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令和３年度 静岡県の組合設立白書
通常総会終了後の手続きをお忘れなく！
情報発信力の強化を目指し、業界の周知のためのパンフレットを作成 ほか

平成の風景（26） プレミアムフライデー
プレミアムフライデーは、日本政府と経済界が提唱した個人消費喚起キャンペーンとして平成29年２月から始まった。月
の最終金曜日に合わせ、民間企業や公共機関に社員の早帰り・交流などの社内での活用や、社外に向けたイベント・セー
ルなどのキャンペーン実施を促進するもの。略称は「プレ金」
。働き方改革も個人消費の促進も両方達成できる施策として
期待され、県内でも商店街等が定着に向けて活動を継続してきたが、現在はコロナ禍で停滞傾向にある。

静岡県中小企業団体中央会

申告・納付は６月１日から７月１１日までの間に、最寄り

は静岡労働局、労働基準監督署へ申告書を添えて労働保険料
下さい。

～労働保険料等の申告・納付はお早めに～
なお、申告書のみを提出する場合は、７月１１日までに静
保険徴収課又は労働基準監督署へ提出して下さい。

労働保険の概算・確定保険料及び石綿健康被害救済法の一般拠出金の申告・納付をしていただく
時期となりました。

また、電子申請による申告・納付も可能です。

申告・納付は６月１日から７月１１日までの間に、最寄りの金融機関又は静岡労働局、労働基準
監督署へ申告書を添えて労働保険料等を納付してください。

併せて、労働保険料等の納付に大変便利な口座振替納付も

なお、申告書のみを提出する場合は、７月１１日までに静岡労働局労働保険徴収課又は労働基準
監督署へ提出してください。

ださい。

また、電子申請による申告・納付も可能です。
併せて、労働保険料等の納付に大変便利な口座振替納付も、ぜひご利用ください。

[申告書の記入についての

○ コールセンター
TEL

０１２０―

開設期間

（土日祝

5/30(月)～7/22(金

○ 静岡労働局 労働保
〒420-8639

静岡市
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または
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TEL：054-254-6316

静岡市葵区追手町9-50

5/30（月）～ 7/22（金）９時～ 17時

または最寄りの労働基準監督署へ
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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

検索

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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静岡県の組合設立白書
全23組合の概要とその目的

令和３年度に県内で設立された組合は23組合であった。前年度から３組合減少したものの、平成
25年度から９年連続で年間の組合設立件数は20組合を超えた。
一組合平均の出資総額は213.2万円と前年度の118.9万円を上回り、100万円以下の組合が12組
合と過半数を占めた。
主な事業は、共同購買・斡旋事業が13組合と最も多く、組合員企業の経営合理化への期待感が大
きい。また、非経済事業である外国人技能実習生共同受入事業の実施を視野に入れた組合の設立も引
き続き活発である。
【県内の組合設立件数の推移】

組合設立件数の推移

年度

・９年連続で20組合超える

設立件数

令和３年度の組合設立件数は、前年度を３件下回

全国

（過去10年）

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

R1

R2

R3

16 22 21 22 26 27 26 26 26
339 327 362 440 417 374 472 566 463

23
※

※全国数値は、全国中央会の集計による。令和３年度は未集計

る23組合であったが、設立件数は９年連続で20組合
を超えることとなった。

静岡県の組合設立件数

コロナ禍で経済活動が停滞する傾向にあるが、厳
しい経済環境下においても生き残りを図るべく、地
域の中小企業が業種を問わず様々な方面で組織化
しようとする意識が高い。また人材育成や人手不足
を背景とした組合の設立が目立つ傾向にあった。
なお、令和２年度の全国の設立件数は463件と３
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年ぶりに減少に転じた。

出資金の推移・構成員の特徴

組合主要事業の推移

・出資金は少額傾向

・共同購買事業によりコスト削減を図る

・組合員数は少数・異業種組合が目立つ

・外国人技能実習制度にも引き続き関心が集まる

出資金が100万円以下の組合が12組合と全体の過

共同購買事業によりコスト削減など経営合理化を図

半数を占めた。また、組合員の少数化に加え、少額

る組合が13組合にのぼった。開発途上国の「ひとづく

資本で設立し、互いの経営資源・情報を共有しなが

り」を目的とした外国人技能実習生制度に対する関心

ら課題解決を図

は引き続き高い。また、
企業組合の設立（４組合）では、

ることを目的と

【出資金の推移】

し て い る。 業 種
の多様化が進ん
で お り、 少 額 資
本で異業種の強
みを活かした設
立が多い傾向に
あるといえる。
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出資金平均は213.2万円
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空き家管理や「エ
シカル消費」の
推進を目的とし
た地域の活性化
なども含む、人
や社会・環境に
配慮した取り組
みが目立った。

【組合主要事業の推移】
年度
共同受注
共同販売
共同購買・斡旋

H28
4
4
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29 30 R1 2 3
4 5 2 6 4
2 4 2
2
18 13 18 15 13

共同生産・加工
共同施設の維持・管理
企業組合
その他
計

1
3 2 2 2 4 4
2 1 1 2 1
22 26 26 26 26 23

組合活性化情報

令和３年度 新設23組合

プロフィール

静岡クラフトビール協同組合

PROFILE

所在地／沼津市

※順不同。
内容は認可時点のものです。

海外人材の確保・定着・育成を図る

組合員／４人

出資金／ 20万円

所在地／静岡市
種／計量器・測定器・分析機器・試験機・
測量機械器具・理化学機械器具製造業、
金属加工機械製造業、電気工事業
地

区／静岡市、浜松市

事

業／共同購入、外国人技能実習生共同受入

建設資材の共同購入によるコスト削減

出資金／ 120万円

業

種／酒類製造業、酒類小売業

地

区／沼津市、三島市、伊豆の国市、伊豆市、
静岡市

事

業／共同購入、共同販売、共同保管、共同宣伝
クラフトビールは、大手ビールメーカーの商品

と異なる味わいや希少性等で消費者の関心を集め、
者がある。特に県東部地域は豊富な水資源と先駆的
な醸造メーカーがあったこと等から、全国的にも有
名なクラフトビールの一大産地となっている。
近年、国内の酒類市場は嗜好の変化や少子高齢化
等により消費量が減少傾向にあり、クラフトビール
の消費も今後、減少することが懸念されている。ま
た、大手業者の参入や同業者間の競合も激しくなっ
ており、経営の革新や合理化が急務となっている。
このような時流の中で、予てから交流のあった地
域の事業者が連携し、共同購入や共同販売等を行う
ことで経営の安定を図るとともに、イベントの開

浜松KS協同組合
組合員／４人

組合員／６人

現在国内には約500社、静岡県内に約20社の製造業

海外人材育成協同組合

業

クラフトビールの魅力を県内外に発信し、
消費の拡大に取り組む

出資金／ 500万円

所在地／浜松市
業

種／土木工事業、職業紹介業

地

区／浜松市

事

業／共同購入、外国人技能実習生共同受入

催や共同研究を通して、知名度の向上はもとより、
より消費者に求められる製品作りを行っていく。

共同購入により経営・業務の効率化を図る

アーバン協同組合
組合員／７人

出資金／ 350万円

所在地／浜松市
業

種／大工工事業、
とび・土工・コンクリート工事業、

水産食料品製造業、パン・菓子製造業、
その他の食料品製造業、旅館・ホテル、
老人福祉・介護事業

地

区／東京都、静岡県、大阪府、広島県、山口県、

事

業／共同購入、外国人技能実習生共同受入

大分県
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新設23組合の概要紹介
倒壊の危険性など、住民に被害を及ぼす可能性もあ

