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株式会社ビオ企画　佐藤 和博（さとう かずひろ）さん

平成３０年間を振り返る  第１弾（元年～１５年）

M– ステ  平成３１年度　税制改正のポイント

『キャッシュレス地域経済活性化最先端モデル事業の概要』

「キャッシュレス決済導入対策セミナー」を開催しました！

モラビト & オースチンリード 三島店 / craftbeer+wine ａｂｉｅｒｔｏ （アビエルト）

新年の決意新たに「2019 年新春広域懇談会  会員大交流会」開催！/

食を通じて人との縁を結ぶ / 新年賀詞交歓会を開催！

第１２回寒の土用うなぎまつり / 青年部新年初顔合わせ会大いに盛り上がる！/

３０歳の大同窓会 &LIVING IN MISHIMA 開催

東京商工会議所各種検定試験日程 / 第 150 回日商簿記検定 1 級合格

「インスタで使い捨てにされない観光地の条件を考える」

文化会館告知/ 第７１回書きぞめ三島・伊豆地区展 /

確定申告記載会場ご案内

会員さんから会員さんをご紹介いただき
皆さんに魅力をお伝えします。

～日々の成果は、現場で “何も起こらないこと”～

〒411-0841 三島市南本町 14-14
TEL ：055-973-5353  FAX ：055-973-8538
E-mail：bio5353@ray.ocn.ne.jp
静岡県公安委員会認定番号 第 49000386 号

社長の佐藤孝子さん（中左）と和博さん（中右）

株式会社ビオ企画
専務取締役　佐藤 和博（さとう かずひろ）さん

　日常生活のあらゆる場面で、警備員が街や人々の暮らしの
安全・安心を守っている姿を目にします。三島市の警備会社
である（株）ビオ企画の仕事は、地域のお客様の生命・身体・
財産などを守るため事件や事故の発生を防ぐことです。
　佐藤和博さんは、お父様の佐藤美博氏が創業した（株）ビ
オ企画に、大学卒業後すぐに入社しました。実務の経験等を
積みつつ、お母様で社長の佐藤孝子さんからの事業承継に備
え、現在は専務取締役を務めています。
　昨今、警備業では人手不足が深刻化しており、当社だけで
なく警備業界全体で人材の確保は大きな課題となっています。
人員確保のためには次世代を担う若い人材が警備業に振り向
いてもらうことが重要と佐藤さんは考え、様々なことに取り組
んでいます。
　例えば、（一社）静岡県警備業協会では「動画コンテスト」
を開催し、“ わが社のイチオシ！ガードマン !!” の映像を会員
企業に募集しました。入賞した警備員をモデルにして、改め
てプロのスタッフが映像を撮影し、本年 5 月以降にテレビＣ
Ｍや YouTube、SNS などでメディア展開する予定です。佐藤
さんはこのユニークな事業の企画立案から携わっており、当
社の “イチオシ！ガードマン !!” の映像も応募しています。
　また佐藤さんは、三島市内の小学校で「仕事と社会への関
わり方」というテーマで「警備員の仕事」について話すなど、地
域の子供たちに向けて警備の仕事を伝える取り組みも行って
います。

　警備業の日々の成果は、現場で “ 何も起こらないこと ” です。
一方で、何も起こらないことが当たり前になってしまい、警備
員のおかげと感じて頂けることが少ない、という想いを佐藤
さんは抱いています。
　静岡県内では2019年のラグビーＷ杯、2020年の東京五輪・
パラリンピックの自転車競技といった大きなイベントが目白押
しです。このような中、地域における警備業の果たす役割は
ますます重要なものとなります。「警備員がいるからこそ安全
が守られている」と実感してもらえるような仕事を行うことで、
これからも警備業務の重要さを現場からアピールし続け、業
界の地位向上に貢献したいと佐藤さんは考えています。

（文：経営支援課  宇水　淳）
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せせらぎ事業を振り返って
　来し方２０年を振り返ってみると、三島商工会議所創立５０周年を記念して策定した地域振
興ビジョンの基幹である『街中がせせらぎ』事業は、多くの意味で、エポック・
メイキングなものであったと感じます。街中で修景・整備が進み、せせらぎ
ルートを歩く方が年ごとに増え、 多くの賞を戴き、 何より市民が故郷に誇りを
持つようになりました。 それを可能にした原動力が、 市民・NPO・企業・行政
による、 官民協働という取り組み手法で、 鮮やかなまでに効果を上げました。
　爾来、 この成功体験と取り組み手法は、６０周年ビジョン『新四ツ辻文化と
せせらぎの街』や７０周年ビジョン『つなぐ三島』にも脈 と々受け継がれ、 三
島のまちづくりの基盤となっているように思います。

③静岡県快適空間創造事業でルートが充実
（平成 13 年～ 5 年間）
水辺や緑、案内サイン等の修景整備事業が進みせせ
らぎルートが充実されました。

②平成 10 年第１回街中がせせらぎウォークぶらり～
三島散策の定番アイテム「みしまっぷ」を片手に毎年夏の風
物詩として定着しているせせらぎウォークぶらり～は今年度
20 周年を迎えました。みしまっぷはエリアやテーマ別も登場
し回遊性が高まりました。マップは今でも年間約 7 万人が片
手にぶらり～とせせらぎ散策を楽しんでいます。

