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平成の風景（24） バラク・オバマ米大統領の広島訪問
平成28年５月27日、バラク・オバマ米大統領が、現職の大統領として初めて被爆地・広島を訪問。平和記念公園を訪れ、
記念資料館を視察後、慰霊碑に献花し、所感を述べた。
「71年前の雲一つない晴れた朝、空から死が降ってきて、世界は
一変した」と始まった演説は17分間行われ、
「核兵器のない世界」の実現に向けた力強いメッセージが呼び掛けられた。
バラク・オバマ米大統領は、演説を終えると２名の被爆者のもとへ行き、握手をしながら通訳を交えて会話した。
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特集
中小企業におけるSDGｓの活用
SDGs（持続可能な開発目標：Sustainable Development Goals）は、2016年スタート
後、産業界や教育界を中心に広く知られるようになり、社会全体での関心も高くなってきていま
す。「2030年までに国連の加盟国すべてが達成すべき持続可能な開発目標」は17の目標とそれ
を達成するための169のターゲットから構成されており、近年では、SDGs経営の必要性を認識し、
組織活性化や生産性向上等の会社の発展、ひいては社会貢献等の意義・目的を持って活動する中
小企業が増えてきています。今月号では、今後さらに取り組みが拡大するであろうSDGsについて、
その意義や社会の潮流、取組事例等を紹介いたします。
（出展：【近畿経産局】中小企業のためのSDGs活用ガイドブックより一部抜粋）

１

中小企業がSDGs に取り組む理由とは

（１）SDGsを意識しなければならない時代の到来
世界には貧困や紛争・テロ、温暖化・気候変動、資源の枯渇など、解決しなければならない多くの問題が
あり、このままでは人類が地球で暮らし続けていくことが困難になると言われています。こうした問題を解
決すべく、「人間が地球でずっと暮らしていけるような世界をつくるために、みんなで実現すべき目標」と
して、国連が定めたものがSDGsです。昨今、国内でSDGsは急速に認知度が高まっており、その重要性は多
くの方が理解を示すところです。他方、企業経営においては、「持続可能な開発目標」と言われても「どの
ように取り組めばよいか分からない」という事業者も少なくありません。新型コロナウイルス感染症の影響
もあって、経営を維持することに手一杯で「取り組む余裕などない」事業者もいることでしょう。
しかし、SDGsは企業経営において身近なもので、「知らないうちにSDGsを実践していた」という例も少
なくありません。また昨今、消費者や一部の大手企業では食品ロスやプラスチックごみに対する認識が不十
分な企業との取引を嫌厭する方向に向かっています。さらに、これから就職する学生たちは義務教育から
SDGsを学んでおり、SDGsに取り組む企業を就職先の選定理由とすることも予想され、まさに企業経営にお
いてSDGsが謳う「持続可能性」を誰しもが考えずにはいられない状況にあると言えるのではないでしょうか。
（２）中小企業にとってのSDGsとは？～ SDGs活用のポイント～
SDGsは歴史的に社会貢献活動CSRの一環であると捉えられがちですが、SDGsは経営に活用すべきもので、
取り組み次第で、経営強化につながるものです。
中小企業にとってSDGs に取り組む意義・活用のポイントについてご紹介いたします。
○SDGsが企業に求めているのは「事業そのものによる社会課題の解決」への取り組み
事業活動による取り組みであるということは「利益を上げられる持続可能な事業運営（経営）」が前提と
なります。企業にとっての義務や費用負担の増大などのデメリットを前提とするものではありません。
○SDGsは身近なもので、企業経営に活用すべきもの
SDGsは明確な認定基準があったり、誰かに認証されたりするものでもありません。例えば多くの企業が
取り組んできたISO規格のような審査があるわけでもなく、取り組んだからといって直ちに確実に利益が生
じるわけでもありません。
SDGsへの取り組みとは世の中に様々ある社会課題―少子高齢化、ゴミ問題、食料自給率、後継者不足、
空き家問題、ジェンダー問題、異常気象…などに事業活動を通して解決を図ることであり、企業の多くはす
でに何かしらの社会課題解決へ貢献する取り組みを行っています。特に日本の中小企業や小規模事業者の経
営者こそ、三方良しの精神でお客様と社会と自社とがそれぞれより良くなるという経営を強く意識している
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ことも多く、気付かないうちにSDGsへの貢献を事業の中で行っているのです。
このようにSDGsは身近なものであり、あとはこれを認識し、企業の発展のためもっと経営に活用してい
こうという姿勢を持てば、より前向きにSDGsに取り組んでいけるでしょう。
○SDGsへの取り組みは「経営にプラスになるもの」
① SDGsの対象である「社会課題解決」の市場規模は「1,200兆円」と言われている！
② SDGsは世界に通じる「共通言語」
。自社の経営・事業を世に伝えやすくするもの
③ 大企業や金融機関、投資家、消費者からの信用、支持の獲得につながるもの
④ 採用活動など人材確保に優位に働くとともに、社員の企業への愛着、業務への誇りを高めること等に
寄与するもの
⑤ さらに、社員のSDGsへの意識・認識の高まりは「社会課題解決」に資するニュービジネスの創出や業
務上の新たな改善等にもつながるもの
SDGsの取り組みは、長期的には、経営の強化や事業の持続性につながり、結果として「会社の利益」に
つながります。経営のプラスになるものであると認識することが必要です。

