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令和3年度 中央会通常総会

「ウィズコロナ時代における感染

令和３年度「中央会通常総会」を開催
令和３年度中央会通常総会が、６月23日（水）に
ホテルグランヒルズ静岡（静岡市駿河区）で開催さ
れ、令和２年度事業報告・収支決算のほか、感染対
策と経済活動の両立を目指した令和３年度事業計
画・収支予算を含む全５議案が承認された。
新型コロナウイルス感染症対策として、３密（密
閉、密集、密接）を避けるなど万全の対策が行われ
る中、冒頭、挨拶に立った中央会の山内致雄会長は、
「新型コロナによる影響が続く中、ワクチン接種は
経済対策の面からも大いに期待される。組合が主体
となった職域接種の取り組みが進められているが、
課題も多く、現在全国中央会を通じて国への陳情

▲中央会

山内致雄会長

等を要請するとともに、各地域の行政機関に課題
解決に向けた相談を行った」と報告した。さらに、
令和３年度の事業計画について、「今年度は『ウィ
ズコロナ時代における感染対策と経済活動の両立』
をテーマに掲げ、コロナ禍への対応のみならず、次
のステージに一歩踏み出す中小企業を後押しする
べく、デジタル化推進などいくつかの事業を重点的
に取り組んでいく」と方針を述べた。
来賓祝辞では、静岡県経済産業部の増田始己部長
代理が、
「コロナ禍の対応として、ふじのくに安全・
安心認証及び助成制度を創設したほか、事業環境
の変化への対応を促すべく業態転換、新商品開発、
販路開拓等の助成制度を拡充し、中小企業の取り組
みを支援する。持続可能な地域社会の実現に向けて

▲議長を務めた中村泰平副会長

全力で取り組んでいく」と述べた。また、商工組合
中央金庫静岡支店の松下剛士支店長は、「コロナ禍

の作成及び承認手続きをサポートする商工団体や

における中小企業の資金繰りへの対応はもとより、

その職員を静岡県が顕彰するもので、中央会は令和

前を向く企業に対しては事業性評価や劣後ローン

２年度に99件（前期比＋43件）の経営革新計画の

の取り扱いを開始した。様々な経営ニーズに応えて

作成を支援。
「年間の支援件数が最も多い支援機関」

いきたい」と述べた。

として、山内会長に表彰状が手渡された。今回で７

７年連続となる「経営革新推進賞」を受賞
総会議案審議に入る前に、経営革新推進賞の授与
式が行われた。これは中小企業の「経営革新計画」
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年連続11回目の受賞となった。また、情報課の三宅
大介課長が「県内の商工団体職員の中で年間の支援
件数が最も多い職員（17件）」として個人賞を受賞
した。

組合活性化情報

対策と経済活動を両立した経営の実現」

▲静岡県経済産業部 増田始己部長代理

令和３年度通常総会

▲商工中金静岡支店 松下剛士支店長

議案

第１号議案 令和２年度事業報告及び決算関係
書類承認の件
第２号議案 令和３年度事業計画及び収支予算
並びに会費賦課徴収方法決定の件
第３号議案 役員報酬決定の件
第４号議案 新規加入会員入会金決定の件
第５号議案 取引金融機関決定の件

▲「経営革新推進賞」授与式の様子
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令和３年度 中央会主要事業の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動全般が長期にわたり停滞する中、中小企業・小規模事業者（以
下、中小企業等という。）は危機的状況に直面しています。未だ、コロナ禍の収束が予見できない状況の中で、中小企
業等の経営安定化を実現するためには、顧客の感染リスクに対する「安全への意識」に対応しつつ、事業者としての
「利益確保」をバランスよく両立し機能させる“デュアル・モード”な経営体質（二重の様式を持つ経営）を作り上げ
る必要があります。
本会としては、引き続き、中小企業等の実情に即した新型コロナウイルス対策の実現を訴えるとともに、感染対
策のために抑制した経済活動に代わる新たな価値の創出や、コロナによる状況の変化に即した新しい事業の構築
など、中小企業等の経営課題である感染対策と経済活動の両立を目指したデュアル・モード経営の実現に向け、中
小企業組合とともに以下の５点を主要事業に掲げ積極的に取り組んで参ります。
１． 新型コロナウイルス対策事業
<基本的視点>
コロナ禍における中小企業等の厳しい経営環境に対応する施策の実現に向けて、切れ目なく建議陳情して
いく。また、組合及び組合員企業に対し支援策の情報を提供するとともに施策活用を支援していく。
<事業概要>
（1）巡回強化及び懇談会等による状況把握
（2）建議陳情
（3）支援策の情報提供及び活用支援
２． 中小企業のデジタル化促進
<基本的視点>
コロナ禍を契機とするデジタルシフトへの対応、生産性向上や経営革新に向けたデジタル技術の活用等を
支援する。
<事業概要>
中小企業組合の特性を活かした「面的支援」の展開を軸として、組合・中小企業等のデジタル化のフェーズ
（段階）に応じた内容、身の丈にあったデジタル技術の導入を目指す。
（1）中小企業組合を活用したデジタル技術活用支援
①全会員組合を対象とする支援
②中小企業組合に対する個別支援
③組合員企業に対する個別支援
（2）組織体制の整備／「中小企業組合デジタル化サポートセンター」の設置
本会内に専門支援部署を設け職員を配置
（東西事務所には担当者を設置）。IT分野の専門家をアドバイザー
として招聘するとともに、外部専門家との連携等により相談体制を確立する。

令和３年度は５つの主要事業を展開
議事に先立って、中村泰平副会長（協同組合浜松
卸商センター）が議長に選任され、
議案審議に入った。
第１号議案では、昨年度実施した各種事業の報
告と総額８億8,831万円に及ぶ決算諸表の説明が行
われた。続く第２号議案では、令和３年度事業計画
･収支予算について審議が行われ、新年度に向けて
｢組合設立目標25件」、「経営革新計画承認目標50
件」、「高度化資金貸付新規案件発掘３件」などの
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重点指標が設定された。また、コロナ禍において、
感染リスクに対応する「安全への意識」と事業者と
しての「利益確保」を両輪で機能させる“デュアル・
モード”な経営体質の実現を支援するべく、以下の
５点を主要事業として展開することを決定した。
１．新型コロナウイルス対策事業
２．中小企業のデジタル化促進
３．事業再構築支援
４．需要創造支援（デジタル化促進、事業再構築と
の連動）

組合活性化情報

３． 事業再構築支援
<基本的視点>
コロナ禍における事業活動の活性化を目指した事業再構築による価値向上、新分野展開等を支援
<事業概要>
（1）中小企業組合による意識啓発・情報提供による支援
（2）組合・組合員の事業再構築ニーズに応じた個別支援
（3）事業再構築補助金（中小企業等事業再構築促進事業）の活用支援
（4）ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の活用勧奨
４． 需要創造支援（デジタル化促進、事業再構築との連動）
<基本的視点>
デジタル化支援、事業再構築支援と連動し、中小企業組合を活用した新たな需要の創造・需要喚起に取り組
み、中小企業等の販売促進活動を支援する。特に、コロナ禍により甚大な影響を受けている商業・サービス業の
需要創造・需要喚起に注力し取り組む。
<事業概要>
（1）デジタル技術を活用した新しい事業方式・販売方法による市場の拡大
（2）商品・サービスの付加価値向上及び施設の利用促進による需要喚起
（3）海外市場等新たな市場開拓による需要創造
（4）中央会の情報発信による需要喚起支援
（5）組合助け合い応援プロジェクトのリニューアル、活動強化
５． 働き方改革（労働環境整備）
<基本的視点>
デジタル技術等を活用した新しい働き方に即した労働環境整備に取り組み、労働生産性の向上とともに新
たな働き方の定着、人材獲得を目指す。あわせてダイバシティ経営による労働生産性向上について情報発信す
る。
<事業概要>
①デジタル技術を活用した新しい働き方に対応した労働環境整備への支援
②ダイバシティ経営を見据えたジェンダー等の情報発信
（1）静岡働き方改革推進支援センターの活用
①相談受付・対応

②セミナー開催

③専門家派遣

<重要指標>
（1）
巡回件数

19,000件

（3）
設立件数

25組合

（5）
高度化新規案件発掘件数

（2）
相談室件数

19,100件

（4）経営革新承認件数

50件

３件

５．働き方改革（労働環境整備）
このほか、第３号議案から第５号議案が全会一致
で原案通り承認された。

常勤役員（専務理事・常務理事）が変更
総会に先だって開催された理事会において常勤
役員の改選が行われ、木村通利専務理事が退任し、
常務理事の田中秀幸が専務理事に、理事の佐塚一弘
が常務理事に就任した旨が議案審議終了後に報告
された。

