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平成の風景（23） 持続可能な開発目標（SDGs）
平成27年9月の国連サミットで採択されたSDGs（エスディージーズ）は、
「Sustainable Development Goals」の略称で、
日本語では“持続可能な開発目標”という意味。貧困、飢餓、気候変動、ジェンダー平等、環境保護など、あらゆる問題
を包括的に解決し持続可能な社会を実現していこうと、国連加盟193か国が2030年までの15年間で達成すべき目標とし
て掲げたものである。17の大きな目標と具体的な169のターゲットで構成され、近年国内で取り組む企業が増加している。
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特集
令和３年度補正・令和４年度当初

中小企業・小規模事業者関係予算案等のポイント
令和３年12月24日、令和４年度当初予算案が閣議決定しました。同月20日に国会で成立した
令和３年度補正予算と合わせた16か月の予算として、税制改正を含めた切れ目のない経済対策が
展開される予定です。本誌２月号では、中小企業庁にて公表されている中小企業・小規模事業者
関係の予算案等の概要について、その一部を紹介いたします。
※令和４年度当初予算案は国会での成立が必要となります。

基本的な課題認識と対応の方向性
・コロナ禍の影響により厳しい業況にある中小企業・小規模事業者等に事業復活支援金を給付するとともに、
資金繰りなど必要な支援に引き続き万全を期す。
・コロナ禍の影響を乗り越え、中小企業・小規模事業者等の雇用・技術といった経営資源を活かした事業価
値の向上を実現するため、事業者に細やかに寄り添いながら、事業再構築、承継・再生、生産性向上を支
援する。併せて、取引適正化対策を強化し、前向きな投資や賃上げが可能となる環境を整備する。
・加えて、「災害からの復旧・復興、事前の備え（強靭化）」にしっかり取り組んでいく。

１

感染症の影響により厳しい状況にある方々の事業や生活・暮らしの支援

来年３月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フ
リーランスを含む個人事業主に、地域、業種を限定しない形で、事業規模に応じて事業復活支援金を支給す
る。また、長期化するコロナ禍の影響により厳しい業況にある中小企業・小規模事業者等が足下で必要とす
る資金繰りなど必要な支援に引き続き万全を期す。
補 正 事業復活支援金【2兆8,031.7億円】
補 正 日本政策金融公庫を通じた資金繰り支援【1,403.0億円】

２

事業再構築・承継・再生を目指す事業者の後押し

新分野展開や業態転換等の果敢な取組を支援する事業再構築補助金（令和２年度三次補正１兆1,485億円）
を積み増し、新たにグリーン成長枠を設け、売上高減少要件を撤廃するなど、中小事業者等の新たな挑戦を
強力に支援するとともに、事業承継・引継ぎ・再生を推し進める。
補 正 事業再構築補助金【6,123.0億円】
コロナの影響を大きく受けながらも新分野展開、業態転換等の「事業再構築」に挑戦する中小企業等を支援。
補 正 中小企業向け事業再編･再生支援事業【757.4億円】
事業再編・再生支援を促進する官民連携ファンドの拡充等を実施。
当 初 ものづくり等高度連携・事業再構築促進事業【10.2億円（新規）】
複数の中小企業等が連携して行う、新たな付加価値創造を図る製品・サービス開発や、「事業再構築」等
の取組を支援。
当 初 中小企業再生支援・事業承継総合支援事業【157.7億円】
中小企業の円滑な再生・事業承継を総合的に支援。
当 初 事業承継・引継ぎ支援事業【16.3億円】
事業承継・引継ぎ（M&A）に伴う設備投資等の取組や、引継ぎ（M&A）時の専門家活用費等を支援。
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組合活性化情報

税

制

土地（商業地等）に係る固定資産税の経済状況に応じた措置
課税額が上昇する土地について、税額上昇分を半減する措置を講じ、税負担の増加を緩和。
税 制 法人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限を１年延長

３

生産性向上による成長促進

コロナの影響の長期化への対応や賃上げ原資の確保等のため、生産性革命補助金を通じ、設備投資・販路
開拓・IT導入等を促進する。グリーン・デジタル分野に挑む事業者に対し、新たに「中小企業グリーン・デ
ジタル投資加速化パッケージ」として特別枠を設けて設備投資等を支援する。引き続き、研究開発促進・海
外進出支援・DX等も含め、生産性の向上を図っていく。
補 正 中小企業生産性革命推進事業【2,000.6億円】
設備投資、販路開拓、IT導入等を補助するなど、中小企業の生産性向上に資する継続的支援を実施。
補 正 デジタルツール等を活用した海外需要拡大事業【12.4億円】
越境EC市場の獲得促進のため、中小企業の行う海外向けブランディング・プロモーション等を支援。
当 初 成長型中小企業等研究開発支援事業（旧:サポイン事業）【104.9億円】
中小企業が大学等と連携して行う、研究開発やAI/IoT等の先端技術を用いた革新的なサービスモデル開
発等の取組を支援。
当 初 海外展開のための支援事業者活用促進事業（JAPANブランド育成等支援事業等）【5.5億円】
海外市場の獲得に取り組む中小企業に対し、新商品・サービス開発や展示会出展等を支援。
税 制 企業の賃上げを促進する税制措置の抜本強化（賃上げ促進税制）
雇用者全体の給与や教育訓練費を増加させた中小企業が全体の給与増加額の最大40％税額控除可能。
税 制 交際費課税及び少額償却資産の特例措置の延長
販路開拓等の支援のため交際費課税の特例を延長。事務負担軽減等のため少額償却資産特例を延長。