商工会議所 １５年間の歩み

平成３０年間を振り返る  第１弾（元年～１５年）
平成は 1989 年（昭和 64 年） 1 月 8 日から始まり、今年、4 月 30 日をもって平成は終わり、新たな元号となります。

三島商工会議所が歩んだ平成３０年 間を２月号・３月号で振り返ります。
２月号は第１弾とし、平成元年～平成 15 年の街中が せせらぎ事業と街の移り変りについて取り上げます。

水辺で納涼を楽しむ サンダル履で源兵衛川を歩く

せせらぎ三島駅南口水の仕掛け三島駅南口せせらぎの流れせせらぎ桜川遊歩道せせらぎ源兵衛川遊歩道

みしまっぷ

三島商工会議所
まちづくり委員長

千葉 慎二

①地域振興ビジョンの提言
平成 8 年当所創立 50 周年の地域振興ビジョン「街中がせせらぎ」がまちづくり委員会よ
り提言された方針は、

【住みたい街】地域が、三島が、そして訪れる人が心豊かになるために ･･･
【歩きたい街】物語を、せせらぎを、街全体をテーマパークに ･･･
【観光の街】歴史資産を活かした世界に自慢できる街に･･･ 
【産業の街】産業効率を高め、頭脳産業が集まり、次世代が
働きたくなる街に･･･ 
　そして、三島商工会議所未来館の建設をキーワードに「歩
きたい街」・「住みたい街」の実現を目指して協働のまちづくり
が始りました。
　創立 70 周年（平成 28 年）「つなぐ三島～ＡＬＬ三島で、
未来を創る～」 にもその想いは脈 と々受け継がれています。

せせらぎ案内
ルートサイン

平成元年（１９８９年）
・三島異業種交流会発足
平成２年（１９９０年）
・三島駅前東街区市街地再開発事業推進協議会発足
・三島沢地工業団地竣工
平成３年（１９９１年）
・市政５０年すいすい祭り開催に商業関係社、工業関係社が出展
・商業青年部創立２５周年記念式典を開催
平成４年（１９９２年）
・三島まちづくり委員会発足
平成５年（１９９３年）
・めぐみの子設置
・買い物袋改善推進委員会発足
・静岡中小企業活性化基金助成金交付事業実施
　（大場商工店会・本町小中島商栄会・大中島広小路商盛会）
平成６年（１９９４年）
・消費者との懇談会開催
平成７年（１９９５年）
・商工会議所会員２，０００名突破
・大通りと日清プラザを結ぶ「シャトルバスの試験運行」実行
平成８年（１９９６年）
・商工会議所５０周年記念式典を開催
・地域振興ビジョン「街中がせせらぎ」を提言
平成９年（１９９７年）

・県内初の空き店舗モデル事業「ムラカミ屋」へ取組み
・「街中がせせらぎシンポジウム」を開催
平成１０年（１９９８年）

・せせらぎウォークぶらり～を開 催
・本町コミュニティ施設「 Via ７０１」が完成
平成１１年（１９９９年）
・全国ゼロエミッション静岡県三島会議開催
・高齢者マッチング支援事業を実施
平成１２年（２０００年）
・三島ＴＭＯ構想を策定
・商店街で「２１世紀感謝祭」を実施
・会員増強運動で日本商工会議所特別表彰受賞
平成１３年（２００１年）
・ＩＴ支援策「三島情報処理推進協議会」設立
・創業支援事業の開催
平成１４年（２００２年）
・商工会議所会館竣工
・県東部地域初で女性対象の「創業塾」開催
平成１５年（２００３年）
・商工会議所会館オープニングイベント開催
・チャレンジショップ「ビバーチェ・スペース」８店舗展

三島商工会議所のまちづくりの礎は「街中がせせらぎ」

つなぐ三島の紙面
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　私が三島商店街連盟の会長をお受けして１０年になります。平成の時代は、消費税導
入に始まり、市内への大型店の出店や倒産・退店と周辺市町への大型店出店攻勢で、お
客様の流れが大きく変わってきました。このような中で、私たち商店街が地域コミュニ
ティの場として、来街客や地域住民の皆さんにどの様に関わっていくか考えながら取り
組んできました。
　特に、環境整備では安心安全な商店街として、電線類地中化事業でアーケードを撤去
して、街路灯と舗道を整備。また、防犯カメラ設置による防犯対策に貢献したと、三島
警察署長より表彰を受けました。こうしたハード整備に加え、商店街イベントが地域コ
ミュニティの醸成に繋がっています。
　これからも、平成の時代に培ったノウハウを生かして、三島のまちづくりに向けて商
店街活動を展開していきます。

③２１世紀感謝祭を開催
平成１２年１月、新世紀最初のイベ
ントとして「２１世紀感謝祭」を正月
三が日に実施、三嶋大社への初詣客
を商店街挙げて歓迎しました。この
感謝祭も今では、「正月感謝祭」とし
て今年第１９回、新元号では第２０回
を迎えます。

②空き店舗対策「懐古堂ムラカミ屋」オープン
平成９年６月、商店街の活性化に向けて、国の指定を受け県内初の空き店舗対策モデル
事業に取り組みました。昭和初期の
看板建築である古い店舗を「懐古堂
ムラカミ屋」の称号で、レトロ調のイ
ベントや石蔵をギャラリーに利用す
るなど、今後の店舗運営に参考とな
る実験的事業を実施しました。

