30 年 7 月 9 日（月）～ 17 日（火）
 午前 9：00 ～正午（7 日間）
・会　　場 商工会議所会議室
・受診者数 128 事業所・520 名

生活習慣病健診　 商工サービス課	☎ 024-572-7116
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福利厚生　従業員の「しあわせ」のために リスクマネジメント
リスクがつきものの経営を幅広くサポート

制　　度 概　　要 メリット 担当課

中小企業PL保険制度
製品や、仕事を原因とする損害賠償金
や争訟費用等の損害に対し保険金をお
支払い

・製造業以外にも幅広い業種が加入対象
・オプションでリコールにも対応

商工サービス課
☎ 024-572-7116

情報漏えい賠償責任
保険制度

情報漏えいによる経済的損害に対し保
険金をお支払い

・個人情報だけでなく、企業秘密などの
法人情報も補償

・使用人等の犯罪リスクより被る損害も
補償

休業補償プラン 病気やケガで働けなくなった時に、休
業前の所得と公的補償の差額を補填

・入院中のみならず、自宅療養期間中の
就業不能も補償

・就業外での病気・ケガまで補償

ビジネス総合保険
賠償責任（ＰＬ、リコール、情報漏えい、
施設、業務遂行等）、リスクの補償、
事業休業、財産・工事に対する補償

・リスクに対する補償のモレ・ダブリを
解消し、一本化して加入可能

・賠償責任のリスクを総合的に補償

業務災害補償プラン 労災事故による損害賠償責任を補償

・パート・アルバイトを含む全従業員を
包括補償

・「従業員のケガ」と「企業の賠償リスク」
の両方に備えることが可能

経営セーフティ共済 取引先事業者が倒産し、売掛金債権等
が回収困難になった場合に貸付を実施

・掛け金は、損金または必要経費に算入
可能

・取引先の倒産を要件としない「一時貸
付金」制度あり

経営支援課
☎ 024-536-3900

　当社は平成 29 年 6 月に健康事業所宣言をしました。
　当社には、「社内外の環境を整備し、安心安全な職場づ
くりを目指します」という経営理念があり、品質管理と
社員の健康管理で重なる点が多かったのが健康事業所宣
言をしたきっかけです。
 具体的な取り組みとして、毎朝欠かさず「顔が見える朝

・従来 BCP の必要性は感じていましたが、東日本大
震災を経験し、当社が燃料供給等のライフライン
を担っている事の重要性を改めて認識し、緊急事
態発生時に的確に判断し行動できるよう BCP が必
要であるということに至りました。

健康事業所宣言をした事業所の声

『福島県事業継続計画（BCP）策定支援に関する協定』に
基づいて BCPを策定した事業所の声

礼」を行ったり、熟練工と中堅・若手社員のチームワー
クを大事にするために、「声を出しやすい環境づくり」
をしたりしています。
　結果として、現場のチームワークも以前より良くなっ
た他、時間内で作業を終わらせるために、自分で考え
組み立てようとする創意工夫が活発になり、結果とし
て残業時間が減ったりと様々な良い面での効果も出て
きました。
　カラダとココロのどちらも健康でなければ働くことは
できませんので、これからもストレスをかけにくい職場
づくりを推進していきたいです。

・BCP 策定に向けて模索していたところ、ご指導の
後押しもいただき、大震災の経験を活かした、よ
り実践的な BCP を策定することができました。継
続し、適宜ブラッシュアップを行っております。

　平成 29 年に厚生労働省が発表した人口動態統計によると、本県は心疾患・脳血管疾患などのいわゆる生活習慣病の死
亡率が上昇している傾向にあり、全国的にみても非常に指標が悪い状況にあります。
　また、少子高齢化等により労働人口が減少していくことが予想されている中、従業員の健康の維持・増進と併せて、
事業所の生産性向上を高めていくことが企業の継続的発展にとって今後重要な要素になると考えられます。
　そこで、福島商工会議所は会員事業所向けに健康に関する様々な視点でテーマを設定し、定期的にセミナーを開催し
ています。

健康経営セミナー 各種保険制度

BCP（事業継続計画）策定支援

　当所では、勤労意欲の高揚と、事業所の福利厚生事
業の一助となることを目的に、永年勤めてこられた従
業員の方々を地域経済団体として当所会頭名で表彰す
ることで、豊かな経験や知識を持つ優秀な従業員の方々
への感謝の意を表する「永年勤続優良従業員表彰」を実
施しています。

