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令和４年 誌上年賀交換

2022年北京冬季五輪 実施競技一覧

50年親しんだ組合会館をリニューアル！落成式を開催 ほか
通常総会の開催・事務手続きについて

平成の風景（22）「和食；日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録
日本の食文化は四季折々の豊かな自然環境の中で生まれ、育まれてきたものである。こうした古くからの「自然を尊ぶ」
という日本人の気質に基づいた「食」に関する「習わし」が、平成25年に「和食；日本人の伝統的な食文化」としてユネ
スコ無形文化遺産に登録された。農林水産省では、和食を「多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重」
、
「健康的な食生活を
支える栄養バランス」
、
「自然の美しさや季節の移ろいの表現」
、
「正月などの年中行事との密接な関わり」と特徴付けている。

静岡県中小企業団体中央会

新年の御挨拶
静岡県中小企業団体中央会
会

長

山内 致雄

新年明けましておめでとうございます。

携のあり方を考察し、組合の新たな役割を考える

新型コロナウイルス感染症が世界中で蔓延し、本

上での３つの視点のほか、組合が取り組むべき３

年で３年目を迎えることとなりましたが、皆様に

つの行動ポイント、そして組合を支援する中央会

於かれましては、この厳しい環境の中にありまし

の６つの重点事項について提言させていただいた

ても、飛躍の年となるよう活力に満ち溢れている

ところであります。
現在、次年度に向けて提言させていただきました

ことと拝察申し上げます。
長期化するコロナ禍の影響により中小企業・小

内容の具現化に向け準備を進めるとともに、組合組

規模事業者を取り巻く環境は大きく変化して参り

織によるデジタル化の促進や事業再構築への支援

ました。今、この環境の変化が常態化し、ニューノー

などに取り組んでおりますので、会員組合の皆様に

マルとして確立されたことにより、企業は大きな

は本会事業をさらにご活用いただければ幸甚です。

変革期を迎え、その対応を迫られております。

本年の干支は「壬寅」でありますが、「寅」とい

厳しい状況下ではありますが、このニューノー

う文字には、その成り立ちから「伸ばす、引っ張る」

マル時代の到来をビジネスチャンスと捉え、新た

という意味が含まれており、中国の漢書では「寅」

な事業の可能性を見出す企業は少なくありません。

は草木が伸び始める状態を表すとも解釈されてい

既存事業を見直し、新たな事業形態を再構築して

ます。十二支は元来植物が循環する様子を表して

いくことは、決して容易なことではありませんが、

おり、寅年は春が来て芽や根が成長する時期、草

企業間連携による協働の力をもって柔軟に対応す

木が伸び始める状態だとされています。

ることで、その挑戦を実現することが可能となり

我々中小企業がこの大きな時代の節目に於いて、

ます。この未曾有の災害を乗り切るため、今こそ

様々な課題を解決し逆境に打ち勝つためには、成

中小企業の連携体である中小企業組合の力を存分

長を表す「寅」の文字の如く、様々な可能性に今

に発揮する時であると考えます。

一度目を向け、時代に即した成長の実現に努めて

昨今ではカーボン・ニュートラルやサスティナブ

いく必要があります。組合組織の更なる進化こそ

ルな社会への対応など、社会の一員として取り組む

が厳しい状況にある中小企業・小規模事業者の前

べきとされる企業の社会的責任（CSR）やSDGsを

進に繋がるという基本的考えのもと、本会はその

はじめとした今日的課題も顕在化しており、近代の

成長を促す支援事業に全力で取り組んで参る所存

企業経営は社会的責任を果たす活動にも積極的に

でございます。

取り組んでいくことが求められております。加え

中央会役職員一同、会員組合並びに組合員企業の

てコロナ禍によるデジタル化の進展への対応など、

皆様が、この災禍を成長の糧として転禍為福を実現

企業単体では対応が困難な課題が多数存在してお

することで、大いなる飛躍の年を迎えられますよ

り、新たな視点から組合の役割を見つめ直す時期

う業務に邁進していくことをお誓い申し上げます。

にあると言えます。

結びに、日本経済を覆う先行きの不透明感が払

そ の よ う な 中、

拭され、光が差し込むことにより、皆様にとりま

本 会 で は 昨 年11月

して希望の芽が大きく育つ輝かしい１年となりま

に県大会を開催し、

すよう心よりご祈念申し上げまして、新年のご挨

ニューノーマル時

拶とさせて戴きます。
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● インターネットでもご覧いただけます

中央会静岡
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トップページ中央右の
「今月の中小企業静岡」をクリック！
https://www.siz-sba.biz/library_index.htm
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組合の動き

50年親しんだ組合会館をリニューアル！
落成式を開催

三島工業団地協同組合

三島工業団地協同組合（諏訪部敏之理事長）は、11月24日（水）に組織
運営の新たな拠点となる組合会館の落成式を執り行った。
昭和39年に設立した同組合は、その後３年間を掛けて工業団地を造成。
この時に建設された組合会館は、事務局機能を備えるとともに役員会や全
員協議会等を開催する“組合運営の拠点”として使用されてきた。50年以
上にわたり慣れ親しんできた会館であったが、老朽化を理由に約１年半前に
建て替えを検討。同年12月には理事及び組合青年部である青工会のメンバー
で構成する建設準備委員会を創設し、建物の間取り・仕様・外観や内装など
細部について協議を重ねた。７月21日には地鎮祭を行い建設工事の無事と完
工を祈願。その後、工事は順調に進み、晴れて落成式を迎えるに至った。
当日は、豊岡武士三島市長や三島信用金庫平井敏雄理事長、静岡県立工
科短期大学校柳下福蔵校長などの来賓並びに組合員ら総勢48人が参列し、
会館の完成を祝った。挨拶に立った諏訪部理事長は、「組合会館のリニュー
アルを契機に、組合活動をより活性化し、一致団結して地域のものづくり
を牽引する拠点となるよう一層努力していきたい」と話した。
同組合は、集団化事業で造成された工業団地としては県東部地域におい
て２番目に古い歴史を持つ。今日では機械金属工業に関連する事業者が所
属しており、異業種ならではの組合員のニーズを反映した各種研修会を開
催するなど、各社の経営の向上に努めている。新会館は12月１日に稼働と
なり、組合員の新たな拠り所として今後も親しまれていく。