商工会議所 １５年間の歩み

平成３０年間を振り返る  第１弾（元年～１５年）
平成は 1989 年（昭和 64 年） 1 月 8 日から始まり、今年、4 月 30 日をもって平成は終わり、新たな元号となります。

三島商工会議所が歩んだ平成３０年 間を２月号・３月号で振り返ります。
２月号は第１弾とし、平成元年～平成 15 年の街中が せせらぎ事業と街の移り変りについて取り上げます。

正月感謝祭の様子

電線類地中化完成大通り商店街歩行者天国 本町タワーオープン

ムラカミ屋

正月感謝祭の様子

イベント「ムラカミ亭」

三島商店街連盟
会 長

熊澤 英治

平成元年（１９８９年）
・三島異業種交流会発足
平成２年（１９９０年）
・三島駅前東街区市街地再開発事業推進協議会発足
・三島沢地工業団地竣工
平成３年（１９９１年）
・市政５０年すいすい祭り開催に商業関係社、工業関係社が出展
・商業青年部創立２５周年記念式典を開催
平成４年（１９９２年）
・三島まちづくり委員会発足
平成５年（１９９３年）
・めぐみの子設置
・買い物袋改善推進委員会発足
・静岡中小企業活性化基金助成金交付事業実施
　（大場商工店会・本町小中島商栄会・大中島広小路商盛会）
平成６年（１９９４年）
・消費者との懇談会開催
平成７年（１９９５年）
・商工会議所会員２，０００名突破
・大通りと日清プラザを結ぶ「シャトルバスの試験運行」実行
平成８年（１９９６年）
・商工会議所５０周年記念式典を開催
・地域振興ビジョン「街中がせせらぎ」を提言
平成９年（１９９７年）

・県内初の空き店舗モデル事業「ムラカミ屋」へ取組み
・「街中がせせらぎシンポジウム」を開催
平成１０年（１９９８年）

・せせらぎウォークぶらり～を開 催
・本町コミュニティ施設「 Via ７０１」が完成
平成１１年（１９９９年）
・全国ゼロエミッション静岡県三島会議開催
・高齢者マッチング支援事業を実施
平成１２年（２０００年）
・三島ＴＭＯ構想を策定
・商店街で「２１世紀感謝祭」を実施
・会員増強運動で日本商工会議所特別表彰受賞
平成１３年（２００１年）
・ＩＴ支援策「三島情報処理推進協議会」設立
・創業支援事業の開催
平成１４年（２００２年）
・商工会議所会館竣工
・県東部地域初で女性対象の「創業塾」開催
平成１５年（２００３年）
・商工会議所会館オープニングイベント開催
・チャレンジショップ「ビバーチェ・スペース」８店舗展

街の移り変わり

①日清プラザ・イトーヨーカ堂三島店オープン
平成７年３月、市内最大の売場面積（16000㎡）となる「日清プラザ・イトーヨーカ堂
三島店」がオープンし、店舗周辺の道路が大変混雑しました。三島大通
り活性化協議会（大社前、中央町、本町小中島、本町大中島、広小路駅

前商店会）ではオープン前より計画してい
た「大通り商店街」と「日清プラザ・イトー
ヨーカ堂」を結ぶシャトルバスの試験運行
を実施しました。商店街に来街するお客様
と日清プラザへ来店したお客様のお買物動
向等を把握し、商店街の活性化に活かすた
めの参考になりました。日清プラザのオープン時 街バス
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経  営  支  援

　平成３１年度税制改正では、中小企業向け設備投資減税や研究開発税制の充実・強化、個人事業者の事業承継税
制の創設等、中小企業の生産性向上と事業承継に資する税制措置が盛り込まれました。このうち今回の所報では、
中小企業向け設備投資減税の延長・拡充、個人事業者の事業承継税制の創設について紹介します。

平成３１年度　税制改正のポイント

中小企業向け設備投資減税の延長・拡充

個人事業者の事業承継税制の創設

設備の種類
（価額要件） 

機械装置
（160 万円以上）

 ソフトウェア
（70 万円以上）

工具・器具備品 
（30 万円以上）

建物附属設備
（60 万円以上）

支援措置

【中小企業経営強化税制 】

即時償却 or 税額控除 10 ％

⇒ 延長 （２年間）・ 強化

生産性向上設備（ A 類型） 強化

収益力強化設備（B 類型）

生産性が年平均１％以上向上

投資利益率５％以上のパッケージ投資

働き方改革に資する設備（休憩室、

食堂等の整備）の適用明確化

中小企業の生産性向上、 
働き方改革、防災・減災を支援！

【中小企業投資促進税制 】

30 ％特別償却 or 税額控除 ７％

⇒ 延長（２年間） 

【商業・  サービス業等活性化税制 】
30 ％特別償却 or 税額控除 ７％

⇒ 延長（２年間）
※「売上高 or  営業利益 が１年間で２％  以上向上」が新たに要件化 

概   要 個人事業者 （青色申告事業者 ）の贈与 ・相続に係る納税猶予制度 （10 年間の時限措置）

対象資産 事業用宅地 （400 ㎡）、建物 （800㎡）、機械装置 、器具備品 、車両船舶 、構築物等

要   件

• 経営承継円滑化法に基づく認定、2019 年から５以内に承継計画の提出
• 納税猶予額相当の担保提供 、事業継続 ・資産保有に係る定期的な報告 
• 後継者死亡時まで事業継続 ・資産保有等で納税免除 