４

取引環境の改善を始めとする事業環境整備等

賃上げが可能な環境の整備にも寄与する「生み出した価値を中小企業・小規模事業者に着実に残す」ため、
下請Ｇメン倍増などの体制強化を実施し、取引環境の改善を図る。加えて、よろず支援拠点・中小企業支援
機関による経営相談体制の強化や伴走支援の実施等、中小企業等を取り巻く事業環境の整備を図っていく。
補 正 事業環境変化対応型支援事業【130.4億円】
課題設定型の伴走支援を全国展開するほか、最低賃金引き上げやインボイス制度導入への対応が求められ
る中小企業に対し、制度の周知やデジタル化支援・相談等を実施。
補 正 取引適正化等推進事業【8.0億円】
中小企業向けに、取引価格交渉ノウハウに関するセミナー等を開催し、価格交渉力の強化を支援。
当 初 中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業【40.0億円】
よろず支援拠点を整備し、中小企業等が抱える様々な経営課題に対応するための体制を整備。
当 初 小規模事業対策推進等事業【53.3億円】
中小企業支援機関等を通じて行われる小規模事業者への巡回指導・窓口相談などを支援。
当 初 中小企業取引対策事業【8.5億円】
下請Gメン倍増などの体制強化等を通じた下請法の厳正な執行、下請かけこみ寺による相談対応等を実施。
当 初 地域の持続的発展のための中小商業者等の機能活性化事業【4.6億円】
地方公共団体と連携し、中小商業者等が新たな需要を創出するために行う調査分析・施設整備等を支援。
当 初 中小企業・小規模事業者人材対策事業【8.4億円】
中小企業の経営課題に即した人材確保を支援するとともに、海外展開を担う人材等の育成を支援。
当 初 地方公共団体による小規模事業者支援推進事業【10.9億円】
地方公共団体と連携し、地域の実情に応じた小規模事業者の経営改善のための支援を実施。
掲載内容は令和４年１月17日時点のものです。最新の情報は中小企業庁のWebサイトにてご確認ください。
＜https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/＞
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第73回中小企業団体全国大会（全国中央会・神奈川県中央会主催）が、11
月25日にパシフィコ横浜国立大ホール（横浜市西区）で開催された。新型コロ
ナウイルス感染拡大防止措置が講じられる中、会場には全国各地から中小企業
団体の代表者ら約1,700名が参集。本県からは山内致雄会長をはじめとした45
名の組合関係者が出席した。今大会では『“人を「絆ぐ」・組織を「結ぶ」・地
域を「紡ぐ」”～ポストコロナは変革の時代、連携と革新で躍進する中小企業へ！ ▲全国中央会 森 洋 会長
～』をテーマに掲げ、中小企業が直面する諸問題の解決に必要な施策について
決議が行われた。
全国中央会の森洋会長は、挨拶の中で「新型コロナウイルス感染症の拡大を
経て、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた経済活動の再開に向けた動き
が加速している。コロナ前と同じ時代に戻ることが難しいとされる今日におい
て、より一層の自助努力に加えて、中小企業組合の相互扶助の精神に基づいた
奈川県中小企業青年中央会
団結の力が求められる。全国中央会では中小企業・小規模事業者の生産性向上 ▲神
碇谷友貴 会長
に向けた取り組みを積極に支援していく」と述べた。
議事では、地域経済を支える中小企業の持続的な発展を実現するため、「中小企業・小規模事業者等の経
営強靱化・成長促進支援等の拡充」、「中小企業・小規模事業者の実態を踏まえた労働・雇用・社会保険料対
策の推進」
、「中小企業・小規模事業者の積極的な事業活動を支える環境整備」などを柱とした21項目の中
小企業対策に関する決議案が可決。また、徳島県中小企業団体中央会の布川徹会長が「実感ある景気回復と
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地域を支える中小企業の持続的発展に向けた活力強化」と題して意見発表を行うとともに、神奈川県中小企
業青年中央会の碇谷友貴会長が『大会宣言』を読み上げ、満場の拍手のもと採択された。
引き続き行われた表彰式では、優良組合35組合、組合功労者76名、中央会優秀専従者20名に対して、全
国中央会森洋会長から表彰状と記念品が授与された。
なお、来年度の全国大会は、令和４年11月10日に長崎県で開催される予定。