▲退任挨拶を述べる
木村元専務理事

▲専務理事に就任した
田中元常務理事
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令和３年度 中央会補助事業のご案内
中央会では、令和３年度補助事業を活用される組合等を募集しています。
新規事業や業態転換への取り組み、市場開拓・販路拡大、スキルアップなど、組合や組合員が抱える様々な
課題解決のため、専門家を活用した研修会・研究会の開催、新商品開発、展示会への出展等を支援いたします。
☆ 補助事業の活用事例は「本誌6月号」で紹介しています。HPからバックナンバーをご確認ください ☆

専門家による研修で技術・スキルのレベルアップ
◆連携組織経営力支援強化事業
組合員企業の人材育成、販路開拓、商品開発、デジタル化、経理・税務・労務など、組合や連携グループが
抱える様々な課題に対して、専門家派遣や研修会開催によってその解決を支援します。課題内容や組織の規模
等に応じて、複数回（上限５回）実施することができます。
◦事業対象：組合、任意グループ 等
◦対象経費：謝金、旅費、会場借料 等
◦事 業 費：１回あたり60,000円を基準に上限５回以内
◦補 助 率：事業費の2/3以内
（例）１回の事業費60,000円につき40,000円を補助（20,000円が自己負担となります）
◆BCP緊急普及促進事業（連携組織経営力支援強化事業BCP枠）
組合及び組合員のBCP策定並びにBCPの普及啓発に向けた勉強会・研修会開催等の取り組みを支援します。
複数回（上限３回）実施することができます。
◦事業対象：組合、任意グループ 等
◦対象経費：謝金、旅費、会場借料 等
◦事 業 費：１回あたり60,000円を基準に上限３回以内
◦補 助 率：事業費の2/3以内
（例）１回の事業費60,000円につき40,000円を補助（20,000円が自己負担となります）

試作開発や市場開拓で新たな分野を切り開く
◆連携組織等経営基盤強化支援事業
中小企業の新分野進出や経営革新等を促進するため、組合等が取り組む次に掲げる事業を支援します。
（1）成 長 分 野：環境・エネルギー、医療・介護・生活支援、農商工連携・６次産業化・地域資源活用、ソー
シャルビジネス 等
（2）新事業展開：新商品・新サービス等の開発、マーケティング活動、海外展開 等
（3）事業活性化：事業再生や財務体質の強化、BCP対策、経営基盤の強化 等
（4）デジタル化：ICT（IoT、AI）導入、デジタルデータ利活用、その他デジタル化 等
【上記
（1）
～
（4）
共通】
◦事業対象：組合、連携グループ 等
◦対象経費：謝金、旅費、会場借料、資料費、委託費、原材料費、出展料 等
◦事 業 費：400,000円以上
◦補 助 率：事業費の1/2以内、上限200,000円
上記の他、小規模事業者組合等を対象とした補助事業があります。
※小規模事業者組合…組合員の一定割合が小規模事業者（従業員数が少数な事業者）で構成される組合
なお、補助対象枠に達した場合、募集を締め切りますのであらかじめご了承ください。
詳細並びにご質問、お申込み他は下記の中央会窓口までご連絡ください。
【東部】TEL：055-926-8220 【中部】TEL：054-254-1511 【西部】TEL：053-453-2195
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組合活性化情報
組合の動き

組合創立50周年記念式典を開催
〜地域・産業の活性化を目指して〜

伊東温泉旅館ホテル協同組合

伊東温泉旅館ホテル協同組合は、５月20日
（木）に組合創立50周年を祝う
記念式典を開催した。
同組合は、昭和45年９月に設立され、昨年創立50周年を迎えていたが、新
型コロナウイルス感染症による影響が続く中、式典の開催を見合わせていた。
こうした中、地域経済の発展並びに産業振興に関するこれまでの組合の実績
に対して、商工中金から感謝状が授与されることとなり、これを契機に、令
和３年度通常総会の開催とあわせて記念式典が行われる運びとなった。
同式典では、商工中金沼津支店の嶋崎次長から感謝状が手渡されるとと
もに、中央会会長（東部事務所長代読）からも感謝状が贈られた。
コロナ禍が続く中、最も影響を受けている産業の一つである旅館・ホテル
業界では、ガイドラインに基づく感染症対策など各組合員が懸命な企業努力
を行っている。組合も伊東市と連携し、
昨年来「GO！ ITO！静岡県民宿泊キャ
ンペーン」等の緊急対策事業に取り組んできたが、いまだコロナ収束の見通
しは立たず、ワクチン接種による一刻も早い経済回復が望まれる。
挨拶に立った北村大介理事長は、「昨年は緊急事態宣言の影響もあって厳
しい集客状況だった。今年は伊東市からの力強い予算措置もあり、組合の
みならず地域が一丸となってこの難局を乗り越えていきたい」と述べた。
今夏、伊東地域ではイベント・花火大会を例年通り開催するべく段取り
が進められており、地域の魅力発信・イベント開催など、誘客による旅館・
ホテル業界の活性化を目指し、組合は51年目の事業に取り組む。
◇伊東温泉旅館ホテル協同組合 公式サイト https://www.ito.or.jp/

路地からそこはかとなくクラシック音楽の
流れる駅前銀座商店街に♪

▲挨拶に立つ北村理事長

清水駅前銀座商店街振興組合

清水駅前銀座商店街振興組合は、６月５日
（土）に静岡市と協力し今年２
回目となる「まちかどコンサート」を開催。富士山静岡交響楽団によるフルー
ト二重演奏の音色が商店街に響いた。
同組合は、商店街に店を構える組合員78店舗により組織され、イベント
等の販売促進事業などを実施してきた。「七夕まつり」や「富士山コスプレ
世界大会」等のイベントは県内でも有数のイベントとなっているが、コロ
ナ禍によって昨年は様々なイベントが中止となった。
今回実施された「まちかどコンサート」は静岡市の「まちは劇場（芸術・
文化を生かしたまちづくりの取組）」の一環で行われるものであるが、昨年
７月より開催されておらず、感染防止対策を徹底する中、今年４月に再開
された。
同組合では、この「まちは劇場」推進事業を通じて、清水のまちを文化
の香りのするまちにするべく、
『どこからともなくクラシックの音楽が聞こ
えてくる、音楽があるのが当たり前の自然な姿・風景』を目指している。
今後の「まちかどコンサート」は８月21日、10月９日、12月11日の各土曜日、
12時20分～ 13時に開催する予定。
◇組合ホームページ https://shimizu-ekimaeginza.com/
NHK新番組「８っちのたそがれごはん」という商店街の歴史と古き良き
文化を後世に伝える番組の収録が行われました。7月22日（木・祝）18時～
18時30分 BS ８Kにて放送予定。清水のまちの歴史と数々の出来事、それ
を乗り越えた方々について取り上げられますので、是非ご覧ください。

▲まちかどコンサートの様子

▲フルート奏者の中島さん
（左）
上田さん
（右）

▲ NHK による商店街の取材の様子
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景況 ウォッチ

組合活性化情報

内閣府が6月8日に公表した2021年5月期の
「景気ウォッチャー調査
（全国版景気動向調査）
」
によると、5月の
景況を示す現状判断ＤＩ
（季節調整値）
は、前月比1.0ポイント低下の38.1
（基準値50.0＝前年同月比横ばいを
示す）
となった。また、2，
3ヵ月先の景況を予測する先行き判断ＤＩ
（季節調整値）
は前月比5.9ポイント上昇の
47.6となった。
今回の調査結果に示された景気ウォッチャーの見方は、
「景気は、新型コロナウイルス感染症の影響による厳
しさが残る中で、持ち直しに弱さがみられる。先行きについては、感染症の動向を懸念しつつも、ワクチン接
種の進展等による持ち直しへの期待がみられる。」
とまとめている。

概

況

○2021年５月のDI値は、前月との比較において「売上高」「収益状況」を含む５指標が悪化、「取引条件」が横ばい、「業界の景況」を含む３指標が改善
する結果となった。
 前年同月は新型コロナウイルスのまん延により、全国に「緊急事態宣言」が発令された時期であることから、その時期と比較すれば状況は改善してい
るものの、2019年と比較すると依然厳しい状況が続いているとの声が多い。
 また、半導体不足による影響の声が聞かれる。製造業からは「生産計画の苦慮」、卸売業や運輸業からは「収益状況悪化」のコメントが寄せられた。
○「製造業」では、前月との比較において「販売価格」と「雇用人員」が改善、それ以外の７指標が悪化する結果となった。
 製材業からは「ウッドショック」を懸念する声が聞かれる。木材建築資材が品薄で、問い合わせや仕事は増えているものの、原材料が不足していて仕
入高が嵩んでいる。
 また、輸送用機器製造業からは、前月に引き続き鉄スクラップ価格が10数年ぶりに５倍程高値となっているとの声が寄せられている。この傾向から、
今後の鉄材価格の高騰が予想される。
○「非製造業」では、前月との比較において「雇用人員」が悪化、それ以外の７指標が改善する結果となった。
 建設業からは、ダンピング受注を選ぶ業者が出てきているとのコメント。また、ただでさえ採算割れで受注している業者が多い中、鋼材価格が大幅に
上昇していることで多くの会社の経営体力が急速に悪化しているとの声が寄せられた。