• 事業を廃止した場合 、猶予税額および利子税納付

• 経営悪化等で廃業する場合 、廃業時点の資産額で贈与 ・相続税額を再計算し、承継時との差額を免除

• 小規模宅地特例と選択適用 （併用不可 ）

（※）事業用の小規模宅地の特例の見直し
① 「特定事業用宅地等」について、 相続開始前３年以内に事業の用に供された宅地等ついては、特例の対象から除外
② ただし、 ①に該当する宅地等にあっても、当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産が、当該宅地等の相続
時の価格の 15％以上の場合は、特例の適用対象とする

創  設
（10年間）

土地以外の事業用資産
も税制の対象に！

（文：経営支援課  勝又千理）



　1 月 24 日（木）、当所１階 TMO ホールでは I T コーディネーターの岸本圭史氏を講師として招き、キャッシュレス
決済のセミナーを開催しました。
　本セミナーは、消費税増税を控え加速するキャッシュレス決済の現状や種類、導入時の注意点など補助金の説明も
交えながら説明をしました。
　定員を大幅に上回る 42 名が参加し、「多
面的に考えてキャッシュレス決済を導入す
べきと気づかされた」「メリット・デメリッ
ト両面を分かりやすく知ることができた」
などの感想が多くありました。

（文：まちづくり課  丸山祐季）
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ま ち づ く り

「キャッシュレス決済導入対策セミナー」を開催しました！

　三島市は国の外郭団体である 2020 年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合
が実施する『インバウンド×キャッシュレス地域経済活性化最先端モデル事業』のモデル地域に選ばれました。　　　　　
全国 10 の市町村で複合モバイル決済端末機や静的 QR コード（プリント型）の導入が始まります！

実機を用いてレクチャー 熱心に聞き入る受講者

『キャッシュレス地域経済活性化最先端モデル事業の概要』

モデル事業の内容は・・・
①モデル地域に選定された自治体に対して複合モバイル決済端末機の導入費・運用費不要（※注）、
すぐにお試しいただけるサービスです！
通常、複合モバイル決済端末機はレンタル料金がかかりますが、モデル地域に選ばれた三島市の事業者様は
無償で複合モバイル決済端末機および静的QRコード（プリント型）決済ツールを利用することができます。

・クレジットカード決済、電子マネー決済、QRコード決済ができます。
・店舗側が金額を入力し、決済を行います。

複合モバイル決済端末機

静的 QR コード

・QRコード決済のみとなり、端末はありません。（紙媒体です）
・お客様が金額を入力し決済をします。

※注：詳細は三島市商工観光課（055-983-2655）
　三島商工会議所（055-975-4441）へお問い合わせ下さい。

＊使えるカードやQRコードについて…
＊入金される時期について…
＊申込方法について…　etc…
モデル事業の概要が分かる
説明会開催‼
同封のチラシをご覧下さい！☆

②売上の 0.1％（中華系決済分）が地域に還元されるため、地域活性化に期待できます！
③数千万人の WeChat 利用者への情報発信により誘客支援を受けることができます！
④情報発信アプリでインバウンドの誘客を図ります！
⑤地方に訪日外国人を集客するための誘客プロモーション

お客様 決済
完了

後日
入金

1 0 0 台 無 料 ‼

今話題のキャッシュレス決済導入事業内容発表‼あなたもこれを機に導入しましょう！

（文：まちづくり課　片山富美子）
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自分をワンランク上に押し上げるアイテムが揃う店

モラビト&オースチンリード
三島店

有限会社三島
本町ビルディング

さんしん
ギャラリー善

静岡銀行
中島支店

源
兵
衛
川

モラビト&オースチンリード
三島店

〒411-0855  三島市本町２–１
ＴＥＬ：055- 972- 6738
営業時間：１０：３０～１８：３０
定休日：水曜日
ＬＩＮＥ  https://page.line.me/gwg3433d

代表の小林麻紀恵さん

モラビトの代表的な商品

２つのブランドを中心に華やかな服が並ぶ店内店舗外観

当店一押しのスタイリング

春のコーディネート一例

　三島の大通り商店街の中心、本町交差点の一角にある婦人服の販売店です。パリ
発の「MORABITO BLANC（モラビト ブラン）」とロンドン発「AUSTIN REED（オース
チンリード）」のブランドを扱っております。モラビトブランはベーシックで上質な
装いに対し、オースチンリードは他のブランドとは差別化されたエッジの効いた洋
服を提案しています。
　平成 29 年 5 月に当店を引き継いだ小林麻紀恵さん（43）は「当店の服を着ることで
気分が上がったり、楽しくなってもらいたい」との思いで事業を引き継ぎしました。
　普段気に入って着ているワードローブに何を 1 枚買い足したらワンランク上の
コーディネートができるのか、実際に洋服を持ってきてもらい着回しを楽しむこと
ができます。
　「今は春物が出始めている時。春は卒業式や入学式を初め、暖かくなるとお出か
けもしたくなる時期。当店の服で華やかなスタイリングを提案しますので、是非一
度ご来店ください。」と爽やかに話してくださいました。