企業経営の専門家集団として
経営者の良いパートナーに

ることから早期の対策が必要となっている。
他方、障がい者の社会進出の推進として、多数の

企業組合Da-monde未来
組合員／４人

就労継続支援事業所が障がい者雇用に積極的に取
出資金／ 40万円

所在地／浜松市
事

業／商工業に関するコンサルタント業務、
商工業に関する業務の請負
国内では、人口減少や少子高齢化という構造的課

題により生産年齢人口が減少しており、年々その深
刻さを増している。さらに、新型コロナウイルス感
染症の拡大に伴う経済活動の停滞により、今後の雇
用・就業に多大な影響を及ぼすことが懸念されてい
る。高年齢者雇用安定法の改正により企業に対し70
歳までの就業確保の努力義務化がなされたものの、
高齢労働者の失業リスクは決して低くはない。
こうした経緯から、浜松
市を中心とした県西部地域
わってきた４名が集まり、
“個々の能力を活かした地
域企業の応援ができない
に応じた働く場の創出がで
▲柴田茂樹理事長

その結果、各自のノウハウを活かした企業支援と
定年後の安定した職場の確保に取り組む連携体と
して組合を設立し、事業に取り組んでいくことと
なった。

空き家管理企業組合
出資金／８万円

業／空き家の管理
近年、空き家の戸数が増加傾向にある。人口減少

や少子高齢化のあおりを受けて、管理されていない
空き家が全国各地で増加している。静岡市において
も例外ではなく、山間部や一部の市街地を中心に、
定期的な維持管理がなされていない空き家が多数
見られるようになってきた。防犯・不審火の問題や

中小企業静岡 2022.5

具体的には、空き家の目視点検・清掃サービスな
どを行う空き家管理業務を受注し、障がい者の就労
機会を創出する空き家管理事業を実施していく。

異業種連携による経営の合理化

UHサポート協同組合
組合員／４人

出資金／ 100万円

所在地／焼津市
業

種／一般土木工事業、耕種農業、建設用・

地

区／焼津市、牧之原市

事

業／共同購入、外国人技能実習生共同受入

静岡経済協同組合
組合員／８人

出資金／ 800万円

所在地／浜松市
業

種／耕種農業、その他食料品製造業、

地

区／浜松市、静岡市、榛原郡吉田町

事

業／共同購入、外国人技能実習生共同受入

同業者の連携で警備業の共同受注を目指す

所在地／静岡市

4

について検討を重ねた末、組合立ち上げに至った。

経営コンサルタント業

障がい者の就労機会創出による空き家問題の
解決

事

管理サービスに従事することを目的とした組織化

連携によるコスト削減のスケールメリットを
追求

か”、“定年後、個々の能力

組合員／５人

こうした２つの背景を踏まえ、障がい者が空き家

建築用金属製品製造業

で企業経営・企業支援に携

きないか”を検討してきた。

り組むようになってきている。

中遠警備業協同組合
組合員／４人

出資金／ 40万円

所在地／磐田市
業

種／警備業

地

区／磐田市、浜松市

事

業／共同受注
警備業を取り巻く環境は、社会・経済構造の変化

により、そのニーズは多様化、高度化しており従来

組合活性化情報

新設23組合の概要紹介
からの施設警備・交通誘導警備のほかイベントでの

啓発に取り組んできた４人が集まり、浜松市を拠点

雑踏警備や現金輸送警備、24時間監視のオンライン

に県内外への『エシカルリビング』の更なる普及・

セキュリティシステムなど、国民に幅広く生活安全

啓発を目的とした事業を展開することで、浜松市を

サービスを提供する産業となっている。

国内におけるエシカルリビングの先進地とし、地方

磐田市及びその周辺地域でも、大規模なお祭りを
はじめ、花火大会、マラソン大会など多種多様なイ

創生や新産業の創出につなげていくことを目的と
して設立した。

ベントが数多く開催されており警備業務の需要が
高い地域である。
一方で、警備業における中小零細企業の人手不足
は深刻であり、多くの受注機会の損失が発生してい
る。また、大手警備業者との価格競争により収益
性も低下している。加えて、昨今の新型コロナウイ
ルスの影響により大規模イベントの中止が相次ぎ、
地域の中小警備業者においては厳しい経営環境と
なっており、経営の立て直しが急務となっている。
そこで同組合では警備業務の共同受注等を行う
ことにより、企業の体質強化、合理化、効率化及び
組合員の経済的地位の向上を目指す。

『エシカルリビング』を浜松市から発信

企業組合エシカルリビング
組合員／５人

出資金／ 100万円

所在地／浜松市
事

業／エシカル商品の販売あっせん、
飲食店の経営、エシカル商品の販売、
キャンプ場の経営
近年、“持続可能な社会の実現を目指す世界共通

の目標（SDGs）
”と関連する考え方として、“人や
地球環境、社会、地域を大切にする考え方や暮らし
方”などを意味する『エシカルリビング』が注目を
集めている。

資材及び副資材の共同購入よる仕入れコスト
削減

SIT協同組合
組合員／４人
所在地／沼津市
業

種／建設業、金属製品製造業

地

区／沼津市、富士市

事

業／共同購入、外国人技能実習生共同受入、
特定技能外国人支援

『エシカルリビング』の具体的な取り組みとして、
生産過程などに配慮した商品（自然環境を犠牲にし
ていない商品や、開発途上国の人権・環境に配慮し
フェアトレードされている商品）を購入するほか、
人間だけでなく動物・自然と共存する生活方式など
が挙げられる。
浜松市においては、平成29年に「一般社団法人
日本フェアトレードフォーラム」から日本で4番目
のフェアトレードタウンとして認定されているが、
地域住民の認知度自体は低い状況にある。
当組合は浜松市内で『エシカルリビング』の普及・

出資金／ 200万円

異業種連携による経営合理化・人材育成

ASM協同組合
組合員／４人

出資金／ 400万円

所在地／裾野市
業

種／老人福祉・介護事業、建設業、自動車賃貸
業、飲食料品小売業

地

区／静岡県、山梨県、東京都

事

業／共同購入、外国人技能実習生受入
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新設23組合の概要紹介
共同事業を通じ、コスト削減・経営合理化を
図る

グローバルビジネス協同組合
組合員／４人

のほか、育児や介護との両立といった働き方のニー
ズの多様化などが進んでいる。企業においても、従
業員のキャリア形成・育成支援のための体制整備が

出資金／ 400万円

所在地／浜松市

求められているが、資源が限られる中小企業におい
ては対応が進んでいない状況にある。
組合設立に同意した５社は、各事業所地区にお

業

種／自動車・同附属品製造業

地

区／浜松市、掛川市、袋井市

事

業／共同購入、外国人技能実習生共同受入

いて“異業種合同型の新入社員研修”や“社会人

浜松の「食」で地域全体を盛り上げる

053企業組合
組合員／５人

国内では少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少

全般にむけたキャリアコンサルティング”、“ 転職
者への職業訓練”など幅広い分野で人材のキャリア
形成・育成支援をしてきた。しかし、様々な地域・
業種の企業より支援要望を受ける中で、１社では対
応できない案件も増えつつある。
こうした中で、それぞれが行ってきた“人材育成