２

経営の面からSDGs を意識した方が良い４つの視点

企業経営にあたって重要なファクターである「消費者・顧客」「取引先」「資金調達」「採用」という４つ
の視点からSDGsを整理してみます。
（１）消費者・顧客
SDGsの認知や関心が高まるにつれて、「消費者・顧客」の視点も変わってきており、昨今では「SDGs に
即した商品やサービスを好んで使用したい」という消費者が増えています。具体的には、最小限度のものを
購入する（ミニマル）
、長期的に使用する（ロングライフ）、循環型で使用する（サーキュラー）といった消
費行動への関心が高まりつつあります。
欧米ではすでに、同等の製品の場合には「SDGs配慮型の製品やサービスの方がより販売量が多く、利益
貢献度も高い」といった状況があり、今後は国内でもSDGs教育を受けてきた今の義務教育世代を含めた学生・
若者が中心消費者世代になるにつれて、このような変化がより顕著になってくるものと考えられます。
（２）取引先
「取引先」からの視点は、とりわけ企業間取引において重要性を増しています。特に大手企業における
SDGs経営推進の動きは、グループ企業や取引企業にまで及び始めています。ある大手企業では取引企業に
対し、SDGsに関連した環境や地域貢献の取り組みなどを確認したり、徹底するところでは、CO2削減目標
数値をアンケートとして求めたりする場合もあります。
大手企業との取引を継続するために必要という見方だけではなく、むしろ、大手企業との取引を拡大させ
るための一つのきっかけ・武器としてSDGsを活用する視点を持つことが重要です。
（３）資金調達
地域金融や中小企業の資金調達においても、SDGsの重要性が高まっています。具体例として、環境省で
は全国の地方銀行や信用金庫に対して、地域ESG金融の促進を図っています。都市銀行、第一・第二地方銀
行のみならず、信用金庫、信用組合など多くの金融機関がSDGsに取り組む企業に有利な金融商品を発表し
ており、その傾向はますます強まってきています。
地 域 経 済 に お い て も、 地 域 銀 行 や 信 用 金 庫 な ど を 中 心 に、ESG投 資（ ＝ 企 業 活 動 に お け る 環 境
（Environment）
、社会問題（Society）
、企業統治（Governance）という非財務情報を重視する投資手法）の
観点を重要視する動きが出てきています。
（４）採用
これから社会に出る若年層は、SDGsを身近に感じるようになっています。2020年度から小・中・高校で
順次実施されている新学習指導要領（＊1）は、前文と総則に「持続可能な社会の創り手となる」との文言
が盛り込まれるなど、SDGsを強く意識した内容になっています。すでに多くの私立中学校入試問題では、
SDGsに関するテーマの出題がなされ、持続可能な社会の実現に向けての関心や思考が問われています。一
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人一人の児童生徒が、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが、これからの学校には
求められているのです。（＊1：学習指導要領「生きる力」（文部科学省））
さらに昨今、大学には、SDGsの達成に向けた次世代リーダーの育成や研究開発、最先端のデータ・政策
の分析等が強く求められるようになっており、すでに多くの学校の授業でSDGsが取り入れられています。
そのため、大学生もSDGsに関心を持つようになり、企業規模の大小や福利厚生などの条件面ではなく、
「SDGs
にどれだけ寄与しているか」といった視点が就職先の一つの選定基準に含まれるようになってきています。
こうしたことを背景に、企業の採用活動においては、SDGsに取り組むことが有利に働き、逆に、意識を
した経営をしていないことは不利に働くということも予想されます。中小企業にとっては、SDGsを取り組
んだことの成果に直結しやすい領域とも言えると考えられます。また、こうした子供たちは、採用の面だけ
でなく、５年後、10年後の社会において、消費者・顧客、投資家、取引先などにもなっていくことを忘れて
はいけません。

３

中小企業のSDGs取組事例

（１）食品卸企業の事例：商品サンプルや余剰商品をこども食堂に寄付
同社は食品を扱う企業として、賞味期限等の制約で仕入れた商材をやむなく廃棄せざるを得ないことがあ
ることについて問題意識を持っていた。ある時、かねてから取引のあった「子ども食堂」へ食材サンプルや
余剰商品、賞味期限の到来が近い商品などを無償で提供したところ大変喜ばれたことから、以降、タイミン
グが合えば提供するようにした。放っておけば最終的に廃棄せざるを得ない商材もこうして子どもたちの健
全な発育に貢献することができ、同時に食品の廃棄も防げることができることをSDGsの取り組みを開始し
たからこそ改めて認識することができた。近年日本国内でも世帯間の所得格差が広がり、十分に食事を取れ
ない子どもが増えるなど、今や貧困や飢餓はどこか遠い国の話ではなく、我々の身近な問題となっている。
この取り組みは、以下の４つのSDGsの目標に貢献するもの。目標１「貧困をなくそう」 目標２「飢餓をゼ
ロに」 目標12「つくる責任つかう責任」 目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」
（２）住宅資材製造業の事例：「働きやすい職場づくり」のため福利厚生を充実
会社内に託児室を設置し、その託児室の無料券を社員の妻に配布している。これは、ただ単に子育てへの
サポートという意味だけでなく、「毎朝、夫を気持ちよく送り出してくれる妻への感謝」を伝えたいためで
ある。他にも、今回のコロナ禍を機にIT環境の整備を進め、社員のリモートワークを実現した。製造業の現
場勤務そのものである工場ラインでは難しい点も多いが、まずは事務員から週に数回のリモートワークに取
り組んだ。リモートワークの実施は、社員の家族からの評判も良く、また、通勤の負担軽減が図られることで、
事務員については都市部の人材を活用できる体制が少しずつ進んできている。地方企業の大きな課題の一つ
には社員の確保があり、リモートワークの実施など出来る範囲からIT化に取り組み、社員が長く働ける社内
環境づくりを進めている。こうした福利厚生制度の提供やリモートワーク推進による働く環境を向上させる
取り組みは、SDGsの目標８「働きがいも経済成長も」に貢献する取り組みと言える。また同社は、男性が
多い職場だが、女性社員も各所適切に配置、例えば工場では袋詰めなど梱包及び軽作業の組み立てを、事務
所では正確で迅速かつ気の利いた営業事務を任せているほか、商品開発の企画にも女性の意見を積極的に取
り入れている。その他、同社では勤務時間と責任の範囲でパートと正社員の別はあっても、男女で賃金の差
や発言の重さの差はない。それは、「それぞれの性を生かして長所と能力に合った部分を伸ばす。自分をは
じめ完璧な人は一人もいない、それぞれの社員の良いところを寄せ集めて経営する」という現社長の考えの
もと行われているもので、全社員がそれぞれに適した役割を担って力を発揮している。女性優遇ではなく、
男女それぞれが長所や能力に適した役割を任せ、その考えをしっかりと社員へ浸透させているこの取り組み
は、目標５「ジェンダー平等を実現しよう」への取り組みであり、また、同一労働・同一賃金に取り組んで
いる点は目標８「働きがいも経済成長も」に貢献するものと言える。これらの取り組みにより、女性の地位
向上や働きやすい環境の構築による雇用の確保だけでなく、社内コミュニケーションの活性化や生産性向上
へとつながっている。
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東京海上日動社と連携したSDGs診断サービスのご案内（無償）
４．東京海上日動社と連携した SDGs 診断サービスのご案内（無償）