（文：まちづくり課　塩谷洋司）

　２月１５日（金）～２月２４日（日）の期間中、オースチンリー
ドの商品５万円（税込）以上お買い上げのお客様に「オリジナ
ルトートバック」をプレゼント。
※トートバックは数に限りがありますので、お早めにお越し
　ください。

オースチンリード１０周年フェア『スプリングコレクションフェア』
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アンティークな雰囲気で樽生クラフトビールと欧州料理を味わおう！

craftbeer+wine
ａｂｉｅｒｔｏ （アビエルト）

源
兵
衛
川

三島中央病院

みずほ銀行
三島支店

craftbeer+wine
ａｂｉｅｒｔｏ 

みしま
プラザホテル

三島市
社会福祉協議会

〒411-0855  三島市本町 12–14 小池ビル 1F
TEL：055- 943- 9124
営業時間：１７：００～２４：００ （LO・２３：００）
定休日：火曜・第３月曜
ＵＲＬ：https://localplace.jp/t200351946/

店主の眞野  貢さん

スモークラムチョップ

入口外観

アンティークな空間でビアータイム 欧州料理をバルスタイルで

上質な樽生クラフトビール

　「abierto」は、スペイン語で、「開く」という意味。
　扉を開いてお店に入った瞬間に、日常生活を忘れてお酒を楽しんで欲しいという
店主の眞野　貢さんの思いが込められています。
　２０１８年６月にオープンした三島市本町の「abierto」さんでは、壁の花模様やレ
ンガなど、ヨーロッパのアンティーク感が漂う店内で、上質な樽生クラフトビール
やワイン、カクテルと共に、旬の地元食材を使用した欧州料理を楽しむことができ
ます。
　何といっても冷蔵庫から直接注げるように改造したビールサーバーがあり、５種
類の国内・外の樽生クラフトビールが楽しめます。国内では、修善寺で製造してい
るベアードビールや、今ちょっとしたブームになっている沼津クラフトのほか、全
国で作られているクラフトビールをオーナーが厳選しています。
　ワインは、ヨーロッパを中心とした各国のワインを取り揃えています。
　お料理は無添加、化学調味料を一切使わない欧州料理のバルスタイルで、スモー
クラムチョップ、豚レバーの炙りコンフィ、季節のサラダ、マッシュルームのセゴ
ビア風、生ハム、チーズ、アヒージョなどのアラカルトが楽しめます。
　アンティークな空間、その雰囲気の中で、上質なクラフトビールや厳選ワインを
欧州料理と一緒に堪能してみて
はいかがでしょうか？
　カウンター席も御用意してお
りますので、お 1 人様でもお気
軽にお立寄りできます。

（文：まちづくり課  石渡智英）

各種　樽生クラフトビール  400ml
                                    200ml
スモークラムチョップ
豚レバー炙りコンフィ
アビエルト特製ポテトサラダ

【メニュー】
９００円～
６００円～
７５０円
７５０円
５００円
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近隣の女性会をお招きして新年賀詞交歓会を開催！

食を通じて人との縁を結ぶ～フードドライブへの協力～

新年の決意新たに「2019 年新春広域懇談会  会員大交流会」開催！

　１月２２日（火）に隆泉苑にて新年賀詞交歓会を開催し、当女性部から３２名が参加しました。
 来賓として、豊岡市長や鈴木議長にご臨席いただ
き、沼津商工会議所女性会から７名の方に参加して
いただきました。
　講演会は、「身近に感じる法律」をテーマにこだま
法律事務所弁護士の関亮子氏をお迎えし、開催され
ました。懇親会では、沼津商工会議所女性会の方々
と意見交換を行うなど、親睦を深めることができま
した。                    　　 （文：経営支援課  勝又千理）

　女性部では、食の支援を目的とする「フードドライブ」への協力として、品質に問題のないもの、やむなく廃棄さ
れてしまう食品を会員から募り、缶詰やインスタントのお味噌汁など１０８点の食品が集まりました。１月１６日（水）に
三島市社会福祉協議会を通じ特定非営利活動法人
フードバンクふじのくにへ寄贈しました。
　平成２８年度に「みしま大通り宿場まつり」のチャ
リティーバザーの売上金の一部を社会福祉法人静
岡恵明学園に寄付したことをきっかけに、「恵明七
夕まつり」へのボランティア活動などを行ってきま
したが、更に他の団体へも支援の輪を広げていきた
いと考えております。   （文：経営支援課  勝又千理）

　１月１８日（金）三島・沼津商工会議所、沼津市・長泉町・函南町・清水町商工会合同による「新春広域懇談会  会員大交流」
をプラサヴェルデにて開催し、川勝県知事をはじめ各市町の首長、会員事業所、行政機関等、総勢５２０名を超える方々
が一堂に集いました。
　来賓を交えた鏡開きの後、参加者は、県知事や各首長、会員同士の名刺交換を通じ自社のＰＲ等を行い、県東部地
域の結束強化と自社の発展に向け決意を新たにしました。参加者からは、「近隣地域の動向を把握でき、新しい人脈も
構築できた。」との声が聞かれました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           （文：総務課  工藤知美）