21項目の大会決議
Ⅰ．中小企業・小規模事業者等の経営強靱化・成長促進支援等の拡充
１．新型コロナウイルス感染症・多発する災害からの経済再生支援策の拡充
２．中小企業・小規模事業者・組合の成長促進投資への支援強化
３．中小企業・小規模事業者の持続的発展に向けた事業承継・事業継続に関する対策の強化
４．中小企業団体中央会の指導体制・支援機能の拡充・強化、実態やニーズに即した組合
制度の再整備
５．地方創生推進に向けた対策の拡充
Ⅱ．中小企業・小規模事業者の実態を踏まえた労働・雇用・社会保険料対策の推進
１．新型コロナウイルス感染症の影響長期化に対する配慮
２．働き方改革の実現に向けた中小企業への配慮
３．中小企業の人材確保・定着対策
４．地域の実情を踏まえた最低賃金の設定
５．外国人技能実習制度の運用の円滑化と制度の拡充
６．外国人材の受入れ体制の整備
７．障害者雇用への中小企業支援策の拡充
８．国による職業訓練機能の拡充・強化
９．社会保険制度等の整備
Ⅲ．中小企業・小規模事業者の積極的な事業活動を支える環境整備
１．中小企業金融施策の拡充
２．中小企業・組合税制の拡充
３．中小製造業等の持続的発展の推進
４．エネルギー・環境対応への支援の拡充
５．卸売・小売業・まちづくりの推進に対する支援の拡充
６．サービス業支援の強化・拡充
７．官公需対策の強力な推進

祝

中小企業団体全国大会表彰

ご受賞おめでとうございます！

【優良組合】

【組合功労者】

【組合功労者】

協同組合水産パークヤイヅ
（理事長 中山 嘉昭 氏）

辻村 勝 氏
（㈿ガスエアコン静岡サービス
ネット 理事長）

山本 豪彦 氏
（㈿沼津卸商社センター 理事長）
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組合の動き

女性が働きやすい環境を整備して業界の活性化を！
「女性部会発足記念式典」開催
令和３年12月10日
（金）、静岡県電気工事工業組合（松田良克理事長）は、
同年６月に発足した「静岡県電気工事工業組合女性部会」の発足記念式典
をホテルアソシア静岡にて開催した。式典には、組合関係者ら約70名が出
席し、全国で７例目となる女性部会発足を祝った。
男社会と言われる電気工事業界では、性別にとらわれることなく、意欲
ある人材の活用を支援する動きが活発になっている。そうした背景から「女
性も活躍できる業界にしたい」という思いを持つ女性による「女性部会」
の発足が全国で広まっており、令和４年１月には10府県の女性部会が加盟
する全国女性部連絡協議会が設立された。
松田理事長は「女性が働きやすい職場環境の整備は、誰もが働きやすい
職場にしていくことに繋がる。女性活躍を推進することにより社会全体の
経済促進に貢献していきたい」と挨拶し、また初代会長の望月由紀江氏（株
式会社光電気工事専務取締役）は、「静岡の女性の頑張りを全国に誇れるよ
う、積極的なチャレンジをしていく」と意気込みを語った。
全国で３番目に設立された京都府女性部会の北川麻弓会長は、「建築業界
で言われる『3K』を、女性部会では『キレイ・キラキラ・カッコイイ』を
目標として活動している」と活動報告を行うとともに、「性別に関係なく働
く中でも、女性らしさ、自分らしさを忘れず仕事に励んでもらいたい」と
激励した。
今後は、女性同士の交流や技術向上、働き方向上など、働きやすい業界
を目指して、研修会や交流会などに取り組んでいく。

“超一流経営者の生の声を聞く”
リーダーシップ研修会を開催
藤枝工業団地協同組合（池谷侑治理事長）では、教育情報事業の一環と
して、組合員企業の経営力向上を図ることを目的としたリーダーシップ研
修会を開催した。
研修会には、名だたる企業で経営者として最高売上高やＶ字回復などを
達成させてきた元スターバックスコーヒー CEOの岩田松雄氏を講師に招
き、コロナ禍による経営環境の変化を乗り越え、将来にわたって持続的に
企業を発展させていくために経営者が備えておくべきリーダーシップにつ
いて、自身が成し遂げてきた数々の成功談などを交えた講演が行われた。
岩田氏は、「企業のミッションとは世の中への貢献、利益を出すことは手
段」と説明。また、「経営者にとって一番大切なことは、自社のミッション
を明確に掲げ、従業員に繰り返し伝えることだ」と強調した。その経営者
の行動・言動により、従業員に自社のミッションが浸透すれば「何故する
のか」を指示しても、「何をするのか」は従業員自身が自然に考え行動する
ようになると解説した。
池谷理事長は「組合では世代交代などにより若い経営者が増えている。
経営経験の浅い若い経営者が超一流経営者の生の声を聞ける機会が必要」
と研修会の狙いを述べるとともに、「コロナ禍により時代が大きく変化して
いる。我々経営者は従業員をしっかりと動かす力を備えておくべきである」
と語った。
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静岡県電気工事工業組合

