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平成の風景（27） 新東名高速道路（御殿場JCT ～三ヶ日JCT間）開通
新東名高速道路は、神奈川県海老名市から静岡県を経由し愛知県豊田市に至る、全長約253kmの高速道路。
平成24年4月14日、御殿場JCT ～浜松いなさJCT間が他区間に先駆けて開通。本年、開通10周年を迎えた。
日本経済を担う大動脈として高度経済成長期に開通した東名高速道路とともに東西を結ぶ「ダブルネットワーク」として、
人の交流やモノの流通を支え、地域経済の発展と人々の生活の向上に貢献している。
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特集
令和3年度 中央会補助事業

活用事例集

静岡県中央会では、経営課題の解決に果敢に挑む中小企業を支援するため、組合等を対象とした補
助事業を実施しています。今月号では、令和３年度に中央会補助事業を活用した組合等の活動を“事
例集”として紹介いたします。

Ⅰ

連携組織等経営基盤強化支援事業／３ページ～

事業概要

組合等の成長分野への進出、新たな事業展開、既存事業の活性化等を図る取り組みを中央会
が支援する

補 助 金 事業費400,000円以上を基準として上限200,000円（補助率１／２）を補助
対 象 経 費 謝金、旅費、会場借料、資料費、印刷費、借損料、原材料費、委託費、出展料 等
（成 長 分 野 支 援） ①
（新事業展開支援事業） ③
活用事例
（事 業 活 性 化 支 援） ④
（デ ジ タ ル 化 支 援） ⑤

Ⅱ

静岡クラフトビール協同組合
②TEA SEVEN協同組合
富士山人材育成協同組合
稲取温泉旅館協同組合
きころ企業組合
⑥企業組合PEACE TEA FACTORY

連携組織経営力支援強化事業／６ページ～

事業概要

中小企業が抱える経営課題の解決に向けて、組合等を対象に研修会・講習会等を実施すると
ともに、組合等が自主的に行うセミナーや研究会等を中央会が支援する

補 助 金 研修会等１回につき事業費60,000円以上を基準として、上限額40,000円（２／３）を補助
対 象 経 費 謝金、旅費、会場借料 等
活用事例

Ⅲ

① 沼津鉄工団地協同組合
③ 水見色きらく市企業組合

回

数 １組合につき５回まで利用可

② 浜松造園事業協同組合
④ 企業組合魚魚の里

後継者養成支援事業／７ページ

事業概要

「未来アカデミー 2021 後継者養成講座」を開講し、組合・組合員から受講者を広く募集
経営に関する基礎知識や実践で通用する経営スキルの習得を目指す

対 象 者 中小企業の若手経営者・事業後継者・幹部社員並びに組合役員候補者 等
講 座 回 数 全11回（実地8回、オンライン3回）

Ⅳ

受 講 者 数 15名

取引力強化推進事業（中小企業組合等課題対応支援事業）
取引力強化推進事業（中小企業組合等課題対応支援事業
）／７ページ

中小企業及び小規模事業者の取引力強化を目的に、組合等の共同事業の活性化、受注促進、
事 業 概 要 ブランド構築、取引条件改善等を図る特徴的または先進的な取り組みを支援する
（例）上記に該当するホームページやチラシ、ロゴマーク、パッケージ等の検討・作成 他
対 象 者 組合員の一定割合が小規模事業者で構成される組合等
補 助 金 上限500,000円（下限100,000円）として事業に掛かる経費の２／３を補助
対 象 経 費 謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費
◇ 中央会補助事業に関するご相談は、こちら☟までご連絡ください
東部事務所 055（926）8220 ／ 静岡事務所 054
（254）1511 ／ 西部事務所 053（453）2195
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組合活性化情報

Ⅰ-① 静岡クラフトビール協同組合 （所在地：沼津市 業種：酒類製造業、酒類販売業）
テーマ：
「地域資源を活用した新商品開発と販路開拓」
事業実施の背景
コロナ禍における外食や旅行の自粛及び大手業
者の参入や同業者間の競合により、クラフトビール
業界を取り巻く環境は年々厳しくなっている。
酒類の売上減少が続く中、需要喚起を目的に希少
なホップを使用し、地域資源や組合員各社の個性を
生かした新商品の開発に挑むことで、既存並びに新
規顧客層への訴求力を高める取り組みを行うこと
とした。
加えて、消費者やバイヤー等が参加できるイベン
ト、商談会を開催し、組合の知名度の向上、消費者
ニーズの把握、販路開拓を目指した。

事業内容・効果
国際的な評価が高く、日本では希少な「南アフリ
カ産」のホップを主原料に地域資源などを活かし、
組合員各社が特徴を出した新商品の試作品を開発
した。開発した試作品はイベントや組合員店舗等で
試供、求評を行い、感想や意見を聴取した。
求評の集計結果を基に研究会を開催し、今後の運
営方法・販路開拓等について協議した。
補助金の使い道
旅費、借損料（備品等レンタル）、原材料費（ホッ
プ）、会場設営費（のぼり旗）

Ⅰ-② TEA SEVEN協同組合 （所在地：藤枝市 業種：製茶業）
テーマ：
「地元施設で販売する新商品開発と販売戦略」
事業実施の背景
近年、ペットボトル飲料の普及等によるリーフ茶
の消費と販売価格の低迷から、全国的に茶商製茶出
荷額が減少している。加えて、国内競合先も多い
ことから、従来の商品開発方法や販促活動だけでは
事業継続・発展は非常に厳しくなっている。また、
同組合の知名度が国内や県内はもとより地元にお
いて低いことが課題であった。
そうした中、地元施設にて同組合の商品を販売す
る機会を得ることができたため、新たな商品開発を
模索するとともに、同施設における販売方法の検討
に取り組み、同組合の知名度向上及び藤枝茶のブラ
ンド力強化を目指した。

事業内容・効果
本事業を活用して組合のブランド化を目指すべ
くマーケティングやデザインに精通する専門家に
シンボルマークデザインやパッケージ等の制作を
委託。シンボルマークや茶袋パッケージの試作品
が完成した。また、販売促進を図るための組合リー
フレット及びポスターの制作を行った。
加えて、藤枝市の観光施設「とんがりぼう」で同
組合の商品を販売する機会を得たことから、同施設
における販売方法を検討した。
補助金の使い道
専門家謝金、旅費、委託費（デザイン、ポスター、
チラシ、パッケージ制作）
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Ⅰ-③ 富士山人材育成協同組合 （所在地：静岡市 業種：自動車整備業を行う事業者 他）
テーマ：「外国人技能実習生受入に向けた研究」
事業実施の背景
同組合では、経済事業のみならず外国人技能実
習生共同受入事業実施に向けた体制を整えており、
令和３年９月に外国人技能実習機構から監理団体
許可承認を受けた。しかしながら、組合での外国人
技能実習生の受入経験がなく、各組合員においても
知識面でのばらつきや制度内容の十分な理解が深
められていない状況にあった。
今後、実習生の受入にあたり、組合及び各組合員
が共通の認識を持つことが不可欠であることから
本事業を活用して専門家の指導及び実習生受入を
行っている組合の視察を行うこととした。