DI値の推移

※DI値 ＝［（増加・好転組合数−減少・悪化組合数）／対象組合数］×100

売上高

在庫数量

販売価格

取引条件

収益状況

－13.3

－9.1

0.0

－13.3

－20.0

－18.4

－20.0

－16.7

－35.0

2021.4

－5.0

－18.1

－8.4

－13.3

－18.3

－23.3

－13.4

－15.0

－36.6

2021.4→2021.5

－8.3↓

9.0↓

8.4↑

0.0→

－1.7↓

4.9↑

－6.6↓

－1.7↓

1.6↑

2021.5

資金繰り 設備操業度 雇用人数 業界の景況

DI値

＋0.1以上･･･

± 0.0 〜−10.0･･･

−10.1 〜−20.0･･･

−20.1 〜 ･･･

なお、
「在庫数量｣のみマイナス値が大きいほど好転を示している。
※基準値±0.0＝前年同月比横ばい。

主要三指標DI値推移（過去10年間）
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H26.5

H27.5

H28.5

H29.5

H30.5

R1.5

R2.5

R3.5

（2021年5月の情報連絡員月次景況調査より）
静岡県中央会に設置されている情報連絡員〔協同組合等の役職員60名に委嘱〕による毎月の景況調査の概要です。
集計結果の詳細は、本会ホームページ（https://www.siz-sba.or.jp）でご覧になれます。

業界の声
■製造業
水産食料品

織物業

宗教用具
製材業、木製品
印刷・同関連業
骨材・石工品等
金属製品
生産用機械器具
電気機械器具

輸送用機械器具

・一部組合員においては、販売・飲食店舗を運営していることで、コロナ禍での客数減少の影響を強く受けており、組合にお
いては共同施設利用（家賃）収入の減額を余儀なくされている。
・大都市圏の緊急事態宣言延長による飲食店や商業施設時短営業は、食品製造業者にとって、売上げを減少させている。売上
げが下がれば加工数量の減少に繋がり、組合共同施設の商業率低下に繋がるという負のサイクルからの脱却が難しい状況
にある。
・衣料品需要が減退していることに加え、大都市圏を中心にした緊急事態宣言が発令されたことで、百貨店などの休業によ
る店頭売場が消失した。これに伴い生地生産も低迷する状況が続き、今春夏物の店頭販売による売上げ回復も期待できな
い状況。この状況は来シーズンに向けた受注にも大きく影響する。アパレル向けの生地生産が主流の零細企業が大部分で
ある当組合員企業は、資金繰りなどを含め、
一層の厳しい状況が危惧される。
・業況の好転の兆しはなくこの状況がまだまだ続くことが予想される。各社で浴衣に代わる商品を模索しているが、販売量
の確保に繋がらず苦戦している。
・昨年同月があまりにも厳しかったことから、今月は数値で売上高が対前年比52％増となっているが、未だ回復したとはい
えない。
・
「ウッドショック」の影響で、木材建築資材が品薄の状況。問い合わせ等、仕事は増えているが原材料が不足していて仕入高
がかさみ、採算は微妙な状況。
・新型コロナウイルスの影響で、
印刷需要が低迷している。
昨年も低調だったため、
対前年比で売上高はほぼ変わらない状況。
・官庁の大型入札案件では、対前年比で落札見積金額が大幅に下落している。相場額が下落することで当業界は今後も厳し
い状況が続くことが予想される。
・生コン出荷量の減少に加え、設備老朽化による修繕費が増加しており、
厳しい状況が続く。
・業種の差異はあるものの、総合的には回復傾向にある。
・工場火災による半導体不足の状況が続いている。
・親会社の受注状況は先行きの明るい話があるが、
我々に届くのはまだ先の様子。
・商談件数は増加傾向にあるが、新型コロナウイルスの影響からか、様子見や設備投資先延ばしの感が強く、近場での浮上感
は見られない。
・大型冷蔵庫、家庭用エアコンは好調な販売状況により昨年を上回る生産が続いている。
・業務用エアコンは好調な輸出と国内向けの回復により生産が増加している。
・半導体不足の影響が拡大しており、生産計画への影響が大きくなってきている。
・組合員企業も含め産業界の二極化が益々進行している。
・前月同様、半導体の影響で今後の生産計画の見通しが立たず苦慮している。
・前月に続き、鉄スクラップ価格が10数年ぶりに５倍程高値となっている。スクラップ引き取り価格が上昇し、当組合として
は良い傾向であるが、時間差で今後鉄材価格が高騰してくると予想される。
・自動車関連で使用する半導体の不足が懸念される。
カーメーカーによっては操業停止、
稼働ライン減少対応を実施している。

■非製造業
・公共関連工事の需要が無く、天候不順も重なり出荷量は過去最低月を更新した。６ヵ月連続で前年実績を下回り、先行きが
不透明な状況。
各種商品卸売業 ・メイン顧客である自動車業界が半導体不足によって生産量が低下。
それに伴い業績が下振れした。
・小売業は、
内食
（巣ごもり）
需要の高まりに期待したが、
緊急事態宣言で営業自粛となった前年と比べると期待外れとなった。
鮮魚小売業
・卸売業と飲食業は、大変厳しい状況が続くことが予想される。
・昨年のコロナ禍よりは、来街者もあり売上げも増えているが、2019年度と比較すると２～３割ほど売上げが落ちている。
消費喚起補助金の活用により、商品購入客に対し、
次回使える割引券を配布する。
組合員店舗の売上げ増加に繋げたい。
各種商品小売業
・昨年同月は、時短営業や休業する組合員店舗があったことから、組合員の８割が前年同月の売上げを上回った。セール
（開
店記念祭）に関しても一昨年の数字を上回る結果であった。
・昨年同月は緊急事態宣言下であり、ゴールデンウィークを挟んでほとんどの宿泊施設が休業であった為、対前年比では大
幅にプラスの収益状況となったが、2019年５月と比較すると５割程度の状況。
宿泊業
・東京の緊急事態宣言延長により、夏の観光イベント等の中止や縮小開催なども検討され、観光需要は依然として厳しい状
況が予想される。今後は、国民の一刻も早いワクチン接種により、
旅行需要が加速することを期待する。
・感染症対策に事業費が取られ、今後の公共の発注に不安が募り受注できるものはなるべく早目に対応すべきとの考えか
ら、ダンピング受注を選ぶ業者が出ている。
総合工事業 ・官庁工事は新年度発注が少ない状況であり、
民間工事は製造業の仕事が多く発注されてきている。
・ただでさえ採算割れで受注している業者が多い中、鋼材価格が大幅に上昇していることで多くの会社の経営体力が急速に
悪化している。
・年明けから状況が変わらないが、６月に入って徐々に動き出す気配が感じられる。まだまだ人員余剰の感は否めないが、一
職別工事業
部忙しくなっている組合員も見えてきた。
・荷物情報は、昨年との比較では増加してきているものの、新型コロナウイルス流行前とは比較にならない状況である。各地
に発出された緊急事態宣言やまん延防止措置の影響で、５月の連休明けは荷物情報が減少を続け、空車車両が増加した。こ
道路貨物運送業 れにより運賃相場も下落傾向となっている。
・昨年の運送収入と比較すると６割近く増収にはなっているが、新型コロナウイルスの影響を受けていない2019年と比較す
るとマイナス42％と相変わらず厳しい経営状況が続いている。
道路旅客運送業 ・半導体関連の取引企業は止まっているので売上に影響が出ている。
軽油価格も徐々に上昇しており、
利益を圧迫している。
セメント卸売業
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令和3年

誌上暑中見舞交換

技術革新で世界が変わる！
未来予測2021
新型コロナウイルス感染症の拡大により非対面が求められるようになり、テレワークの推進やオン
ライン会議など、ICTを活用したビジネススタイルが急速に確立されました。
そこで本誌７月号では、世界を変える可能性を秘めた最新の技術革新や概念の紹介とともにデジタ
ル化によって実現される近未来の生活を予測します！

スマートシティ
スマートシティとは、IoTやAIなどの先端技術を活用し、エネルギーや交通網などのインフラを効率化す
ることで生活やサービスの質を向上させた人が住みやすい都市のことです。行政や企業が収集したデータを
AIなどで分析し、それが活かされることで住民の暮らしやすさを実現します。国内では「柏の葉スマートシ
ティ（千葉県柏市）」や「スマートシティ AiCT（福島県会津若松市）
」、「Fujisawa SST（神奈川県藤沢市）」
などをはじめ全国で様々な都市が実証実験都市として取組を進めています。
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暑中お見舞い申し上げます

