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・（株）あおき　様
・特定非営利活動法人　カルチャーネットワーク　様・（株）ＬａｓｉＱ　様

・公益財団法人福島県　　　　産業振興センター　様・白河商工会議所女性会

【販売価格】【販売価格】
　1セット　10,000円（1,000円券×10枚+500円券×5枚/15枚綴り）　1セット　10,000円（1,000円券×10枚+500円券×5枚/15枚綴り）
　※お1人様1回2セット（20,000円）まで　※お1人様1回2セット（20,000円）まで
【期間】【期間】
　◇販売期間：3/31(水)まで※なくなり次第終了、当所では平日のみ9時～17時まで販売
　◇利用期間：購入日～６/3０(水)まで　◇利用期間：購入日～６/3０(水)まで
【白河エリアの販売場所】【白河エリアの販売場所】
　当所、白河信用金庫13支店、NewDaysミニ新白河1号、イオン白河西郷店、やまや白河店　当所、白河信用金庫13支店、NewDaysミニ新白河1号、イオン白河西郷店、やまや白河店
【使えるお店】【使えるお店】
　右記QRまたは「GoToEatキャンペーンふくしま」で検索いただくと最新の加盟店がご覧いただけます。　右記QRまたは「GoToEatキャンペーンふくしま」で検索いただくと最新の加盟店がご覧いただけます。

※今後の感染症の拡大状況によっては変更になる場合もございます※今後の感染症の拡大状況によっては変更になる場合もございます

「ＧｏＴｏＥａｔキャンペーンふくしま」「ＧｏＴｏＥａｔキャンペーンふくしま」
プレミアム食事券販売期間・利用期間が変更になりました！プレミアム食事券販売期間・利用期間が変更になりました！

　◇販売期間：3/31(水)まで※なくなり次第終了、当所では平日のみ9時～17時まで販売　◇販売期間：3/31(水)まで※なくなり次第終了、当所では平日のみ9時～17時まで販売
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売上の減少した中小企業者に対する一時金 (福島県版一時金 )概要売上の減少した中小企業者に対する一時金 (福島県版一時金 )概要

福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)
の申請をお忘れなく ‼の申請をお忘れなく ‼

　福島県では、福島県新型コロナウイルス緊急対策に伴う、飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛により影響を受け、　福島県では、福島県新型コロナウイルス緊急対策に伴う、飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛により影響を受け、
売上の減少した中小事業者へ一時金を交付します。売上の減少した中小事業者へ一時金を交付します。
■対象：福島県緊急対策に基づく要請に伴い、以下に該当する事業所■対象：福島県緊急対策に基づく要請に伴い、以下に該当する事業所
　　　　①飲食店の時短営業により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者　　　　①飲食店の時短営業により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
　　　　②不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者　　　　②不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
■主な要件：■主な要件：
（１）県内に本社又は本店のある中堅・中小事業者（１）県内に本社又は本店のある中堅・中小事業者
（２）福島県緊急対策に基づく要請に伴い令和３年１月又は２月の売上が前年同月比で５０％以上減少し以下に該当（２）福島県緊急対策に基づく要請に伴い令和３年１月又は２月の売上が前年同月比で５０％以上減少し以下に該当
　　①飲食店と直接・間接の取引があること（農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど、飲食業　　①飲食店と直接・間接の取引があること（農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど、飲食業
　　　に提供される財・サービスの供給者を想定）　　　に提供される財・サービスの供給者を想定）
　　②不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたこと（旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者、　　②不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたこと（旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者、
　　　運転代行事業者、理美容室等の人流減少の影響を受けた者を想定）　　　運転代行事業者、理美容室等の人流減少の影響を受けた者を想定）
（３）国が実施する「中小事業者に対する支援（一時金）」を受けていないこと（３）国が実施する「中小事業者に対する支援（一時金）」を受けていないこと
（４）福島県緊急対策の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと（４）福島県緊急対策の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと
■交付額：一律２０万円■交付額：一律２０万円
■申請時期・詳細：３月上旬に福島県 HP にて公表予定　　お問合せ：福島県一時金コールセンター　024-521-8572■申請時期・詳細：３月上旬に福島県 HP にて公表予定　　お問合せ：福島県一時金コールセンター　024-521-8572