出資金／ 50万円

所在地／浜松市

支援業務及びそれに関連するコンサルティング業

事

務”を組合で共同受注することで、支援エリアの

業／農林水産物及び農林水産加工物の製造
及び販売、地域資源を活用した商品の開発

拡充と幅広い支援ニーズへの対応を実現し、様々な

及び製造、地域資源を活用したイベント等

業界・組織の人材育成・キャリア形成の促進を図っ

の企画運営

てていく。

浜松を拠点とする若手同年代の5名が仕事を通じ
て出会い、交流を深める中で、各々の強み・スキル
を活かして浜松の「食」をテーマとしたブランディ
ングを行おうと考えた。こうした考えのもと、
「食」
にまつわるイベントを企画・開催したところ、地元・
浜松のお客様を中心に好評を得ることができた。
この経験から、浜松地域を代表する農林水産物を
取り扱う販売事業や、浜松地域の「食」にまつわる
イベント事業を継続して実施し、浜松の「食」で地
域全体を盛り上げ、ゆくゆくは全国へ浜松ブランド
を発信していきたいという想いをより一層強めた。
今後、活動を強化していくにあたり、事業運営管
理の観点から、組織体制の改善・整備が必要との結
論に至り、企業組合を設立した。

共同購入事業により経営の合理化を目指す

セブン侍協同組合
組合員／４人

企業の人材育成研修及びコンサル業務の
共同受注を目指す

静岡キャリア形成支援協同組合
組合員／５人
所在地／浜松市
業

種／経営コンサルタント業

地

区／浜松市、静岡市、富士市

事

業／共同受注、共同宣伝
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出資金／ 75万円

出資金／ 500万円

所在地／静岡市
業

種／土木工事業、
とび・土工・コンクリート工事業、
食料・飲料卸売業、貸家業、貸間業

地

区／静岡市

事

業／共同購入、受注あっせん、
外国人技能実習生共同受入

組合活性化情報

新設23組合の概要紹介
労務管理を共同化し経営の合理化を図る

C-Lot協同組合
組合員／９人

そうした業務を従来型のIT企業だけでは全方位で
サポートすることが難しく、クライアントのニーズ

出資金／ 505万円

所在地／湖西市
業

ウェアなどの導入ニーズが高まっている。一方で、

種／耕種農業、畜産食料品製造業、製糸業，
紡績業，化学繊維・ねん糸等製造業、
製鋼・製鋼圧延業、
自動車・同附属品製造業、

一般貨物自動車運送業、
不動産賃貸業（貸家業，貸間業を除く）
又はその他の専門サービス業

地

区／北海道、石川県、静岡県、愛知県

事

業／共同購入、外国人技能実習生共同受入、特

に的確に応えられない状況が表面化している。
こうした環境の変化を背景として、デジタル化が
急速に進展する中、ソフトウェアを中小企業により
身近にすることを目的に、ソフトウェア開発事業
者と業務のプロが本組合を組成し、ソフトウェア・
アプリ開発及びサービスの提供に併せて、デジタル
化から派生する法律、税務、販路開拓等の経営課題
にも対応した共同受注・斡旋事業を展開し、中小企
業の経営ソリューション集団を目指す。

定技能外国人支援

副資材の共同購入により経営の合理化を目指す

CareerLink協同組合
組合員／４人

出資金／ 300万円

所在地／静岡市
業

種／自動車・同附属品製造業、その他の専門
サービス業、紙製容器製造業、
その他の技術サービス業

MK協同組合

地

区／静岡市、富士市、袋井市

事

業／共同購入、外国人技能実習生共同受入

DXに取り組む中小企業のデジタル化を支える
DX専門のパートナー

静岡DXサポート協同組合
組合員／４人

資材の共同購入と外国人材の積極的な活用

出資金／ 20万円

組合員／４人
所在地／静岡市
業

種／情報サービス業、専門サービス業

地

区／静岡市及び浜松市

事

業／共同受注、受注あっせん、共同宣伝
新型コロナウイルス感染症の影響により、社会や

経済構造が大きく変革し企業活動にも大きな変化
が生じている。中でも、非対面・非接触スタイル向
けオンラインサービスの拡大やテレワーク・オンラ
イン会議など、デジタル技術を活用した働き方改革
が急拡大している。
このような状況下にあって、中小企業において
も新たなスタイルに対応したITシステムやソフト

種／一般土木建築工事業、土木工事業、
不動産賃貸業、
他に分類されない非営利的団体

地

区／静岡市

事

業／共同購入、共同宣伝、受注あっせん、
外国人技能実習生共同受入

所在地／静岡市
業

出資金／ 100万円

経営の効率化及び海外人材の育成を図る

ベンガル協同組合
組合員／５人

出資金／ 100万円

所在地／静岡市
業

種／土木工事業、家具製造業、楽器製造業、洗濯

業、専門料理店
地

区／静岡市

事

業／共同購入、共同宣伝、
外国人技能実習生共同受入

中小企業静岡 2022.5
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新設23組合の概要紹介
「さつまいも」の安定供給とブランド化

あり、昨今では、

富士美芋協同組合

採の需要が急激

組合員／７人

出資金／ 70万円

所在地／富士市
業

種／耕種農業、その他の食料品小売業

地

区／富士市

事

業／共同購入、共同販売、共同加工、共同宣伝、
共同検査、共同保管
近年、日本国内では新型コロナウイルス感染症に

よる巣ごもり需要などもあり、さつまいも及びさつ
まいも加工品がブームとなっている。加えて、ア
ジアを中心とした海外への輸出量増加も相まって、
国産さつまいものニーズが高まっている。
当組合のある富士山周辺では、古来より富士山の
火山灰土の土壌を生かし、高品質なさつまいもの栽
培が行われてきた。近年では、さつまいも需要の高
まりから、品質の高さに注目が集まり、百貨店を始
めとしたバイヤーからの取引相談件数が増加傾向
にある。しかしながら、取引の増加に伴い、さつま
いもの生産・安定供給が課題となり、農業事業者
個々での対応が困難となりつつある。
こうした課題を抱える中で、同じ課題を持つ富士
市周辺のさつまいも栽培を行う農業事業者を中心
に共同で事業を行うことで、取引先に対するさつま
いもの安定供給に加え、知名度及び付加価値の向上
を目的とした富士山周辺のさつまいものブランド
化を目指していく。

静岡TREE CARE PROFESSINAL
協同組合
出資金／ 107万円

所在地／伊東市
業

高木や危険個
所の剪定は高所
作業車やクレー
ン車などの併用
での作業が主流
となっているが、
重機作業車が進
入できない場所
など特殊条件で
の剪定作業等で
は、 一 般 の 造 園
事業者では安全
に作業すること
が 難 し く、 仕 事
を断らざるを得
ない事例や、安全を軽視した危険な作業が行われる
事例も散見されてきた。
これまで静岡県内の高所伐採、危険木伐採などの
需要の増加を見込み、造園事業者が集まって、自主
的に勉強会を開催し、ツリークライミング（木を
傷付けない方法で枝に専用のロープを使い、高木を
登っていく方法）を中心とした安全な特殊伐採につ
いての知識を習得し、技術を磨いてきた。
今回、協同組合を設立することで共同購入による
の確保により、経営の合理化や経済的地位の向上を
目指していく。