①「環境」「社会・職場環境」「組織体制」「サステナブルな取組み」に関して計40の設問にご回答いただ
きます。
②ご回答結果から「診断レポート」を自動作成し、取組みが進んでいる項目や課題を見える化します。
③「診断レポート」の内容を踏まえた行動宣言書の作成支援機能もご用意しています。

SDGsに取組む3つの
『つながる』メリット
1『新たなビジネスチャンス』につながる！
▶SDGsはビジネス界での「共通言語」であり、SDGs
への取組みをきっかけに、地域との連携、新しい取引
先や事業パートナーの獲得、新たな事業の創出など、
今までなかったイノベーションやパートナーシップを
生むことにつながります。

2『選ばれる会社』につながる！

3『従業員のやりがい・確保』につながる！

▶今後SDGsへの対応が、ビジネスでの取引条件
後SDGsへの対応が、ビジネスでの取引条件となる
となる
可能性があり、いましっかりと取組むことで、取引
先や社会から選ばれ続ける会社
先や社会から
選ばれ続ける会社につながります。
選ばれ続ける会社
につながります。

▶従 業員がSDGsを通じて自社の企業活動が世界や
社会への貢献につながることを理解することで、
従業員の仕事への「やりがい」を生み出します。
従業員の仕事への「やりがい」

▶SDGsへの取組みをアピールすることで、よいイメー
DGsへの取組みをアピールすることで、よいイメー
ジのプランディングができ、金融機関からの評価が
ジのプランディング
ができ、金融機関からの評価が
高まるのは勿論、顧客に対しても社会・環境に優し
い企業であることをアピールできます。

▶SDGsへの取組みをアピールすること、社会的イ
メージ・信頼をアップさせ、意識が高く、優秀な
メージ・信頼をアップさせ、
意識が高く、優秀な
人材を惹きつけることにつながります。
人材を惹きつける
ことにつながります。

企業様の声
実際に何から手を付ければいいのか？
実際に何から⼿を付ければいいのか︖

見える化するために何かツールがあるのか？
⾒える化するために何かツールがあるのか︖

まずは⼿軽なところから始めてみたい
まずは手軽なところから始めてみたい

事業活動を SDGs に紐づけ、可視化・表明し
事業活動をSDGsに紐づけ、可視化・表明し
外部評価を⾼めることからスタートしたい
外部評価を高めることからスタートしたい

SDGsをベースとした企業診断・自社の取組みを可視化
SDGs をベースとした企業診断・⾃社の取組を可視化
支援策を提示する機能も加えたツールをご提供！
⽀援策を提⽰する機能も加えたツールをご提供︕

「SDGs診断サービス」に関するお問い合わせ先
4
静岡県中小企業団体中央会 業務部 町田・菊池
東京海上日動火災保険㈱
静岡支店 松下
「SDGs 診断サービス」に関するお問い合わせ先

TEL：054-254-1511
TEL：054-254-0019
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組合の動き

「呉服町エコバッグ」、
「呉服町トート」を発売！
SDGsを推進する
商店街振興組合静岡呉服町名店街（中村陽史理事長）は、オリジナルの「呉
服町エコバッグ」を制作するとともに、平成13年から発売している「呉服
町トート（バッグ）」をリニューアルし、販売を開始した。
同組合では、
「静岡市SDGs宣言」を行い、様々な目標に向かって活動を
進めている。女性の活躍推進もその一つであり、今回は女性部が中心となっ
て環境保全につながるエコバッグの企画・制作などに取り組んだ。
環境保全の取り組みは、平成５年に開始した“一店逸品運動（商店街の
各店舗がオススメできる商品やサービスを発信し、まちの魅力を高めてい
く運動）”の頃から継続するもので、現在はエコバッグのほかにイベントで
のプラごみ削減等にも取り組んでいる。
メンバーの経験を活かして制作したエコバッグは、買い出しなどに使え
る大容量のものと幅広なお弁当を平らに入れて持ち帰れるミニサイズの２
種類・各３色を展開。デザイン化した「GOFUKUCHO」の文字を全面にプ
リントしている。トートバッグは、A4判の書類が入る「定番トート」を改
良し、携帯電話やカギが入る二分割ポケットを備え付けた。
「ミニトート」は、
お財布や携帯電話などを持って出掛けるのに適したサイズで、それぞれに
新たなエンブレムがプリントされている。
各バッグともに静岡市出身の染色家望月通陽氏がデザインしたものを採
用。価格は税込みでエコバッグ1,200円／ミニ950円。トートバッグ1,200円
／ミニ1,100円にて、池田屋静岡店で販売中。