　福島県内全域にて、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、午後 8時以降も営業している≪接待を伴う飲食店≫　福島県内全域にて、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、午後 8時以降も営業している≪接待を伴う飲食店≫
や≪酒類の提供を行う飲食店・カラオケ店≫に対し、１月１８日（月）～２月１４日（日）の間、時間短縮営業に協や≪酒類の提供を行う飲食店・カラオケ店≫に対し、１月１８日（月）～２月１４日（日）の間、時間短縮営業に協
力した飲食店に対して協力金が交付されますので、忘れずに申請をお願いします。力した飲食店に対して協力金が交付されますので、忘れずに申請をお願いします。

協力金概要協力金概要
　■交付対象期間　■交付対象期間
　　第１弾：１月１８日（月）から２月７日（日）まで　　第１弾：１月１８日（月）から２月７日（日）まで
　　第２弾：２月８日（月）から２月１４日（日）まで　　　第２弾：２月８日（月）から２月１４日（日）まで　
　■交付額　■交付額
　　１日当たり４万円　　１日当たり４万円
　■申請方法等　■申請方法等
　　福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第１弾）と（第２弾）でそれぞれ申請が必要となります。　　福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第１弾）と（第２弾）でそれぞれ申請が必要となります。
　■申請締切　■申請締切
　　第１弾：３月１０日（水）まで　　第１弾：３月１０日（水）まで
　　第２弾：３月３１日（水）まで　　第２弾：３月３１日（水）まで
　■お問合せ：福島県一時金コールセンター　024-521-8575　■お問合せ：福島県一時金コールセンター　024-521-8575
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しらかわんチームキャンペーン取扱店共通商品券換金日のお知らせしらかわんチームキャンペーン取扱店共通商品券換金日のお知らせ
　しらかわんチームキャンペーン取扱店共通商品券の換金は、事前申請が必要です。申請書に必要事項をご記入の上、

申請日までに商工会議所へＦＡＸ又はご持参ください。換金日当日に商品券をご持参ください。３月２５日が最終換金日と

なりますのでご注意ください。 申請締日 換金日（10：00-15：00）

３月11 日（木） ３月15 日（月）

３月23 日（火） ３月25 日（木）

　中小企業基盤整備機構が運営する「ここからアプリ」は、生産性向上でお困りの中小企業・小規模事業者が、使いや

すいと思われる業務用アプリを紹介する情報サイトです。IT導入に係る支援策や目的・業種に応じた事例やおすすめの

アプリのご紹介をしていますので、ぜひご活用ください。

　「ここからアプリ」で検索、または右記QRよりご覧ください。

　Point01　豊富な検索機能…さまざまな方法で検索ができます

　Point02　充実した導入事例…幅広い業種、業務におけるアプリ導入事例の動画や記事を豊富に掲載

　Point03　支援情報・支援機関をご紹介…IT導入に関する支援情報や支援機関の紹介などを行いアプリ導入をバックアップ

IT プラットフォーム「ここからアプリ」のご案内IT プラットフォーム「ここからアプリ」のご案内

「未来へつなぐ経営のすすめ」のご案内「未来へつなぐ経営のすすめ」のご案内
　新型コロナウイルス感染症や消費税の引き上げの影響、また中小企業経営者の高齢化に伴い、事業承継、廃業を含め

た事業の継続・再生・整理に関する経営相談は増加傾向にあります。このような状況の中で、事業経営の危機をいかに

回避するか、または止む無く事業を終わらせる場合にはどのような方法があるのか、それらの対処方法を日本商工会議

所で取りまとめた冊子を当所のHPで公開していますので、ぜひご覧ください。

　経営の指針として、役立ていただければ幸いです。

　ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取

組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業の新たな挑戦を支援する補助金が、公募開始の予定

となっておりますので、ご参考ください。

１．対象：以下の全ての要件を満たす企業・団体等
　①申請前の直近６カ月間の内、任意の３カ月の合計売上高が、コロナ以前の同３カ月の合計売上高と比較して

　　１０％以上減少してる。

　②事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組んでいる。

　③補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0％以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の