今回詳細を掲載できなかった新設組合につきま
しては、今後ビジネスレポートや読者プラザ等で紹
介していきます。

種／造園工事業
近年、神社・寺院の境内や街路樹、山林などの樹

木の管理が行き届かないケースや、川沿い・高速道
路脇の樹木など地形的に管理することが難しい樹
木が放置されるなど、社会的な問題となっている。
このような樹木の伐採は、高所伐採、危険木伐採
などと呼ばれ、樹木管理のニーズが複雑化しつつ

8

に増加している。

仕入れコストの減少と、特殊伐採の大口受注の機会

高所伐採、危険木伐採の専門集団として
共同受注に取り組む

組合員／ 11人

こうした特殊伐

中小企業静岡 2022.5

組合設立のご相談は、お気軽に

『静岡県中央会』まで
連携支援課 054（254）1511
東部事務所 055（926）8220
西部事務所 053（453）2195

Topics
通常総会終了後の手続きをお忘れなく！
中小企業組合は、法令に基づき事業年度終了後または通常総会終了後に、所管行政庁に対して届出や認可
申請等行う義務があります。行政庁への諸手続きが取られず、改善指導等にも従わない場合、行政庁は組合
に解散を命ずる権限を持ちます。また、各手続きにおいて法令違反や定款違反等が認められた場合、罰則等
の対象になることがありますのでご注意ください。
◆事業年度終了後または通常総会終了後の提出（申請）書類の一覧
提出先

内

（窓口）

行政庁

容

時

・決算関係書類の提出

通常総会終了後2週間以内

・役員変更の届出

変更後2週間以内
遅滞なく

・定款変更の認可申請

税務署
法務局

期

※総会で定款変更の決議を行った場合のみ

・税務申告

事業年度終了後2か月以内

・代表理事の変更（重任含む）※

就任後2週間以内

・出資総口数及び

事業年度末日より4週間以内

払込済出資総額の変更

※変更があった場合のみ

※法務局に対する代表理事の変更には、留任（重任）の場合も含まれます。よって、役員改選期には必ず登
記申請が必要となりますのでご注意ください。

静岡県中小企業団体中央会

告知

日

令和４年度
時

通常総会 のご案内

令和４年

６月 29日（水）

14：00 〜（予定）
会

場

ホテルグランヒルズ静岡／静岡市駿河区

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により開催方法を変更する場合がございます。
詳しくは、会員宛て文書による「案内状」または「本会ホームページ」にて公表致しま
すのでご確認ください。

■お問い合わせ

静岡県中央会・総務課

TEL 054-254-1511

中小企業静岡 2022.5
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組合の動き

情報発信力の強化を目指し、
業界の周知のためのパンフレットを作成

静岡県鍼灸マッサージ
協同組合

静岡県鍼灸マッサージ協同組合（伊東悦男理事長）は、静岡県中央会が
実施する取引力強化推進事業（補助事業）を活用し、業界イメージの向上
による組合・組合員の収益力の強化を目的としたパンフレットを制作した。
取引力強化推進事業は、小規模事業者組合（組合員の２分の１以上が小
規模事業者である協同組合または企業組合等）が、共同事業の活性化や受
注拡大など取引力の強化促進を目的に行う事業を対象として、最大50万円
（総事業費の３分の２まで）が助成される制度である。これまでに多くの組
合が同補助事業を活用し、パンフレットやホームページ等を制作しており、
令和３年度は、５～７月に公募が行われ６組合が採択された。
静岡県鍼灸マッサージ協同組合は、平成30年４月に設立。以降、健康保
険の申請及び医療費の請求事務といった共同事務作業や消耗品の共同購入、
技術向上のための研修会等に取り組んできた。
組合員の増加、共同事業の利用促進のために、鍼灸マッサージ業界への
理解を深め、適切に鍼灸マッサージ施術所を活用してもらう必要があり、
そのために「情報発信力の強化」が課題となっていた。
今回制作したパンフレットは、鍼灸マッサージ施術で健康保険が活用で
きることを一般に広く周知し、鍼灸マッサージ施術の活用を促進すること
を目的としており、健康保険を活用する手順やよくある質問が掲載されて
いる。このパンフレットは3,000部ほど作成され、組合員を通して県内各地
区の組合員と交流のある医療機関に配架される。

県下青年部会員が一堂に集結
組合青年部静岡県大会を開催
静岡県青年中央会は、３月19日にホテルクラウンパレス浜松において令
和3年度組合青年部静岡県大会を開催し、基調講演と活動報告を実施した。
本大会は静岡県中小企業団体中央会との共催事業であり、青年中央会に
未加入の県内組合青年部を含めた若手経営者や後継者の情報交換・交流を
目的としている。例年、懇親交流会を伴う盛会な事業を執り行ってきたが、
今般のコロナウイルス感染症拡大の影響により、直近２年は中止、オンラ
イン開催と規模の縮小を余儀なくされていた。今回は３年ぶりとなる実地
開催となり、県内各地より総勢34名の熱意ある若手経営者らが出席した。
大会は２部構成となり、１部では基調講演に地元浜松の鈴木宏典税理士
（税理士法人SS総合会計）を招き、経営環境が目まぐるしく変化する中で、
中小企業にも取り組むことができる事業イノベーションの手法について講
演が行われた。２部では同会の尾﨑将之会長より直近の活動報告とともに
withコロナ時代にあって青年部活動の熱量を如何に保ち続けるのか等につ
いて他県青年部の事例を交えた説明があり、同会の鈴木雅八副会長の大会
宣言をもって幕を下ろした。
尾崎会長は、「コロナ禍以前の活気ある状態に戻すには参加いただいた
方々の組織内での働きかけが非常に重要であり、今日の情報を広く共有し
ていただきたい」と語った。
静岡県青年中央会では随時会員を募集中。お問合せは事務局まで
（054-254-1511）
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静岡県青年中央会

▲基調講演の様子

▲尾崎会長による活動報告

組合活性化情報

浜松駅ビルにうなぎいもストアをオープン！
うなぎいも協同組合（伊藤拓馬理事長）は、３月15日に浜松駅メイワン
エキマチウエスト内に「うなぎいもストア」をオープンした。2021年４月
に開店した１号店（東京・戸越銀座商店街）に続く２号店となる。
同組合は、耕種農業を営む事業者で構成され、組合員が栽培したさつま
いもの共同販売・加工事業等を行っている。「うなぎいも」とは、加工の過
程で捨ててしまう浜名湖のうなぎの頭や骨などを肥料に育てられたさつま
いもである。国内有数の生産量である浜松浜名湖のうなぎと、遠州地域で
は数百年前から栽培されてきたさつまいもの2つの郷土食材をかけ合わせ、
「うなぎいも」としてブランド化した。
本店舗の目玉となるのは、細長く絞り出した焼き芋のペーストをたっぷ
り使った「うなぎいもモンブランソフトクリーム」。うなぎいも特有の甘さ
と、仕上げに振りかけるパウダーに含まれた岩塩の風味が絶妙にあわさっ
た人気商品だ。また、飲むモンブラン「うなぎいものモンブランシェイク」
といった商品も人気を博している。
同組合はクラウドファンディングによる新規設備の導入や組合オリジナ
ルキャラクター「うなも」のファンクラブ立ち上げや定期的なWeb配信の
実施など、ユニークな事業展開を行っている。組合事業の最新情報は組合
ホームページや各SNSで確認できるので、ご覧いただきたい。
■組合HP：https://www.unagiimo.com/
■浜松駅店公式Twitter：https://twitter.com/unagiimo_store