商店街振興組合
静岡呉服町名店街

呉服町エコバッグ（上）、ミニ（下）

▲呉服町トート／ミニ

2021年
「はばたく中小企業・小規模事業者300社」を受賞！
第一化成株式会社（東寛代表）はこのほど、中小企業庁が実施する「は
ばたく中小企業・小規模事業者300社」に選定、表彰された。
同賞は、様々な分野において直面した課題を、独自のアイデアや技術で
解決し、成果を挙げた企業を顕彰する制度で、このたびの受賞は「生産性
向上」の分野において、同社の取り組みが認められたもの。
同社は小糸製作所の協力会社として創業。自動車用ヘッドランプ、テール
ランプ等の樹脂成型専業企業として高品質な製品を安定的に製造している。
従来、ヘッドランプのレンズに用いられる透明樹脂製品は、製造工程
において樹脂表面に付着する高分子分解ガスによって、銀色状の筋が入る
不具合が最大の課題であった。こうした課題を解決するため、同社では温
湿度を一定に保つことができるクリーンルームを導入。また、検査工程に
おいても、非接触３次元測定器を導入し、レンズの微細精密形状について
0.1㎛単位までの測定を可能とするなど、徹底した品質管理体制を実現した。
同時に、最新IoTによる統合生産管理システムを導入し、受注から生産、販
売、経理までを、同一システムで一括管理することで生産性向上に取り組
んでいる。
さらに、自動車用ランプ部品の既存技術を活用し、太陽光発電の低コス
ト化に不可欠な集光率の高いフレネルレンズの研究に取り組み、「集光型太
陽光発電用レンズ」の開発を実現、量産化に成功した。この集光型太陽光
発電は、従来型と異なり、接地した太陽光パネルの下を有効活用できるメ
リットがあり、国内外の多方面において需要獲得の可能性を秘めている。
6
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第一化成株式会社

▲東 寛代表取締役社長

▲レンズ工場クリーンルーム

▲県内初の集光式太陽光発電システム

組合活性化情報

はん ぷ

土肥桜まつりで限定御朱印を頒布！
土肥桜まつりで限定御朱印を

土肥温泉旅館協同組合

土肥温泉旅館協同組合は、令和４年１月20日から２月６日にかけて土肥
桜まつりを開催した。
まつりのシンボルである土肥桜は、日本一の早咲きとも言われ、国内で
は同エリアにわずか400本ほどしか植生されていない。例年12月中旬に開花
し、１月中旬から２月中旬頃までの約２ヶ月間咲き続ける。一枝に６～７
個の濃いピンク色の花をつけるのが特長で、１年で最も寒い時期に見頃を
迎える珍しい桜だ。
土肥桜まつり期間中は、組合加盟旅館の宿泊プランで宿泊すると土肥桜
まつり限定御朱印（全３種類のうち１枚）の引換券が頒布された。御朱印
の創作を手掛けたのは、伊豆市生まれの切り絵作家・水口千令（みずぐち
ちはる）さん。「人々が幸せでありますように」との願いが込められた鮮や
かな御朱印には、土肥の寺や神社のシンボルが切り絵ならではの風合いで
表現されている。また、３つの御朱印をすべて集めて繋げると１つの絵の
ように見ることができ、魅力的な逸品となった。
昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、今年の
桜まつりも規模を縮小した形で行われたため、組合が企画していた土肥桜
のモニターツアーや松原公園芝生広場でのミュージックライブなどの催し
物は中止となった。
パンデミックによる観光客の減少をはじめとして向かい風の状況が続く
が、組合は地域振興のため事業に取り組み続ける。
■組合ホームページ：http://www.toi-onsen.com/

中小企業のIT活用支援研修を実施
職員の資質向上を図る

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、職員を対象に中小企業基盤整備機構（中
小機構）の職員を講師としたIT活用支援研修会を開催。中小機構が実施す
る「IT経営簡易診断」の知識・ノウハウ等を学んだ。
IT経営簡易診断は、生産性向上等を目指す中小企業に対して、専門家が
３回の面談を通じて企業の経営・業務課題の整理・見える化を行い、実施
可能なIT活用を提案する事業である。特に、顧客対応や販売支援などの「フ
ロント業務」並びに総務・会計・人事・在庫管理等の「バックオフィス業務」
に関するIT推進を対象としている。
講師は、「デジタル化に進んでいない企業はまだまだ多い」との認識を示
し、その要因を、「有用性は認めるが検討する余地がない」または「課題と
ITが紐づかない」と言った『認知の壁』と、「費用対効果が不明」や「合っ
たIT技術が見当たらない」と言った『評価の壁』にあると分析する。
同事業は、こうした壁を突破する施策として実施されるもので、中小企
業の課題整理やIT情報の提供を通じて、IT活用の気づきときっかけを与え
ることを目的としている。IT実装を手伝う支援ではないが、過去２年間で
約900件の実績があり、直後にIT導入に至った事例もあると言う。
中央会では令和３年度から「中小企業組合デジタル化サポートセンター」
を開設しデジタル化支援を強化している。今回の研修はそうした中央会の
重点事業の一環として実施するもので、今後も職員の知識・ノウハウの習
得によって、組合の相談対応や訪問支援などを強化していく。

中小機構の

無料

人間ドックのように自社のIT経営をチェック＆見える化
自社の目的・状況に合ったIT化へのきっかけ作り

1回目
ヒアリング

2回目
ディスカッ
ション

3回目

提案
情報提供

IT経営簡易診断とは

３回の面談を通して、経営課題・業務課題を全体最適の視点から整理・見える化し、
▲
IT 経営簡易診断の詳細はこちらまで
貴社にあったIT活用可能性を提案します
【中小機構 対象者
HP リンク】
※以下の1、2に該当する中小企業