　　年率平均3.0％以上の増加の達成。

２．補助額・補助率
【通常枠】補助額：100万円～6,000万円（補助率：2/3）

【卒業枠】補助額：6,000万円超～1億円（補助率：2/3）

　事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、

中小企業から中堅企業へ成長する事業者向け。※400社限定。

【緊急事態宣言特別枠】

　①～③の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたこ

とにより、令和3年1～3月のいずれかの月の売上高が前年または前々年の同月比で30％以上減少している事業者。

　補助額：従業員5人以下	 100万円～500万円（補助率：2/3）

　　　　　従業員6人～20人	 100万円～1,000万円（補助率：2/3）

　　　　　従業員21人以上	 100万円～1,500万円（補助率：2/3）	

３．補助対象経費：建物改修費、設備費、システム購入費、技術導入費、広告宣伝費・販売促進費　等

４．公募：公募開始時期、公募要領の発表は令和３年３月予定。※今後、事業内容が変更される場合があります。

事業再構築補助金のご案内事業再構築補助金のご案内
３月公募開始予定‼
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所得税・消費税の確定申告のご相談はお早めに所得税・消費税の確定申告のご相談はお早めに‼‼
所得税の確定申告／消費税の確定申告

4月15日（木）まで延長となりました！

所得税・消費税の決算申告無料相談会のご案内所得税・消費税の決算申告無料相談会のご案内

◇相談日（計６回）

　３月　２日（火）、３月　５日（金）、３月　９日（火）

　３月１２日（金）、３月１５日（月）、３月２２日（月）

◇時　間：午前10時～午後３時まで（正午から午後1時までを除く）

◇相談員：東北税理士協会白河支部税理士

◇場　所：白河商工会議所相談室

　当所では、経営改善普及事業の一環として、中小企業の事業者等（個人事業主）を対象に「決算・申告」の無料相

談会を行っております。確定申告書の作成、決算でお困りの皆様の参加をお待ちしております。相談を希望される場

合はお電話にてお申し込みください。

中小企業相談所　☎23-3101問

税　目 延長後 当初
申告所得税

４月 15日（木）
３月 15日（月）

個人事業主の所得税 ３月 31日（水）
贈与税 ３月 15日（月）

税　目 延長後 当初
申告所得税 ５月 31 日 ( 月 ) ４月 19 日 ( 月 )
個人事業主の所得税 ５月 24 日 ( 月 ) ４月 23 日 ( 金 )

○申告期限・納付期限　　　　　　　　　　　　　　　　　　		〇振替日

日商簿記検定試験２級 ･３級のネット試験が始まりました日商簿記検定試験２級 ･３級のネット試験が始まりました
　簿記は、企業の経営活動を記録・計算・整理して、経営成績と財政状態を明らかにする技能です。この技能を身につ

けることで、企業の経営活動を会計の側面から理解することができ、投資判断や事業・経営のあり方を考えることがで

きます。

　これまでは、年３回の全国統一試験日にペーパー試験を受験いただく方式のみで実施してきましたが、昨年１２月よ

り、２級と３級につきましては、ネット試験方式でも受験できるようになりました。

　受験を希望される方は、日本商工会議所が委託している（株）ＣＢＴ－Ｓｏｌｕｔｉｏｎの申込専用ページをご確認

いただき、お申込みください。

申込み方法等のお問合せ：（株）ＣＢＴ－Ｓｏｌｕｔｉｏｎ　受験サポートセンター

　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０３－５２０９－０５５３
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専門相談のご案内		 要予約

内　容 相 談 機 関 日　　時

無料法律相談 吉川幸雄弁護士
3月9日(火)

13時～15時

金融相談

日本政策金融公庫
郡山支店国民生活事業

3月10日(水)

10時30分～正午

日本政策金融公庫
福島支店中小企業事業

３月１1日(木)