新たな事業展開
店舗飲食からテイクアウト型飲食へ！
静岡水産流通協同組合の洞江典征理事長が経営する株式会社ゴールドラ
イフは、３月24日、エスパルスドリームプラザに県内初の“コロッケのころっ
家 清水店”をオープンした。昨今のコロナ禍において、同社の寿司店舗
は売上が急減し、苦境に立たされていた。そこで新分野であるテイクアウ
ト型飲食業へ進出することで、消費者ニーズに応えながら、感染リスク等
の不安感を払しょくする効果を期待する。
今般、魚介類卸売業の関連会社である同社が魚介類を安く仕入れ、安く
提供できる強みを活かし、新たな事業展開ができないか検討を重ねていた
ところ、事業再構築補助金の活用により、地域の特色を活かした新商品の
開発と新規事業の展開に漕ぎ着けた。全国に13店舗出店している“コロッ
ケのころっ家”から店舗運営ノウハウを吸収するとともにオリジナルコロッ
ケである「桜えびのグラコロッケ」を開発。桜えびは旬や漁期が限られて
いるが、寿司職人が持つ繊細な剝き技術と保有設備を活用することで1年を
通して安定供給できる強みを活かした商品となった。
洞江理事長は、「２年続くコロナ騒動により、各業界は苦境に立たされて
いる。しかし、ただ終息を待つのではなく、コロナと共存し、事業の幅を
拡げるため本事業への挑戦を決めた。オープンまで不安もあったが、周り
の支援や協力もあり、今日を迎えることができた。県内に1店舗しかないた
め、足を運んでいただけたら嬉しい」と述べた。
なお、令和４年の事業再構築補助金は3回程度の公募を実施予定である。

うなぎいも協同組合

▲伊藤理事長と新店舗の様子

▲うなぎいもモンブランソフト

株式会社ゴールドライフ

▲店舗の様子
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景況 ウォッチ

組合活性化情報

内閣府が4月8日に公表した2022年3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、3月の
景況を示す現状判断ＤＩ
（季節調整値）
は、前月比10.1ポイント上昇の47.8
（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1.9ポイント上昇の
48.4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、持ち直しの動きがみられる。先行きについては、ワクチン接種の進展等もあり、感染症の動向への懸念
が和らぐ中、持ち直しへの期待がある一方、
ウクライナ情勢による影響も含め、
コスト上昇等に対する懸念が
みられる」
とまとめている。

概

況

○ 2022年３月のDI値は、前月との比較において「売上高」「在庫数量」「設備操業度」「雇用人員」「業界の景況」の５指標が増加する
結果となった。
まん延防止等重点措置が解除され、ヒト、モノの移動が増えたことにより半数の指標は、上昇傾向にあるが、ウクライナ問題による
ロシアへの経済制裁の影響を受け、各業界の収益状況は悪化し、不安定な経済環境に懸念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、
「売上高」
「在庫数量」
「設備操業度」
「雇用人員」
「業界の景況」の５指標が改善する結果となった。
生産用機械器具からは、「コロナの長期化、ウクライナ問題の発生から、昨年後半のような回復の勢いが無くなりつつあり、企業間
においても優劣格差が拡大傾向にある」と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、「売上高」「在庫数量」「取引条件」「収益状況」
「雇用人員」「業界の景況」の６指標が改
善する結果となった。宿泊業からは、「まん延防止等重点措置解除後、春の駆け込み需要で全体的に宿泊客が伸びた。しかし今後リ
バウンドによる第７波が不安視される。また、ロシアのウクライナ侵攻による世界各国の経済制裁に伴い、食材や燃料等の原材料費
高騰が懸念される」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

−13.6

−14.0

8.4

−22.0

−42.3

−25.4

−3.3

−10.1

−44.6

2022.2

−18.7

−9.3

11.8

−16.9

−37.2

−25.4

−13.3

−15.2

−44.0

2022.2→2022.3

5.1↑

−4.7↑

−3.4↓

−5.1↓

−5.1↓

0.0→

13.3↑

6.6↑

−0.6↓

2022.3

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
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-20.0
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H27.3

H28.3

H29.3

H30.3

H31.3

R2.3

R3.3

R4.3

（2022年3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
製造業

・今春は備品類・エネルギー関連の値上げが相次ぎ、販売価格転嫁が難しく収益性を圧迫している。
・組合員の生産高減少が組合のインフラ供給事業の業績に直結しているので、組合施設の稼働も工夫し、コストダウンを図っ
ている。しかしながら一定の時間は設備を停止できない。更にガスなどの燃料の単価高騰も相まって期待していた程コスト
削減になっていない。
・パンの業界でも、新型コロナウイルスによる世界的なサプライチェーンの寸断や半導体不足の影響から、製造機械を発注し
ても納期は通常より大変遅くなっている。従来の設備機器も永年稼働しており、代替部品も製造されていないものもあるた
め故障すればその対応に苦慮する。
・正絹織物の受注が入り、低迷した去年より10％～ 20％増加した。しかし、綿織物は、去年同様動きが鈍い。加えて綿糸の値段
が高騰し、受注が見送られ今後も期待できない。
・前年同月比5.5％の減少、多少の持ち直し感はあるが、すべての資材関係と流通コストの高騰で収益状況が厳しい。
・ウクライナ紛争への経済制裁と、対抗するロシアによる輸出制限を受け、ロシア産木材の流通に支障が生じている。国産木材
への需要が更に切迫する要因となり得る。
・コロナウイルスの影響で、印刷需要が低迷している。前年も売上が低調だったが、本年も低調である。インキ・PS版・ニス・H液
などの資材、ローラー交換費用や産廃回収費用も値上げとなった。しかし、価格転嫁が済んでおらず、収益を非常に圧迫して
いる。用紙の値上げも控えており、当月より値上げ要請を開始。コロナ禍におけるITバブルの恩恵が薄らいでいる。加えて、
用紙値上げが今後も予想される中、先日の行政の入札価格は最安値を更新した。未だに値引き合戦が行われていることに業
界の先行きに不安を感じる。
・売り上げは増加傾向にあるが、燃料代、設備修繕費の増加で、収益的には厳しい状況が続いている。
・ロシアに対する経済制裁の影響や、ロシアへの依存度が高いエネルギー、物質の高騰など、先行きが不安。
・電気代・燃料代等の値上がり。原材料等の値上がりにより状況は厳しい。
・電気料の上昇により、鋳造・プレス業の負担が大きくなってしまった。
・材料購入価格が値上がりしている。製品価格に反映されず、収益は仕事が増加しているのに悪い。
・コロナの長期化、ウクライナ問題発生から昨年後半のような回復の勢いが無くなりつつあり、企業間においても優劣格差が
拡大傾向にある。
・概況は部品調達問題に上海のロックダウンの影響も加わり継続して生産に影響を与えている。
・大型冷蔵庫は販売好調により生産は高水準を維持している。
・家庭用エアコンは調達問題が影響して需要に供給が追い付いていない状況。
・業務用エアコンは昨年同等レベルとなったが、調達問題がネックとなっている。
・新型コロナウイルスの影響のほかに現状ロシアのウクライナ侵攻により世界情勢が不安定となり原油価格などのエネル
ギー資源や原材料費が上昇に転じているほか、一部調達が困難な状況も発生している。
・半導体不足解消の見通しが立たない中、ウクライナ問題や中国のゼロコロナ政策によるロックダウンで原材料やエネルギー
関連の価格が上昇しており、部品調達を含めリスクが、更に高まって先々の見通しが立たない。
・ウクライナ情勢など外的環境の変化により、今後の推移に注視していく。予断を許さない状況が続いている。