１、自社の経営課題・業務課題を専門家と一緒に見える化したい、IT活用可能性を
検討し、生産性向上を目指したい中小企業
２、特に、顧客対応・営業支援業務（フロント業務）、総務・会計・人事、労務、
在庫、物流等の間接業務（バックオフィス業務）について課題があり、改善を検討
したい中小企業
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静岡県中央会は、２月８日（火）ホテルグランヒルズ
静岡（静岡市駿河区）にて、令和３年度表彰式典を開催
した。
式典では、来賓として難波喬司静岡県副知事、竹内良
訓静岡県議会副議長並びに増田始己静岡県経済産業部長
代理が臨席する中、中小企業の振興に寄与した功労者、
組合代表者らが各賞を受賞した。
冒頭、山内致雄中央会会長は「今年度は新型コロナウ
イルス感染症の影響を考慮して、規模を縮小しての開催
▲静岡県知事表彰 産業振興功労
となった。厳しい環境の中、日々尽力されている皆様に
心から感謝を申し上げたい」と受賞者に謝意を述べると
ともに、「各々の能力や技術を結集し、皆で手を取り合え
ば、このコロナ禍を乗り切れることを確信している。本
会としても中小企業の力が遺憾なく発揮されるよう積極
▲謝辞を述べる角皆理事長
▲記念コンサートの様子
的に支援していく」と挨拶した。
来賓祝辞において、難波副知事は「感染拡大防止に最大限の考慮をしつつ、社会経済活動の正常化を進め、
地域経済を支える中小企業の支援に全力を尽くしていく。今後の地域経済発展のためにはAI, ICT人材の確保・
育成が重要。DX導入を促進することで中小企業の経営力向上に取り組んでいく。加えて、社会的課題となっ
ている脱炭素社会の実現のため、脱炭素・省エネに取り組む中小企業の活動を支援していく」と述べた。
竹内県議会副議長は「今年をコロナ禍を乗り越えた元年として希望に満ちた１年とするためにも、ピンチ
をいかにチャンスに変えていくかが重要なテーマ。地域経済を支える中小企業の元気なくして本県の明るい
未来はない。県議会としても地域に根差した中小企業への積極的な支援を続けていく」と語った。
受賞者を代表して謝辞を述べた協同組合小糸製作所協力会の角皆理事長は「依然として新型コロナとの戦
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いが続く厳しい状況にあるが、挑戦意欲のある我々中小企業が経済活性化の原動力であると信じ、毅然とし
てこの難局に立ち向かいたい」と決意を述べた。
表彰終了後には歌手の佐藤美奈子さん、演奏の金岩知代さんによる記念コンサートが行われ、祝いの席に
花を添えた。
［受賞者・受賞組合は次のとおり（敬称略）］

静岡県知事表彰・褒賞
●静岡県知事表彰 産業振興功労
角皆 一 協同組合小糸製作所協力会
櫻井貴彦 静岡県ビルメンテナンス協同組合

堀部莞爾 静岡県消防設備保守点検業協同組合
佐野裕永 静岡県石油業協同組合

●産業振興知事褒賞 組合功労者
小池弘晃 沼津環境保全協同組合
杉山 守 景観みどり静岡協同組合

小林明美
松本光由

●産業振興知事褒賞 優良組合
伊豆長岡工業団地協同組合（伊豆の国市）
静岡県日中経済協同組合（静岡市）
磐田PA工業団地協同組合（磐田市）

静岡県東部電気工事協同組合（沼津市）
静岡浅間通り商店街振興組合（静岡市）
人材開発協同組合（浜松市）

企業組合動物の森
浜松果物商業協同組合

●労務管理優良事業所知事褒賞
山本被服株式会社（駿東郡清水町・職場のオリジナルユニフォーム制作 他）

静岡県中小企業団体中央会会長表彰
●組合優良職員
中村斉正 富士地区貨物運送事業協同組合
坂部幸博
村端 勝 沼津明友事業協同組合
大塚規央
手島準二 静岡県セメント卸協同組合
曽根 昇
大庭和幸 天龍社織物工業協同組合
野末高弘
山本悦裕 浜松青果物商業協同組合
●永年勤続優良従業員
勤続35年以上 20人
勤続25年以上 44人

▲産業振興知事褒賞 組合功労者

▲労務管理優良事業所知事褒賞

沼津魚仲買商協同組合
静岡市水道局指定工事店協同組合
静岡かつお・まぐろ協同組合
スズキ協力協同組合

勤続15年以上

101人

▲産業振興知事褒賞 優良組合

▲静岡県中央会会長表彰 組合優良職員
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青年中央会では
会員を募集しています！
静岡県青年中央会は静岡県中小企業団体中央会の会員組合の青年部が中心となり、昭和42年に発足。
若き経営者・後継者たちが集い、独自の創造的ネットワークを組織し、これからの企業経営を見据えた研
鑽・交流を図る組織です。
現在、会員青年部として19青年部、延べ300社以上の傘下企業がおり、業種も機械金属や食品の製造
業、運送業など様々な業界の企業で構成されています。
年間を通じ、総会や多くの研修会、交流会などを繰り広げ、相互交流や情報交換などの積極的な活動
を行っています。そこで培われた経験を持って、県内外ビジネスシーンにて多くのメンバーが活躍していま
す。明日を、そして未来を見つめ、豊かなコミュニケーションとその可能性に挑み続ける静岡県青年中央
会。創造力と行動力をもって、未来に向けて歩み進めています。

※令和4年2月末時点
※写真は50周年記念事業時（H29）

【静岡県⻘年中央会 組織図】
静岡県⻘年中央会
会⻑ 尾崎将之
東邦電気技研㈱ 代表取締役
静岡県電気⼯事（⼯）⻘年部会浜松⽀部 所属

⻄部⻘年中央会

中部⻘年中央会

会⻑ 内藤博介

会⻑ 鈴⽊雅⼋

㈲克昇⼯業 代表取締役

㈱ベルスター・スズキ 代表取締役

湖⻄⾦属⼯業（協）⻘年部会 所属

島⽥鉄⼯（協）島⽥鉄友会 所属

会員数：５団体・個人7名

会員数：９団体・個人13名

★会

東部⻘年中央会
会⻑ ⼩泉庄太
㈱畠⼭製作所 代表取締役
芝浦機械協⼒（協）⻘年部会

沼津鉄⼯団地（協）昭和会 所属

会員数：５団体・個人15名

費：各地区ごとに異なります。お問い合わせください。

★会員資格：組合青年部及び企業に所属する経営者又はそれに

顔写真

準ずるもの（各地区ごとに定年制を設けております。）
静岡県青年中央会 事務局
お申込み・お問い合わせ先
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TEL 054-254-1511