熱海温泉ホテル旅館協同組合

伊東温泉旅館ホテル協同組合

☎0557-81-5141 FAX0557-81-5143
https://www.atamispa.com

☎0557-37-2011 FAX0557-37-3090
http://www.ito.or.jp

〒413-0011 熱海市田原本町9-1
理事長

森田

第一ビル2Ｆ

金清

〒414-0003 伊東市中央町13番28号
代表理事

北村

大介

三島工業団地協同組合

三島沢地工業団地協同組合

☎055-977-2017 FAX055-977-2957
https://mishima-ic.com/

☎055-988-5600 FAX055-988-5628
https://www.siz-sba.or.jp/m-sawazi/

〒411-0824 三島市長伏155-9
理事長

諏訪部

敏之

静岡県東部商工協同組合
〒410-0046 沼津市米山町6番5号
☎055-926-8220

理事長

山﨑

亨

〒411-0042 三島市平成台2番地
代表理事

鈴木

基良

静岡県保険代理業協同組合
〒410-0044 沼津市五月町14-16

鶴亀第3ビル3階

☎055-950-6204 FAX055-956-2702
http://www.sia.or.jp

代表理事

渡邊

森正

芝浦機械協力協同組合

沼津魚仲買商協同組合

☎055-922-7047 FAX055-924-9155
http://www.shibaurak-k.or.jp

☎055-962-2882 FAX055-951-0391
http://www.siz-sba.or.jp/nu-uonaka/

〒410-0022 沼津市大岡2470番地
代表理事

芹澤

良一

沼津鉄工団地協同組合
〒410-0001 沼津市足高294-11

☎055-921-6840 FAX055-921-1167
https://numazu-iron.com/

代表理事

桑﨑

雅人

〒410-0842 沼津市蛇松町32-3
理事長

長澤

健司

富士環境整備事業協同組合
〒419-0202 富士市久沢22番地の1
☎0545-71-0500㈹

理事長

渡邉

FAX0545-71-0501

真智子

富士市浮島工業団地協同組合

富士市水道指定工事店協同組合

☎0545-32-2131 FAX0545-32-2199
http://www.wbs.ne.jp/bt/ukishima/

☎0545-51-0863 FAX0545-52-7221
http://www.siz-sba.or.jp/fuji-suidou

〒417-0826 富士市中里字水門前2626番地22
理事長

板倉

久慶

〒417-0058 富士市永田北町10番25号
代表理事

服部

愛一郎

富士宮駅前通り商店街振興組合

協同組合小糸製作所協力会

☎0544-26-3380 FAX0544-27-3952
E-mail:Fujinomiyaekimae@outlook.jp
http://www.16-site.com/

☎054-348-2533 FAX054-348-2551
http://www.siz-sba.or.jp/koitokyo/

〒418-0065 富士宮市中央町8-13

代表理事

増田

恭子

〒424-0061 静岡市清水区大内256-1
代表理事

角皆

一
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AI（人工知能）
AI（人工知能）とは、人間の知的ふるまいの一部をソフトウェアを用いて人工的に再現したものです。す
でにインターネットの検索エンジンやオンラインショッピングサイト、防犯カメラの画像認識など、身近な
ところで実用化が進んでいます。AIは人類に豊かな未来をもたらしますが、世界的な物理学者スティーヴン・
ホーキングは、人工知能が人類の知能を超える転換点（技術的特異点）によってAIは人類に悲劇をもたらす
可能性があると警鐘をならしました。

VR（仮想現実）
、AR（拡張現実）
、MR（複合現実）
VRとは「VirtualReality」の略称で、コンピュータで現実に似せた仮想世界を作り出し、あたかも現実世
界にいるような感覚を体験できる技術です。ARとは、「Augmented Reality」の略称で、「仮想世界に入り
込む」VRに対して、ARは、
「CGなどで作った仮想物体を現実世界に反映（拡張）」させます。MRとは、
「Mixed
Reality」の略称で、
「複合現実」と呼ばれています。MRはVRとARの上位版のようなもので、仮想世界の情
報を現実世界に重ね合わせて体験できる仮想世界と現実世界を融合させる技術です。
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静岡県桜海老加工組合連合会
〒421-3211 静岡市清水区蒲原新田2-11-5
☎054-385-4545

会

長

髙柳

FAX054-388-3014

昌彦

静岡葬祭業協同組合

〒424-0104 静岡市清水区草ヶ谷29-4

☎054-364-8155 FAX054-364-8154
「シティホールたちばな」 0120-49-5401

代表理事

杉山

和義

清水港木材産業協同組合

〒424-0941 静岡市清水区富士見町4番8号
☎054-353-3231 FAX054-353-1840
E-mail:soumu@mokusan.or.jp
http://www.mokusan.or.jp

理事長

福島

覚

静岡県溶接工業協同組合

〒424-0847 静岡市清水区大坪1丁目5番17号
☎054-347-3070 FAX054-347-3118
http://www.siz-sba.or.jp/yousetsu

理事長

西尾

善次

清水工業団地協同組合

〒424-0301 静岡市清水区宍原622番地の9
☎054-394-0977 FAX054-394-0980
http://www.siz-sba.or.jp/shimidan

理事長

駒見

太郎

清水港木材団地協同組合
〒424-0941 静岡市清水区富士見町4番8号
☎054-353-3231

理事長

稲名

FAX054-353-1840

輝

清水鉄工機械工業協同組合

清水電気工事協同組合

☎054-353-6341
http://simic.jp/

☎054-353-6165 FAX054-353-6166
E-mail:s.denkikoujikumiai@poem.ocn.ne.jp

〒424-0839 静岡市清水区入江岡町15番26号
理事長

三浦

FAX054-352-2741

敏秀

〒424-0842 静岡市清水区春日2丁目5番12号
理事長

海野

久生

中駿商工業協同組合

協同組合ロームシステム

☎054-365-3456
https://www.chusun-kumiai.com/

☎054-364-9311 FAX054-365-6900
http://www.lomsys.or.jp

〒424-0814 静岡市清水区本郷町5番13号
理事長

浅井

信昭

赤帽静岡県軽自動車運送協同組合
本部

〒420-0812

☎054-263-7363

西部配車センター

静岡市葵区古庄１丁目10-8
FAX054-261-2567

☎053-426-0488

FAX054-261-2567

☎055-921-0121

FAX054-261-2567

東部配車センター

〒424-0044 静岡市清水区江尻台町21-21
理事長

海野

晋矢

静岡海外交流事業協同組合
〒420-0009 静岡市葵区神明町25

☎054-659-6059 FAX054-660-0160
http://www.soeb-or-jp.org

理 事 長

柳澤 一嘉
八木 英行

https://shizuoka.akabou.jp E-mail: shizuoka@akabou.jp

専務理事

静岡機械金属工業団地協同組合

静岡給食協同組合 お料理 鞠子亭

☎054-259-8334 FAX054-259-8335
http://www.siz-sba.or.jp/mariko/

☎054-259-1341㈹ FAX054-259-0152
http://www.shizukyu.jp

代表理事

稲井

弘

〒421-0106 静岡市駿河区北丸子1丁目31番70号
理事長

今泉

秀樹

〒421-0106 静岡市駿河区北丸子1丁目19番20号
理事長

望月

清史
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自動運転
自動運転とは、車のシステムが行う運転操作と定義されています。自動運転には運転操作に応じて、０～
５段階のレベルがあります。レベル５では、すべての条件で自動運転システムが運転操作を行い、高速道路
などの特定場所の制限がなく、ハンドルとアクセルも不要な状態となります。現時点で開発が進んでいるの
は「レベル３（一定の条件下で緊急時などを除きすべての運転をシステムが行える）」で、道路交通法改正
にともない令和３年４月から公道の走行が可能になっています。

遠隔操作
遠隔操作は、リモートコントロールやテレオペレーションとも呼ばれ、離れた場所にある機械、装置など
を手動または自動で信号を送って操作部を動作させる技術のことです。工場・建設機器の運転、工場資材の
制御及び搬送、放射性物質を扱うマジックハンド、船舶や飛行機の無人操縦など多様な分野で実用化が進め
られています。
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静岡県朝日新聞販売協同組合
〒420-0031 静岡市葵区呉服町2-1-5
☎054-251-2669

代表理事

大津

FAX054-254-8976

正嗣

静岡県インテリア事業協同組合
〒422-8041 静岡市駿河区中田2丁目7-20-106
☎054-282-7792 FAX054-282-2646
http://www.siu.or.jp