▲静岡県女性部会

望月由紀江会長

▲京都府女性部会

北川麻弓会長

藤枝工業団地協同組合

▲挨拶する池谷理事長

組合活性化情報

組合で養殖されたチョウザメが函南町の
新たな地域資源に認定

函南ちょうざめ企業組合

函南ちょうざめ企業組合（代表理事 岩野三郎氏）の養殖するチョウザメ
が函南町の優れた地域資源である「函南ブランド」に認定され、１月17日に
授与式が行われた。
同地域では、数年前から有志のメンバーがチョウザメの養殖・研究を行っ
ていた。昨年４月、
「地域活性化」や「雇用促進」を目的に同メンバーが企
業組合を設立。養殖池の管理やチョウザメの販売等を開始した。
姿がサメに似ており、鱗の形が蝶のように見えることから“チョウザメ”
と名前が付けられているが、実際はサメとは分類が異なり、淡水魚で癖のな
い白身が特徴。味はタイ、食感はフグに近いとも言われ、さらに栄養価が高
く、コラーゲンが豊富なことから、美容と健康に良いとされている。しかし、
世間的にはキャビアの需要は高いものの、食材としての認知度は低く、オス
や産卵後のメスは、廃棄されることがほとんどである。
チョウザメの魅力を広め、廃棄されてしまう現状を変えたいという組合の
思いに賛同したシェフも協力し、函南町にチョウザメのアンテナショップを
兼ねたイタリアンレストラン「千差万別」が開業した。店舗では、組合で育
てられたチョウザメを活かした料理やメニューをテイクアウトで購入するこ
ともできる。今後は、認定と店舗の開業を契機に、チョウザメの魅力を全国
に発信していく。
岩野氏は「ものを売るだけでなく、
産・学・官の共存、
交流を図っていきたい。
チョウザメを知ってもらい命の大切さ、無駄にしないことの重要性を伝えて
いきたい」と述べた。

2022年新春賀詞交歓会を開催
Withコロナでの交流を図る！

▲認定を受ける岩野氏（左からの 2 番目）
とシェフの舘野氏（後列）

▲組合で飼育されているチョウザメ

▲函南ブランド認定証

静岡県中小企業団体中央会

静岡県中央会（山内致雄会長）は、１月12日に２年ぶりとなる新春賀詞
交歓会を開催した。
これまで中央会では、新春賀詞交歓会を新年の初めの事業として実施し
ていたが、昨年は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となってい
た。今年は長引くコロナ禍にあって、奮闘し続ける中小企業全員の健闘を
称え合いたいとの想いから、例年の立食形式を着座形式に変更し、各席の
間には透明のパーテーションを設けるなど、感染症対策を万全にして開催。
来賓として難波喬司静岡県副知事や一般社団法人静岡県医師会の紀平幸一
会長らが臨席するなど、組合関係者約120人が出席した。
式典では琴の演奏や浪曲が披露されたほか、出席者の“新年の挨拶”をメッ
セージ集として配布。業界・組合PRのコーナーでは、会場の中から5人の
代表者がインタビュー形式で業界の現状や新年の抱負を述べ、それぞれの
環境において経済活性化や消費回復への期待を語った。
山内会長は、「これまでとは異なった環境での開催であったが、運営方法
も思案を重ね、無事会員と交流を図ることができた。工夫すれば様々な取
り組みにチャレンジできることを示せたと思う」と話した。
オンラインやデジタル化などwithコロナ・afterコロナに向けた環境整備
が進む中、人と人との繋がりが希薄になっていると感じる人も少なくない。
人的ネットワークを旨とする中小企業組合を支援する中央会では、リアル、
バーチャル共に交流の場を促進して組合活動の活性化を目指していく。

▲祝辞を述べる難波副知事

▲業界・組合 PR コーナー
（協）静岡専門店会疋野理事長（左）

中小企業静岡 2022.2
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職場の交通安全は大丈夫ですか？

を取得して職場から交通事故・違反を追放しましょう！
人身交通事故防止効

交通違反抑止効果

１年以上無事故・無違反の方
には、安全運転の証となるSD
カードをお渡ししています。

長く活用するほど、効果が表れます。
運転記録証明書

優遇店での買い物で割
引が受けられます。

分析表

一通670円です。

SDワンダ君

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。

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
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;EXGL

景況 ウォッチ

組合活性化情報

内閣府が１月12日に公表した2021年12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、12
月の景況を示す現状判断ＤＩ
（季節調整値）
は、前月比0.1ポイント上昇の56.4
（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5.1ポイント低下
の49.5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、持ち直しが続くとみているものの、
コストの上昇等や変異株をはじ
め内外の感染症に対する懸念が見られる」
とまとめている。

概

況

○ 2021年12月のDI値は、前月との比較において９指標すべてが改善する結果となった。
コロナウイルス感染症の感染者数の低下によって、消費が増加傾向になったことが要因と考えられる。しかし新株流行の兆しや、資材や
燃料の価格は高止まりが続いており、楽観視できない状況が続いている。
○「製造業」では、前月との比較において、「売上高」「在庫数量」
「収益状況」
「資金繰り」
「業界の景況」の５指標が悪化、それ以外の４指
標は改善の結果となった。
印刷業からは、
「印刷の需要が低迷。前年に引き続いて売り上げは低調。資材値上げ、部品交換費用、産業廃棄物回収費用等の値上げが
発生している。利益が非常に厳しい状況の中、用紙値上げの話もでている。受注数減少傾向で、取引を維持するには価格への転嫁は困難
である。どう対応するか判断に苦慮している」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、「取引条件」が悪化、その他の８指標は改善する結果となった。各種商品小売業からは、
「12
月は県外からの人の流れも多くなってきたように思われる。また、Xmasセールも好調であったため、ほぼコロナ前の売り上げを上げる
ことができた」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

11.7

−11.4

16.7

−10.0

−10.0

−15.0

3.3

−8.3

−18.4

2021.11

5.0

−4.8

8.4

−11.6

−31.7

−25.0

0.0

−13.4

−23.4

2021.11→2021.12

6.7↑

−6.6↑

8.3↑

1.6↑

21.7↑

10.0↑

3.3↑

5.1↑

5.0↑

2021.12

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）
40.0
30.0
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20.0