事業内容・効果
本事業を活用して優良な実習実施者及び監理団
体の承認を目的とする中で、受入企業における体制
づくりや実習生受入に関する実務上の法的問題に
ついて、専門家を招き、研修会を開催した。
また組合視察では外国人技能実習生の受入体制
等を直接見聞きすることで実践的なノウハウを研
究した。本事業を通じて知り得た情報を基に今後の
外国人技能実習生受入に向けた体制づくりを行っ
た。
補助金の使い道
謝金、旅費

Ⅰ-④ 稲取温泉旅館協同組合 （所在地：東伊豆町 業種：旅館業を営む事業者）
テーマ：
「若者向け集客施設の店舗コンセプトに関する研究」
事業実施の背景
同組合では、withコロナ・afterコロナを見据え、
コロナ禍以前のリピーター客に加え、若者を中心
とした新規客を呼び込むことで、地域全体を活性
化したいと考えた。そこで、かつて土産物店であっ
た空き家施設を改築し、若者向けのカフェを併設し
た集客施設の開業を目指すこととした。施設開業に
向けた店舗コンセプト（店名・内装・ロゴデザイン・
イメージカラー・特産品を用いたメニュー等）につ
いて、検討事項が多岐にわたるほか、若者の流行の
変化が激しいことから検討が進まず、困難を極めて
いた。
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事業内容・効果
店舗デザイン全般に精通しており、尚且つ東伊豆
地区における開発プロジェクトにも造詣の深い専
門家の協力を得て、店舗コンセプトを検討。
店名の「CREPE&DRINK TATENOICHI」は地
区名である「立野一」が由来となり、店舗のテーマ
を「包む」としてワーケーションなどでも使える
ゆったりとしたカフェスペースとした。また、地元
食材を使用したメニューとして東伊豆町の特産品
であるイチゴを使ったクレープなどを開発した。
補助金の使い道
専門家謝金

組合活性化情報

Ⅰ-⑤ きころ企業組合 （所在地：浜松市 業種：食料品小売業）
テーマ：
「認知度向上及び売上拡大のためのWebツール活用研究」
事業実施の背景
同組合は少子高齢化や若年人口流出による過疎
化が進む天竜地区の地域住民の新たな生活拠点の
一つとなるべく、仮設店舗で農水産物等生鮮食品
の販売を行い、一定の集客を上げてきた。しかし
ながら、活動開始直後こそ話題性の高さからメディ
アに取り上げられ、多くの地域住民が足を運んだも
のの、その後の客足は伸び悩んでおり、組合の認知
度は不足しているのが現状であった。また、40～50
代の購買単価が高いメインの顧客層を集客できて
いないことが同組合の課題となっていた。
そこで、現状分析とWebツールを用いた販促方
法の確立を目指すべく本事業を行うこととなった。

事業内容・効果
旧来型のチラシのポスティング等による集客を
メ イ ン と し た 活 動 を 見 直 し、Webツ ー ル（HP・
SNS・ECサイト等）を活用した宣伝・集客・販売
方法による売上拡大を目指すべく、同組合の現状
分析と今後のWebツール活用戦略に向けた研究を
行った。
本事業の活用により、組合の認知度向上とメイン
顧客層の集客及び地域の魅力を市内外に伝える情
報発信力の強化が図れた。
補助金の使い道
専門家謝金

Ⅰ-⑥ 企業組合PEACE TEA FACTORY （所在地：川根本町 業種：農産物加工食品の製造 他）
テーマ：
「ECサイトの構築と運用方法の確立」
事業実施の背景
同組合は川根地区で放棄された茶園の茶葉を活
用した「川根薪火三年番茶」等の商品製造を行って
いる。県内外のオーガニックイベントへの出展を主
たる販促活動としていたが、感染拡大に伴う緊急事
態宣言発令により多くのイベントが中止になった
ことで売上高も減少傾向にあった。直接注文につい
ても電話・FAXといったアナログな手法を用いる
ほか、集金方法も販売を行った組合員それぞれが回
収していたため、現金の出入りが激しく経理事務も
煩雑となっていた。組合では従来の直接的な営業展
開に代わるECサイトを構築すべく、事業を行うこ
ととなった。

事業内容・効果
長年オーガニック製品を対象として即売会等の
企画運営に従事している専門家に講師を依頼し、組
合のこれまでの事業活動と今後のあり方について
意見交換を行ったことで、ECサイトの活用が効果
的であることを確認した。また、制作委託先とEC
サイトのコンセプトや狙い、フレームについて検討
を行った。どのような形で情報発信していくのかを
明確化させたうえで、ECサイトを立ち上げた。
補助金の使い道
謝金、委託費（販売サイト作成及び研究会への委
託費一式）
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Ⅱ-① 沼津鉄工団地協同組合 （所在地：沼津市 業種：製造業 他）
テーマ：
「SDGsへの取組みによる企業価値向上へ向けた研修会」
事業実施の背景
新型コロナウイルスの影響が続き、先行きが見通せない中において、
自社の企業価値を高め、事業機会を確保していくことは、事業を継続
していくうえで重要な要素となっている。こうした中、同組合の組合
員各社では取引先へのPRにより、事業機会を創出し企業価値を高める
ため、持続可能な開発（SDGs）について注目し、本事業により専門家
の指導を受けることとなった。
事業内容
SDGs及びデジタル化に関する専門家を講師に招き、SDGsの取り組みの一つとしてDX（デジタルトラン
スフォーメーション）及びデジタル化に関する研修を受けた。

Ⅱ-② 浜松造園事業協同組合 （所在地：浜松市 業種：造園工事業）
テーマ：
「ツリークライミングによる造園技術研修」
事業実施の背景
従来の造園工法において、高い場所にある枝の剪定や管理はクレーン
車を使用することが多いが、住宅密集地などのクレーン車が入れない場
所では木の手入れが十分にできない課題があった。こうした課題を解決
する技法として、
“ツリークライミング（ロープを活用することで密集
地でも安全に木に登る技術）”を活用した造園技法が注目されている。
こうした現状を踏まえ、本事業により組合員を対象にツリークライミ
ング技術と同技術の造園への活用方法などを習得するための実践的な研
修を行うこととなった。
事業内容
専門講師によるツリークライミング技術と同技術の造園への活用方法などを習得するための実践的な研修
を行った。