クラフトビールを飲み比べ！
第１回静岡クラフトビアジャンボリーを開催

静岡クラフトビール協同組合

静岡クラフトビール協同組合（片岡哲也理事長）は、クラフトビールを
楽しむイベント「第１回静岡クラフトビアジャンボリー in沼津」を開催した。
同組合は、県内で初めての“クラフトビール協同組合”として、製造業
者ら６社により今年６月に設立された。今回は記念すべき第1回目のイベン
トとして、組合員が製造した商品のPRを目的に組合が主催。11月13日（土）、
沼津中央公園において組合員を含む県内のブルワリー（ビール醸造所）９
社が参加したほか、飲食店７店舗がフードブースを出店した。
午前11時から行われたイベントには約1,000人が来場。用意したビールや
フードブースのほとんどが売り切れるなど想定以上の反響があった。来場
者はビールを景品としたじゃんけん大会に参加するとともに、多彩な種類
のビールを飲み比べ、その個性的な味わいを楽しんだ。
クラフトビールは、大手ビール会社の量産品との対比で用いられる言葉
で、小規模の醸造所において作り手がこだわりをもって製造することから
「職人のビール」などと表現される。各ブルワリーが作る商品はまさに千差
万別で、ひと味違った風味や味わいを生む。こうしたクラフトビールの魅
力を発信すべく、同組合では12月に東京国際フォーラムで行われた展示会
に出展したほか、各社の製品を販売するECサイトの制作などを進めている。
片岡理事長はイベントを終えて「県内産クラフトビールの認知度を上げ
たいと企画した。将来的には県外のブルワリーを誘致するイベントとして
いきたい」と話した。
2

中小企業静岡 2022.1

▲三島工業団地（協）諏訪部敏之理事長

組合活性化情報

創立70周年に向けて
新事務所での活動をスタート

中駿商工業協同組合

中駿商工業協同組合（浅井信昭理事長）は、12月６日（月）に組合事務所
を移転し、新天地での活動をスタートさせた。
同組合は、昭和44年に建設した本社ビル（旧清水市本郷町）において52
年間にわたり営業を行ってきたが、半世紀が経過して建物の老朽化が進んで
きたことから新築及び移転を検討していた。そうした中、地理的要件等を満
たす最適な物件が見つかり令和３年２月に購入。建物の内装・外装などのリ
ニューアルを経て、このたび新たな拠点での営業を開始した。新事務所（静
岡市清水区鶴舞町）は、旧銀行の営業店であったことから広さは十分。国道
１号線沿いに立地し、駐車場６台分を備えておりアクセスも良好。
昭和27年に地域の商工業者64社によって設立された同組合は、来年度に70
周年の節目の年を迎える。現在は約270の組合員が所属し、事務局には役職
員８人（内、
中小企業組合士８人）を擁す。組合員と一緒に考えるリレーショ
ンシップ経営を旨として、創立時から実施する信用事業（短期・長期の証書
貸付、手形貸付、手形割引等の事業資金の融資）を中心に共済事業や教育情
報事業等を行っている。
同組合は、銀行や信用金庫では対応し難い融資案件にも親身に応対してお
り、地元中小企業の金融円滑化を担う重要な役割を果たしている。現在はコ
ロナ禍にあって厳しい経済環境にあるが、浅井理事長は「組合員をはじめ地
元中小企業に必要とされる組合としての使命を達成していくべく、引き続き
役職員一丸となって業務に精励していきたい」と話す。

MUD（メディア・ユニバーサルデザイン）
デザインコンテストを開催
静岡県印刷工業組合（松下誠二理事長）は、第15回静岡県MUDデザイン
コンテストを開催した。
同コンテストは、男女差や年齢差、障がいの有無など、人々が持つ様々
な特性や違いに配慮して、誰もが見やすく、誰にでも伝わりやすいデザイ
ンを提供しようという「メディア・ユニバーサルデザイン（MUD）活動」
に基づき行われるもの。そうした趣旨に沿った印刷媒体（カレンダーやパッ
ケージ、ポスター、ラベル、カードゲームなどの印刷物）を募集し、その
デザイン性を競う。
11月19日（金）に静岡市産学交流センターにて表彰式が行われ、応募作
品数全92点の中から、学生部門より最優秀賞１点、優秀賞３点、特別賞５
点に加えて、一般部門より優秀賞1点の計10人が各賞を受賞した。
最優秀賞に選ばれたのは、専門学校浜松デザインカレッジの岩崎宥真さ
ん。作品名は「UNO WHITE」で、白い紙に数字と４種類のマークの形の
切り込みを入れることで、凹凸により指先でカードを判断することができ
る。目隠しで行う独自のルールを考案し、触覚だけで誰でもUNOを楽しむ
ことができる。
表彰後の講評では、「コンセプトを『誰もが平等に楽しめる、目をつぶっ
てでも楽しめる新感覚UNO』とし、シンプルな美しいデザインは完成度も
高い。角には丸みをつけ、触った際手にやさしい配慮がなされている。コ
ンセプト、作品の仕上がり共に秀逸な作品である」と評された。
これらの作品は、全国団体の主催する第15回MUDコンペティションに応
募される。受賞者は更なる改良に向け自身の作品の講評を受け止めた。
前回の全国大会（第14回MUDコンペティション）は一般部門、学生部門
ともに最高賞である経済産業大臣賞を静岡県が獲得した。本年も活躍が期
待される。

静岡県印刷工業組合

▲最優秀賞を受賞した「UNO WHITE」

▲受賞者の方々

▲岩崎宥真さん受賞の様子
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Topics
3月が近くなると決算や通常総会の開催を意識する組合が増えてきます。今回のトピックスでは、「中小企
業等協同組合法」等に規定される通常総会の開催手順や事業年度終了後及び総会終了後に組合が行わなけれ
ばならない事務手続き等について、全体のフロー図をご紹介いたします。

通常総会開催・事務手続きフロー図(簡易版)

フロー図(簡易版)

事業年度終了

カ月以内」に延長可能）

3

①事業報告書 ②財産目録 ③貸借対照表
④損益計算書 ⑤剰余金処分案（損失処理案）

決算関係書類の作成

決算関係書類を監事に提出

4

理事会開催の7日前までに招集通知を発出(※)