理事長

鷹尾

政夫

静岡県火災共済協同組合

静岡県貨物運送協同組合

☎054-254-9161
http://skkk.biz/

☎054-261-9141 FAX054-261-2805
https://www.siz-sba.or.jp/shizuka

〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1
理事長

大石

FAX054-271-0420

捷次

静岡県機械金属工業協同組合連合会
〒420-0853 静岡市葵区追手町44番地の1 静岡県中小企業団体中央会 内
☎054-254-1511

会

長

勝山

FAX054-255-0673

宗一

静岡県砕石業協同組合
〒420-0004 静岡市葵区末広町110番地
☎054-271-2618

理事長

立岩

FAX054-271-2621

康男

静岡県自動車整備商工組合

〒422-8004 静岡市駿河区国吉田2丁目4番47号
☎054-263-1161 FAX054-263-1839
http://www.sjss.or.jp

理事長

河田

憲一郎

静岡県商工協同組合
〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1
☎054-254-1511

理事長

一色

康有

静岡県ソフトウェア事業協同組合

事務局：〒420-0004 静岡市葵区末広町110 和光ビル3F
☎054-205-3953

FAX054-205-3954

〒420-0822 静岡市葵区宮前町24番地の2
理事長

内田

泰正

静岡県クレーン建設工業組合

〒422-8067 静岡市駿河区南町2番23号（コーポマックス6-E）
☎054-285-4101 FAX054-284-2754
http://www.shizuoka-crane.jp

理事長

渡邉

孝一

静岡県自動車車体整備協同組合
〒422-8001 静岡市駿河区中吉田10-36

☎054-261-1799 FAX054-263-6239
http://www.sizsyakyo.jp/

理事長

土屋

忠士

静岡県砂利工業組合
〒420-0037 静岡市葵区人宿町2丁目1番地の3
☎054-254-6495㈹

理事長

大塚

FAX054-254-6496

忠

静岡県石油業協同組合

〒422-8052 静岡市駿河区緑が丘町1番3号
☎054-282-4337 FAX054-286-6598
http://www.shizuseki.com

理事長

鈴木

裕司

静岡県タイヤ商工協同組合

〒421-0106 静岡市駿河区北丸子1-6-12

https://ssanet.jp/

☎054-256-6000 FAX054-293-7764
http://www.siz-sba.or.jp/tire/

代表理事

理事長

松浦

秀三

鈴木

規正
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MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）
「MaaS（マース）」は、「移動に革命を起こす」と言われている次世代の移動の概念であり、鉄道、バス、
タクシー、飛行機、フェリーなど、タイプや運営事業者の異なる様々なモビリティサービス（交通手段）を
一つのサービス上に統合し、より便利な移動を実現する仕組みのことです。これが実現されれば、例えばス
マートフォン一つで多様な交通手段を検索・予約・利用し、資金決済することが可能となります。

アナログとデジタルの融合
デジタル化が進む一方で、アナログとの融合により高機能化を実現する取組が進められています。教育現
場では、数年前から紙のワークシートに書いた内容をリアルタイムにデジタル化し、電子黒板やタブレット
PCで共有できる学習システムが導入されつつあります。教室での授業では、生徒が書いた意見や解答を先
生がモニタリングし瞬時に集約。生徒の理解度の把握や任意のデータを共有することで授業の進行を円滑化
させます。
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静岡県中古自動車販売商工組合

静岡県中部建設業協同組合

☎054-263-6161 FAX054-264-0160
http://www.ju-shizuoka.jp/

☎054-282-3668㈹ FAX054-282-3628
http://www.s-chuken.or.jp

〒420-0905 静岡市葵区南沼上1859-2
理事長

小野田

泰祐

〒422-8027 静岡市駿河区豊田3丁目5番48号 レジデンスKFC1階
代表理事

尾坂

昇

静岡県中部生コンクリート協同組合

静岡県鐵構工業協同組合

〒422-8006 静岡市駿河区曲金6丁目2番45号

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町16番3号 シルクスクエア2号館2F

☎054-288-5544

FAX054-288-5725

☎054-275-3001

卓二

代表理事

理事長

稲葉

渡邉

FAX054-275-3007

靖之

静岡県電気工事工業組合

静岡県生コンクリート工業組合

☎054-288-1250 FAX054-288-1252
http://www.shizukendenko.org/

☎054-287-5066 FAX054-280-5305
http://www.shizuoka-kouso.or.jp/

〒422-8056 静岡市駿河区津島町12番27号
理事長

松田

良克

〒422-8006 静岡市駿河区曲金6の2の45
代表理事

野村

玲三

静岡県プロパンガス商工組合

静岡県流通事業協同組合

☎054-255-2451

☎054-283-1908 FAX054-284-7891
http://www.seiryukyo.or.jp

〒420-0064 静岡市葵区本通6丁目1番10号
（静岡県プロパン会館3階）
理事長

渡邊

FAX054-255-2474

芳隆

静岡市水産物商業協同組合
〒420-0922

静岡市葵区流通センター1番1号

☎054-263-3451㈹

清水支所

〒424-0037

FAX054-263-2559

静岡市清水区袖師西浜1575番67号

☎054-364-3475

FAX054-364-3895

http://shizuoka-osakana.jp/

理事長

伊藤

公雄

静岡市フードビジネス協同組合
〒422-8067 静岡市駿河区南町6番11号
☎054-280-5522

理事長

藤嶋

FAX054-286-7933

悦郎

静岡青果物商業協同組合
〒420-0922 静岡市葵区流通センター 1番1号
☎054-263-3441㈹

理事長

望月

FAX054-265-5250

健一郎

〒422-8067 静岡市駿河区南町1番1号
理事長

松井

治夫

静岡市水道局指定工事店協同組合
（官公需適格組合）

〒420-0803 静岡市葵区千代田5丁目13番12号
☎054-247-3131 FAX054-247-7104
https://www.shizu-suidoukumiai.or.jp/

理事長

鎌田

幸太郎

静岡市ホテル旅館協同組合
〒420-0852 静岡市葵区紺屋町4-10

☎054-253-1165 FAX054-251-5863
http://www.shr.or.jp

理事長

久保田

隆

協同組合静岡専門店会

〒420-0031 静岡市葵区呉服町2丁目7番地の26
☎054-252-7188 FAX054-252-7210
https://www.nissenren-shizuoka.co.jp

理事長

疋野

幹男
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未来の買い物（VRショッピング）
VRショッピングとは、スマホVR、HMD（ヘッ
ドマウントディスプレイ）などの仮想店舗上で、
商品を見て触って、確かめながら購入するような
新たな買い物の手段です。例えば、海外に出向く
ことが難しい場所に実店舗があったり、体が不自
由で外に出られなかったり、店舗の営業時間に買
い物ができなかったり…。そうした時、VRショッ
プ・VRストアがあれば、どんな人も、いつでもど
こでも好きな時間に好きな場所で買い物が楽しめ
ます。

未来の買い物（顔パス・レジなし・財布なし）
昨年度、富山市が「顔パス」で買い物や食事が
できる「顔認証決済システム」の社会実験を行い
ました。利用者が専用サイトで事前に顔データや
クレジットカード情報を登録。商品購入やサービ
ス利用の際、店舗のタブレット端末に顔をかざす
ことで支払いが完了します。この実験には飲食店、
宿泊施設など約30店舗が参加しました。また、昨
年２月、NECは東京都港区の本社ビルにて、顔認
証技術を使って入口で個人を特定し、店内のAIカ
メラが社員の動きを捕捉。棚の重量センサーとAI
カメラでどの商品を取ったかを認識し、店を出れ
ば給与から自動で代金が引き落とされるスマート
ストアをオープンさせました。

ドローン宅配便
小型の無人飛行機（ドローン）を用いた商品宅
配サービスは、平成25年12月、ネット通販最大手
のアマゾン・ドット・コムがドローンを使った商
品の配送を検討していると公表し、注目を集めま
した。ドローン宅配には、商品の落下や盗難、ド
ローンの墜落、法改正など様々な課題があります
が、国土交通省はドローン飛行の許可基準の一部
緩和など法整備に乗り出しており、近く、高層ビ
ル周辺での飛行許可緩和により、建物の点検作業
の場などにおいてドローンを活用されることが期
待されています。
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静岡地理情報システム協同組合
〒420-0837 静岡市葵区日出町1-2
☎054-221-5033

理事長

藤山

☎054-288-1234 FAX054-202-8350
https://denki-shizuoka.com/

義修

理事長

企業組合 動物の森

〒421-1222 静岡市葵区産女987-1

☎054-276-0550 FAX054-276-0555
https://www.doubutsunomori.com
ドッグラン併設休憩施設完備

小林

〒422-8056 静岡市駿河区津島町12番27号

FAX054-221-5033

ペット専門斎場（葬儀・火葬・納骨・供養・祭祀・墓地）

代表理事

静岡電気工業協同組合

明美

藤田

良彦

Creative Cluster

企業組合 針谷建築事務所
〒422-8072 静岡市駿河区小黒3丁目6番9号
☎054-281-1155 FAX054-282-5502
http://www.harigaya.com