Ⅱ-③ 水見色きらく市企業組合 （所在地：静岡市 業種：食料品製造業、食料品小売業）
テーマ：
「集客に向けた直売所の売り場改善に関する研究」
事業実施の背景
組合が所在する静岡市葵区水見色地区は「水見色川」に沿った
中山間地に位置し、市街地から車で30分の山里である。その中心
である直売所は、他の観光地を目的とし、途中で立ち寄る「道の駅」
とは違い、「着地型観光地」として如何に人を呼び込み、人を留
めるかが課題となっている。また新型コロナウイルスの影響など
を受けイベント開催も少なくなり、直売所の集客を増やすのが困
難となっている中、人を呼び込むための「売り場づくり」を強化
していく必要があったことから、専門家の指導を仰ぐこととなった。
事業内容
マーケティング支援に実績のある中小企業診断士を講師に招き、売り場改善に向けた基礎知識、直売所レ
イアウト見直し、販売商品のポップデザイン作成に関する研修を実施した。お客様の導線を意識したレイア
ウトに変更したことで、お客様の滞在時間が増え、数多くの商品を手に取ってもらえるようになった。
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組合活性化情報

Ⅱ-④ 静岡県テント・シート工業組合 （所在地：静岡市 業種：帆布製品製造業）
テーマ：
「組合員のデジタル化・IT化に向けた中小企業支援施策の活用について」
事業実施の背景
同業界は経験やノウハウなどに基づいた職人の高い技能により支えられ
ているが、その反面、自動化やデータ化等の活用に課題がある。また、従
業員５人前後の小企業者が半数を占め、資金力やIT人材の不足から生産部
門・事務部門ともにデジタル化を進めづらい状況にある。他方、商店街の
停滞などを背景に帆布製品に対する需要は減少傾向にあり、競合に勝ち抜
くためには省力化やコスト削減等の生産性向上が喫緊の課題となっていた。
事業内容
生産性向上につながるデジタル技術やIT技術の活用を促進すべく、生産工程の改善や事務部門の効率化な
どに利用できる補助金・助成金等に関するオンラインセミナーを行った。

Ⅲ

未来アカデミー2021

後継者養成講座

事業内容（全11回）
【実地】
＜第１回～第２回＞ 座学を中心に経営者に必須な基礎知識を学習
内容：経営者の心構え、人事・組織づくり 他
＜第３回～第４回＞ 経営シミュレーション
内容：受講者でチームを組んでゲーム感覚で経営成績を競い合うシミュ
レーション学習を体験
＜第５回～第７回＞ 事業計画の策定（座学・ワークショップ形式）
内容：事業計画策定に向けた知識・手法並びに発表会に向けたプレゼン
手法を学習し、受講者が自社の事業計画を策定
＜第８回＞ 事業計画成果発表
内容：策定した自社の事業計画を発表し、講師並びに受講者から評価を
受けることで自身にないアイデアや気づきを得た
【オンデマンド】
＜第１回＞ デジタル化・IT導入理論
内容：デジタル化・IT導入の意義、中小企業のデジタル活用術 他
＜第２回＞ 経営財務
内容：貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の理解
＜第３回＞ 身に着けておきたい労務・雇用管理
内容：経営者が押さえておくべき労働法規、ニューノーマル時代における働き方（先進事例紹介）他

Ⅳ

取引力強化推進事業

令和３年度は５月に公募を実施し、選考の結果６組合を採択。知名度向上
や販売促進、業界PR等を目的に以下のツールが制作された。
◇ホームページの制作
①函南ちょうざめ企業組合
内容：「販路拡大を目的にしたチョウザメを販売するECサイトの制作」
②企業組合黄金の湯
内容：「集客力向上のためのWebサイトリニューアル」
◇パンフレット、ポスターの制作
③静岡県鍼灸マッサージ協同組合
内容：「鍼灸マッサージ施術の活用促進を目的としたパンフレットの作成」
④外装施工技術育成協同組合
内容：「組合事業のブランドコンセプト構築と事業強化を目的とした広告宣伝」

中小企業静岡 2022.6
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組合の動き

藤枝茶の魅力と茶文化を発信！
観光施設「とんがりぼう」オープン
４月11日、藤枝市の蓮華寺池公園内にTEA SEVEN協同組合など３団体
の共同事業体が運営にあたる観光施設「とんがりぼう」がオープンした。
１階には組合員などが製造したお茶やお菓子の物販コーナーとカフェが
併設され、公園を眺めながら美味しい藤枝茶を楽しむことができるほか、
２階には展望回廊とレンタルスペース（和室）が設けられている。
とんがり屋根が目を引く同施設は1901（明治34）年頃に建築された「旧
藤枝製茶貿易商館」の一部を移築し、新たに整備されたもの。静岡の近代
茶業の発展を彩った洋館にあやかり、茶の消費が伸び悩む中、藤枝茶の魅
力と茶文化を発信する役割が期待されている。
オープン当日は開店を待ちわびた来場者が長蛇の列をなし、入場制限が
行われるほどの賑わいを見せた。来場者は組合員が作った藤枝茶を中心に
藤枝ゆかりの商品を手に取り、また、カフェスペースに立ち寄るなど新た
な施設を楽しんだ。
茶商６社と生産農家1社で構成される同組合では、安心・安全・高品質な
お茶やお菓子の製造・提供を行っており、茶業界全体が低迷する中、その状
況を打破するべく、藤枝茶の国内外の販路拡大に取り組んでいる。このほか、
お茶のサブスクやオリジナル商品の開発など積極的に事業を展開するととも
に、組合ホームページやSNSで組合事業の最新情報を発信している。
「とんがりぼう」営業時間は午前10時～午後５時。火曜定休。
■組合HP：https://tea-seven.com/
■組合Facebook：https://www.facebook.com/TEA-SEVEN-193547631505699/
■組合Instagram：https://www.instagram.com/teaseven_fujieda/