理事会開催

週間以内に

カ月以内に（定款で「

2

監査報告書の作成

・決算関係書類の承認
・通常総会の開催、提出議案の決定 他

総会開催の2週間前までに

決算関係書類の備え置き
（主たる組合事務所）
総会開催の10日前までに到達するように(※)
変更のある場合（法務局）

総会招集通知の発出

出資口数・金額の変更登記

・決算関係書類、監査報告書を添付

通常総会開催
（決算関係書類の承認、事業計画・収支予算の決定、役員改選 他）
【役員改選のある場合】理事会開催

（代表理事の選定 他）
理事会開催の場合

総会議事録の作成
変更のある場合
（所管行政庁）

理事会議事録の作成

総会後
2週間以内に（所管行政庁）

定款変更認可申請

決算関係書類の提出

・

役員変更届

理事会後
2週間以内に（法務局）

代表理事の変更登記
※留任でも登記が必要

変更のある場合、認可後2週間以内に（法務局）

変更登記

事業年度終了後2カ月以内に（税務署）

税務申告

※理事会及び総会開催の招集通知日につきましては、定款の規程を遵守してください。
※このフロー図は全体の流れを掴むためのものであって、法令に定める開催要件をすべて記したもの
ではありません。
※理事会及び通常総会の開催手順や事務手続きに関するお問い合わせは中央会まで。
4

中小企業静岡 2022.1

新しい年を迎え 事故防止の必須アイテム

「運転記録証明書」
を試してみませんか？

一通670円です。
人身交通事故防止効果

交通違反抑止効果

11年継続活用で、人身事故は２０％、交通違反は４０％減少
優遇店で割引が受けられます

◆

活用の効果は

○ ２０件以上の申請で事業所全体の違反・事故状況
が把握できる「分析表」をお渡ししています。
状況に応じた有効な安全対策が実施できます。
○ SDカードは従業員の交通安全意識醸成への動機

運転記録証明書を申請された
方で、１年以上無事故・無違
反の方には、安全運転の証と

付けとなり、高いモラルを持つドライバーを育てます。
ＳＤカード（無事故・無違反年数により全５種）

してＳＤカードをお渡しして
います。

自動車安全運転センター静岡県事務所
静岡市葵区与一６丁目１６番１号（静岡県警察中部運転免許センター内）

ＴＥＬ０５４－２５２－３１９１

https://www.jsdc.or.jp/

h ps://www.jsdc.or.jp
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景況 ウォッチ

組合活性化情報

内閣府が12月8日に公表した2021年11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、11
月の景況を示す現状判断ＤＩ
（季節調整値）
は、前月比0.8ポイント上昇の56.3
（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4.1ポイント低下
の53.4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は残るも
のの、持ち直している。先行きについては、
コスト上昇等への懸念のほか、内外の感染症の横行に関する不確
実性がみられるものの、持ち直しが続くとみている。」
とまとめている。

概

況

○ 2021年11月のDI値は、前月との比較において「収益状況」を含む５指標が悪化。
「売上高」
「設備操業度」「雇用人員」
「業界の景況」の４
指標が改善する結果となった。
資材や燃料の価格高騰によって利益率が低下しており、各業界は販売価格への転嫁を検討している。しかし、価格上昇が消費の足止めと
なることを懸念し、実施できない様子が各業界から伺えた。
○「製造業」では、
前月との比較において、
「在庫数量」
「販売価格」
「取引条件」
「資金繰り」の４指標が悪化、
それ以外の指標は改善の結果となった。
輸送用機械器具からは、「部品不足の影響で減産及び生産計画の変更が続いており、組合員各社収益悪化につながっている」とのコメン
トが寄せられた。
○「非製造業」では、前月との比較において、
「収益状況」を含む３指標が悪化、
「業界の景況」
「売上高」を含む５指標は改善の結果となった。
道路貨物運送業からは、
「荷物情報が増加してきた。しかし、燃料高騰が経営を圧迫している。そのため、長距離輸送を避ける傾向にある。
燃料高騰に続き、ディーゼルエンジン車の排気の浄化に必要な尿素水の値上げも行われ、運送業者にとって非常に厳しい状況が続いてい
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

5.0

−4.6

8.4

−11.6

−31.7

−25.0

0.0

−13.4

−23.4

2021.10

−8.6

−21.5

10.4

−6.9

−29.4

−15.5

−10.0

−17.3

−34.5

2021.10→2021.11

13.6↑

16.9↓

−2.0↓

−4.7↓

−2.3↓

−9.5↓

10.0↑

3.9↑

11.1↑

2021.11

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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H26.11

H27.11

H28.11

H29.11

H30.11

R1.11

R2.11

R3.11

（2021年11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
パン
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

輸送用機械器具

・石油関連資材の高騰、環境変化（温暖化、海底火山、赤潮等と思われる）による水産物漁獲量の減少から、年末年始
の商材が大きく値上がりしており、
消費減退の恐れがある。
・コロナ禍で新しい生活様式が浸透し「おうち時間」が重要になる中、家で過ごすクリスマスが中心となることが
予想され、クリスマスケーキの販売増を期待している。プレミアム感の高いケーキが人気で、イブが金曜日、クリ
スマスが土曜日と日柄が良く家族で楽しむ時間が増えそうである。
・受注低迷、原材料価格の上昇、生産コストの上昇など、コロナの影響などによる市場の低迷が続いている。コスト
の上昇を製品価格に転嫁することは難しく、
収益は減少しており、
一段と厳しい状況である。
・前月より売上は改善されず。多品種少ロットの受注生産をしている状況である。
・緊急事態宣言が解除されたものの、商品の動きは相変わらず厳しく又、資材等の値上がりで収益状況は悪化して
いる。
・依然、国産材需要は旺盛で製材業は高操業が継続中である。
・コロナの流行による緊急事態宣言は解除されたものの、印刷需要が低迷している。前年比では前年も売り上げ低
調につき変化なし。資材値上げ、工事費高騰、産廃回収費値上げ等のコスト上昇を価格に転嫁ができず収益圧迫
している。
・売上は改善しているが、収益はまだ厳しい状況が続いている。
・対昨年度比では、受注量・収益状況等は向上しているが、半導体不足による自動車業界の操業短縮の影響で、厳し
い状況が続いている。
・物不足や原材料・燃料の高騰等があり、
厳しい状況である。
・半導体関連は好況続くが、他の分野はやや動きが鈍っている。特に、部品調達懸念から短納期の受注は断らざる
を得ない状況にある。
・自動車メーカー各社は生産計画を増産に上方修正しているが、下請け中小企業は依然として部品の調達が計画
通りいかない状況が続いており齟齬が生じている。
・引き続き、コロナ禍における部品調達不足の影響で減産及び生産計画の変更が続いており、各社の収益悪化につ
ながっている。また、変動人員の確保が難しい。
・コロナウイルス感染者数が一時的に落ち着き、自動車など製造業の活動が活発になっている。再感染拡大の懸念
及び海外感染拡大の影響はあるが国内の安静化により、
少しづつ良くなりつつある。
・受注量が減少、回復する見込みも無いと判断し11月末で廃業した事業所もある。