法律を判りやすく説明

三島市社会福祉協議会中村会長へお渡ししました

会員同士の親睦を深めました

稲田会頭挨拶

鏡開きによりスタート ５２０名の熱気あふれる懇親会

川勝県知事挨拶 豊岡市長挨拶

女性部

女性部

１０８点の食品が集まりました



　近年、大学進学に伴い若い人材が県外へ流出し、そのま
まＵターンしない傾向が強まっています。１９９０年代までは
２０代後半には地元へＵターンしてくる人が多かったですが、
２０００年以降はＵターンする時期が遅くなり、また、Ｕター
ンの人数も減少傾向であることが分かっています。
　そこで、当所では若い人材のＵターンを促すため、結
婚等で節目となる３０歳を対象にした大同窓会を１月１９日

（土）に開催致しました。三島に縁のある方を中心に１０３
名が一堂に会し、旧友の再会を懐かしむ姿が多く見受けら
れました。また、三島に関心のある首都圏の３０歳の方も
数名参加し、三島の地域や人と触れ合いました。
　同日開催として当所青年部が中心となり三島の魅力を発

信する企画展「LIVING IN MISHIMA」も行いました。こ
の企画展は、HOMES 総研が発表した「住んでいる人が街
の魅力を感じることができる事象は 8 つの分野に分類で
きる」という指標に基づき実施致しました。その 8 つの
分野とは「食文化が豊か」「機会がある」「街を感じる」「ロ
マンスがある」などです。この指標を基に飲食ブース、起
業相談や転職相談コーナー、バイオリニストなどによるミ
ニコンサート、デートコースの紹介などを出店・展示致し
ました。
　この３０歳の大同窓会は将来的に三島に若い人材が戻っ
てくることを期待し来年度も継続して実施していきます。

（文：まちづくり課　塩谷洋司）
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30 歳の大同窓会&LIVING IN MISHIMA 開催
～移住促進や企業の人手不足解消を目指し初の開催～
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　１月２４日（木）みしまプラザホテルにて
「新年初顔合わせ会」を開催しました。
　杉﨑会長からは、多くの来賓の皆様
にお越し頂けた事への感謝と、今年度も
残り2 ヶ月となりましたが三島ＹＥＧでは
まだまだおもしろい事業が残されている
ので期待して下さいと力強い挨拶をしました。その後、稲田
会頭、豊岡市長、曽根県青連会長をはじめ多数の皆様から
ご祝辞を頂きました。
　後半の各単会ＰＲタイムでは、遠方からも駆けつけて頂い
た青年団体の皆様からお祝いの言葉と活気あふれる活動Ｐ
Ｒで会場を盛り上げて頂き、改めて絆の強さを感じました。
　また、次年度沼津の地で開催される日本商工会議所青年
部全国大会ふじのくに静岡ぬまづ大会のＰＲも行われました。
　改めて青年部の『絆』を感じる会となり、新しい年にふさわ
しい良いスタートが切れました。（文：経営支援課  池谷太郎）

　1 月２９日（火）、体が芯から冷える季節の中、晴れ晴れと
した天候の下、三島うなぎ横町町内会主催による「第１２回
寒の土用うなぎまつり」が開催されました。当日「三島うなぎ
旗挙げ弁当」を求め、引換券販売時間よりも早くから並ぶお
客様で長蛇の列となり、限定７００食の弁当は１時間も待た
ずに完売となりました。
　昨年に引き続きシラスウナギの大不漁によりうなぎの資源
の枯渇が心配されており、イベントでは三島うなぎ資源保護
PR や箱根西麓三島野菜の販売も行いました。
　また今年は、うなぎまつりから１週間にわたり「うなぎウィー
ク」を設け三島うなぎ横町町内会の１５店舗ではおもてなし
サービスを実施しイベントに参加できなかったお客様にも、
三島うなぎの魅力を伝える内容になりました。

（文：まちづくり課  丸山祐季）

新年初顔合わせ会大いに盛り上がる！
冬にもうなぎ！ 限定７００食完売！

「第１２回寒の土用うなぎまつり」

挨拶をする杉﨑会長

改めて繋がりの強さを感じました！今年も「三島うなぎ旗挙げ弁当」７００食が完売

 地域振興ビジョン
「つなぐ三島」を具現化

［LIVING IN MISHIMA］
マグロ解体ショーを実施

［30 歳の大同窓会］
この暖簾も 30 歳の方が製作

［LIVING IN MISHIMA］
海外でも活躍する企業によるクロストーク

［30 歳の大同窓会］
参加者全員で記念撮影
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　１１月１８日（日）に当所で施行した日商簿記検定１級の試験に遠藤晴人様が合格され、
１月２１日（月）に合格証書の授与式を行いました。
　簿記 1 級は公認会計士、税理士などの国家資格への登竜門であり、合格すると税理
士試験の受験資格が得られます。今回の１級の全国合格率は 9.0％でした。
　日商簿記検定は年 3 回（1 級は 2 回）施行しておりますので、皆さんもチャレンジし
てみてください。