持続可能な社会への取り組み
～組合SDGs宣言書作成～
静岡県志太榛原生コンクリート協同組合は設立50周年を迎え、組合の
SDGs宣言書を作成。持続可能な社会に向けて堅実な取り組みを開始した。
2015年 の 国 連 サ ミ ッ ト で 採 択 さ れ たSDGs（Sustainable Development
Goals）は、持続可能でより良い社会の実現を目的に、2030年を期限として
達成を目指す17項目の国際目標である。生コンクリート製造業者で構成さ
れる同組合では、これまで組合員企業が個々にSDGsに取り組んできたが、
組合が持つ連携の力を活かし、SDGsへの取り組みをさらに促進するべく、
専門家の指導の下、組合目標を定めたSDGs宣言書を３月に作成し、組合
HPにて公開した。
掲げた目標は「災害対策」「産業廃棄物削減」「パートナーシップ推進」
の３つ。処理費用が組合の負担になっている産業廃棄物の削減は、SDGsの
12番目の目標である「環境保護」に当てはまる。今後、廃棄量の調査や削
減方法の検討を開始していく。また、雇用・ガバナンス等組合員が共通し
て抱える課題を解決するため、組合のパートナーシップを活用して委員会
や勉強会を開催し、SDGs目標の達成を目指していく。
同組合の渡仲理事長は、「組合だからこそできる取り組みがある。組合員
と協力しながら、地球の未来と組合の未来双方を見据えたSDGs目標を設定
できた。目標に向かって各々が協調の心を持ち、１歩ずつ着実に行動して
ほしい。」と、今回掲げた目標に対する意気込みを語り、組合員に協力を呼
び掛けた。
■組合HP： https://shidahaibara-namakon.jp/75009/
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TEA SEVEN協同組合

▲施設外観

▲施設内

▲水出し濃厚緑茶

静岡県志太榛原
生コンクリート協同組合

▲協議の様子

▲作成された SDG ｓ宣言書

組合活性化情報

創立60年のあゆみを振り返る！
組合事業の柱である受電設備を刷新

富士宮鉄工団地協同組合

富士宮鉄工団地協同組合は、昨年10月に創立総会開催から満60年を迎え、
これまでの歴史を振り返る「60年のあゆみ」を制作した。
同組合は富士・富士宮市内の住工混在地域における騒音問題等を解消す
べく、団地の造成を目的に昭和36年に設立された。集団化事業を実施した
団地組合としては、県東部地域で最も古く、県内でも３番目の歴史を持つ。
設立当初から共同受電を柱として、事業開始時は契約電力99kWでスター
ト。消費電力の増加に伴い、昭和55年には特別高圧電力（特高）を受電す
るために必要な変電設備を新設し、特高受電を開始した。ピーク時には
4,500kWまで拡大したものの、リーマンショック以降は組合員の廃業や縮小
などで減少に転じるとともに、設備老朽化への対応が課題となっていた。
平成27年から一大事業として特高設備の改修に着手。理事会での検討を
重ね、令和２年に設備の刷新を完了した。資金面では契約期間を柔軟に設
定できるオペレーティングリースなどを活用し、組合員の合意を得た。
近年では、鉄工業以外の業種が加入できるよう組合員資格を広げるべく
定款変更を実施。また、コロナへの対応として県内でいち早く職域接種に
取り組み、モデルケースとなるなど、時代の変化に応じた事業を続けている。
これらの活動の中心的役割を担った金子建太郎第14代理事長は、「60年を
振り返って組合の必要性を再認識した。コロナ禍で周年式典はできなかっ
たが、職域接種など危機管理対策を通じて一致団結することができた。先
人が苦労して築いてきた鉄工団地を後世に受け継いでいきたい」と語った。

組合運営の適正化に向けて
「総会に関する事務手続き講習会」を開催

▲職域接種のスタッフ
各社から従業員 2,3 人が運営に協力

▲遠藤事務局長 ( 左 )、金子理事長 ( 右 )

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、会員組合を対象に組合運営の適正化
に向けた「総会に関する事務手続き講習会」を４月19日、20日、21日の３
日間にわたり、中部・東部・西部地区の各会場で開催した。
この講習会は多くの組合が３月末に決算を迎え、これから総会時期を迎
える５～６月に向け、総会に関する事務手続きの知識を普及することを目
的に開催するもので、法令に基づいた通常総会の開催手順、総会及び理事
会議事録の作成時における注意点などを説明するもの。
新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの組合及び組合員は、今 ▲講習会の様子
もなお事業活動の縮小や制約を余儀なくされている。このような状況下に
おいて、三密を回避しながらどのように総会を開催すればよいかといった
声が多く寄せられており、今回はこうした課題に対応するべく新しい総会
制度「バーチャルオンリー型総会」の導入についての説明も行われた。
同講習会は、コロナ禍におけるニューノーマルな方法にも配慮し、現地
参加に加え、オンライン参加も可能としたことで、約120名もの組合関係者
が参加した。
講習会終了後には、今年度の本会支援メニューの案内を行い、補助事業 ▲講習会資料
の概要・事例・活用方法や昨年度開設したデジタル化サポートセンターで
の相談対応の強化についての紹介も行った。
◇総会の開催手順、終了後の提出書類などご不明な点は中央会までご連絡ください。
東部事務所 055(926)8220 ／ 静岡事務所 054(254)1511 ／ 西部事務所 053(453)2198

中小企業静岡 2022.6

9

;EXGL

景況 ウォッチ

組合活性化情報

内閣府が5月12日に公表した2022年4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、4月
の景況を示す現状判断ＤＩ
（季節調整値）
は、前月差2.6ポイント上昇の50.4
（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）
は前月差0.2ポイント上昇の
50.3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、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４月のDI値は、前月との比較において「在庫数量」
「販売価格」
「取引条件」
「収益状況」
「資金繰り」
「業界の景況」の６指標が上昇した。
まん延防止等重点措置が解除され１ヵ月が経過し、社会経済活動も再開に向け動きつつあるものの、新型コロナ感染拡大の影響は依然大
きく、加えて、国際情勢の変動や円安の進行も重なり、原材料・燃料の高騰、部品調達難等への対応に苦慮する状況であり、先行きへの
不安も増している。
○「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」
「収益状況」
「業界の景況」の５指標が改善した。
電気機械器具製造業からは、
「中国のロックダウンの影響を含めて部品調達問題が継続して発生しており、生産計画の変更が頻発している。
また、原材料や副資材などの値上がりも続いており、親企業と連携して対策を進めている」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、
「売上高」
「在庫数量」
「販売価格」
「取引条件」
「収益状況」
「資金繰り」の６指標が改善し、
悪化は「雇
用人員」のみの結果となった。
道路旅客運送業からは、「旅客需要の回復は僅かながら出始めているものの、運送収入、輸送人員ともに新型コロナ感染拡大前の６割程
度と厳しい経営状況が続いている。物価や燃料高騰への対応として導入される経済対策に頼らざるを得ない」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

−22.8

26.7

−23.4

−31.7

−20.0

−30.0

−18.3

−26.7

2022.3

−6.6

−13.6

16.7

−26.6

−43.3

−23.3

−3.3

−10.0

−33.4

2022.3→2022.4

−5.1↓

−9.2↑

10.0↑

3.2↑

11.6↑

3.3↑

−26.7↓

−8.3↓

6.7↑

2022.4

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。

※前月号において、2022年3月期のDI値に誤りがあり、今回正しい値に差し替えさせていただきました。お詫びして訂正いたします。

主要三指標DI値推移（過去10年間）
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H27.4

H28.4

H29.4

H30.4

H31.4

R2.4

R3.4

R4.4

（2022年4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
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