■非製造業
セメント卸売業
鮮魚小売業
燃料小売業
各種商品小売業

宿泊業
情報サービス業
総合工事業
電気工事業
職別工事業

道路貨物運送業

道路旅客運送業

・3 ヶ月連続で前年同月実績を下回り、通期でも5.1％減と３年連続減少となった。依然として低迷が続いている。
・原材料が高騰し収益状況が悪化している中、ウクライナ情勢により、さらに厳しい状況が予想される。また、水産物において
ロシアは有力な貿易相手国であり、私たち日本人が日常食としているサケ等の入荷に相応の影響が出ることも予想されるた
め、今後の事態に注視している。
・急激な円安や、ウクライナ情勢の長期化、サウジアラビアへの攻撃等、今後も原油価格の高止まりが予想される。
・商店街振興組合の収入源であったテナントも退去予定になった。収入も減少し、令和４年度から事務局員も廃止し、ほとんど
の事業を停止することとなった。
・組合にて、エコバックや商店街の紹介MAPを製作し、大変好評である。しかし、一部飲食店舗では、サーモンの輸入が遅れ影
響が出ている。原材料の値上げで、販売価格が値上がりした飲食店もある。
・桜の季節となり、少しずつ県外ナンバーの車が目立つようになった。
・まん延防止等重点措置解除後、春休みの駆け込み需要等で全体的に宿泊客が伸びた。まん延防止措置が解除されたものの、今
後、リバウンドによる第7波が不安視される。
また、ロシアのウクライナ侵攻による世界各国の経済制裁に伴い、食材や燃料等の原材料費高騰が懸念される。
・首都圏より発注問い合わせが増えてきたが、県内でも人手不足により受注できない状況である。
・材料等の値上がり及び納入時期の遅れが目立ち、工期が守れない状況になっている所もある。
・民間工事はいつまでも続く材料価格の高騰、職人を含む人件費の上昇により工事価格が上がっているので新規工事の着工が
延期されている。官庁工事も予算消化の見積・少額の小口工事が発注される程度。
・販売価格の上昇が止まらない。採算が合う見積もりで受注したつもりでも、材料発注の時間差で鋼材が高騰し、結局採算が合
わない。
・半導体不足に加え、ウクライナ情勢の影響により部品の供給に遅れが出ており、電気工事にも影響が出ている。
・鋼材の値上がりが大きく、工事費に反映できないケースもみられるが、どの企業も仕事量は確保している。今後も、大型工事
の着工が計画され、人手不足感がかなり大きくなると予想する。
・３月中旬の宮城、福島で発生した地震の影響で、コンテナ輸送が停止したためトラック輸送への代替輸送の需要が高まり東
北向けの運賃は上昇した。しかし、３月は年度末であり、例年荷動きが活発になるが、全般的には低調であった。ただ、引越関
連は増加傾向となった。燃料高騰による企業経営への影響が大きく収益を圧迫する状況が続いている。
・オミクロン変異株の急増、ロシア侵攻による世界情勢不安、原油高による燃料費高騰によりトラック業界は厳しい。あらゆる
ものが値上がりしている中、運賃だけが上がっていない。
・軽油の値段が高い状態のまま、４月からタイヤの値段が上がる。取引先の稼働状況も半導体関連に左右され売上の見通しが
立たない。
トラックを発注しようにも納車未定の状態で運送業界は厳しい状態。
・まん延防止重点措置の影響により人の動きが鈍い状態が続いており、３月に入っても厳しい状況が続く。さらにロシアのウ
クライナ侵攻のあおりを受け、タクシーの主要燃料であるLPガスが高騰し経営悪化に拍車がかかっている。
・燃料高騰により、お客様から運賃を少しあげたが追いつかない。しばらく軽油の値下がりは期待できない。
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Network
2022アビリンピック静岡大会出場者募集
障害のある方々が技能を競う県大会の出場者を募集し
ます。全12種目行われ、優勝者は11月に千葉県で行われ
る全国大会へ推薦されます。
■開催・募集概要
日
時：①6/26（日）９時～ 16時
②7/2（土） ９時～ 16時
③7/3（日） ８時45分～ 12時35分
会
場：①ポリテクセンター静岡
②静岡市東部勤労者福祉センター清水テルサ
③静岡デザイン専門学校
対
象：身体、知的、精神障害のある15歳以上の県
内在住または県内に通勤・通学する方
種
目：【日程①】オフィスアシスタント、ビルクリー
ニング、縫製、木工【日程②】ワードプロセッ
サ、データベース、喫茶サービス、表計算、
販売実務、製品パッキング、パソコンデー
タ入力【日程③】ＤＴＰ
期
限：5/25（水）
■問い合わせ先・申込み先
〒422-8033 静岡市駿河区登呂３丁目１番35号
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構静岡支部
TEL：054-280-3622
FAX：054-280-3623
HPはQRコードより御覧ください。

「令和４年度静岡県優秀技能者功労表彰」
候補者を募集します。
～県内の優れた技能者を推薦してください～
県では、広く社会一般に技能のすばらしさを理解
していただき、技能労働者の地位向上につなげるた
め、極めて優れた技能を持ち、他の労働者の模範と
なる技能者を表彰します。

令和３年度の受賞者

対

象： 県内で働き、極めて優れた技能を持ち、
当該技能の第一人者と目されている方

推 薦 者： 産業団体、事業所、市町、職業訓練機関
等
推薦方法： 県立工科短期大学校又は県立技術専門校
（テクノカレッジ）に所定の書類を提出

全国アビリンピック出場者募集
上記県大会で実施されない種目について、全国大会の
選手としてふさわしい技能をお持ちの方を募集します。
選考の上、全国大会に推薦されます。
■開催・募集概要
日
時：11/4
（金）～ （
6 日）
会
場：幕張メッセ（千葉県）
主
催：（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
対
象：身体、知的、精神障害のある15歳以上の県
内在住または県内に通勤・通学する方
種
目：家 具、 建 築CAD、 義 肢、 歯 科 技 工、 機 械
CAD、電子機器組立、コンピュータプログラ
ミング、ホームページ、パソコン操作（視覚
障害者のみ）
、洋裁、フラワーアレンジメント、
ネイル施術、写真撮影、パソコン組立
期
限：6/30（木）
■問い合わせ先
静岡県経済産業部 職業能力開発課
ものづくり人材班
TEL：054-221-2954
FAX：054-271-1979
E-mail：syokunow@pref.shizuoka.lg.jp
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してください。
募集期間： 令和４年６月30日
（木）必着
選考方法： 推薦のあった方の中から、技能の内容、
産業への貢献、後進の育成等を総合的に
審査して決定します。
表 彰 式： 令和４年11月
令和３年度受賞者数：22名
■問い合わせ先
静岡県経済産業部 職業能力開発課
ものづくり人材班
電