収益状況
業界の景況

10.0
0.0
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-20.0
-30.0
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H25.12
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H26.12

H27.12

H28.12

H29.12

H30.12

R1.12

R2.12

R3.12

（2021年12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
電気機械器具

輸送用機械器具

・11月後半からコロナ禍も落ち着き、人出の増加によって、消費も増加傾向にあるが、水産関係では外食の需要が低調の
為、売上が伸びて行かない。
・新型コロナの影響から未だ脱却できず、更に新株蔓延による先々の影響を鑑みれば決して楽観視できない状況にある。
業界にとっては、やっと我慢比べの終わりが見えてきたところに、
再び暗雲が立ち込めている様な雰囲気である。
・12月はクリスマスケーキの需要があったものの、
原材料のいちご、
生クリーム、
小麦粉等が相当な値上がりをしており、
販
売価格に転嫁できないため採算が合わなかった。
またケーキを作る職人も減っていることから販売数を限定している小売
店があった。
さらにクリスマス時の消費者の嗜好もホールケーキがメインではなく以前よりは変化してきている。
・原材料価格の高騰のため、生産コストが上昇している。
・業況に変化はなく低空飛行状態、
コロナの影響の改善も見られず、
受注も多品種小ロットが多く、
金額面の期待が出来ない。
・売上は相変わらず改善がされず、原材料のみが高騰し製品価格に転嫁できない状況である。
・製材業は高操業を依然継続中。
・コロナ過により、印刷需要が低迷。前年に引き続き売り上げは低調。資材値上げ、部品交換費用、産業廃棄物回収費用等値
上げが発生しているが、受注減少傾向で、取引を維持するには、価格転嫁は困難である。それに加えて、用紙値上げの話
も出てきており、どう対応すればいいのか、
判断に苦慮している。
・先月と状況は同じ、砂利採取が始まり在庫は増加した。
・自動車業界の操業状況が安定しない。
・物不足により製品納期が遅れる傾向にある。
・総体的にコロナ禍前の水準にまで業績回復したが、
オミクロン株拡大により海外受注停滞が懸念される。
・一部部材の調達難で製品完成に至らず、
春先頃まで在庫として抱えざるを得ない状況にある。
・東南アジアのロックダウンによる部品調達問題による生産への影響が続いており、
生産計画変更が多発している。
・大型冷蔵庫は部品調達問題の解消が進んだ為、
生産が回復しており、
好調だった前年度レベルとなった。
・エアコンは業務用エアコンの室外機の生産が10日間停止するなど部品調達問題により生産計画が下方修正された。
・部品確保のために在庫の増加が見られる。
また、
その為に借り入れも増加傾向にあり資金繰りが圧迫されている。
・引き続き半導体不足の影響で、生産量の減少と生産計画の頻繁な変更が続いており、原材料価格の上昇も重なり経営環
境は厳しい状況が続いている。又、変動人員の確保も難しくなっている。
・国内自動車関連の部品オーダーは多くなっているが、半導体不足は依然として問題である。コロナ禍で需要と供給のバ
ランスが崩れ現状立て直しに躍起になっている。
・厳しい年末となり年明けに回復は期待できそうにない。12月は新型コロナ感染状況も治まった影響から自動車生産台
数に於いても挽回計画が入り生産増となった。
ただ年末にかけ変異株の出現で生産への影響が出ている。