■非製造業
・11月の出荷は前年同期比10％以上の大幅な減少、２か月連続前年実績を下回った。セメント３メーカーから袋セ
メントの値上げ要請があり、１袋当り50円～ 60円。取扱量が減少している現状で値上受入は更なる減少を招く恐
れがあるため、価格改定の要請を拒否する方針である。
・燃料の高騰と漁獲量の減少から、魚価の高騰が著しい。しかし、価格に転嫁することはできず、売上は伸びても利
鮮魚小売業
益が上がらない。特に卸業は苦しい状況が続いている。
・コロナが落ち着き、来街者も昨年度よりは増加しているが、飲食店の夜の売り上げは、まだ戻っていない。空き店
舗への出店も、テイクアウトを中心とした飲食店となっている。
各種商品小売業
・ハロウィンの大きなセールを昨年と同様に行ったが、曜日のずれにより11月の数字は振るわなかった。少しずつ
ではあるが、消費者が動き出してきたように感じる。
・昨年11月はGo Toキャンペーンを実施していたため稼働率がよかったが、
本年11月は静岡県民割キャンペーンが
宿泊業
再開され来遊客は若干増加したものの、東京を中心とした首都圏からの来遊客はGo Toキャンペーンの再開を
待っている感があり、平常時には戻っていない状況が続いている。
・鋼材価格上昇に歯止めがかからない。
いつになっても収益の改善ができない。
・民間工事はコロナ感染者の減少に伴いリフォーム工事が増加しているが、住宅設備機器・給湯器の納期遅れによ
総合工事業
り着工出来ない現場も発生している。官庁工事も発注件数が増えているので、採算が良くない工事は不調であ
る。材料価格の上昇により収益は悪化傾向にある。
職別工事業
・鋼材価格の高騰により、施工費の値下げ圧力は各所で見られるが、
何とか現状は維持できている。
・11月は中旬以降、荷物情報が増加してきた。しかし、燃料高騰が経営を圧迫している状況が続いている。そのた
め、長距離輸送を避ける傾向が強まっている。燃料高騰に続き、尿素水
（アドブルー）の値上げも行われ、運送業者
道路貨物運送業
にとっては非常に厳しい状況が続いている。
・燃料費の高止まりが続いており収益に影響。
月の稼働日数は前年並みでも設備の稼働率は前年以下である。
・昨年10月との比較で輸送人員はマイナス９％、運送収入はマイナス７％となり、厳しい経営が続いている。これ
から例年一番の稼ぎ時である年末に期待するところであるが、燃料の高騰や最低賃金値上げなどの不安材料が
道路旅客運送業
残っている。
・燃料の高騰による収益悪化について運送業界は大変な打撃を受けている。尿素水も来年から値上げが決まり、原
材料の仕入れ価格高騰が深刻である。

セメント卸売業

中小企業静岡 2022.1
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令和4年

誌上年賀交換

2022年北京冬季五輪
実施競技一覧
２月４日から20日までの17日間において中国の首都である北京市で冬季オリンピックが開催され
ます。2008年に夏季オリンピックを開催している北京は、夏・冬の両オリンピックを開催する世界
初の都市となります。
日本は、前回の2018年平昌オリンピックで史上最多となる計13個（金４、銀５、銅４）のメダル
を獲得していますが、今回はそれをさらに上回るメダル数を獲得することが予想されています。メダ
ルラッシュに沸いた2020年東京オリンピックからわずか半年後の開催ということもあって、ますま
す日本選手団の活躍に期待が高まります。
今回の特集では、冬季五輪をより一層楽しむことができるよう実施される全15競技（史上最多の
109種目）について紹介していきます。
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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

桑㟢

雅人

ファインネット協同組合
〒419-0201 富士市厚原1896-181

☎0545-72-2360 FAX0545-73-0331
http://www.fainnet.com

代表理事

林

康恵

〒410-0842 沼津市蛇松町32-3
理事長

長澤

健司

富士の国特産品振興事業協同組合
〒410-0848 沼津市千本西町26番地の2-101
☎055-962-2556

代表理事

FAX055-962-2573

青木

善明

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
中小企業静岡 2022.1
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フィギュアスケート
フィギュアスケートは、スケートリンクの上で音楽に乗せてステップ、スピン、ジャンプなどの技を組み
合わせて滑走する競技で、技の難易度・完成度等の技術力や表現力などの芸術性が競われる。男子・女子シ
ングル、ペア、アイスダンス、団体戦の５種目が行われる。

スピードスケート
スピードスケートは、１周400mのリンクを周回しゴールタイムを競う競技。男子500m・1000m・1500m・
5000m・10000m、女子500m・1000m・1500m・3000m・5000mの個人種目のほか、トリノオリンピック（2006
年）から国別対抗団体種目として「団体追い抜き（チームパシュート）」が採用された。全14種目。
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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

静岡県桜海老加工組合連合会
〒421-3111 静岡市清水区由比今宿1072の3
☎054-375-5015

会

長

笹間

FAX054-375-3331

伴行

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

清水港共同倉庫事業協同組合
〒424-0206 静岡市清水区興津清見寺町1375-36
☎054-369-2351

理事長

山田

FAX054-369-2352

英夫

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

〒424-0061 静岡市清水区大内256-1
代表理事

角皆

一

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

清水鉄工機械工業協同組合

〒424-0839 静岡市清水区入江岡町15番26号
☎054-353-6341
http://simic.jp/

理事長

三浦

FAX054-352-2741

敏秀

清水電気工事協同組合

中駿商工業協同組合

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

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

〒424-0842 静岡市清水区春日2丁目5番12号
理事長

海野

久生

日新協同組合
〒424-0927 静岡市清水区新緑町4番24号
☎054-336-1755

代表理事

今泉

FAX054-336-1757

秀樹

〒424-0047 静岡市清水区鶴舞町4番38号
理事長

浅井

信昭

協同組合ロームシステム

〒424-0044 静岡市清水区江尻台町21-21

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

理事長

海野

晋矢
中小企業静岡 2022.1
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カーリング
カーリングは、ストーンと呼ばれる円盤状の石を氷の上に滑らせるように投げ、約40メートル先のハウス
と呼ばれる円の中心に近づけて得点を争う競技。進路をほうき（ブルーム）で掃き、スピードや方向を調節
する。４人一組の２チームで対戦する。男子・女子・ミックス（混合）の３種目が行われる。

