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『ＭＯＳＨＩＭＯ』クッキー
防災用非常食 × 長期保存可能
アレルギー 28 品目不使用

防災にレジャーに。 長期保存が可能なパン

「ケーキ ・ パン ハッブル」 「サクサクスティックパン」
「クランチバー」

サックリとした食感でとっても美味しいクッキー

さまざまなタイプで長期保存が可能なパンシリーズを開発致しました。

です。食物アレルギーを引き起こす２８の原材料が

ケーキのようなふんわり感と美味しさの「ハッブル」、カリカリで噛

入っていないので、どなたでも安心して召し上がっ

むほど小麦の甘味を感じる「サクサクスティックパン」、サクッとし

て頂けます。長期保存パンの製造技術を活かし、

た食感で２つの味を楽しめる「クランチバー」。非常時にも食べやす

「もしも･･･」の時の備えにぴったりです。

く充分なカロリーが得られます。また軽量・省スペースタイプで、
ドライブやレジャーにもおすすめです。

※当工場は多品種のパン菓子を製造しています。工場内では以下の原材料も使っております。小麦・卵・乳成分・落花生・エビ・カニ・オレンジ・くるみ・
ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご

[ 商工会議所活用事例 ]

持続化補助金を活用して
テイクアウト・デリバリー事業を PR
サ

ト

ヒ

大衆酒場 三十飛三島店
三島市本町に店を構える「大衆酒場 三十飛（サトヒ）三 島店」。
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、４月～５月にかけて営業を自粛してい
ました。
そんな中でも三島の街のため、お客様のために何かできないかと思い悩んだ代表
の佐藤さんは、若手経営者の仲間と４日間に渡りお弁当や地元産の野菜・和菓子な
どを車内のお客に販売する「ドライブスルーマーケット」を 実行委員長として実施
し、１時間半で６００食が完売する盛況ぶりでした。
しかし、コロナウイルスによる自粛ムードは長引き、大衆酒場 三十飛三島店を
含め飲食店を４店舗経営する佐藤さんは苦しい日々が続いていました。その中で、
試験的に高級志向で展開している別店舗の料理長がプロデュースしたお弁当をテイ
クアウトとデリバリーする事業を展開しますが、一部のお客様に好評を得ることに
留まってしまいます。
そこで到底以前の売上に及ばない現状を打破するため、当所 M – ステに来所され
ました。
当所の経営指導員と相談する中で、地域の方への周知が足りないのではないかと
いうことに至り、テイクアウト・デリバリーのチラシを広く三島市・沼津市の世帯
へポスティングをすることになり、
「非対面型ビジネスモデルへの展開」と いうテー
マで持続化補助金を活用する提案をしました。
持続化補助金を活用したポスティングにより、ご自宅で楽しみたい方向けのテイ
クアウトが定着するに至り、更に年明けからはデリバリーにも力を入れる予定です。
是非、自社の経営力を向上させるために、三島商工会議所「M – ステ」に 相談して
みてください。
（文：経営支援課 池谷太郎）

三十飛の定番 三十飛コロッケ

人気の肉ギガ盛り！溶岩焼き
鎌倉古道

定 休 日：日曜日

御殿川

大衆酒場：三十飛三島店
住
所：三島市本町１２–１９
電
話：０５０–３４６０–７７７２
営業時間： 1７: ００～２４: ００
（ラストオーダー２３: ００）
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GoTo 商店街の取り組み / 商店街正月イベント

会員さんいらっしゃい

牛家一番町

12 月 26 日（土）〜
1 月 3 日（日）まで
休業となります。

ハチエイチ酒場 三島カネサシ店
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当所役員との懇談会 / 建設業部会員親睦ゴルフ大会を開催
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労務対策セミナー開催 / 女性会 視察研修 / 青年部 禊・神輿行列・新嘗祭野菜宝船を奉納 /
三島湧水のお米に合う「おかずレシピコンテスト」