↑静岡県青年中央会HP URL
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;EXGL

景況 ウォッチ

組合活性化情報

内閣府が2月8日に公表した2022年1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、1月の
景況を示す現状判断ＤＩ
（季節調整値）
は、前月差19.6ポイント低下の37.9
（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）
は前月差7.8ポイント低下の
42.5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により、持
ち直しに弱さがみられる。先行きについては、持ち直しへの期待がある一方、
コスト上昇等や内外の感染症の
動向に対する懸念がみられる」
とまとめている。

概

況

○ 2022年１月のDI値は、前月との比較において「在庫数量」を除く８指標が悪化する結果となった。
12月期調査ではすべての指標が上昇傾向にあったが、コロナウイルスの新株流行による感染拡大に伴い、大きく落ち込みを見せ
る結果となった。各業種からも当月の落ち込みと感染拡大による消費の減少による厳しい状況についての声が多く寄せられた。
○「製造業」では、前月との比較において、
「在庫数量」「資金繰り」以外の７指標が悪化する結果となった。
織物業からは、「コロナウイルス感染症がこの１月より蔓延し、少しずつ戻りつつあった売上に、水を差すような結果になりそ
うだ」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、９指標すべてが悪化する結果となった。鮮魚小売業からは、「まん延防止に伴う営
業時間の短縮と酒類提供の停止で再び業務卸売業は厳しい状況になることが予想される。また、原材料等の上昇により小売業
も含め、全体的に消費がしぼむ事が懸念される」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

−18.3

−11.4

11.6

−15.0

−41.7

−28.3

−16.6

−16.7

−40.0

2021.12

11.7

−11.4

16.7

−10.0

−10.0

−15.0

3.3

−8.3

−18.4

2021.12→2022.1

−30.0↓

0.0→

−5.1↓

−5.0↓

−31.7↓

−13.3↓

−19.9↓

−8.4↓

−21.6↓

2022.1

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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H27.1

H28.1

H29.1

H30.1

H31.1

R2.1

R3.1

R4.1

（2022年1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
・正月までは観光地への人出も多くなり、水産物の需要も高まっていたが、その後、コロナ禍の波が押し寄せると一
気に需要減退となった。ただし、巣ごもり需要の高まりも一部にある。
水産食料品
・新型コロナの影響で約２年間我慢比べをし、生産調整や業務リストラなど経営努力を重ねて何とかやりくりして
きたが、ここにきて新株の影響により再び「まん防」が適用され、さながら水面に出て呼吸をしようとした時に足を
引かれ水中に引きずり込まれた様な気持ちである。
・2018年頃からふわふわで甘い「高級食パン」は、おいしさは当日のみで翌日には味が落ち、また焼くと美味しくない
パン
為、ブームは去りつつあり全国で閉店する店が増加する傾向にある。
・原材料並びに生産コストの上昇による収益の悪化。
織物業
・コロナウイルス感染症がこの１月より蔓延し、
少しずつ戻りつつあった売上に、
水を差すような結果になりそうだ。
宗教用具
・依然として需要は低迷しており前年比△32％減と厳しい状況が続いている。
・依然木材需要は旺盛であり製材業界は高操業が続いているが、原材料費も高騰しており採算面は微妙。ここにきて
製材業、木製品
市況に警戒感が聞こえてきた。
・自動車業界の操業短縮により、受注量が不安定
金属製品
・各業界の景気が軒並み悪化している。
・新型コロナの影響が不安材料である。
・原材料・光熱費の高騰により収益が圧迫されている。
・部材の遅延による仕掛の増加と材料費の値上げによる収益面への影響が出てきている。
生産用機械器具
・１月に入って、オミクロン株感染拡大により、複数の組合員で陽性者が出ており、今後の生産活動への影響が危惧
される。
電気機械器具 ・部品調達問題は改善されつつあり、生産は回復傾向となっているが、足元では人の確保が問題。
・自動車関連の組合員企業は、売り上げがコロナ前の水準に回復してきているが、第６波の感染状況により生産動向
が大きく下振れする可能性がある。
・１月に入ってからオミクロン株の感染拡大により部品調達の遅れが出ており、OEMメーカーの稼働停止や生産計
画の変更が頻発している。自社内の感染拡大にも気を使いながら、生産調整による人員調整に苦慮している。
輸送用機械器具 ・１月９日以降オミクロン株感染事例が拡大してゆく中で、自動車メーカーの操業停止の影響は業界に影響を与え
ている。企業は、感染者対応と生産予定の変更など経営が困難な状況である。今後コロナウィルスの変異はさらに
続くことも予想され予断を許さない状況である。
・自動車関連業界では、新型コロナ感染拡大及び半導体不足、ハーネス部品輸入遅れの影響によりカーメーカーの生
産調整が発生し減収減益である。２月期に於いても生産調整の影響が大きく響くと予想される。