■非製造業
セメント卸売業
機械器具小売業
鮮魚小売業

各種商品小売業
宿泊業
情報サービス業
総合工事業
職別工事業

道路貨物運送業

道路旅客運送業

・道路改良関連工事の発注が見られ、３ヶ月振りに前年実績を上回ったが、
依然として需要は低迷している。
・半導体不足で、商品供給不安定。
・水産物小売業では、年末商戦主力商品の調達不足や価格の大幅上昇、外食機会の増加で内食需要の減少により、前年を割
り込む結果となった。一方、業者卸売業は８～９月の緊急事態宣言期間中の大きく落ち込んだ反動で10 ～ 12月は前年を
上回ったもののコロナ前の水準には届かなかった。
年明けより感染再拡大で消費低迷が予想される。
・コロナの感染者が減少し、来街者が増加してきた。クリスマスイベントも親子づれのお客様で賑わいが少し戻ってきた。
このまま、コロナが収束することを願っている。
・12月は県外からの人の流れも多くなってきてように思われ、またXmasセールも好調であったため、ほぼコロナ前の売
上を上げることができた。
・宿泊施設によって格差はあるものの、全体的には前年並みで推移。静岡県が実施している
「バイシズオカ元気旅キャン
ペーン」の効果が見られた。
・半導体不足の影響で、半導体新規開発が延期されてきた。都内では、新年度に向けての開発で、人材不足が予想されるた
め、県内に人材を求めての営業活動が活発化してきた。
・民間工事は、完成引渡しが年末と年度末に集中しているので忙しい状況。住宅設備機器の納期遅れは解消されず、回復は
春先以降と予想される。官庁工事も忙しい状況だが、
採算は見込めない。
・全体的に、資材の高騰による労務の値下げ圧力はあるものの、今のところ目立った安値は見られない.。スクラップ価格
が低下傾向にある。資材価格は高止まりをしており、
注視していきたい。
・荷物の情報量は、昨年より増加したものの、静岡着の車両数が昨年より下回っている。また、燃料価格は高止まりで推移
しており、アドブルー（尿素水）の供給不安と価格の高騰で、長距離輸送を避ける傾向が強まっている。組合員の自社便
はなるべく近場の仕事に振り替えている。
・半導体関連により取引企業の稼働に売り上げが左右されている。軽油価格・アドブルー価格上昇などの影響あり。また、
半導体、コロナ関連でほかの部品が海外から入ってこず、トラックを注文しても納車未定の状況により新規の引き受が
できない。これからのトラックは、安全装置の追加義務でさらに価格が上がる。配送料・運賃に転嫁できなければ、廃業、
淘汰が進む。
・８月から10月まで前年を下回っていた輸送実績について、直近の実績では輸送人員が５ポイント、運送収入が６ポイン
トそれぞれ上昇し、４カ月ぶりに前年度を上回った。ただし、コロナ前との比較では、輸送人員がマイナス34％、運送収
入がマイナス33％と、まだまだ厳しい経営が続いている。大きく膨らんだ借り入れの返済や雇用を考慮した場合、旅客
需要をさらに20ポイント程度上げる必要があるとの声も聞かれ、オミクロン株や燃料の高騰などの懸念材料が重くの
しかかっている。
中小企業静岡 2022.2
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Network
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１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申込みもできます。
スキルアップに、是非御活用ください。
https://scot.ac.jp/support/society/
＜令和4年度 在職者訓練＞
■新入・若手社員講座
（社会人マナー、製造現場の安全衛生、機械製図
の基礎、測定の基礎、自由研削といし安全教育）
募集期間：3/23まで
開 催 日：4/11から4/15まで（昼間 各１日）
定
員：各10名
受 講 料：各1,650円
内
容：社会人として必要なマナーおよび製造
現場で必要な基礎知識等を習得しま
す。
※希望するコースを組合せて申込みし
てください。

企業等で働く定住外国人の方のための
職業訓練の御案内

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～
若手社員の教育で困っていませんか？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）

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

■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
定住外国人のみなさまのスキルアップを静岡県が
回次
出願受付期間
選考日
お手伝いします。
令和４年２月14日
（月）
令和４年
■訓練科名
第４期
３月14日
（月）
フォークリフト安全作業員養成科
令和４年３月10日
（木）
■訓練目標
■試験科目：学科（数学）、面接
「フォークリフト運転技能講習」の修了を通して、
■会
場：浜松技術専門校（浜松テクノカレッジ）
製造及び倉庫・物流業等において現場の即戦力とな
る技能者を育成します。また、職場や現場で必要な
コミュニケーションやルールを学びながら、日本語
※体験入校も可能です。
能力の向上を目指します。
第４回（令和４年２月20日（日））
■訓練期間
※選考には事業主推薦制度があります。
令和４年２月28日（月）～３月４日（金）
（事業主推薦制度での選考は面接のみ）
■受講料
※詳細は本校HPをご覧ください。
15,000円（テキスト代等教材費）※税込
【県立浜松技術専門校】
■実施場所
〒435-0056 静岡県浜松市東区小池町2444-1
シグマフォークリフト教習センター（藤枝市高田）
TEL：053-462-5602
■申し込みはこちら
HP：http//www.hamamatsu-tech.ac.jp
https://sigma-jp.co.jp/education/seminar/forklift/
申し込みサイトQRコード⇒
【お問い合わせ先】
県職業能力開発課
TEL：054-221-2822
中小企業静岡 2022.2
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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
「改正育児・介護休業法、ハラスメント防⽌対策」説明会の開催
「改正育児
・介護休業法、ハラスメント防⽌対策」説明会の開催
「改正育児・介護休業法、ハラスメント防⽌対策」説明会の開催

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

054-252-5310
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ることとなっています。
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ることとなっています。
また、令和2年6⽉1⽇に施⾏された「改正労働施策総合推進法」により、職場のパワーハラスメント防⽌措置が令
また、令和2年6⽉1⽇に施⾏された「改正労働施策総合推進法」により、職場のパワーハラスメント防⽌措置が令
和4年4⽉1⽇より中⼩企業にも義務化されます。
和4年4⽉1⽇より中⼩企業にも義務化されます。
静岡労働局では、企業の皆さまへ、改正法の趣旨の理解を深めて頂きながら、改正に伴い必要となる規定及び雇⽤
静岡労働局では、企業の皆さまへ、改正法の趣旨の理解を深めて頂きながら、改正に伴い必要となる規定及び雇⽤
環境の整備等を円滑に進めて頂けるよう説明会を開催いたします。
環境の整備等を円滑に進めて頂けるよう説明会を開催いたします。
《開催⽇程等》
《開催⽇程等》
〇静岡会場 ⽇時︓令和4年2⽉ 7⽇（⽉）14︓00〜16︓00
〇静岡会場 ⽇時︓令和4年2⽉ 7⽇（⽉）14︓00〜16︓00
場所︓グランシップ
場所︓グランシップ
〇浜松会場 ⽇時︓令和4年2⽉17⽇（⽊）14︓00〜16︓00
〇浜松会場 ⽇時︓令和4年2⽉17⽇（⽊）14︓00〜16︓00
場所︓アクトシティ浜松
場所︓アクトシティ浜松
〇沼津会場 ⽇時︓令和4年2⽉25⽇（⾦）14︓00〜16︓00
〇沼津会場 ⽇時︓令和4年2⽉25⽇（⾦）14︓00〜16︓00
場所︓プラザヴェルデ
場所︓プラザヴェルデ