12
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information

優良従業員表彰式

知って得するビジネスマナー 「傾聴力をつける」/ 第 68 回東海菊花大会
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文化会館告知 / 退職自衛官雇用のご案内 / 高濃度 PCB 廃棄物の期限内処理
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コロナ禍における三島商

2020 年 1 月に国内で初めての新型コロナウイルス感染者が確認されてから約 1 年が経ちました。
起こりました。私たちの生活環境は大きく変わり、当所の事業も内容を変更・中止して運営して参り

飲食店応援キャンペーン「三島応援飯」

プロジェクトみしまスタイル

新型コロナウイルスの影響で売り上げ不振により大き
な打撃を受けている会員飲食店を応援するため、キャン
ペーンを開催しました。
登録いただいた飲食
店のテイクアウト情報
や営業情報を当所 HP や
Facebook、instagram で
発信しました。
（# 三島
応援飯）
最終的に 57 店舗の飲
食 店 に ご 登 録 頂 き、 飲
食店や市民の方から好
評でした。

みしま応縁袋

このプロジェクトは新型コロナウイルスの影響で新し
い生活様式が求められている中、三島市観光協会・三島
市・当所が一体となって、感染防止対策を実施する店舗・
施設を応援する取り組みです。
下記の 7 つのチェック項目すべてを実施することを宣
言する店舗・施設に対し、下記のステッカーを提供し掲
示していただくことで、お客様に安心して利用できる店
舗・施設であることを PR して頂きました。
現在も店舗に掲示しています。ぜひご確認下さい。
①密にならないように対応
②手指消毒の設置
③従業員の健康管理および発熱等風症状者の入場制限
④マスクの着用
⑤施設の消毒
⑥施設の換気
⑦国・業界団体のガイドラインに基づき、必要と判断さ
れる対策の実施

第１弾・第２弾

新型コロナウイルスの感染防止対策等で、自宅で過ご
す時間が増え、
「おうち時間を少しでも快適に過ごして頂
きたい！」そんな思いから M －ステでは三島の商店選り
すぐり商品を組み合わせ「みしま応縁袋」を 販売しました。
商品は事前予約制で商品の受け渡しはドライブスルー
方式を取り入れました。第１弾は全 11 種類の商品を 927
セット販売し、第２弾では 12 種類の商品を 273 セット
販売し大変好評でした。

３種の贅沢カレー食べ比べ

青年部

飲食店応援プロジェクト
“ みらい飯 ” 三島

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、地域の賑
わいや交流を支えていた多くの地元飲食店が経営悪化に
直面しました。その火を消さないために、飲食店を応援
しようとプロジェクトを立ち上げました。
飲食代金を先払いすることで、運転資金のクラウドファ
ンディング型の応援を呼びかけるプロジェクトです。応
援者に対しては、御礼として応援した店舗の食事券に
２０％のプレミアムをつけるなど、応援者にとっても有意
義なプロジェクトとなっています。最終的に延べ 1,991
名の方から 3,027 万円もの支援金を頂きました。

三島野菜を美味しくバーニャ

ドライブスルー方式での受け渡し
※食事券の有効期限は令和 3 年 2 月 28 日までです。お早目
にご利用下さい。
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工会議所の取り組み 2020

。今日まで感染拡大が止まらず、緊急事態宣言が発令されるなど、日本国内外でさまざまなことが
りました。ここでは 2020 年のコロナ禍における当所の取り組みについてご紹介します。

三島市プレミアム付商品券
宿泊喚起クーポン券
三島市の緊急経済対策で①市内経済の活性化と家計へ
の支援を目的に、20％のプレミアムが上乗せされた商品
券「あきんどくん元気クーポン」と 、②市内宿泊施設の利
用喚起を目的に、宿泊された方へ市内の飲食店や小売店
等で幅広く利用できる「宿泊喚起クーポン券」を 発行しま
した。
取扱店の登録を現在も受付しております。まだお済で
ない三島市内事業所の方はお早目にご登録下さい。
なお、商品券の有効期限は令和３年２月２８日（日）、
換金できる期間は令和３年３月１２日（金）ま でです。ご
注意下さい。