代表理事

鳥居

久保

協同組合焼津水産加工センター

静岡家具工業団地協同組合

☎054-624-2111 FAX054-623-3834
http://www.yaizufpc.or.jp

☎054-641-2087 FAX054-644-6601
http://www.kagudanchi.or.jp

〒425-0065 焼津市惣右衛門1280番地の2
代表理事

村松

善八

静岡県菓子卸商業組合
〒426-0009 藤枝市八幡字宗高521-9 ㈱大黒屋内
☎054-641-5200

理事長

山口

FAX054-644-4446

敏雄

〒426-0009 藤枝市八幡508番地の2
代表理事

松永

祐司

静岡県志太榛原生コンクリート協同組合
〒426-0044 藤枝市大東町字南1042番地の5
☎054-636-0250 FAX054-636-0496
http://shidahaibara-namakon.jp

理事長

渡仲

康之助

協同組合フジエダ・テクノタウン

協同組合島田計器部品センター

〒426-0002 藤枝市横内2250番地

〒427-0024 島田市横井1-5356-7

☎054-644-5623

FAX054-668-9077

☎0547-35-4011

勝幸

理事長

理事長

青木

静岡県情報化サポート事業協同組合
〒421-0304 榛原郡吉田町神戸2608-46

☎0548-34-5670 FAX0548-34-3151
http://www.sis-or.jp

理事長

河守

俊行

望月

FAX0547-35-4304

乙了

掛川工業団地協同組合
〒436-0043 掛川市大池2798番地の11
☎0537-22-0930

理事長

松井

FAX0537-22-0930

康浩

掛川電気工業協同組合

磐田さぎさか工業団地協同組合

☎0537-22-5815 FAX0537-24-8569
E-mail:wbs35891@mail.wbs.ne.jp

☎0538-38-1136 FAX0538-38-2470
http://www.iwata-sagisaka.jp/

〒436-0027 掛川市久保2丁目22番14号
代表理事

松田

良克

〒438-0004 磐田市匂坂中1600-1
理事長

寺田

尊晃
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自宅に居ながら医者の診察
オンライン診療は平成30年４月より保険診療が適
用され、スタートした制度です。患者は病院やクリ
ニックに行くことなく、自宅等でスマートフォンやタ
ブレット、パソコンの映像や電話の音声を通して医
師の診察等の医療サービスを利用することができま
す。これまでも診察予約だけは電話やオンライン上
で可能な医療機関は多数ありましたが、最近では患
者・医療機関の双方が同じアプリケーションを用い
てより簡単に病院の予約から医師の診察・処方、最
終的には決済までのすべてをオンライン上で行うこ
とができるようになってきました。

自宅に居ながらスタジアム観戦
VRを利用したスポーツ観戦に大きな注目が集
まっています。これまで、映像データが大容量と
なるため、VRでのリアルタイム中継は難しいとさ
れてきましたが、大容量データを高速でやりとり
できる“5G”が本格的に始動したことで、実現で
きる環境が整いつつあります。すでに、大手通信
会社がVRスポーツ中継を導入し、スポーツ観戦体
験の提供を開始しています。スタジアムにいる臨
場感とVRならではの非現実的コンテンツとの融合
による新たな体験が期待されます。

新たなゲーム・スポーツの登場
最新技術はゲームやスポーツの世界でも活用
が進んでいます。ARを活用した新たなスポーツ
「HADO（ハドー）」は、頭にヘッドマウントディ
スプレイ、腕にアームセンサーを装着して魔法の
ようにエナジーボールやシールドを放ち、対戦相
手のライフを削ることで得点を奪い合うスポーツ
です。平成26年の発足以来、世界で210万人以上の
人がHADOを体験しており、すでに世界大会が行
われるなど規模が拡大しています。

今年も「誌上暑中見舞交換」にたくさんの
お申込みをいただき誠にありがとうございました。
20

中小企業静岡 2021.7

暑中お見舞い申し上げます

福田工業団地協同組合
〒437-1218 磐田市南田伊兵衛新田885-75
☎0538-58-1722

理事長

早川

FAX0538-58-0227

正人

協同組合ガスエアコン静岡サービスネット
〒435-0042 浜松市東区篠ヶ瀬町1369番地
☎053-465-0024 FAX053-465-0025
https://gas-siz.net/

理事長

辻村

勝

静岡県オートバイ事業協同組合
〒432-8011 静岡県浜松市中区城北一丁目10番8号
㈱川島モータース 本店内
☎053-471-2543 FAX053-471-8600
https://aj-shizuoka.net

代表理事

川嶋

登志久

遠州産業販売事業協同組合

〒433-8112 浜松市北区初生町596-1 アビタシオン・イースト2F
☎053-488-4000 FAX053-488-4293
http:// www.enshu-hanbai.jp

理事長

西村

誠

静岡共済協同組合
本部

〒430-0911 浜松市中区新津町610

支部

〒427-0025 島田市大井町2279-2

☎053-465-5391

FAX053-465-1275

☎0547-36-1198

FAX0547-36-4921

代表理事

鈴木

英代

静岡県西部商工協同組合
〒430-0929 浜松市中区中央一丁目17番19号
☎053-453-2195

理事長

前田

米藏

協同組合テクノランド細江

日本超硬刃物協同組合

☎053-523-2555 FAX053-523-2666
http:// www.siz-sba.or.jp/tlhhosoe/

☎053-421-2088 FAX053-421-2089
http://www.siz-sba.or.jp/jtc

〒431-1304 浜松市北区細江町中川7000-1
理事長

山本

純夫

〒435-0013 浜松市東区天龍川町545番地の15
理事長

大石

高彰

協同組合浜松卸商センター

協同組合浜松技術工業団地

☎053-441-0851 FAX053-442-2038
http://www.arura.jp/

☎053-485-5110 FAX053-485-5160
http://hamamatsu-tp.com/

〒432-8055 浜松市南区卸本町37番地
代表理事

中村

泰平

浜松総合コンサルタント事業協同組合
〒430-0946 浜松市中区元城町113番地の15
☎053-452-3476

FAX053-455-0384

http://www.tthk.jp/

理事長

内山

隆司（税理士、社労士、行政書士）

浜松ベジタブル加工協同組合
〒435-0026 浜松市南区金折町1764番地の1
☎053-426-5030

代表理事

池田

FAX053-426-4812

規

〒432-8006 浜松市西区大久保町1347-5
理事長

山内

致雄

浜松鉄工団地協同組合
〒430-0841 浜松市南区寺脇町706
☎053-441-2956

理事長

山本

FAX053-441-2957

裕三

協同組合都田テクノパーク
〒431-2103 浜松市北区新都田1-2-11

☎053-484-1250 FAX053-428-4870
http://www.siz-sba.or.jp/miria

代表理事

梶村

武志
中小企業静岡 2021.7
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Network
公共職業訓練で若手社員を育成！
〜浜松技術専門校 訓練生募集〜

在職者訓練（研修・講習）について
静岡県立工科短期大学校（静岡キャンパス）では、
在職者の方を対象に、様々な訓練（研修・講習）を行っ
ています。
今回は、その中の４コースを御紹介します。
本校のホームページにて、詳細や申込みの方法を
御案内しています。Web申込みも出来ます。
スキルアップに、是非御活用ください。
https://scot.shizuoka.jp/support/society/
■1級管工事施工管理技士予備講習（第一次検定対策）

募集期間：8/4まで
開 催 日：8/24から9/9まで（火・木：夜間）
定
員：10名
受 講 料：4,400円
内
容：１級管工事施工管理技士（第一次検定）
の合格に向け、演習、解説による直前
対策講習を行います。

＜技術革新に対応したスキルアップ研修＞
■食品衛生学講座（基礎）

募集期間：7/28まで
開 催 日：8/18、8/19、8/20（昼間３日）
定
員：10名
受 講 料：1,100円
内
容：東海大学海洋学部 水産学科食品化学専
攻の教授を講師にお招きし、講義と演
習をとおして、食品衛生管理や食品化
学の知識を学びます。