お申込み先は…東京商工会議所　
ＨＰ  httpｓ://www.kentei .org　　TEL.03 -3989 -0777

第150回日商簿記検定１級合格おめでとうございます！

左から 稲田会頭、遠藤様

回　数 試験日 募集開始日 募集締切日 受験料
（2019 年 4 月～ 9 月）

受験料
（2019 年10 月～ 2020 年 3月）

第４５回 ６月３０日（日） 　４月１６日（火） ５月１７日（金） 2 級　6,480 円
3 級　4,320 円

2 級　6,600 円
3 級　4,400 円第４６回 １２月　８日（日） 　９月２４日（火） １０月２５日（金）

回　数 試験日 募集開始日 募集締切日 受験料
（2019 年 4 月～ 9 月）

受験料
（2019 年10 月～ 2020 年 3月）

第４２回 ７月　７日（日） 　４月２３日（火） ５月２４日（金） 2 級　6,480 円
3 級　4,320 円

2 級　6,600 円
3 級　4,400 円第４３回 １１月２４日（日） 　９月１０日（火） １０月１１日（金）

回　数 試験日 募集開始日 募集締切日 受験料
（2019 年 4 月～ 9 月）

受験料
（2019 年10 月～ 2020 年 3月）

第 ９ 回 ７月１４日（日） 　４月２３日（火） ５月３１日（金）
6,480 円 6,600 円

第１０回 １１月１０日（日） 　８月２７日（火） ９月２７日（金）

回　数 試験日 募集開始日 募集締切日 受験料
（2019 年 4 月～ 9 月）

受験料
（2019 年10 月～ 2020 年 3月）

第２６回 ７月２１日（日） 　５月　７日（火） 　６月　７日（金）
5,400 円 5,500 円

第２７回 １２月１５日（日） １０月　１日（火） １１月　１日（金）

1．ビジネス実務法務検定試験　※受付は東京商工会議所になります。

2．福祉住環境コーディネーター検定試　※受付は東京商工会議所になります。

３．ビジネスマネジャー検定試験　※受付は東京商工会議所になります。

4．環境社会検定試験（eco検定）　※受付は東京商工会議所になります。

２０１９年度
東京商工会議所各種検定試験日程表

資格をとってキャリアアップ！
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★店の隣の駐車場をご利用ください★

「インスタで使い捨てにされない観光地の条件を考える」

◇渡辺　和博／わたなべ・かずひろ
  日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所上席研究員。
１９８６年、筑波大学大学院理工学修士課程修了。同
年、日本経済新聞社入社。日経パソコン、日経ビジネス、
日経トレンディなどＩＴ分野、経営分野、コンシューマ分
野の専門誌編集部を経て現職。全国各地の商工会議所
などで地域振興や特産品開発のための講演・コンサル
を実施。消費者起点のものづくりをテーマに地域発の
ヒット商品育成を支援している。

　全国各地の観光地や名所旧跡などが話題になるとき、
「インスタ映え」が最近のキーワードになっています。見
栄えのするスポットで撮った写真が写真投稿ＳＮＳであ
るインスタグラムなどに載ることで広く話題になり、観
光客がどっと訪れるというものです。インスタグラムが
はやり始めて３年ほどになりますが、この傾向はすっか
り定着しました。
　その場所を訪れた人が自発的に周りに発信してくれる
ため、認知度を高めるにはとてもありがたい傾向です。
ところが、地域のことを持続的に応援してくれるファン
を増やすという視点で見ると、人気スポットになったと
いっても危うさをはらんでいると私は思います。
　インスタ映えを求める観光客が次に求めるのは、さら
にインスタ映えする別のスポットです。インスタ映えす
る観光スポットの最大の価値は、文字通り「絵になる」
ことです。観光客は写真が撮れればそれだけで達成感が
あります。一度訪れた観光地を気に入ってリピーターに
なるには、別の要素が必要だと思います。
　分かりやすく言えば「訪れるたびに新しい発見がある
場所」というのが理想です。もちろん地域資源には限り
がありますから、次から次へと新しいスポットを訪問者
に紹介していくのには限りがあります。場所に限りがあ
るなら、次々と提供できる「新しい発見」とは何でしょう
か。
　私は訪れる人自身が成長したり学んだりするための、
変化や刺激を与えてくれる経験が大事な要素だと考えて
います。例えば、農作物の収穫体験で感動した人は、次
のシーズンもできればまた訪れたいと考えます。同じ体
験でも繰り返して訪れていると、農作物や自然風土に関
する知識や見方も深く広く変化していきます。自然には
まったく同じ状況というものがないため、体験を重ねる
だけ得るものがあります。学びや成長とは、単に子ども
やファミリーにとって役立つものという捉え方ではあり
ません。地域の復興支援ボランティア活動なども、参加
した人には大きな学びがあるようです。
　観光地の魅力をどう設計してファンをつくっていくか

という課題に対して、これまではその地域の「食」や「自
然環境」「名所旧跡」などの情報をいかにＰＲするかが施
策の中心でした。消費者が求める価値は「モノからコト」
に向かっています。これからの観光開発では一度訪ねて
満足する消費されるだけの観光地と、繰り返し訪問した
くなる場所の違いをさまざまな角度から考えていく必要
があると思います。体験型観光が期待されるのはこうし
た要素があるからです。
　中でも農業や水産業など自然を相手にする第１次産業
に今後の観光開発の鍵があると私は考えています。それ
ばかりでなく、実はこうした視点は、サービス業や店舗
などについても当てはまります。いつも学びと発見があ
るお店には良質のリピーター（常連さん）が育っていくか
らです。