・資材備品等の値上り品目が増加した上に、電気料金の大きな値上がりが収益性を圧迫している。
・新型コロナの影響で組合員各社の操業がなかなか元通りにならず、組合の共同施設（主にインフラ関係）の稼働率も同様に上
向いてこない状況にある。また製品の動きも鈍い状況から脱却出来ず、売上・仕入共に前年割れしている。
・パン製造に係る資材はほとんどすべてが値上がりしており、特に小麦粉は６月20日より平均17.3％の価格上昇が見込まれて
いる。
・円安が進み諸材料の高騰で原材料である綿糸等が３割程度上がってきている。ゆかたの受注はほとんどなく、前月同様に正
絹(しょうけん)織物の受注が戻ったものの綿織物の受注が振るわないため、
来年度まで待たないと回復は見込めない。
・値上げ前の一時的なものだと思うが、需要の増加が見込まれた。継続を期待したい。すべての原材料が高騰しているため、収
益面ではあまり期待できない状況である。
・製材業者は、仕入値も販売価格も高止まりし落ち着いており、依然高操業が続いている。
・前期同様、売上げは増加傾向にあるが、燃料代や設備修繕費の増で、収益的には厳しい状況が続いている。
・昨年比での操業率及び売上高は改善されているが、部品不足等による自動車業界の操業に不安がある。
・電気代や燃料の高騰で経費がかさんでいる。
・主要取引先から部品在庫１年分確保の通達が出たことから、代替品を含め調達に奔走している。
・中国のロックダウンの影響を含めて部品調達問題が継続発生しており、生産計画の変更が頻発している。また、原材料や副資
材などの値上がりも続いており、親企業と連携して対策を進めている。
・大型冷蔵庫は、生産販売共に好調を維持している。
・家庭用と業務用のエアコンは、部品調達問題により生産は昨年を下回る状況となっている。
・新電力会社による電力供給の契約打ち切りや新規の申込み中止、電力料金の高騰など中小企業の事業継続に致命的な要因が
発生しており、国レベルの救済策を打ち出すことが喫緊の最重要課題である。
・半導体の不足が継続している中で、中国のゼロコロナ政策によるロックダウンの影響が心配される。また、ウクライナ情勢も
先行きが見えない状況であり、大きな転換点となることが予想される。いずれにしても企業を取り巻くリスクは多岐にわた
り、経営のかじ取りを難しくしている。
・コロナ感染症、ウクライナ情勢等々世界情勢の変化により円安傾向に為替が大きく振れている。輸入価格が上昇するだけの
悪い円安と言われているが、購入物価にどの程度影響がでるのか今後注視する必要がある。仕入れ鋼材など工業に欠かせな
い各種の物価が上昇した結果、取引先に価格転嫁を速やかにできるのか、経営力が問われる。
・受注が少なく、原材料価格の上昇もあって厳しい。

■非製造業
セメント卸売業

・期初であるため荷動きは鈍く、昨年と同程度の出荷となった。
・小売業・業務卸売業とも、まん延防止等重点措置の解除で、売上高、来客数が回復。ただし、業務卸売業においては、コロナの感
鮮魚小売業
染状況次第で大きく下振れする可能性も予想される。収益面では、原材料価格やエネルギー価格の上昇に伴うコスト増加で、
収益力のさらなる悪化が懸念される。
野菜・果実小売業 ・玉葱の価格が高騰し、特に飲食店や学校給食へ納入している業者に大きく影響が出ている。
・物価高、エネルギー不足、円安など消費者経済をめぐる環境がどんどん悪い方向へ向かっている。それに加えて、過剰ではな
いかと思われる感染症対策が長期にわたっており、出口が全く見えない状況である。感染症対策が長期にわたったことも影
響し、市民心理はもう元に戻らないとさえ感じている。
各種商品小売業
・４月の静岡祭の開催などで、街には賑わいがあったが、直接的な売上にはなかなか結びつかない。今年度は、３年ぶりに静岡
夏祭り夜店市を開催予定であり、このままコロナの感染が落ち着いてほしい。
・コロナに対する規制が緩和され、少しずつ日常が戻りつつあるように感じる。
・３月21日まで延長された
「まん延防止等重点措置」解除後、県民割キヤンペーンが再開されるに伴い、徐々に旅行需要の動き
宿泊業
がみられるようになった。ゴールデンウィークを旅行喚起の機会として観光地の賑わいが期待される。
・工事発注が停滞気味になっている。
・建設工事は昨年に続き４月からさらに材料価格の上昇があり、アスファルト合材・鉄筋・鋼材は毎月価格変動している。延期
総合工事業
している物件の材料価格の下降は考えられないため、今期着工は難しい状況である。
・鋼材価格が大幅に急上昇しているため、採算がとれない。
・鋼材価格の上昇による値下げ圧力があるものの、現状維持を保っている状況。夏にかけては非常に忙しく、人手不足が予想さ
職別工事業
れる。
・４月の荷物情報は昨年に比べ増加傾向であった。しかし、中国上海のロックダウンの影響で、現地工場の稼働停止や生産調整
による車両の空きが一部で見られた。燃料高騰やアドブルー（尿素水）の供給不足により、引き続き長距離輸送を控える傾向
が続いているため、車両情報が低調であり、運賃の引き上げも数件みられた。
・軽油価格の高騰、尿素水の原材料不足による値上げ等が生じているが、運賃に転嫁されていない。
・軽油の値段が引き続き高騰。取引先の稼働日数の減少により売上が低く従業員は転職を考えている。
道路貨物運送業 ・本業が回復しない中、業種の転換、業務内容の変更を考慮している。
・運賃の値上げ交渉に応じてもらえない取引先からは撤退も考えている。
・大型・中型免許を持っていても持っていない職種と給料が同じであれば他の職業に行ってしまい、新規の運転手は増えない。
仕事を依頼したくても高い運賃を提示しないと受けてもらえない。
・引き続き燃料高で苦しい。運賃は値上げ傾向にあり、今まで燃料の値上げ分を吸収していたが、燃料が下がる様子がないこと
から、カバーできない状況となる。
・まん延防止等重点措置が解除されて１カ月以上経過し、旅客需要の回復はわずかながら出始めているものの、運送収入・輸送
人員ともに新型コロナ感染拡大前の６割程度と厳しい経営状況が続いている。ゴールデンウィークを迎えて徐々に人の動き
道路旅客運送業
も出てきているようだが、マイカーによる移動が主流のためかタクシー旅客の伸びはわずかである。現状としては、物価や燃
料高騰への対応として導入される経済対策に頼らざるを得ない。
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Network
静岡県立工科短期大学校の御案内
事業主推薦入学試験の御案内（令和５年度入学生）
静岡県立工科短期大学校（静岡キャンパス、沼津キャンパス）では、グローバル化や科学技術の進
展に対応できる技術人材を育成しています。今回は、企業様におすすめな事業主推薦入学試験につい
てご案内します。
■募集日程、試験科目
◎普通高校卒業の新入社員にじっくり教育させたい ◎将来、現場の責任者となる人材を育てたい
◎若手社員に基礎から学ばせ技術を高めさせたい 以上に該当する企業様は是非ご活用ください。
区