スキージャンプ
スキージャンプは、ジャンプ台での助走・踏切を利用して飛び出し、飛行距離の長さと飛形・着地の美し
さを競う競技。男子・女子共に個人戦と団体戦が行われ、さらに男子ではジャンプ台のサイズがより大きい
ラージヒルがある。今大会では、新たに設けられた混合団体を含む全５種目が行われる。
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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

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

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

〒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

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

〒420-0822 静岡市葵区宮前町24番地の2
理事長

内田

泰正

静岡県環境整備事業協同組合

静岡県機械金属工業協同組合連合会

〒420-0044 静岡市葵区西門町3番8号 ダイセイヨウビル402号室

〒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

☎054-251-8776

FAX054-251-8801

☎054-254-1511

泰行

会

理事長

飯塚

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

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

静岡県自動車車体整備協同組合

静岡県自動車整備商工組合

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

☎054-263-1161 FAX054-263-1839
http://www.sjss.or.jp

〒422-8001 静岡市駿河区中吉田10-36
理事長

土屋

忠士

〒422-8004 静岡市駿河区国吉田2丁目4番47号
理事長

河田

憲一郎
中小企業静岡 2022.1
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フリースタイルスキー
フリースタイルスキーは、スピードやエア（ジャンプ）等の演技、技の難易度や完成度などを競う競技。
コブ斜面を滑りながら途中でエアを行いスピードとターン・エア技術を競う「モーグル」やエア技術のみを
競う「エアリアル」、コースを滑走して速さを競う「スキークロス」など多彩な種目がある。全13種目。

※イラストはモーグル

スノーボード
スノーボードは、長野オリンピックで初めて採用された競技。障害が設けられたコースを数人で同時に滑
走して順位を競う「スノーボードクロス」や半円筒状の専用コースの斜面を利用してジャンプ・回転などの
技を競う「ハーフパイプ」、ジャンプ台から高くジャンプして空中での演技を競う「ビッグエア」など全11
種目が行われる。

※イラストはスノーボードクロス
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静岡県砂利工業組合

静岡県商工協同組合

〒420-0037 静岡市葵区人宿町2丁目1番地の3

〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1

☎054-254-6495㈹

☎054-254-1511

理事長

大塚

FAX054-254-6496

忠

理事長

一色

康有

静岡県石油業協同組合

静岡県ソフトウェア事業協同組合

☎054-282-4337 FAX054-286-6598
http://www.shizuseki.com

☎054-205-3953

〒422-8052 静岡市駿河区緑が丘町1番3号
理事長

鈴木

裕司

事務局：〒420-0004 静岡市葵区末広町110 和光ビル3F
FAX054-205-3954

https://ssanet.jp/
代表理事

松浦

秀三

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

静岡県プロパンガス商工組合

〒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）
☎054-255-2451

理事長

渡邊

FAX054-255-2474

芳隆

〒422-8006 静岡市駿河区曲金6の2の45
代表理事

野村

玲三

静岡県遊技業協同組合

〒422-8043 静岡市駿河区中田本町17-22
☎054-289-0033㈹

理事長

FAX054-289-0130

冨田 直樹
役員一同

静岡県流通事業協同組合

静岡県流通システム協同組合

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

☎054-254-1511

〒422-8067 静岡市駿河区南町1番1号
理事長

松井

治夫

〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1
（静岡県中小企業団体中央会内）
代表理事

水野

FAX054-255-0673

一保
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クロスカントリースキー
クロスカントリースキーは、起伏のある雪原
をスキーで走行し、順位を競う競技。スキー本
来の用途である雪上での生活移動手段から自然
発生的に競技となったもので、すべてのスキー
競技の原点と言える。「フリースタイル」と「ク
ラシック」の2種類の走行技術で種目が分かれ
ており、全12種目が行われる。

アルペンスキー
アルペンスキーは、コースに並ぶ旗門を正確
に通過しながら斜面を滑り降り、タイムを競う
競技。急カーブや高さのあるジャンプを含む曲
がりくねったコースを進みながら、時速152km
にも達するスピードで競い合う。ダウンヒル（滑
降）、ジャイアントスラローム（大回転）、アル
ペンコンバインド（アルペン複合）など、全11
種目が行われる。

ノルディック複合
クロスカントリースキーとスキージャンプを
組み合わせた競技。クロスカントリーのタイム
とジャンプのポイントで競われる。持久力と瞬
発力が必要で総合的な運動能力が求められる。
全3種目。
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商店街振興組合静岡呉服町名店街

静岡市水産物商業協同組合

☎054-255-8039 FAX054-252-5538
http://www.gofukucho.or.jp/
E-mail:webmaster@gofukucho.or.jp

☎054-263-3451㈹

〒420-0031 静岡市葵区呉服町2丁目2番地 呉服町ビル3F

理事長

中村

陽史

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

静岡電気工業協同組合

〒422-8056 静岡市駿河区津島町12番27号
☎054-288-1234 FAX054-202-8350
https://denki-shizuoka.com/

理事長

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

静岡家具工業団地協同組合
〒426-0009 藤枝市八幡508番地の2

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

代表理事

松永

祐司

〒420-0922

清水支所

〒424-0037

静岡市葵区流通センター1番1号
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

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

FAX054-221-5033

義修

ペット専門斎場（葬儀・火葬・納骨・供養・祭祀・墓地）

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

代表理事

小林

明美

協同組合焼津水産加工センター
〒425-0065 焼津市惣右衛門1280番地の2
☎054-624-2111 FAX054-623-3834
http://www.yaizufpc.or.jp