話：054-221-2954

ＦＡＸ：054-271-1979
E-mail ：syokunow@pref.shizuoka.lg.jp
Ｈ

Ｐ：http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/
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交通事故防止効果

交通違反抑止効果

活用事業所の声
◆ 活用事業所の声
○運 転記録証明書を活用するように
な っ て、 運 転 者 の 意 識 も 変 わ り、
事故違反件数が減少傾向にある。
○社 員からの事故・違反の申告漏れ
がなくなった。
○ 事故・違反の把握が容易になった。
○ 保険料が節約できた。

一通 670 円です。
多くの企業の方にご活用いただいております。
お気軽にご相談ください！
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 中部運転免許センター内
☎054-252-3191 https://www.jsdc.or.jp/
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読者プラザ
「社会人としての一歩」
令和４年度新規採用職員として、静岡県中小企業団体中央会へ入会しま
した、渡邊佳奈と申します。
佳奈という名前の由来は、私が将来結婚をして名字が変わっても繋がり
が残るようにと、両親の名前の頭文字を取って付けたものだそうです。血
の繋がりだけでなく、名前でも結ばれていると知り、私はとても嬉しく、
大切な贈り物だと感じております。
大学では経済学を専攻し、生まれ育った静岡を離れることなく東京まで

中央会
連携支援課

新幹線通学をしておりました。気候や人柄、街の規模や空気など、私にとっ

渡邊 佳奈

て馴染みや安心感がある静岡で、社会に貢献出来るよう中央会で業務に励
んで参ります。
今はまだ、未熟なところが多々あるヒヨコですが、立派なニワトリに成

長出来るよう、一つ一つを丁寧に覚え、一つ一つコツコツと取り組んで参ります。そして、一日も
早く皆様に私を覚えて頂けるような仕事が出来たらと思っております。どうぞ、ご指導ご鞭撻のほ
どよろしくお願いいたします。

また、機関誌「中小企業静岡」の担当に
つきましては４月の人事異動により野沢から
機関誌作成業務を引継ぎ、飯田が担当させ
ていただくこととなりました。
本誌ではより一層、皆様のお役に立つ支
援施策や組合活動等の情報を発信して参り
たいと存じます。 本誌に対するご意見並び
に記事掲載等の情報提供がございましたら、
お気軽にお問い合わせくださいますようどう
ぞよろしくお願い申し上げます。 （飯田）

新年度が始まり早１ヶ月余りが過ぎました。
駅のホームや電車内、
街中で、
真新しいスー
ツに身を包んだ新社会人を多く見かけます
が、社会に初めて飛び込み、右往左往しなが
ら日々奮闘されている姿を思い浮かべると私
が新社会人だった頃を思い出します。
４月より中央会に１名の職員が入職しまし
た。今月号の読者プラザのコーナーで紹介
しました渡邊佳奈さん。 今後の活躍がとて
も楽しみです。

中小企業静岡5月号（通巻822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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料等を納付して

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

静岡労働局労働
令和4年度における静岡労働局の⾏政運営⽅針を策定しました
令和4年度における静岡労働局の⾏政運営⽅針を策定しました
令和4年度における静岡労働局の⾏政運営⽅針を策定しました