分

試験日

第１回

10月15日（土）

第２回

12月17日（土）

試験科目

会

数学Ⅰ、面接

場

静岡キャンパス

合格発表日
10月21日（金）
12月23日（金）

■推薦選抜の募集人員（事業主推薦・学校長推薦）
○機械・制御技術科（22名程度）
○電気技術科、建築設備科、機械・生産技術科、電子情報技術科、情報技術科（各15名程度）
■授業料等
入校検定料

入校料

授業料(年額)

18,000円

県内の者 84,600円
県外の者 219,900円

234,600円

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。
静岡キャンパス
■ホームページ作成／ HTML&CSS
募集期間：7/6まで
開 催 日：7/27、8/3（昼間２日）
定
員：10名 受 講 料：2,200円
内
容：HTMLを使用して、ホームページを作
成するための操作方法を習得します。
■食品衛生学講座（基礎）
募集期間：7/27まで
開 催 日：8/18、8/19（昼間２日）
定
員：10名 受 講 料：1,100円
内
容：食品の安全・安心を守るための食品衛
生の基本を学びます。

沼津キャンパス
■C言語プログラミング（初級編）
募集期間：7/5まで
開 催 日：7/28、8/4、8/18、8/25、9/1、9/8、
9/15、9/22、9/29（夜間９日）
定
員：10名 受 講 料：1,650円
内
容：プログラミングの基本的な書き方や制
御文を修得します。
■ガス溶接技能講習
募集期間：6/21まで
開 催 日：7/13、7/14（昼間２日）
定
員：20名 受 講 料：2,200円
内
容：労働安全衛生法に基づく取り扱い資格
（ガス溶接技能講習『静岡労働局 登録
番号79号』）を取得します。

【静岡県立工科短期大学校に関するお問い合わせ】
○静岡キャンパス
〒424-0881 静岡市清水区楠160番地
TEL：054-345-2032
12
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○沼津キャンパス
〒410-0022 沼津市大岡4044-24
TEL：055-925-1073

○HP：https://scot.ac.jp
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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
令和４年度
令和4年度
労働保険の年度更新について
令和4年度 労働保険の年度更新について
労働保険の年度更新について
令和4年度

労働保険の年度更新について

※労働保険の年度更新⼿続は、下記の期間内に申告・納付を⾏ってください。
※労働保険の年度更新⼿続は、下記の期間内に申告・納付を⾏ってください。
※労働保険の年度更新⼿続は、下記の期間内に申告・納付を⾏ってください。
年度更新期間
年度更新期間
６/１(⽔)
〜
７/１１（⽉)
年度更新期間 ６/１(⽔)
６/１(⽔) 〜
〜 ７/１１（⽉)
７/１１（⽉)

労働保険徴収課
労働保険徴収課
労働保険徴収課
労働保険徴収課
℡054
ｰ 254 ｰ 6316
054-254-6316

054-254-6316
054-254-6316

※コールセンター
開設します ０１２０－１６５－１８０（フリーダイヤル）
※コールセンター
※コールセンター 開設します
開設します ０１２０－１６５－１８０（フリーダイヤル）
０１２０－１６５－１８０（フリーダイヤル）
5/30(⽉)〜7/22(⾦)
5/30(⽉)〜7/22(⾦) （⼟⽇祝除く。）
（⼟⽇祝除く。） 9:00〜17:00
9:00〜17:00
5/30(⽉)〜7/22(⾦)
（⼟⽇祝除く。）
9:00〜17:00
※出張受付
実施します
※出張受付
実施します
※出張受付 実施します
＊静岡労働局内及び県内各労働基準監督署では随時受付しております。
＊静岡労働局内及び県内各労働基準監督署では随時受付しております。
＊静岡労働局内及び県内各労働基準監督署では随時受付しております。
＊出張受付の会場及び開催⽇時については、年度更新申告書に同封されたリー
＊出張受付の会場及び開催⽇時については、年度更新申告書に同封されたリー
＊出張受付の会場及び開催⽇時については、年度更新申告書に同封されたリー
フレット⼜は静岡労働局ホームページでご確認ください。
フレット⼜は静岡労働局ホームページでご確認ください。
フレット⼜は静岡労働局ホームページでご確認ください。

【ご注意ください】上記会場は⼤変混雑するため、申告書の受付のみ⾏い、保険料の納付はできま
【ご注意ください】上記会場は⼤変混雑するため、申告書の受付のみ⾏い、保険料の納付はできま
【ご注意ください】上記会場は⼤変混雑するため、申告書の受付のみ⾏い、保険料の納付はできま
せん。保険料の納付は「お近くの⾦融機関」でお願いいたします。
せん。保険料の納付は「お近くの⾦融機関」でお願いいたします。
せん。保険料の納付は「お近くの⾦融機関」でお願いいたします。
なお、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌の観点より、中⽌する場合がございます。
なお、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌の観点より、中⽌する場合がございます。
なお、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌の観点より、中⽌する場合がございます。

※令和4年度雇⽤保険料率について
※令和4年度雇⽤保険料率について
※令和4年度雇⽤保険料率について

＊令和4年4⽉1⽇から、事業主負担の保険料率が変更されました。
＊令和4年4⽉1⽇から、事業主負担の保険料率が変更されました。
＊令和4年4⽉1⽇から、事業主負担の保険料率が変更されました。
＊令和4年10⽉1⽇から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更されます。
＊令和4年10⽉1⽇から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更されます。
＊令和4年10⽉1⽇から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更されます。
＊年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
＊年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
＊年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
詳しくは、当局ホームページをご覧ください。
詳しくは、当局ホームページをご覧ください。
詳しくは、当局ホームページをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/news_topics/
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/news_topics/
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/news_topics/
topics/20200205koyouhokennryouhennkou_00003.html
topics/20200205koyouhokennryouhennkou_00003.html
topics/20200205koyouhokennryouhennkou_00003.html