代表理事

小林

正典

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
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ショートトラック
一周111.21mのリンクを数周回り、その順位
を競うスケート競技。タイムを競うスピードス
ケートに対して、ショートトラックは複数の選
手が同時に滑走し、上位2名（チーム）が次の
ラウンドに進むことができる。タイムよりもス
タート位置や走行中のポジションなど“駆け引
き”が重要になる。今大会では男子４種目、女
子４種目に新たな種目として混合１種目の計９
種目が行われる。

アイスホッケー
アイスホッケーは、陸上で行われるホッケー
の形式を氷上に持ち込んだ団体スポーツ競技。
スティックを用いて、硬質ゴムでできた扁平な
円柱状のパックを打ち合い、相手方のゴールに
入れることでその得点を競う。その激しさから
“氷上の格闘技”とも呼ばれる。男子・女子の
計２種目が行われる。

バイアスロン
バイアスロンは、クロスカントリースキーと
ライフル射撃の複合競技。スキーの所要時間と
射撃の的中数を総合した得点を競う。スキーで
走り込んでから射撃を行うため、心拍、呼吸と
もに乱れた中での精密射撃が求められる。全11
種目。
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静岡県志太榛原生コンクリート協同組合

藤枝工業団地協同組合

☎054-636-0250 FAX054-636-0496
http://shidahaibara-namakon.jp

☎054-641-0881 FAX054-641-1884
http://www.fujieda-danchi.jp/

〒426-0044 藤枝市大東町字南1042番地の5
理事長

渡仲

康之助

〒426-0002 藤枝市横内800番地の2
代表理事

池谷

侑治

大井川上流骨材開発協同組合

協同組合島田計器部品センター

〒427-0047 島田市中溝町1651-19

〒427-0024 島田市横井1-5356-7

☎0547-37-6268

☎0547-35-4011

理事長

横田川

FAX0547-37-7907

好明

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

理事長

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

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/

代表理事

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

〒438-0004 磐田市匂坂中1600-1
理事長

寺田

尊晃

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
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ボブスレー
ボブスレーは、流線型のそりを使って氷の
コースを高速で駆け抜けてタイムを競う競技。
最高速度は130km/hから140km/hに達し、「氷
上の F1 」と呼ばれる。そりには、前方にハン
ドル、後方に停止用のブレーキを備えており、
前方でハンドルを操縦するパイロットと後方で
ブレーキの操作をするブレーカーが息を合わせ
ることがとても重要となる団体競技。２人乗り・
４人乗りなど全４種目が行われる。

リュージュ
リュージュは、小さなそりに仰向けに寝て
コースを高速で滑り降り、タイムを競う競技。
そりにはハンドルもブレーキもなく、体重を移
動させながら巧みに操縦し、コーナー部分では
スピードと推進力が低下しないように角度をつ
けながら滑り抜ける。空気抵抗をなくすため
頭を上げずに走行するため、選手にはほとんど
コースが見えていない。男子・女子１人乗り、
２人乗り、リレーなどの全４種目が行われる。

スケルトン
スケルトンは、頭を進行方向に向けてうつ伏
せの姿勢でそりに乗り、氷のコースを高速で滑
る競技。スケルトンで使われるソリはほぼ骨格
だけの小さくシンプルな作りで、男子が43kgま
で、女子が35kgまでの制約がある。個人競技で
男子・女子の全２種目が行われる。
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あけましておめでとうございます

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

山本

理事長

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

〒432-8006 浜松市西区大久保町1347-5
理事長

山内

致雄

浜松総合コンサルタント事業協同組合

浜松鉄工機械工業協同組合

☎053-452-3476

☎053-463-2101 FAX053-465-6546
http://www.siz-sba.or.jp/htk/

〒430-0946 浜松市中区元城町113番地の15
FAX053-455-0384

http://www.tthk.jp/

内山

理事長

隆司（税理士、社労士、行政書士）

〒430-0901 浜松市中区曳馬二丁目14-17
理事長

勝山

宗一

浜松鉄工団地協同組合

浜松ベジタブル加工協同組合

〒430-0841 浜松市南区寺脇町706

〒435-0026 浜松市南区金折町1764番地の1

☎053-441-2956

FAX053-441-2957

☎053-426-5030

裕三

代表理事

山本

理事長

池田

FAX053-426-4812

規

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

「誌上年賀交換」に
お申し込みいただきまして
誠にありがとうございます。
本年もよろしく
お願い申し上げます。
中小企業静岡 2022.1
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Network
海外合同面接会参加企業を募集！
静岡県は、モンゴルで海外合同面接会を開催します。
採用の対象は、日本語で日常会話が可能かつ、現地の大
学や大学院を卒業予定（既卒含む）の高度人材（技術・
人文知識・国際業務）です。採用～来日に係るサポート
も実施しておりますので、外国人材の採用に御関心をお
持ちの企業様は、この機会に是非御参加ください。
■モンゴル面接会
日時：３月12日（土）・13日（日）
会場：未定（決まり次第御連絡いたします）
【ポイント】
・在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、エンジニ
ア、プログラマー、設計、施工管理、経理、営業、翻訳、
通訳等に従事可能
・求人票（職種、専門性、日本語能力等）に合った方を事
前に書類選考
・当日は、１社あたり10人程度と面接可能
・お申し込みは下記担当まで御連絡ください。
【静岡県経済産業部労働雇用政策課】
〒420-8601 静岡県静岡市追手町9-6
TEL：054-221-2811
E-mail：roudou-koyou@pref.shizuoka.lg.jp

公共職業訓練で若手社員を育成！
若手社員の教育で困っていませんか？公共職業訓練（若
年者訓練コース）で基本技能・技術の習得、関連分野の
資格取得ができます。また、人材開発支援助成金を利用
できる場合があります。
■募集定員及びスケジュール等
【令和４年度募集訓練科】
科