13時～15時

雇用調整助成金

個別相談　他

福島県働き方改革

支援センター

毎週金曜日

13時～17時

● 2021年度　白河商工会議所各種検定試験施行日●

◎申込方法：所定の申込用紙に必要な事項を記入の上、受験料を添えてお申込下さい。

検定試験名・級等 施行日 申込受付期間 受験料（税込）

簿　記 第15８回 6月13日(日)
４月中旬から
５月中旬を予定

1 級：7,850円

２級：4,720円

３級：2,850円

販売士
ネット試験へ移行のため、
当所では受験できません。

珠　算 第222回 6月27日(日)
４月中旬から
５月中旬を予定

１級：2,340円

２級：1,730円

３級：1,530円

LOBO調査は、地域や中小企業が「肌で感じる足元の景況感」を全国約3,900社に毎

月調査しているものです。当所では20社の会員事業所にご協力いただいております。

業況の全産業DIは△0.4と、前月比-0.1ポイント下落している。

業種別にみると、製造業が前月比+0.2ポイント上昇、一方で建設業が前月比-0.4ポイント、サービス業

が-0.5ポイント下落している。卸売業・小売業においては横ばい。

規模別にみると、小規模事業者では前月比-0.1ポイント下落、それ以外では前月比+0.1ポイント上昇し

ている。DI＝（好転と回答した割合）－（悪化と回答した割合）

白河商工会議所管内の業種別業況

商工会議所 LOBO調査 2021年 2月調査結果

建設業 製造業 卸売業 小売業 サービス業

https://cci-lobo.jcci.or.jp/
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会館入館時のご協力のお願い会館入館時のご協力のお願い

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、白河商工会議所へ入館の際には、以下
についてご協力をお願いいたします。

会員事業所で取扱うコロナウイルス感染症拡大防止のための商品をご紹介いたします！

コロナに負けるなコロナに負けるな

コロナウイルス感染症対策商品紹介コロナウイルス感染症対策商品紹介

(有)大洋社「ウイルス対策アクリルパーテーション」

【価格】W450タイプ　15,000円(税別)、W600タイプ　18,000円(税別)
	 ※送料別途相談
	 ※その他、予算・要望に応じて、いかなる形状も制作可能です。
【使用方法】
　安定した平らな場所で、スペースに合わせて、左右のアクリル板を折り曲げ
て使用してください。
【特徴】
　3ミリと軽量なので、素早く設置・移動が可能です。繰り返し使用可能で、
インフルエンザ流行時にも活用できます。
【詳細・お問合せ】
白河市菅生舘48-13　℡　0248-22-0667

　自社商品をPRしませんか？会員事業所で取扱うコロナウイルス感染症拡大防止に役立つ製品を無料でご紹介させていただきます。上
記を参考に必要事項、事業所名・商品名・価格・使用方法・その他特記事項・お問合せ先、写真データを添付の上、Eメールにて送付く
ださい。応募多数の場合は掲載を調整させていただく場合がごさいます。送付先	：cci@shirakawa-cci.or.jp　お問合せ：23-3101

㈱クロージングジャパン「ＩＣＥ　ＭＡＳＫ」

①マスクの着用をお願いいたします。
②検温
　入口に非接触型検温器を設置しました。
　機器に顔をかざして検温をお願いします。
③手指の消毒
　検温器附属の自動消毒液噴射器を設置し
　ました。手をかざすと消毒液が噴射され
　ますので、ご利用ください。

【価格】１枚1,500円（税抜）
【サイズ】Ｓ/Ｍ/Ｌ	 【カラー】ホワイト/ブラック
【使用方法】
　水に浸し絞って使用いただくとムレを防止し涼しさを感じることができま
す。吸水速乾・優れた通気性・遮断・ＵＶカットなど、高機能素材を使用して
います。
【特徴】
　口元のムレで呼吸が行いにくいなど、不快なマスクムレを解決します。徒歩
や屋外での作業現場などに最適です。国内生産で何度でも使用できます。
【詳細・お問合せ】
白河市旭町3-154　℡　0248-22-3571