電⼦申請の利⽤促進について
電⼦申請の利⽤促進について
電⼦申請の利⽤促進について

厚⽣労働省では、令和4年度においても５⽉を電⼦申請利⽤促進
厚⽣労働省では、令和4年度においても５⽉を電⼦申請利⽤促進
厚⽣労働省では、令和4年度においても５⽉を電⼦申請利⽤促進
⽉間とし、また、上記年度更新期間も、周知広報に取り組みます。
⽉間とし、また、上記年度更新期間も、周知広報に取り組みます。
⽉間とし、また、上記年度更新期間も、周知広報に取り組みます。
厚⽣労働省ホームページでは、労働保険の電⼦申請に係る特設
厚⽣労働省ホームページでは、労働保険の電⼦申請に係る特設
厚⽣労働省ホームページでは、労働保険の電⼦申請に係る特設
ＷＥＢページを公開しておりますので、是⾮ご利⽤ください。
ＷＥＢページを公開しておりますので、是⾮ご利⽤ください。
ＷＥＢページを公開しておりますので、是⾮ご利⽤ください。
[ご注意ください]令和2年度4⽉から、資本⾦、出資⾦等の額が１億円
[ご注意ください]令和2年度4⽉から、資本⾦、出資⾦等の額が１億円
[ご注意ください]令和2年度4⽉から、資本⾦、出資⾦等の額が１億円
を超える法⼈等については、労働保険の年度更新の申告等を⾏う場合
を超える法⼈等については、労働保険の年度更新の申告等を⾏う場合
を超える法⼈等については、労働保険の年度更新の申告等を⾏う場合
には、電⼦申請が義務化されています。
には、電⼦申請が義務化されています。
には、電⼦申請が義務化されています。

労働保険の電⼦申請特設サイトはこちらです→
労働保険の電⼦申請特設サイトはこちらです→

静岡市と静岡労働局が雇⽤対策協定を締結しました
静岡市と静岡労働局が雇⽤対策協定を締結しました
静岡市と静岡労働局が雇⽤対策協定を締結しました
県内では13例⽬、協定締結数は全国３位
県内では13例⽬、協定締結数は全国３位

需給調整事業課
需給調整事業課
需給調整事業課
需給調整事業課
054-271-9980
054-271-9980
℡054
ｰ 271 ｰ 9980
054-271-9980

雇⽤に関する施策を密接な関連のもとに円滑かつ効果的に実施
雇⽤に関する施策を密接な関連のもとに円滑かつ効果的に実施
雇⽤に関する施策を密接な関連のもとに円滑かつ効果的に実施
することを⽬的として、静岡市と静岡労働局の施策について⼀体
することを⽬的として、静岡市と静岡労働局の施策について⼀体
することを⽬的として、静岡市と静岡労働局の施策について⼀体
的に進めていくための連携・協⼒の内容などを定めた「静岡市雇
的に進めていくための連携・協⼒の内容などを定めた「静岡市雇
的に進めていくための連携・協⼒の内容などを定めた「静岡市雇
⽤対策協定」を締結し、静岡市の雇⽤・職場環境の改善と就労⽀
⽤対策協定」を締結し、静岡市の雇⽤・職場環境の改善と就労⽀
⽤対策協定」を締結し、静岡市の雇⽤・職場環境の改善と就労⽀
援の強化を図ります。
援の強化を図ります。
援の強化を図ります。
※「雇⽤対策協定」とは、国と地⽅公共団体が⼀体となって総合的
※「雇⽤対策協定」とは、国と地⽅公共団体が⼀体となって総合的
※「雇⽤対策協定」とは、国と地⽅公共団体が⼀体となって総合的
に雇⽤対策に取り組むため、労働局⻑と地⽅公共団体の⾸⻑が締結
に雇⽤対策に取り組むため、労働局⻑と地⽅公共団体の⾸⻑が締結
に雇⽤対策に取り組むため、労働局⻑と地⽅公共団体の⾸⻑が締結
する協定をいいます。
する協定をいいます。
する協定をいいます。

雇⽤対策協定に基づく主な取組内容（予定）
雇⽤対策協定に基づく主な取組内容（予定）
雇⽤対策協定に基づく主な取組内容（予定）
①就職氷河期世代への⽀援
〜再チャレンジ応援の取組〜
①就職氷河期世代への⽀援
①就職氷河期世代への⽀援 〜再チャレンジ応援の取組〜
〜再チャレンジ応援の取組〜
②外国⼈の就職⽀援
〜多⽂化共⽣のまち推進〜
②外国⼈の就職⽀援
〜多⽂化共⽣のまち推進〜
②外国⼈の就職⽀援 〜多⽂化共⽣のまち推進〜
③若年者等への就職⽀援
〜⼤学⽣の市内就職促進の取組〜
③若年者等への就職⽀援
③若年者等への就職⽀援 〜⼤学⽣の市内就職促進の取組〜
〜⼤学⽣の市内就職促進の取組〜
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⽥辺静岡市⻑と⽯丸労働局⻑（写真右）
⽥辺静岡市⻑と⽯丸労働局⻑（写真右）
⽥辺静岡市⻑と⽯丸労働局⻑（写真右）

社員のスキルアップにおすすめ！
ポリテクセンター静岡の
に！
ア
ポ
リ
テ
ク
静
岡
の
在
職
者
訓
練 申込受付中！
の
リ
務
業
」が ク

能力開発セミナー

く…

な
「何と

スキルアップし、

表面粗さとこの作業の理屈が分からない…
形状偏差を測定したい！

セミナーで業務の理屈が分かった！
3Dマ
マイホームデザ業務上のトラブルにも対応出来るように！
イナーPRO9！
！
8/6,7
8/20,9/3

コース番号

3M391

コース番号

3H031

コース名

精密形状測定技術(表面粗さと形状偏差)

コース名

実践建築設計3次元CAD技術

受講料

13,000円

受講料

7,500円

申込締切

7/30(火)

申込締切
7/16(火)
＜お客様の声＞

●社内各職場で実務以外で教わることが無く、間違った知識や習慣に気づき、作業効率や仕事の質に対して向上することができた。
（事業主）
エア コ ン
と冷媒配管！
NC機
機 械 の カス タ マ イズ を し たい！
●今まで理屈が分からずに、
結果のみで終わっていたことが、
動作と理論の関係を把握することができた。
（受講者）
●問題に向き合う場面で、なんとなく考えていたやり方に対して、整理ができた。
（受講者）
3H213
コース番号
3M351
コース番号
●自身が立ち会ったが理解をせずに行った過去のトラブル（電動機不具合）
について、
理論的に理解できた。
（受講者）