名（定員）

内

容

機械技術科
（20人）

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

建築科
（10人）

建築大工の基礎知識、木工機械の操作、
建方作業、室内造作

設備技術科
（10人）

給排水衛生設備、空調設備の設計・施
工等、CAD操作

【第３期出願受付期間】
令和３年12月６日（月）～令和４年２月２日（水）
【第３期入校選考日】
令和４年２月７日（月）
【その他】
・訓練期間：１年間（令和４年４月～）
・体験入校：第３回（令和４年１月14日（金））
第４回（令和４年２月20日（日））
・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。
【静岡県立浜松技術専門校】
HP：http//www.hamamatsu-tech.ac.jp
〒435-0056 静岡県浜松市東区小池町2444-1
TEL：053-462-5602
22
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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２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.ac.jp/support/society/
＜技術革新に対応したスキルアップ研修＞
■産業用ロボット操作習熟コース（応用編）
募集期間：1/26まで
開 催 日：2/17、2/18（昼間2日）
定
員：10名
受 講 料：3,300円
実施場所：㈱ヤナギハラメカックス（吉田町）
内
容：ロボットと周辺機器（カメラによる画
像認識）を含むシステムとしての操作
とプログラミング自動運転操作につい
て、実習主体の講義により知識技能を
習得します。
■HACCPによる工程管理（基礎）
募集期間：2/9まで
開 催 日：3/2、3/3、3/4（昼間3日）
定
員：10名
受 講 料：3,300円
内
容：改正食品衛生法により制度化され完全
義務化された食品の製造・加工工程に
おける微生物汚染等を防ぐための衛生
管理手法である「HACCP」について
学びます。

静岡県立工科短期大学校
令和4年度入学生募集
試験区分は「一般入学試験」です。応募要件、出願
期間等の詳細はHPで御確認ください。
■第４回試験
受付期間：令和４年１月19日（水）から２月２日（水）
試 験 日：令和４年２月13日（日）
試験科目：数学Ⅰ・面接
検 定 料：18,000円
会
場：静岡県立工科短期大学校静岡キャンパス
合格発表：令和４年２月18日（金）
※第３回試験で募集定員に達した科については、
第４回試験は実施しません。
【お問い合わせ】
静岡県立工科短期大学校静岡キャンパス 教務課
TEL：054-345-2033
ＨＰ：https://scot.ac.jp
E-mail：koutan_kyoumu@pref.shizuoka.lg.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
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静岡労働局からのお知らせ
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静岡労働局⻑は、静岡地⽅最
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特定最低賃⾦に関し、静岡県特
低賃⾦審議会から答申を受けた
特定最低賃⾦に関し、静岡県特
定最低賃⾦改正答申⼀覧表のと
特定最低賃⾦に関し、静岡県特
定最低賃⾦改正答申⼀覧表のと
おり改正決定しました。
定最低賃⾦改正答申⼀覧表のと
おり改正決定しました。
令和3年12⽉20⽇以後、静岡
おり改正決定しました。
令和3年12⽉20⽇以後、静岡
県内で右の表に記載されている
令和3年12⽉20⽇以後、静岡
県内で右の表に記載されている
事業を営む使⽤者は、引き続き、
県内で右の表に記載されている
事業を営む使⽤者は、引き続き、
⼜は、改正された特定最低賃⾦
事業を営む使⽤者は、引き続き、
⼜は、改正された特定最低賃⾦
額以上の賃⾦を⽀払わなくては
⼜は、改正された特定最低賃⾦
額以上の賃⾦を⽀払わなくては
なりません。
額以上の賃⾦を⽀払わなくては
なりません。
※「特定最低賃⾦」とは、静岡
なりません。
※「特定最低賃⾦」とは、静岡
県最低賃⾦（時間額９１３円）
※「特定最低賃⾦」とは、静岡
県最低賃⾦（時間額９１３円）
より⾦額⽔準の⾼い最低賃⾦を
県最低賃⾦（時間額９１３円）
より⾦額⽔準の⾼い最低賃⾦を
定めることが必要と認めた産業
より⾦額⽔準の⾼い最低賃⾦を
定めることが必要と認めた産業
について設定されている最低賃
定めることが必要と認めた産業
について設定されている最低賃
⾦です。
について設定されている最低賃
⾦です。
⾦です。

育児・介護休業法が改正されました
育児
・介護休業法が改正されました〜令和４年４⽉１⽇から段階的に施⾏〜
〜令和４年４⽉１⽇から段階的に施⾏〜
〜令和４年４⽉１⽇から段階的に施⾏〜
育児・介護休業法が改正されました

〜令和４年４⽉１⽇から段階的に施⾏〜
育児・介護休業法が改正されました
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令和3年6⽉に育児・介護休業法が改正され、令和4年4⽉1⽇から段階的に施
⾏されます。静岡労働局では、事業主・労働者等の皆様からの相談に対応する
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⾏されます。静岡労働局では、事業主・労働者等の皆様からの相談に対応する
ため、「育児休業制度等に関する相談窓⼝」を開設しました。
⾏されます。静岡労働局では、事業主・労働者等の皆様からの相談に対応する
ため、「育児休業制度等に関する相談窓⼝」を開設しました。
改正育児・介護休業法に関する相談のほか、現⾏の育児・介護休業制度、短
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（⼟⽇祝⽇を除く）８︓３０〜１７︓１５
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現在新型コロナウイルス感染症
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対策として実践している、新しい
働き⽅・休み⽅をこれからも続け
ていくためには、計画的な業務運
働き⽅・休み⽅をこれからも続け
ていくためには、計画的な業務運
営や休暇の分散化にも資する年次
ていくためには、計画的な業務運
営や休暇の分散化にも資する年次
有給休暇の計画的付与制度や、労
営や休暇の分散化にも資する年次
有給休暇の計画的付与制度や、労
働者の様々な事情に応じた柔軟な
有給休暇の計画的付与制度や、労
働者の様々な事情に応じた柔軟な
働き⽅・休み⽅に資する時間単位
働者の様々な事情に応じた柔軟な
働き⽅・休み⽅に資する時間単位
の年次有給休暇制度の導⼊が効果
働き⽅・休み⽅に資する時間単位
の年次有給休暇制度の導⼊が効果
的です。
の年次有給休暇制度の導⼊が効果
的です。
詳しくは、特設サイトをご覧く
的です。
詳しくは、特設サイトをご覧く
ださい。
詳しくは、特設サイトをご覧く
ださい。
ださい。
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読者プラザ
「会社を支える人材の介護離職を防止しよう」
私は約20年間福祉や介護の現場で働いてきました。現在も老人ホーム
で介護職として働いています。
介護は突然やってきます。準備をせず慌てふためき、介護離職に追い込
まれた人も少なくありません。大切な社員の親に介護が必要になったとき、
社員が安心して働き続けるために、貴社は何を準備されていますか？当組
合では、①社員又は社員の親が介護状態になった際のアドバイスや専門機
関の紹介、②介護セミナーの開催や相談会の企画運営などを行い、貴重な
人材の介護離職防止に貢献します。
遠州楷喜企業組合
また、保健医療福祉専門職を対象とした研修・セミナーの企画運営にも
理事長
携わってきました。終了後に参加した皆さんから頂く熱い言葉や講師と参
鈴木 喜武
加者が一体になるキラキラした時間が大好きです。参加した方には、あの
キラキラをその場だけで終わらせないで、現場に還元してほしい。だから、
参加者が現場に持ち帰りたいと思うセミナーを作っていきたい。そして、介護現場が元気になれば
いいなと思っています。「勉強したい」「この人に講師として来てほしい」と思っても、ノウハウが
分からなかったり、交渉が苦手だったりして躊躇している人は沢山いると思います。そんな方々の
思いを形にするお手伝いも出来ればと思っています。