■主軸移動型NC自動旋盤の加工技術習得コース
（スター精密株式会社との連携事業）

募集期間：8/4まで
開 催 日：8/30から9/2まで（昼間４日）
定
員：４名
受 講 料：1,100円
実施場所：スター精密株式会社菊川工場

（菊川市三沢字北ノ谷1500-34）
内
容：主 軸移動型NC自動旋盤のプログラミ
ングと加工技術を習得します。
■LED等建築照明（最新技術を深める講座）

募集期間：8/4まで
開 催 日：8/26、8/27（昼間２日）
定
員：８名
受 講 料：2,200円
内
容：LED照明の他、最新の省エネ照明器具
の技術知識や最適な照明設備の検討手
法など、照明のプロとして必要な知識
を講義と演習により習得します。
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若手社員は技術を学びたがっています。現場では
なかなかできない基本技能・技術の習得を、公共職
業訓練（若年者訓練コース）で行うことができます。
関連分野の資格取得も可能です。また、人材開発支
援助成金を利用できる場合があります。
■令和４年度募集訓練科
科 名
（定員）
機械技術科
（20人）
建築科
（10人）
設備技術科
（10人）

内

容

機械加工の基礎知識、汎用工作機
械・NC工作機械の操作・プログ
ラミング
建築大工の基礎知識、木工機械の
操作、建方作業、室内造作
給排水衛生設備、空調設備の設計・
施工等、CAD操作

■訓練期間：１年間（令和４年４月～）
■授業料等
入校検定料

入校料

授業料

2,200円

5,650円

118,800円

※所得に応じた授業料等の減免制度があります。
※上記授業料等の他に別途諸経費がかかります。
■試験日程等
回次

出願受付期間

第１期

７月12日（月）～
９月７日（火）

選考日
９月10日（金）

■試験科目：学科（数学）、面接
■会

場：浜松技術専門校（浜松テクノカレッジ）

※体験入校も可能です。
※選考には事業主推薦制度があります。
※詳細は本校HPをご覧ください。
【県立浜松技術専門校】
〒435-0056

静岡県浜松市東区小池町2444-1

TEL：053-462-5602
HP：http://www.hamamatsu-tech.ac.jp

静岡労働局からのお知らせ
静岡労働局からのお知らせ
静岡労働局からのお知らせ
静岡労働局からのお知らせ

オンライン（ZOOM）による個別相談会を開催します
オンライン（ZOOM）による個別相談会を開催します
オンライン（ZOOM）による個別相談会を開催します
オンライン（ZOOM）による個別相談会を開催します

「パートタイム・有期雇⽤労働法」が、令和３年４⽉１⽇から中⼩企業も含めて全⾯
「パートタイム・有期雇⽤労働法」が、令和３年４⽉１⽇から中⼩企業も含めて全⾯
適⽤され、正社員と短時間・有期雇⽤労働者の間の不合理な待遇差が禁⽌されています。
「パートタイム・有期雇⽤労働法」が、令和３年４⽉１⽇から中⼩企業も含めて全⾯
適⽤され、正社員と短時間・有期雇⽤労働者の間の不合理な待遇差が禁⽌されています。
「⼥性活躍推進法」が改正され、令和４年４⽉１⽇から⼀般事業主⾏動計画の策定・
適⽤され、正社員と短時間・有期雇⽤労働者の間の不合理な待遇差が禁⽌されています。
「⼥性活躍推進法」が改正され、令和４年４⽉１⽇から⼀般事業主⾏動計画の策定・
届出の対象が常時雇⽤労働者数101⼈以上の事業主に拡⼤されます。
「⼥性活躍推進法」が改正され、令和４年４⽉１⽇から⼀般事業主⾏動計画の策定・
届出の対象が常時雇⽤労働者数101⼈以上の事業主に拡⼤されます。
「労働契約法」の無期転換申込み権が規定されてから、８年が経過します。無期転換前
届出の対象が常時雇⽤労働者数101⼈以上の事業主に拡⼤されます。
「労働契約法」の無期転換申込み権が規定されてから、８年が経過します。無期転換前
後の制度を整備する必要があります。
「労働契約法」の無期転換申込み権が規定されてから、８年が経過します。無期転換前
後の制度を整備する必要があります。
企業の皆様にとって上記３つの法律に係る効率的な支援ができるよう、個別相談会を
後の制度を整備する必要があります。
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オンライン形式（ＺＯＯＭ）により開催いたします
実施期間︓令和3年6⽉10⽇〜令和３年９⽉30⽇まで
実施期間︓令和3年6⽉10⽇〜令和３年９⽉30⽇まで
参加希望の⽅はＦＡＸでお申し込みください。
実施期間︓令和3年6⽉10⽇〜令和３年９⽉30⽇まで
参加希望の⽅はＦＡＸでお申し込みください。
参加希望の⽅はＦＡＸでお申し込みください。
○開催⽇程・申込み⽅法及び締切等につきましては下記をご覧ください。
○開催⽇程・申込み⽅法及び締切等につきましては下記をご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/kintou/
○開催⽇程・申込み⽅法及び締切等につきましては下記をご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/kintou/
partyuukionlinesetsumikai_00007.html
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/kintou/
partyuukionlinesetsumikai_00007.html
partyuukionlinesetsumikai_00007.html

令和４年3⽉新規⾼等学校卒業者の募集採⽤活動⽇程について
令和４年3⽉新規⾼等学校卒業者の募集採⽤活動⽇程について
令和４年3⽉新規⾼等学校卒業者の募集採⽤活動⽇程について

雇⽤環境・均等室
雇⽤環境・均等室
054-252-5310
雇⽤環境・均等室
℡054
ｰ 252 ｰ 5310
雇⽤環境・均等室
054-252-5310
054-252-5310

パート・有期法
イメージキャラクター
パート・有期法
「ぱゆうちゃん」
パート・有期法
イメージキャラクター
イメージキャラクター
「ぱゆうちゃん」
「ぱゆうちゃん」

職業安定課

職業安定課
054-271-9950
職業安定課
℡054
ｰ 271 ｰ 9950
職業安定課

054-271-9950
令和４年3⽉新規⾼等学校卒業者の募集採⽤活動⽇程について
今年度の⾼卒求⼈申し込みにかかる概要説明の動画が Youtubeにアップロードされています。054-271-9950

今年度の⾼卒求⼈申し込みにかかる概要説明の動画が Youtubeにアップロードされています。
今年度の⾼卒求⼈申し込みにかかる概要説明の動画が Youtubeにアップロードされています。

安定所において求⼈受理の開始

令和3年6⽉1⽇

安定所において求⼈受理の開始
安定所から事業所に求⼈票を返戻
安定所において求⼈受理の開始
事業所から学校に求⼈票提出・学校訪問開始
安定所から事業所に求⼈票を返戻
求⼈票の公開
安定所から事業所に求⼈票を返戻
事業所から学校に求⼈票提出・学校訪問開始
事業所から学校に求⼈票提出・学校訪問開始
求⼈票の公開
⾼校が事業所へ応募書類を提出
求⼈票の公開