日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所　上席研究員
渡辺　和博

この度旧漢字・俗字（邊邉澤﨑）等の
既製ミトメ印を用意致しました

ご利用をお待ちしております。
… その他

渡
邊

小
澤

澤
田

齋
藤
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i n fo rmat ion

問合せ：三島商工会議所 TEL055-975-4441

P12informationM25// 白

　当所では、「みしま会議所ニュースＢＥ．ＭＥ」の編集から印刷ま
で一括して制作して頂ける事業所を募集します。
　コンペに参加を希望する事業所は当所までご連絡下さい。仕様
書を送付いたします。
申込期限　平成３１年２月２２日（金）
問合せ先　三島商工会議所　所報スタッフ
ＴＥＬ：055-975-4441  Ｅ－mail：info@mishima-cci.or.jp

場　　所：三島商工会議所１階ＴＭＯホール
期　　間：２月18日（月）～３月15日（金） ※土日を除く
時　　間：午前９時～午後５時 （受付：午後４時まで）
               （会場の混雑状況により案内を早めに終了する
                 場合がありますので、ご了承下さい。）
お問合せ：三島税務署  ＴＥＬ：０５５－９８７－６７１１
※上記期間中は、  三島税務署では所得税等の申告相談は
　行っておりませんので、 ご注意ください。

※当会場には無料の駐車場はありません。 また駐車台数に
　は制限がありますので、公共交通機関をご利用ください。

確定申告記載会場ご案内
所得税・贈与税の申告・納税は３月１５日（金）まで
個人事業者の消費税・地方消費税の申告・納税は4月1日（月）まで

三島商工会議所会頭賞
受賞おめでとうございます！

公募情報 ＜次年度会報誌印刷会社募集＞

静岡県書道連盟主催
「第７１回書きぞめ三島・伊豆地区展」

＜受賞者名・学年＞
中村　翔空さん
髙村　椛純さん
八鍬　　守さん
河下　恵都さん

（小６）
（小６）
（中２）
（中３）

渡邉　泉祈さん
瀬川　貴大さん
安中　羽美さん
山本　結女さん
落合　涼太朗さん

（小１）
（小２）
（小３）
（小４）
（小５）

三島商工会議所会頭賞受賞者の皆さん

●事業 みしま ALL DAY クラシック・フェスタ！「ニッポンのベートーヴェン」 みしま ０歳からの脳育クラシック

●日時 ３月２３日（土） 
第１部13:00～15:00（開場12:00）

３月２３日（土）
第2部 16:20～18:00（開場15:30）

３月１７日（日）
13:15開場  14:00開演（予定）

●会場 大ホール 大ホール 大ホール

●チケット
料金

（税込み） 

入場料／一般1,000円、学生（大学生以下）500円　
※チケットの割引はございません

入場料／一般4,000円、学生（大学生以下）2,000円
1部+2部通し料金4,500円

※チケットの割引はございません。

自由席／大人1,500円 こども（小学生以下）500円
※チケットの割引はございません。

※自由席
※未就学児入場不可

※指定席
※未就学児入場不可 ※未就学児のひざ上鑑賞は無料

●内容

＜予定プログラム＞
  伊豆ジュニアブラス演奏

（交響曲 第 1 番＋歓喜の歌　金管バンド版）
  トルコ行進曲／静岡交響楽団

  ベートーヴェンになりきって「運命」を振ろう！※一般公募
  ベートーヴェン交響曲 第 5 番 ハ長調 作品 67「運命」

  指揮：板倉康明／静岡交響楽団

＜予定プログラム＞
出演：金子三勇士（ピアノ） 指揮：板倉康明／静岡交響楽団

  ベートーヴェン ピアノ協奏曲 第 4 番 ト長調 作品 58
  ベートーヴェン 交響曲 第 7 番 イ長調 作品 92

出演 おはなし：兵藤寿美さん（桜ヶ丘こどもクリニック院長）
  ききて：浦久俊彦（文化芸術プロデューサー）

  演奏：三島フィルハーモニー管弦楽団
プログラム モーツァルト「フィガロの結婚 序曲」

  グリーグ「ペールギュント組曲」
  モーツァルト「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」より第 1 楽章

  バッハ「Ｇ線上のアリア」
 アンダーソン「舞踏会の美女」「ワルツィングキャット」「タイプライター」

  チャイコフスキー「バレエ組曲 くるみ割り人形」
  ※みしまるくんと遊ぼう！（予定）

●チケット
一般発売

２月１６日(土)午前9時から市民文化会館窓口で販売開始
  電話予約は午後1時から市民文化会館で受付 チケット好評販売中

三島商工会議所会員特典‼︎  三島市民文化会館自主事業チケットのご案内

お問合せ   三島市民文化会館事務室    TEL 055-976-4455

※上記の割引サービスは、三島市民文化会館事務室の取り扱いに限ります。
※チケットをご購入の皆様は、三島市民文化会館事務室に掲載記事を持参下さい。
※売り切れの場合はご容赦ください。

※文化会館に駐車場はございませんので正面のTMOパーク（有料）、または公共の交通機関をご利用ください。

兵藤寿美院長 浦久俊彦 三島フィルハーモニー管弦楽団

金子三勇士 静岡交響楽団

※順不同
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