■非製造業
セメント卸売業 ・公共関連工事や大口工事案件等の需要低迷により、２ヶ月振りに前年実績マイナスとなった。
各種商品卸売業 ・コロナ禍の中でも、企業から新たな投資相談がある。
・まん延防止に伴う営業時間の短縮と酒類提供の停止で再び業務卸売業は厳しい状況になることが予想される。ま
鮮魚小売業
た、原材料等の上昇により小売業も含め、全体的に消費がしぼむ事が懸念される。
・政府はコロナ禍における燃料価格激変緩和対策事業を発動した。これは国が、元売り事業者・輸入業者に価格抑制
の原資を支給し、ガソリン・軽油・灯油・重油の卸価格の抑制を通じて、小売価格の急激な上昇を抑制するもの。小売
価格を引き下げて販売することではないが、一部の誤った報道等により、消費者はガソリンを値下げしない末端の
燃料小売業
販売業者が補助金を搾取していると勘違いされるケースが見受けられる。原油価格は、中東情勢やウクライナ情勢
等不安定な要素があり、今後も高止まりすることが予想される。激変緩和策の主旨は売価を引き下げるのではな
く、これ以上値上げしないで済むためのもので、原油動向などで一定の補助額を上回った場合、値上げもありえる。
・三が日は、去年より人出も多く、飲食店も個人客が戻りつつあった。しかしながらオミクロン株の急激な拡大で、客
各種商品小売業
足が遠のいた。１月29日から、静岡市主催の地域消費促進キャンペーンが始まった。なんとか蔓延防止等重点措置
期間の売り上げに期待する。
・１月期においては年末年始を中心に宿泊予約が伸び、
対前年同月比については売上・収益とも増加した。
しかし、
１月
宿泊業
27日からの静岡県のまん延防止等重点措置の適用により、
その後の宿泊キャンセルや新規の宿泊予約が止まった。
・昨年同時期に比べ、コロナの影響が薄くなっており、着工が遅れる工事は散見されるものの､全体的には忙しくな
職別工事業
る兆しが見えている。但し、鋼材単価の上昇などにより元請からの値下げ圧力は大きい。
・１月の荷物情報は回復傾向で始まったものの、
まん延防止措置の発令により法人向けの集荷が減少。
相変わらずの燃
料高騰やアドブルーの供給不安により長距離輸送を避ける傾向が続く。
また、
一部では新型コロナウイルスのオミク
ロン株急拡大により、
ドライバーへの感染や濃厚接触者も広がりを見せ、
運転手確保が厳しくなることが懸念である。
道路貨物運送業
・燃料費の高騰や取引先の急な稼働日減により減収と固定費の増加に繋がっている。加えて、半導体など影響を受け
ない自動車関連以外の運送をしている会社に転職を考える運転手もいる。自動車関連はバックオーバーが多く将
来、挽回予定との説明が報道などであるが、その時には運転手・ドライバー不足になってる可能性がある。
・再びまん延防止重点措置が発令され、戻り始めた人の動きが止まってしまい、無事に新年度を迎えられるかを心配
道路旅客運送業
する声も聞かれる状況に陥っている。
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Network
静岡県立工科短期大学校の御案内
～静岡キャンパス・沼津キャンパス～
事業主推薦選抜の御案内（令和5年度入学生）
静岡県立工科短期大学校では、一人ひとりのレベルに合わせたきめ細かな少人数教育と次世代のものづく
りに対応できる人材の育成を目指しています。従業員の人材育成に本校の事業主推薦選抜制度をぜひご活用
ください。
■静岡県立工科短期大学校 事業主推薦選抜
○訓練期間：２年
○対 象 者：自社の従業員または内定者
○試 験 日：令和４年10月15日及び12月17日

○静岡キャンパス
学科：機械・制御技術科
電気技術科
建築設備科

○沼津キャンパス
学科：機械・生産技術科
電子情報技術科
情報技術

在職者訓練（研修・講習）受講生募集
静岡県立工科短期大学校では、従業員の方を対象に、様々な訓練（研修・講習）を行っています。静岡キャ
ンパス、沼津キャンパスの各コースを御紹介します。スキルアップに、是非御活用ください。
沼津キャンパス

静岡キャンパス

■三次元CAD（サーフェス・アセンブリ編）
募集期間：4/4まで
開 催 日：4/26、4/27 6時間/日
定
員：10名
受 講 料：1,100円
内
容：CATIA V5を使用したサーフェスモデ
ルおよびアセンブリ（組立）の作成方
法等の基本操作を習得します。

■フォトショップ（入門）
募集期間：4/20まで
開 催 日：5/12、5/19、5/26（昼間3日）
定
員：10名
受 講 料：2,200円
内
容：
「Adobe Photoshop」の基本的な操作方
法を学びます。

■第一種衛生管理者受験対策
募集期間：3/1 ～ 5/16
開 催 日：6/7、6/13、6/27、7/11、7/22、8/8
※初回のみ1時間/日、他は6時間/日
定
員：20名
受 講 料：4,400円
内
容：常時50人以上の労働者を使用する事業
所に必置である衛生管理者の内、第一
種免許取得試験に必要な知識を習得し
ます。
■人事・労務管理
募集期間：3/1 ～ 5/16
開 催 日：6/7、6/9、6/14、6/16 3時間/日
定
員：20名
受 講 料：2,200円
内
容：働き方改革時代に対応した人事制度や
給与体系、最近の労働法改正や就業規
則制定のポイントをわかりやすく解説
します。
14
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■ドローン（無人航空機・UAV）による情報化施工
（入門）
募集期間：5/11まで
開 催 日：5/31、6/1（昼間2日）
定
員：10名
受 講 料：1,650円
内
容：ドローンに関連する法規および安全運
行に関する知識と、空撮データを活用
するための基礎知識を学びます。
【静岡県立工科短期大学校に関するお問い合わせ】
静岡県立工科短期大学校
HP：https://scot.ac.jp

○静岡キャンパス
〒424-0881 静岡市清水区楠160番地
TEL：054-345-2033

○沼津キャンパス
〒410-0022 沼津市大岡4044-24
TEL：055-925-1073

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
テレワークを有効に活用しましょう
テレワークを有効に活⽤しましょう
テレワークを有効に活⽤しましょう