〇詳細は静岡労働局ＨＰをご参照ください
〇詳細は静岡労働局ＨＰをご参照ください
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/
roudoukyoku/kintou/2410033_00004.html
roudoukyoku/kintou/2410033_00004.html

職場で新型コロナウイルスに感染した⽅へ
職場で新型コロナウイルスに感染した方へ〜労災保険給付の対象について〜
〜労災保険給付の対象について〜
〜労災保険給付の対象について〜
職場で新型コロナウイルスに感染した⽅へ

基準部労災補償課
基準部労災補償課
基準部労災補償課
054-254-6359
℡054
ｰ 254 ｰ 6359
054-254-6359

業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります
業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります
対象となるのは︖
対象となるのは︖

■感染経路が業務によることが明らかな場合
■感染経路が業務によることが明らかな場合
■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが⾼い業務（※）に従事
■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが⾼い業務（※）に従事
し、それにより感染した蓋然性が強い場合
し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※（例１）複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※（例１）複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※（例２）顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
※（例２）顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

■医師・看護師や介護の業務に従事される⽅々については、
■医師・看護師や介護の業務に従事される⽅々については、
業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

詳しくは厚⽣労働省HPのQ＆A（項⽬「５労災補償」）をご覧ください▶
詳しくは厚⽣労働省HPのQ＆A（項⽬「５労災補償」）をご覧ください▶

ユースエール認定証表彰伝達式を⾏いました
ユースエール認定証表彰伝達式を⾏いました
ユースエール認定証表彰伝達式を⾏いました
静岡労働局は、若者雇⽤の優良な企業を認定するためのユースエール認
静岡労働局は、若者雇⽤の優良な企業を認定するためのユースエール認
定企業として、新規学校卒業者等の離職率が低い等、複数の項⽬を満たし
定企業として、新規学校卒業者等の離職率が低い等、複数の項⽬を満たし
た「社会福祉法⼈遠江厚⽣園（磐⽥市⼤久保）」をユースエール認定企業
た「社会福祉法⼈遠江厚⽣園（磐⽥市⼤久保）」をユースエール認定企業
として認定し、12⽉17⽇にハローワーク磐⽥の鈴⽊所⻑より認定証を授
として認定し、12⽉17⽇にハローワーク磐⽥の鈴⽊所⻑より認定証を授
与しました。
与しました。
磐⽥所管内で３社⽬、静岡県内では28社⽬の認定企業となりました。
磐⽥所管内で３社⽬、静岡県内では28社⽬の認定企業となりました。

ユースエール認定
ユースエール認定
社会福祉法⼈ 遠江厚⽣園
社会福祉法⼈ 遠江厚⽣園
（磐⽥市⼤久保）
（磐⽥市⼤久保）
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職業安定部訓練室

職業安定部訓練室
職業安定部訓練室
054-271-9956
054-271-9956
℡054
ｰ 271 ｰ 9956

（左）社会福祉法⼈ 遠江厚⽣園 理事⻑ ⼤⽯様
（左）社会福祉法⼈
遠江厚⽣園
理事⻑ ⼤⽯様
（右）ハローワーク磐⽥
鈴⽊所⻑
（右）ハローワーク磐⽥ 鈴⽊所⻑

8/20,9/3

3Dマ
マイホームデザイナーPRO9！
！
コース番号

3H031

コース名

実践建築設計3次元CAD技術

受講料

7,500円

申込締切

7/30(火)

ポリテクセンター静岡の能力開発セミナー
令和4年度
8/27,28,29

NC機
機 械 の カス タ マ イズ を し たい！
3M351

コース名

カスタムマクロによるNCプログラミング技術

系

コース

コース名

11,000円
番号
8/6(火)

申込締切

機械

統計的手法で問題解決！
3M881

コース名

活用演習
生産現場に活かす品質管理技法

受講料

11,500円

申込締切

8/13(火)

3M081

9/3,4

幾何公差の解釈と

コース番号

実技を中心にパイプの溶接！

9/7,8

3M641

コース名

インバータ活用技術
ステンレス鋼のTIG溶接技能クリニック(パイプ編)

電気

コース番号

3D081

電動機の

25,000円

受講料

8/16(金)

申込締切

マイクロソルダリング
9/10,11
技術

3D231
シーケンス制御で電
気のスキルアップ！
3D024

コース名

有接点シーケンス制御の実践技術

申込締切

居住

コース番号

受講料

10,000円
8/20(火)
3H461

トラブル事例から学ぶ
各種管の加工・接合技術

管理

号

コースのご紹介

新たなコースを設定いたしました！
詳細な日程や受講料、定員等はポリテクセンター静岡のホームページにてご確認ください！

コース番号

受講料

新規

訓練内容

コース設定者の声

グローバルなものづくりを支えるのは設計図
面であり、その標記には世界標準で幾何公差
が義務化されています。
しかし、日本の一般的な設計現場において幾
何公差自体使われず、使われても適正でない
部分が見られるのが実態です。
このセミナーは、今までの寸法公差との違いを
明確にし、幾何公差ならではの効率的な適用方
法、及びその測定・検証方法も習得できるもの
です。即設計業務に展開し、ものづくりの国際
競争力を付けることを目的としています。