令和3年6⽉1⽇
令和3年6⽉1⽇
令和3年7⽉1⽇

⾼校が事業所へ応募書類を提出
企業による選考及び採⽤内定開始
⾼校が事業所へ応募書類を提出

企業による選考及び採⽤内定開始
企業による選考及び採⽤内定開始
⼀⼈３社までの応募・推薦可能

⼀⼈３社までの応募・推薦可能
就職開始
⼀⼈３社までの応募・推薦可能
就職開始
就職開始

令和3年7⽉1⽇
令和3年7⽉1⽇
9⽉5⽇以降
9⽉5⽇以降
9⽉16⽇以降
9⽉5⽇以降
9⽉16⽇以降

9⽉16⽇以降
11⽉1⽇以降
11⽉1⽇以降
卒業後
11⽉1⽇以降
卒業後
卒業後

〇詳細は下記URLをご確認ください。
〇詳細は下記URLをご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/news_topics/gakusotsu_setsumeikai.html
〇詳細は下記URLをご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/news_topics/gakusotsu_setsumeikai.html
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/news_topics/gakusotsu_setsumeikai.html
需給調整事業課
ワクチン接種に限り看護師の労働者派遣が全国で解禁（令和4年2⽉28⽇まで）
054-271-9980
需給調整事業課
需給調整事業課
需給調整事業課
ワクチン接種に限り看護師の労働者派遣が全国で解禁（令和4年2⽉28⽇まで）
054-271-9980
（令和4年2⽉28⽇まで）
ワクチン接種に限り看護師の労働者派遣が全国で解禁
（令和4年2⽉28⽇まで） ℡054
ワクチン接種に限り看護師の労働者派遣が全国で解禁
ｰ 271 ｰ 9980
054-271-9980
労働者派遣法施⾏規則の⼀部を改正する省令が令和３年４⽉２３⽇に公布・施⾏され、新型コロナの
労働者派遣法施⾏規則の⼀部を改正する省令が令和３年４⽉２３⽇に公布・施⾏され、新型コロナの
ワクチン接種に限り、派遣会社から医療現場への看護師・准看護師の派遣が全国で解禁されました。
労働者派遣法施⾏規則の⼀部を改正する省令が令和３年４⽉２３⽇に公布・施⾏され、新型コロナの
ワクチン接種に限り、派遣会社から医療現場への看護師・准看護師の派遣が全国で解禁されました。
今回の措置は、令和４年２⽉２８⽇までの期間限定で、看護師・准看護師をワクチン接種会場へ
ワクチン接種に限り、派遣会社から医療現場への看護師・准看護師の派遣が全国で解禁されました。
今回の措置は、令和４年２⽉２８⽇までの期間限定で、看護師・准看護師をワクチン接種会場へ
ワクチン接種業務に従事する場合に限り労働者派遣することを可能※とするもので、新型コロナウィルス
今回の措置は、令和４年２⽉２８⽇までの期間限定で、看護師・准看護師をワクチン接種会場へ
ワクチン接種業務に従事する場合に限り労働者派遣することを可能※とするもので、新型コロナウィルス
感染症に対応するための特例措置として、例外的に認められるものです。
ワクチン接種業務に従事する場合に限り労働者派遣することを可能※とするもので、新型コロナウィルス
感染症に対応するための特例措置として、例外的に認められるものです。
感染症に対応するための特例措置として、例外的に認められるものです。
※ワクチン接種業務の適切な実施を確保するための措置として、ワクチン接種会場へ看護師・准看護師を労働者
派遣するに当たっては、ワクチン接種の実施主体である市町村等において、ワクチン接種⽅法等についての事前
※ワクチン接種業務の適切な実施を確保するための措置として、ワクチン接種会場へ看護師・准看護師を労働者
※ワクチン接種業務の適切な実施を確保するための措置として、ワクチン接種会場へ看護師・准看護師を労働者
研修を実施することとされています。
派遣するに当たっては、ワクチン接種の実施主体である市町村等において、ワクチン接種⽅法等についての事前
派遣するに当たっては、ワクチン接種の実施主体である市町村等において、ワクチン接種⽅法等についての事前
研修を実施することとされています。
研修を実施することとされています。

詳細は「厚⽣労働省ホームページ」をご覧ください
詳細は「厚⽣労働省ホームページ」をご覧ください
詳細は「厚⽣労働省ホームページ」をご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/content/000774927.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000774927.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000774927.pdf
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読者プラザ
「自己紹介」
４月より、沼津信用金庫から出向にて中央会東部事務所に勤務しており
ます渡邊幸紀（ひでのり）です。
信用金庫では主に法人先回りを中心に、新規先や既存先のニーズ・問題
点に対するソリューション活動をしておりました。
趣味はスポーツ観戦で、特にサッカーＪリーグの清水エスパルスの応援

中央会
東部事務所

をしております。エスパルスが試合に勝てばその喜びを、負ければその悔
しさを試合翌日以降の仕事の活力に変えて日々頑張っております（出来れ

渡邊 幸紀

ばもう少し喜びを活力にしたいです）。最近はコロナもありスタジアムに
行く事が出来ていないので、現地応援が出来るよう一日も早いコロナの終
息を願っております。

中央会では信用金庫で経験してこなかった組合への支援活動をさせて頂き、新しい発見の毎日を
過ごしております。
出向期間二年という限られた期間ではありますが、地域の皆様に喜んで頂けるよう、常に目標を
持って行動し、精進していきたいと思います。

有名ですが、個人的には陶芸やガラス細工
等の工房、ギャラリーなどが多く立ち並ぶと
ころにも魅力を感じます。 昨年9月、家族
と伊東を訪れた際は、平皿の絵付けを体験
したりテディベア・ミュージアムを見て回り、
子どもと楽しい時間を過ごすことができまし
た。新婚旅行の地でもある伊東温泉。今年
はコロナの収束とともに、観光業界に賑わ
いが戻ることを切に願います。
（野沢）

今月号では恒例の「暑中見舞交換」を実
施しました。広告掲載にご協力いただきまし
た組合の皆様に改めて御礼申し上げます。
さて、本誌ビジネスレポートのコーナー
では伊東温泉旅館ホテル協同組合様の創立
50周年記念式典を紹介しました。伊東温泉
と言えば、豊かな海の幸はもちろん、国の
天然記念物「大室山」や雄大な溶岩岩石
海岸「城ケ崎海岸」、昭和初期の代表的建
造物「東海館」など、数多くの観光名所で

中小企業静岡7月号（通巻812号）
● 発行人 ／

静岡県中小企業団体中央会 〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1
TEL／054-254-1511 FAX／054-255-0673
東部事務所
〒410-0046 沼津市米山町6番5号
TEL／055-926-8220 FAX／055-926-8230
沼津商工会議所会館4階
西部事務所
〒430-0929 浜松市中区中央1丁目17-19 TEL／053-453-2195 FAX／053-453-2198
● 中央会ホームページ https://www.siz-sba.or.jp/ ● E-mailアドレス webmaster@siz-sba.or.jp
皆様のご意見をお待ちしております。（TEL、FAX等でもお受け致します。）

静岡事務所
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令和３年度 中央会通常総会
令和３年 誌上暑中見舞交換

��
��歳超雇用推進助成金のご案内
高年齢者の雇用の安定に資する措置を講じる事業主の方に、国の予算の範囲において、
高年齢者の雇用の安定に資する措置を講じる事業主の方に
以下の助成金を支給しています。

��歳超継続雇用促進
��
歳超継続雇用促進コース
就業規則等により��歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする��歳以上までの継続雇用制度
の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を規定し、当該就業規則の改定等について専門家等に委託し経費
を支出したことなど一定の要件に当てはまる事業主に、対象被保険者数、定年等を引上げる年数等に応じて、以下の額を支
給します。
66～ 69歳 へ の 定 年 引 上 げ

実施した制度
引き上げた年数

65歳への
定年引上げ

66～69歳の継続雇用への引上げ
70歳以上への
定年引上げ

5歳未満 5歳以上

定年の廃止

4歳未満

4歳

70歳以上
の継続雇用
への引上げ

66～69歳の
継続雇用への引上げ
措置内容

対象被保険者

10人未満

25万円

30万円

85万円 120万円 15万円

40万円

30万円

35万円 105万円 160万円 20万円

4歳

5万円

10万円

80万円
支給額（上限）

10人以上

4歳未満

70歳以上
の継続雇用
への引上げ

15万円

60万円 100万円

※

高年齢者雇用管理整備措置の種類
高年齢者に係る賃金・人事処遇制度の導入・改善

ロ

労働時間制度の導入・改善

ハ

在宅勤務制度の導入・改善

ニ

研修制度の導入・改善

ホ

専門職制度の導入・改善

ヘ 健康管理制度の導入
ト

支給対象経費

○

高年齢者の雇用管理制度の導入等（労働協約又は就業規則の作成・変更）に必要な
専門家等に対する委託費、コンサルタントとの相談に要した経費

○

上記の経費の他、左欄の措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウ
エア等の導入に要した経費（計画実施期間内の６か月分を上限とする賃借料または
リース料を含む）

その他の雇用管理制度の導入・改善

（注）その経費が��万円を超える場合は��万円。なお、企業単位で１回に限り、経費の額にかかわらず、当該措置の実施に
��万円の費用を要したものとみなします。

認定された無期雇用転換計画に基づき��歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主
に対して、対象労働者１人につき��万円（中小企業事業主以外は��万円）を支給します。
なお、生産性要件を満たす場合は対象労働者１人につき��万円（中小企業事業主以外は��万円）となります。

また、対象労働者は１支給年度（４月～翌年３月まで）１適用事業所あたり��人までとなります。

※

助成金の受給のためには、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和��年法律第��号）第８条及び第９
条第１項の規定と異なる定めをしていないことなど、一定の要件を満たす必要があります。
詳細な要件につきましては各助成金の「支給申請の手引き」をご確認くださいますようお願いします。

静岡支部 ☎054�280�3622

年間3,600円

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1
TEL.054（254）1511
定価300円
FAX.054（255）0673

高年齢者無期雇用転換コース
高年齢者無期雇用転換

静岡県中小企業団体中央会

イ

▲

発行人

なお、生産性要件を満たす事業主の場合は、支給対象経費の��％（中小企業事業主以外は��％）を乗じた額となります。

毎月１日発行

認定された雇用管理整備計画に基づき高年齢者雇用管理整備措置を実施した場合の、当該措置の実施に必要な専門家への
委託費等及び当該措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウエア等の導入に要した経費を支給対象経費（注）
とし、支給対象経費に��％（中小企業事業主以外は��％）を乗じた額を支給します。

令和３年７月１日発行（通巻812号）

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者評価制度等雇用管理改善

昭和43年10月１日第３種郵便物認可

令和３年３月��日までに支給申請を行い��歳未満の取組みによりに本コースを受給した事業主が、改正高齢法の施行
に伴い、��歳以上の措置を導入した場合は、上記助成額から既受給額を差し引いた額を助成します。
※ 複数の取組みを実施した場合であっても支給額はいずれか高い額のみとなります。