静岡労働局では令和4年度、以下の３点を最重要施策として取り組んでまいります。
静岡労働局では令和4年度、以下の３点を最重要施策として取り組んでまいります。

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

054-252-5310

１ 雇⽤維持・労働移動等に向けた⽀援やデジタル化への対応、多様な⼈材の活躍促進
１雇⽤調整助成⾦等を活⽤し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主の休業や教育訓練による雇⽤維持の取組
雇⽤維持・労働移動等に向けた⽀援やデジタル化への対応、多様な⼈材の活躍促進
みを⽀援するとともに、産業雇⽤安定助成⾦により⼀時的な在籍型出向等による労働者のモチベーションを維持しつつ雇
雇⽤調整助成⾦等を活⽤し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主の休業や教育訓練による雇⽤維持の取組
⽤維持を図る出向元と出向先双⽅の事業主を⼀体的に⽀援します。
みを⽀援するとともに、産業雇⽤安定助成⾦により⼀時的な在籍型出向等による労働者のモチベーションを維持しつつ雇
⼈材確保対策コーナーにおいて、医療・介護・保育分野など雇⽤吸収⼒の⾼い分野でのマッチング⽀援を強化し、検証
⽤維持を図る出向元と出向先双⽅の事業主を⼀体的に⽀援します。
を踏まえた適切な訓練コースの設定及びデジタル分野での訓練コースの設定により円滑な労働移動の促進を図ります。
⼈材確保対策コーナーにおいて、医療・介護・保育分野など雇⽤吸収⼒の⾼い分野でのマッチング⽀援を強化し、検証
地⽅公共団体、経済団体及び各就職⽀援関係機関と連携し、ハローワークの専⾨相談員による⼥性、新規学卒者、⾮正
を踏まえた適切な訓練コースの設定及びデジタル分野での訓練コースの設定により円滑な労働移動の促進を図ります。
規雇⽤労働者、就職氷河期世代、⾼年齢者、障害者及び外国⼈などの就労及び就職の⽀援を⾏い、地域での多様な⼈材の
地⽅公共団体、経済団体及び各就職⽀援関係機関と連携し、ハローワークの専⾨相談員による⼥性、新規学卒者、⾮正
活躍を促進します。
規雇⽤労働者、就職氷河期世代、⾼年齢者、障害者及び外国⼈などの就労及び就職の⽀援を⾏い、地域での多様な⼈材の
活躍を促進します。
２ 誰もが働きやすい職場づくり
２新型コロナウイルス感染症は社会経済活動に多くの影響を及ぼしていますが、働き⽅を⾒直す⼤きな契機ともなって
誰もが働きやすい職場づくり
おり、誰もが働きやすい職場づくりや安全で健康な職場づくりなどの働き⽅改⾰に取り組む事業場が増えています。
新型コロナウイルス感染症は社会経済活動に多くの影響を及ぼしていますが、働き⽅を⾒直す⼤きな契機ともなって
のお問い合わせ先]
これからも働き⽅改⾰を推進し、特に中⼩企業・⼩規模事業者については、監督署の「労働時間相談・⽀援班」による
おり、誰もが働きやすい職場づくりや安全で健康な職場づくりなどの働き⽅改⾰に取り組む事業場が増えています。
説明会や個別訪問、「静岡働き⽅改⾰推進⽀援センター」と連携したセミナーや個別相談、「働き⽅・休み⽅改善コンサ
これからも働き⽅改⾰を推進し、特に中⼩企業・⼩規模事業者については、監督署の「労働時間相談・⽀援班」による
ルタント」などによる専⾨家⽀援、「働き⽅改⾰推進⽀援助成⾦」をはじめとする各種助成⾦など、引き続き寄り添った
説明会や個別訪問、「静岡働き⽅改⾰推進⽀援センター」と連携したセミナーや個別相談、「働き⽅・休み⽅改善コンサ
相談・⽀援に取り組みます。
ルタント」などによる専⾨家⽀援、「働き⽅改⾰推進⽀援助成⾦」をはじめとする各種助成⾦など、引き続き寄り添った
⼀⽅、違法な⻑時間労働の疑いや過重な労働が原因と考えられる過労死等の事案に対しては⽴⼊調査を徹底するなど引
相談・⽀援に取り組みます。
き続き厳正に対処します。
⼀⽅、違法な⻑時間労働の疑いや過重な労働が原因と考えられる過労死等の事案に対しては⽴⼊調査を徹底するなど引
き続き厳正に対処します。
３ ⼥性活躍・総合的なハラスメント対策の推進
３男⼥ともに全ての労働者が仕事と⽣活を両⽴しながらキャリア形成を進められるよう、令和4年4⽉から段階的に施⾏
⼥性活躍・総合的なハラスメント対策の推進
される育児・介護休業法の改正内容について周知を図るとともに法の着実な履⾏確保に取り組みます。あわせて、「産後
男⼥ともに全ての労働者が仕事と⽣活を両⽴しながらキャリア形成を進められるよう、令和4年4⽉から段階的に施⾏
パパ育休制度」等男性の育児に資する制度について、あらゆる機会をとらえて周知を⾏うとともに、両⽴⽀援等助成⾦の
される育児・介護休業法の改正内容について周知を図るとともに法の着実な履⾏確保に取り組みます。あわせて、「産後
活⽤等により男⼥とも仕事と育児が両⽴できる職場環境の整備を図ります。
パパ育休制度」等男性の育児に資する制度について、あらゆる機会をとらえて周知を⾏うとともに、両⽴⽀援等助成⾦の
また、令和4年4⽉より改正⼥性活躍推進法に基づく⾏動計画の策定等が中⼩企業にも拡⼤されたため、新たに義務化
活⽤等により男⼥とも仕事と育児が両⽴できる職場環境の整備を図ります。
される事業主も含め着実な履⾏確保を図るとともに、えるぼし・プラチナえるぼし認定の取得促進の取組を⾏います。
また、令和4年4⽉より改正⼥性活躍推進法に基づく⾏動計画の策定等が中⼩企業にも拡⼤されたため、新たに義務化
さらに、パワーハラスメント防⽌措置が令和4年4⽉より中⼩企業においても義務化されたことから、職場における
される事業主も含め着実な履⾏確保を図るとともに、えるぼし・プラチナえるぼし認定の取得促進の取組を⾏います。
パワーハラスメント及びセクシュアルハラスメント等の総合的なハラスメント対策を推進します。
さらに、パワーハラスメント防⽌措置が令和4年4⽉より中⼩企業においても義務化されたことから、職場における
パワーハラスメント及びセクシュアルハラスメント等の総合的なハラスメント対策を推進します。

も、ぜひご利用く
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祝を除く）

金) ９時～17時

保険徴収課

市葵区追手町9-50
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監督署へ

STOP！熱中症クールワークキャンペーン

令和3年度

能力開発セミナーのご案内

能力開発セミナー



静岡県の組合設立白書

設計・開発、加工・組立、工事・施工、設備保全など “ものづくり分野” における、「技能・技術の向上」や
「新たな製品づくり」といった生産現場の課題を解決するための実習を中心とした職業訓練です。地域のニーズ
を踏まえあらかじめ準備されたコースのほか、企業等の個別のオーダーに応じたコースを利用できます。

３ つのポイント

競争力強化を目指して！

・新技術への対応など現場力の強化や確かな技能の継承
・さらなる付加価値、コスト削減で現場の生産性の向上
・新技術の開発や製造プロセスの改善で新たな製品や品質の創造

２ 豊富なコースラインナップ！

・直接生産型 設計・開発、加工・組立、工事・施工、検査等 に関するコース
・直接生産型と間接生産型 生産管理、品質管理、設備保全、安全衛生等 を組合わせたコース
・確実な職務遂行を目指すレベルから職務の多様化、高度化、効率化、品質向上を目指すレベルまで

３ 受講しやすい訓練日数と料金設定！

（空き状況の確認もできます）

こんなコースがあります！

こんなお悩みはありませんか？
現場力・技能継承

生産性向上 コスト↓、付加価値↑

・製品のコスト削減、品質向上の方法を習得したい
・設備メンテナンスを確実に効率良くやりたい
・製造プロセスの改善や最適化をしたい

受講申込は)$;で

訓 練 受 講

機械系

機械設計 製図・&$'・公差・力学・トラブル防止
制御システム設計 空気圧制御・油圧制御
機械加工 旋盤・1&旋盤・フライス盤・マシニングセンタ
溶接加工 精密測定 機械保全 など

電気系

制御システム設計 シーケンス制御・3/&制御・空気圧制御
電子回路設計 アナログ回路、デジタル回路、はんだ付け
組込みシステム プログラミング・,R7・マイコン制御
電気設備設計保全 建築計画 設備&$'・店舗照明
など

居住系

木質構造設計 壁量計算・構造安定性能・許容応力度
建築施工 壁装施工
建物診断 木造耐震診断
建築設備工事 火災報知、空調機器、管加工と接合、防災設備
建築計画意匠 インテリア計画、建築&$'、設備&$'
など

管理系

工場管理 コスト改善低減・生産工程改善・品質改善と向上
教育訓練 現場監督者育成・部下育成能力・6・管理能力向上
安全管理 ヒューマンエラー対策
など

コース

コース

コース

コース

「受講申込書※」に必要事項をご記入いただき、)$;でお申込ください。
※+3からダウンロード 又は セミナーガイドの巻末
受付は先着順です。
開講日の日前までに、受講料をお振込みいただき、訓練の受講となります。

※キャンセルは開講日の日前まで受付

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構静岡支部

〒 静岡県静岡市駿河区登呂
7(/：
)$;：

ポリテクセンター静岡

在職者訓練
（）

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

・新たな技能、技術で新分野の製品開発に挑戦したい
・高度な技能、技術を習得し、さらに品質を高めたい
・製造技術の原理を学び、製造プロセスを革新したい

令和年度の例

静岡県中小企業団体中央会

・技能、技術と併せて原理も学びたい
・中堅社員、職長への教育をしたい
・多能工化を促進したい
・技能継承の補填、補強をしたい

新製品・高品質

▲

コースをチェック

発行人

能力開発セミナーガイドまたはポリテクセンター静岡の+3から
訓練コースを確認してください。

まずは

毎月１日発行

訓練受講までの流れ

令和４年５月１日発行（通巻822号）

例）「有接点シーケンス制御の実践技術」時間の受講料→人円（税込）

昭和43年10月１日第３種郵便物認可

・訓練日は日～日、受講時間は原則～
・１コースは時間～時間
・受講料は１人あたり円～円（税込）