グローバル化や改正された
JIS に対応するために、幾
何公差について「新たに」
又は「改めて」理解を深め
ていただくコースを設定し
ました。

三相誘導電動機及び汎用インバータの仕組み
を知り、実習により誘導電動機及び定トルク
制御（V/F 制御）におけるインバータの特性
を理解することでインバータに関する技能・
技術を習得します。

三相誘導電動機とインバー
タのしくみやインバータの
主要パラメータについて、
実習を通してじっくりと学
ぶことを目的としています。

デバイス・基板製造／実装組立の現場力強化
及び技能継承をめざして、技能高度化、故障
対応・予防に向けたマイクロソルダリングの
実習と評価を通して、高品質なはんだ付けを
行うための技術について習得します。

はんだ付けに関する原理や
理論等の知識を得て、実習
を通したマイクロソルダリン
グに関する技術や、顕微鏡
を使用した評価方法を習得
することを目的としています。

給排水衛生設備に必要な知識・
建築設備工事の現場力強化をめざして、技能
技能から、設備配管図が見れ
高度化に向けた給排水設備におけるトラブル
ます。
対策（解決）実習を通して、各種管の加工・
また、各種管（鋼管・塩ビ管・
接合技術を習得します。
銅管）の加工・接合ができます。

生産現場における現場力強化及び技能継承を
めざして、技能高度化、故障対応・予防に向
製造業の管理者に必要な
けた現場を管理する管理者として身につけて
3M911
管理能力向上
FAX(054-285-5192)でポリテクセンター静岡へお送りください。
おくべきスキルを確認し、製造の管理、部下
からダウンロードしていただけます。
の育成等、管理者としての技能を習得します。

静岡職業能力開発促進センター)

設計技術者から設計部長、
工場長、取締役と歴任して
こられたご経験豊富な先生
の講義は貴重です。

〜令和４年度全コースが
令和４年度全コースがホームページからご確認頂けます〜
訓練課 (℡：054-285-7184)

をご覧ください。

ポリテクセンター静岡

検 索

「ポリテクセンター静岡」で検索

全

84種160コース

開催場所
申込方法
お問い合わせ先

〒422-8033

QR コードを読み取り

または

を取り揃えております！

（2021.12月時点）

静岡市駿河区登呂3丁目1番35号

ポリテクセンター静岡（静岡職業能力開発促進センター）
申込書に必要事項をご記入の上、FAX
（054-285-5192）にてポリテクセンター静岡へ
お送りください。申込書は当センターホームページからダウンロードしていただけます。
ポリテクセンター静岡 訓練課 事業主支援担当（TEL：054-285-7184）
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読者プラザ
「静岡に女性部会発足」
当組合に、女性部会が発足致しました。静岡県は、茨城・熊本・京都・沖縄・
岡山・福井に続き全国で７番目の発足となります。
令和３年６月16日に発足したものの、発会式は開催時期未定のまま延
期となり、会員交流も感染防止の為予定が出来ず、多難なスタートでした。
令和２年12月より設立準備を進めてきましたが、『何故女性部会を作る
必要があるのか』、『女性だけで何かできるのか』、と厳しいお声を直接頂
くこともありました。
確かに、社会の構造そのものを覆すような新しい考え方を取り入れるの
静岡県電気工事
は、とても難しいことです。男女共同参画という考え方と現状の不一致は、
工業組合
女性部会 会長
そう簡単には解決できることではありません。
しかし、それぞれの役割を認識し個々の能力が十分に活かされるよう、
望月 由紀江
公平な考え方のできる職場や環境づくりを目指すことで、電気工事業界が、
性別・年代を問わず魅力的な業界となれば、やりがいのある仕事やキャリアアップと個々の生活を
両立できる魅力ある業界になるはずだと思います。
各々多種多様な問題を抱えている中、女性部会としては、「新3K キレイ キラキラ カッコイ
イ」のサブタイトルを掲げ、問題解決の糸口となるべく、力を合わせて取り組む所存です。

ことができる年齢」という意味と「父母の
親権に服さなくなる年齢」という意味があ
るそうで、成人に達することで親の同意を
得なくても携帯電話や賃貸住宅等の契約行
為、進学・就職などの進路を自分の意思で
決定できるようになります。 他方、飲酒や
喫煙、競馬などに関する年齢制限は、これ
までと変わらず20歳です。4月から高卒新
人を迎える事業所では、歓迎会で飲酒を勧
めないよう注意しましょう。
（野沢）

毎年、多くの法律が制定・改正されてい
ます。 今年は民法の改正により4月から成
人年齢が18歳に引き下げられるそうで、気
になって調べてみました。成年の定義が見
直されるのは約140年ぶりとのことですが、
世界的には成年年齢は18歳とするのが主流
だったようです。5年前には選挙権が引き下
げられました。 若者の自己決定権を尊重し
積極的な社会参加を促す動きがあるようで
す。そもそも成人とは、「一人で契約をする

中小企業静岡2月号（通巻819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
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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
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ご入会申込み

発行人
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▲

令和３年度補正・令和４年度当初
中小企業・小規模事業者関係予算案等のポイント

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