きることを楽しみにしております。海外では経
口治療薬が承認され、国内でも承認申請が行
われたそうです。ワクチンとあわせて重症化を
大幅に予防する効果が確認されるなど、徐々
にアフターコロナに向けて変化しつつあること
を感じます。
コロナに関する話題は昨年までとして、今年
はもっと明るいニュースが続く一年となること
を期待したいです。
本年もよろしくお願い致します。
（野沢）

あけましておめでとうございます。
本誌１月号では恒例の「誌上年賀交換」を
実施しました。ご協力いただきました組合の皆
様に改めて御礼を申し上げます。
さて、執筆時点では新たなコロナ変異株「オ
ミクロン」の登場によりまだまだ予断を許さな
い情勢が続きますが、国内の感染状況は比較
的落ち着いており街にも少しずつ賑わいが戻っ
てきました。本会の新春賀詞交歓会（1/12）
も２年ぶりに開催できそうで、皆様とお会いで

中小企業静岡1月号（通巻818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。）

静岡駅

静岡事務所
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●松坂屋

中央会
●Bivi

北口

あまね
ガード

●

沼津駅

沼津

●イーラde

★プラザ

ヴェルデ

JR東海道本線

東部事務所

●沼津中央

学園通り

北口

●

法務局

国道１号

●県庁

●

税務署

新中町ビル

御幸 町
通
り

市役所●

中央会

五小

日赤●
中央署●

●

リコー通り

静銀●

●県浜松総合庁舎

中央会

高等学校

秀英予備校●
●質屋
●宝くじますみ 静銀不動産ビル
●
線

殿場

JR御

三ツ目
ガード

ホテルクラウン

●パレス浜松
北口

浜松駅

●アクトシティ

西部事務所

●

文化
芸術大学

令和4年 誌上年賀交換

生産性向上支援訓練のご案内

生産性向上支援訓練とは、企業が生産性を向上させるために必要な知識などを習得する職業訓練です。
全国のポリテクセンター等に設置した生産性向上人材育成支援センターが、専門的知見を有する民間機関
等と連携して、企業が抱える課題や人材育成ニーズに対応した訓練を実施します。

３

2022年北京冬季五輪
実施競技一覧

生産性向上支援訓練
つのポイント
1 企業の生産性向上に効果的な知識や技法を習得︕

・生産管理、組織マネジメント、マーケティング、データ活用など、あらゆる産業分野の
生産性向上に効果的なカリキュラムを用意（全125コース(ʼ21.10月現在)）

２

企業のニーズに合わせたオーダーメイドのコース設定が可能︕
・自社会議室等を訓練会場とすることが可能（企業に講師を派遣します）
・実施日時や訓練時間も調整可能（訓練時間は4～30時間で設定）
※従業員１人からでも利用できるオープンコースも実施しています

受講しやすい料金設定︕

•センター担当者が企業を訪問し、人材育成に関する課題や方策を整理します。
•相談内容を踏まえて、課題やニーズに応じた訓練コースを提案します。

・従業員の仕事の効率化を促進したい。
・リスクを低減させる方法を学びたい。
・ベテラン従業員の技術を後輩に継承させたい。

分野
・
コース

・顧客満足度の向上を図りたい。
・消費者の動向を営業に活用したい。
・インターネットを活用して販売促進を図りたい。

分野 営業・販売、マーケティング、企画・価格、プロモーション
・
027 マーケティング志向の営業活動の分析と改善
コース
050 提案型営業実践
など

・データ集計の作業を効率化したい。
・マクロを使って定型業務を自動化したい。
・集客につながるＨＰを作成したい。

分野 ネットワーク、データ活用、情報発信、倫理・セキュリティ
・
107 表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化
コース
113 集客につなげるホームページ作成
など

訓練受講

組織マネジメント、生涯キャリア形成
042 成果を上げる業務改善
080 作業手順の作成によるノウハウの継承 など

• 所定の期日までに受講料の支払い等の手続を行い、訓練を受講してください。

※予算に限りがありますので、ご希望に添えない場合があります。
※相談内容によっては、少人数からでも受講できるオープンコースのご利用を提案する場合があります。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構静岡支部
〒422-8033 静岡県静岡市駿河区登呂3-1-35
TEL︓054-285-7153
FAX︓054-285-7247

生産性センター

静岡

年間3,600円

ポリテクセンター静岡（生産性向上人材育成支援センター）

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

分野 生産管理、品質保証・管理、流通・物流、バックオフィス
・
002 生産現場の問題解決
コース
083 テレワークを活用した業務効率化
など

静岡県中小企業団体中央会

・現場の課題を発見し、改善する方法を学びたい。
・ＲＰＡを活用して業務を自動化したい。
・テレワークを導入して業務を効率化したい。

発行人

※ʼ17～ʼ20.9月末まで

毎月１日発行

訓練コースの
コーディネート

％

令和４年１月１日発行（通巻818号）

97.6
97.9

訓練受講までの流れ
課題や方策の整理

※ʼ17～ʼ21.6月末まで

昭和43年10月１日第３種郵便物認可

・受講料は１人あたり2,200円～6,600円（税込）
・条件を満たす場合は国の助成金（人材開発支援助成金）を利用可能
※受講料以外の費用は発生いたしません。
実績累計
3,701 ※ʼ17～ʼ21.9月末まで
1,314 ※ʼ17～ʼ21.9月末まで
受講者評価
人 利用した企業数
社 (業務への役立ち度)
（静岡） 受講者数
83,485
25,640
※ʼ17～ʼ20.10月末まで
（全国）
※ʼ17～ʼ20.10月末まで

▲

３