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
雇⽤環境・均等室
054-252-5310

テレワークを有効に活⽤しましょう
054-252-5310
054-252-5310
新型コロナウイルス感染症の感染が拡⼤していることを
新型コロナウイルス感染症の感染が拡⼤していることを
新型コロナウイルス感染症の感染が拡⼤していることを
照明
踏まえ、テレワークを実施するに当たっての留意事項をご
照明
踏まえ、テレワークを実施するに当たっての留意事項をご
照明
踏まえ、テレワークを実施するに当たっての留意事項をご
明るいところで作業しましょう
確認いただき、実施をご検討ください。
明るいところで作業しましょう
確認いただき、実施をご検討ください。
明るいところで作業しましょう
確認いただき、実施をご検討ください。
温度・湿度
温度・湿度
◇実施に向けての検討
温度・湿度
◇実施に向けての検討
適度な温度・湿度の
◇実施に向けての検討
窓
適度な温度・湿度の
業務の切り出し
適度な温度・湿度の
窓
業務の切り出し
部屋で作業しましょう
窓こまめに
業務の切り出し
部屋で作業しましょう
対象者の選定
部屋で作業しましょう
こまめに
対象者の選定
こまめに
対象者の選定
換気しましょう
費⽤負担の割合
換気しましょう
費⽤負担の割合
換気しましょう
費⽤負担の割合
◇セキュリティのチェック
◇セキュリティのチェック
その他
◇セキュリティのチェック
その他
◇ルールの確認
机・椅⼦
その他
◇ルールの確認
適度な休憩・
机・椅⼦
◇ルールの確認
適度な休憩・
机・椅⼦
労働時間
安全衛⽣等
作業中の姿勢に
適度な休憩・
労働時間
安全衛⽣等
ストレッチなど
作業中の姿勢に
労働時間
安全衛⽣等
ストレッチなど
作業中の姿勢に
◇作業環境のチェック（右図参照）
気を付けましょう
ストレッチなど
◇作業環境のチェック（右図参照）
気を付けましょう
◇作業環境のチェック（右図参照）
気を付けましょう
○テレワークに関しては静岡労働局HP
○テレワークに関しては静岡労働局HP
○テレワークに関しては静岡労働局HP
をご参照ください▼
をご参照ください▼
をご参照ください▼
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuokahttps://jsite.mhlw.go.jp/shizuokahttps://jsite.mhlw.go.jp/shizuokaroudoukyoku/hatarakikatakaikaku
roudoukyoku/hatarakikatakaikaku
roudoukyoku/hatarakikatakaikaku
_telework_00105.html
_telework_00105.html
_telework_00105.html

【テレワークに関する相談・お問い合わせ先】
【テレワークに関する相談・お問い合わせ先】
【テレワークに関する相談・お問い合わせ先】
○テレワーク相談センター(厚⽣労働省委託事業
))
○テレワーク相談センター
(厚⽣労働省委託事業)
○テレワーク相談センター
(厚⽣労働省委託事業
電話番号
0120-861009
電話番号
0120-861009
電話番号
0120-861009
メールアドレス
sodan@japan-telework.or.jp
メールアドレス
sodan@japan-telework.or.jp
メールアドレス sodan@japan-telework.or.jp

障害者雇⽤状況の集計結果（令和3年６⽉１⽇現在）
障害者雇⽤状況の集計結果（令和3年６⽉１⽇現在）
障害者雇用状況の集計結果
（令和3年６月１日現在）
障害者雇⽤状況の集計結果（令和3年６⽉１⽇現在）

職業対策課

職業対策課
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この度、⽯綿障害予防規則が改正され、令和4年4⽉1⽇以降に着⼯する⼯事のうち、⼀定規模の建築物・⼯作
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物の解体・改修⼯事を⾏う際は、⽯綿の有無の事前調査結果を所轄労働基準監督署⻑に報告が必要となる等の規
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読者プラザ
組合直営カフェ「CREPE ＆ DRINK TATENOICHI」をオープン！
私達、稲取温泉旅館協同組合は昭和36年設立で、温泉湧出60
数年の歴史の浅い温泉地です。
平成２年頃をピークに宿泊人員も減少の一途をたどり、比例し
て組合員も減少し、現在では組合員数は16軒となっております。
「雛のつるし飾り発祥の地」である稲取温泉の中で、組合事業
としてひな祭りイベント運営（展示会場「雛の館」の運営）を行
うなど、地域の観光事業の中心的な役割を担ってきました。
稲取温泉旅館協同組合 代表理事
旅館経営者も代替わりする中で、私の同級生で同じく旅館経
営者の二人とともに旅館組合の正副組合長を任された2020年、
定居 宏康（右）
新型コロナウイルスの感染拡大が始まりました。
コロナ禍の影響で、稲取温泉も例外なく打撃を受けましたが、マイナスな事ばかり考えるのでは
なく新しい観光を作り出す良い機会だと前向きに捉え、稲取温泉の未来を作るプロジェクトとして
同級生の３名が中心になり、組合直営のカフェをオープンさせることとなりました。
温泉街に、観光客の皆様がゆっくり過ごせるお店がなかったことから、観光庁の補助事業にチャ
レンジし、採択されたことがきっかけで空き店舗を改修しました。
地元自慢の食材､ 旬のフルーツを盛ったクレープや、豆からこだわり丁寧に淹れたコーヒー、そ
して、地物フルーツを使ったソフトドリンクなどをご用意しております。
稲取温泉の新しい拠点として“今、ここで”しか味わえないクレープとコーヒーを提供しており
ますのでお立ち寄りいただけたら幸いです。
さ だ

い

ひ ろ や す

SDGｓは17の目標と169のターゲットが
ありますから、そのすべてに取り組んでい
くことは大変困難なことです。 重要なこと
は、自分は何ができるかということを理解し
て、それを継続していくということだと思い
ます。多くの人がそうしてSDGｓに関わって
いけば、一時の流行で終わらず、本当の意
味で持続可能な世界に向けて、習慣や生活、
社会をシフトしていくことができるかもしれ
ません。
（野沢）

今回の特集では「中小企業におけるSDGｓ
の活用」を紹介しました。記事を作成する
中で、毎年６月に各国のSDGs達成度を評
価する世界ランキングが発表されていること
を知りました。2021年の日本は165カ国
中18位で、17の目標のうち、「深刻な課
題がある」と指摘されたのが、
「5：ジェンダー
平等」「13：気候変動」「14：海の生物多
様性」「15：陸の生物多様性」「17：パー
トナーシップ」の５つだったそうです。
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