8/24,31,9/7

コース名

冷媒配管の施工と空調機器据付け技術

＜Pick Up＞

コース名

新QC15,000円
７つ道具活用による製造現場における品質改善・
品質保証
申込締切
8/2(金)
受講料

コース番号

3M851

受

14,000円

講

料

光ファイバ開
の施催工と日測定技
術を
学ぶ
！（金）
8/25
（木）
、26
コース名

申込締切
7/25（月）

8/28,29

オペアンプ回路の設計・評価技術

光伝送路構築技術
コース番号
3D201
10,000円
受 講 料
9,500円
開 8/7(水)
催 日
8/31(水)、9/1(木)

受講料
申込締切

マイクロソルダリング技術

電気の正しい計測ができる！
コース番号
コース番号 受 3D014
講 料

3D231

申込締切
7/29（金)）

9/4,5

申込締切
21,500円
8/26（金）
開 電気設備のための計測技術
催 日
9/28（水）、29（木）、30（金）

コース名

8,500円

受講料

8/14(水)
コース番号

3M621

受

18,000円

講

料

コ ー ス 番8/6(火)
号
3H031
申込締切
受

講

料

10,000円

開

催

日

8/27（土）、28（日）

統計的手法で問題解決！

申込締切
7/27（水）

9/3,4

コース番号
3H151
コース名
生産現場に活かす品質管理技法
受 講 料
16,000円
受講料
11,500円
開 催 日
9/27（火）、28（水）
申込締切
8/13(火)

申込締切
8/26（金）

設計に活かす３次元CADソリッドモデリング技術（C）

9/7,8

実技コ
をー中ス心
にパイ3M031
プの溶接！
番号

申込締切
9/2（金）
催 ステンレス鋼のTIG溶接技能クリニック(パイプ編)
日
10/4（火）、5（水）、6（木）

コース番号
受 講 3M641
料
開
コース名

20,000円

25,000円

電気設備のための計測技術

申込締切
9/15（木）

バイトの研開削や
見た（土）
い！、16（日）
催その
日効果を
10/15
9/9,10,11
コース番号

受講料
11,000円
実践建築設計３次元CAD技術

受講料

半自動アーク溶接技能クリニック（板材編）

申込締切

カスタムマクロによるNCプログラミング技術

壁装施工の実践技術
3M881
コース番号

3D361

コース番号

8/27,28,29

申込締切
コ ー ス 番8/16(金)
号
3D016
受

講

料

シーケ開
ンス制
スキ（水）
ルアッ
プ！
催 御で
日電気の
10/19
、20
（木）

3M241

コース番号

3D024

26,000円

受講料

10,000円

8/19(月)

申込締切

8/20(火)

申込締切
9/16（金）

8,500円

9/10,11

コース名
有接点シーケンス制御の実践技術
工具研削実践技術(バイト編)
Ｒ４年度セミナーコースをホームページにて公開中
！

コース名
受講料

仕事で活かせるスキルを身に付ける豊富なコースを取り揃えております！

申込締切

開催場所

開催場所
〒422-8033

➡

〒422-8033 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）

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）で
当センターへお送りください。
申込書に必要事項をご記入の上、FAX(054-285-5192)で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。
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。

申込方法

申込方法

お問い合わせ先

お問い合わせ先

ポリテクセンター静岡 訓練課 事業主支援担当

（TEL：054-285-7184）

ポリテクセンター静岡 訓練課 (℡：054-285-7184)

■実施時間やコースの内容等は当センターホームページをご覧ください。
■当センターのセミナーは人材開発支援助成金の対象となります。
■実施時間やカリキュラムの詳細等は当センターホームページをご覧ください。
ポリテクセンター静岡

検 索
中小企業静岡 2022.6
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読者プラザ
「地域のために頑張ります」
1995年に商工中金に入庫し、熊本支店を振り出しに８店舗で勤務し、
本年４月に静岡支店に着任いたしました。出身は鹿児島です。静岡とはお
茶やカツオといった特産物が共通しており、（勝手ながらに）ご縁を感じ
ているところです。
これまで勤務する店舗で心掛けてきたことは「その地域のことをその地
域の人よりもよく知る」ことです。静岡でも、歴史や文化を学び、観光ス
ポットや話題の飲食店などを巡り、地元の皆さんに負けない知識の習得に
励みたいと考えています。
株式会社
新型コロナウイルス感染拡大の長期化に加え、原油をはじめとする資源
商工組合中央金庫
静岡支店 支店長
高、日米金利差を起因とする円安の進行と経済環境が目まぐるしく変化し
ています。コロナ禍の２年間でDX（デジタル）化が大きく進展したように、
崎野 真次
これからは脱炭素化やサプライチェーン再構築など大きく変化していくも
のと思われます。
商工中金はこれまで以上に皆さまとコミュニケーションを取らせていただき、一緒になって課題
解決に取り組んでいきます。皆様のお役に立つ金融機関となるべく、職員一同、全力を尽くしてま
いりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

の国内外の販路拡大に取り組む理事長様の
熱い想いを感じることができました。
今後も、組合関係の皆様の元へ取材に伺
い、貴重な取り組み、活動を発信することで、
皆様の想いを伝えることに努めて参ります。
イベント取材、新商品開発、式典行事など
の情報提供をお待ちしております。
今後とも本誌を組合PRの場としてご活
用いただきたくよろしくお願いいたします。
（飯田）

本誌６月号では、特集として「令和3年度
中央会補助事業の活用事例」を企画いたし
ました。実際の事例をご覧いただくことで、
事業に対する具体的なイメージを持ってい
ただくことができるかと思います。
また、Business ReportではTEA SEVEN
協同組合様を取材させていただきました。
「連携組織等経営基盤強化支援事業」
・
「取
引力強化推進事業」を使って、組合ホーム
ページやリーフレットなどを作成し、藤枝茶

中小企業静岡6月号（通巻823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

経営課題の解決を目指す
『デジタル化』を後押しします
組合のデジタル化の取組み

中小企業組合デジタル化サポートセンターでは、
組合のデジタル化促進をお手伝いします。
ご相談は、中央会Webサイト サポートセンターの
バナーから専用ページにアクセスしてください。
相談フォームがありますので、そちらからお問い合わせくだ
さい。どんなご相談でも、お気軽にお寄せください。

例えば、
組合から組合員に送る請求書類をペーパレス化したい
組合のホームページを見直したい、動画をうまく活用したい
店頭販売のキャッシュレス化とWeb販売を強化したい 等
本件に関するお問い合わせ先 静岡県中小企業団体中央会 TEL:054（254）1511 担当:情報課

発行人

毎月１日発行
静岡県中小企業団体中央会

令和４年６月１日発行（通巻823号）

昭和43年10月１日第３種郵便物認可
▲

令和3年度 中央会補助事業 活用事例集

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

年間3,600円