永年勤続優良従業員表彰制度　 商工サービス課	☎ 024-572-7116

　当所では、県、商工団体、東京海上日動火災保険（株）と協定を締結し、BCP（事業継続計画）策定支援を行っています。

㈱クラシマ　代表取締役社長　
鈴木 廣明 氏

㈲西坂製作所　代表取締役社長　
西坂 早苗 氏
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　福島わらじまつりは、江戸時代か
ら 400 年余りの歴史をもつ「信夫三
山暁まいり」の神事に基づき、故郷
の夏祭りとして昭和 45 年に初めて
開催されました。現在は、わらじお
どり、ダンシングそーだナイト、大
わらじパレード、わらじ競走で構成
され、毎年８月の第一金・土に開催
しています。東日本大震災以降は、
東北絆まつりをはじめ、全国各地で
開催されるイベントに参加し、福島
市の PR 活動も行っています。

　福島駅周辺の大型店や商店街、地域の団体が協力し合
い、「地元から地元の皆で街を元気に」のスローガンの
もと、福島駅周辺で季節に応じたイベント『ハルフェス』

『ナツフェス』『アキフェス』『フユフェス』を開催して
います。

福島市内の商工業者の方なら、業種、規模、個人、法人を問わず入会できます。
（次の方々も入会できます）
●医療法人 ●社会福祉法人 ●学校法人
●一般・公益社団法人 ●一般・公益財団法人 ●医師
●助産師 ●弁護士 ●公認会計士
●税理士 ●行政書士 ●社会保険労務士　等

年会費：個人　１０，０００円以上
 法人　１６，０００円以上

【特定商工業者の方もご入会を】
　会員 ( 任意加入 ) と特定商工業者 ( 法定 ) は別の制度です。会員にご加入いただき会員メリットの積極的なご活
用をおすすめいたします。
※特定商工業者制度とは
　市内で事業を営む一定規模以上の商工業者は、「特定商工業者」として台帳に登録することが法律で定められており、台帳整備
　のために負担金 ( 年額 2,000 円 ) をご納入いただいております。

ご加入の際は、　当所までご連絡をいただければ、詳しい内容のご説明に伺い、加入手続きをさせていただきます。

　春の観光シーズンに合わせて、福
島市の玄関口である福島駅前広場の
花時計を整備すると共に、花時計周
辺には福島市の花木を使った「ミニ
花見山」を設置するほか、福島駅前
通りに「はなももの木のプランター」
を設置するなど、観光客の皆さまに
対する花によるおもてなし事業を実
施しています。

　アーケードを撤去した福島駅前通りで、雪や雨が降っ
ても気持ちよくまち歩きをしていただくために開始し
ました。シンボルストリートとなる福島駅から大原綜合
病院までを中心とし、福島駅周辺の７施設に、無料の貸
し傘を設置しています。是非、ご利用ください。

地域づくり・まちづくり・観光振興
健都ふくしまの元気のために

8月
第1金・土

通年年4回

通年

福島わらじまつり

ももりん貸し傘サービス福島駅前元気プロジェクト

ふくしま花のまちフェスティバル

ご入会について

地域振興課 ☎ 024-572-7118

総合企画課 ☎ 024-572-7117

　東北中央自動車道の全線開通をはじめ、地
域の課題解決や商工業の振興に向けて会員の
皆さまの意見を集約し、国や県、市などに対
して積極的に要望・提言活動を行い、実現に
努めています。

政策提言・要望活動
総合企画課 ☎ 024-572-7117

地域振興課 ☎ 024-572-7118

商工サービス課 ☎ 024-572-7116
地域振興課 ☎ 024-572-7118

商工サービス課 ☎ 024-572-7116

会員資格



〒 960-8053
福島市三河南町 1番 20号　コラッセふくしま 8階
TEL　024-536-5511（代表）
FAX　024-525-3566

（ダイヤルイン）
総務課	 TEL	024-572-7115
商工サービス課	 TEL	024-572-7116
総合企画課	 TEL	024-572-7117
地域振興課	 TEL	024-572-7118
経営支援課	 TEL	024-536-3900
福島県地域ジョブ・カードセンター	TEL	024-536-5570

URL　http://www.fukushima-cci.or.jp/

検 索

福島商工会議所

●

●

●

●

ザ・セレクトン
福島

東邦銀行

西華

コラッセ
ふくしま

P

P
コラッセふくしま
駐車場（30分無料）

P

福
島
駅

西
口

駐輪場

リッチモンド
ホテル
福島駅前

※コラッセふくしま駐車場は、初めの 30分のみ無料です。