Ｍ – ステ

オンライン経営相談

当所経営指導員や中小企業施策の専門家にオンラインで
の無料相談を行っています。
事業所から当所の経営指導員や中小企
業施策の専門家に無料で相談が可能です。
オンライン経営相談の「お申込み」や
「操作説明」は 、こちらのＱＲコードから
ご覧ください。

経営支援については、継続実施しています！
新型コロナウイルス対策マル経融資
マル経融資は、小規模事業者の方々の経営をバックアッ
プするために無担保・無保証人で商工会議所の推薦にも
とづき融資される日本政策金融公庫の公的融資制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた小規模
事業者の方は「新型コロナウイルス対策マル経」がご利
用いただけます。

青年部

三嶋柄マスクの販売

新型コロナウイル
ス感染拡大によりマスク需要
が高まっている現在、新たに
三嶋柄手ぬぐいを素材にした
「三嶋柄マスク」を製作し、販
売しました。
色は紺・赤・黄の３種類で、サイズは S・M・L の３種
類です。当所窓口にて１枚 800 円（税込）で 販売してい
ます。ぜひお買い求め下さい。

【ご利用いただける方】
最近 1 ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較し
て５％以上減少している小規模事業者の方
【資金の使いみち】
運転資金：7 年以内（据置期間３年以内）、設備資金：
１０年以内（据置期間４年以内）
【融資限度額】別枠１，０００万円
【金利】経営改善利率１．２１％より当初３年間、△０．９％
引下げ→０．３１％
【利子補給】国から当初３年分の利息が補給されます。
（※別途要件があります。）→３年間無利子に！

固定資産税・都市計画税の減免申請

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少して
いる中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都
市計画税の減免を行います。
【減免対象】※いずれも市町村税（東京都 23 区において
は都税）
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税（通
常、取得額または評価額の 1.4％）
事業用家屋に対する都市計画税（通常、評価額の 0.3％）
２０２０年２月～１０月までの任意の連続する
減免率
３ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率

ZOOM を使ったセミナーを開催！
当所では例年多種多様なセミナーを開催しています
が、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
ZOOM を使い、リモートでのセミナー参加を可能にしま
した。
今後もセミナーや会議等をリモートで参加できるよう
取り組みます。

５０％以上減少

全

額

３０％以上５０％未満

２分の１

【申請書】

ご提出いただく申告書様式は、対象設備の所在する各地
方自治体が定める申告書様式となりました。提出先の HP
等をご確認ください。
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（文：まちづくり課

片山富美子）

経 営 支 援
年末調整に関するお知らせ（昨年からの変更点）
〇令和２年分の年末調整事務において下記の通り変更となります。

①給与所得控除に関する改正

②基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正

給与所得控除額が次の表の通り改正されました。
これに伴い、
「年末調整等のための給与所得控除後の
給与等の金額の表」が改正されています。
給与の収入金額（A）
162 万 5,000 円以下

（１）基礎控除の改正
基礎控除額が次の表のとおり改正され、合計所得金額
が 2,500 万円を超える所得者は基礎控除の適用を受け
ることができないこととされました。

給与所得控除額
改正後

改正前

55 万円

65 万円

162 万 5,000 円超 180 万円以下 （A) × 40％－ 10 万円

合計所得金額

（A) × 40％

基礎控除額
改正後

2,400 万円以下

48 万円

180 万円超 360 万円以下 （A) × 30％＋ 8 万円

（A) × 30％＋ 18 万円

2,400 万円超 2,450 万円以下

32 万円

360 万円超 660 万円以下 （A) × 20％＋ 44 万円

（A) × 20％＋ 54 万円

2,450 万円超 2,500 万円以下

16 万円

660 万円超 850 万円以下 （A) × 10％＋ 110 万円
850 万円超 1,000 万円以下
1,000 万円超

195 万円

220 万円

同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配
偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計
所得金額要件がそれぞれ 10 万円引き上げられ、次の
表のとおり改正されました。
合計所得金額要件
改正後

改正前

同一生計配偶者

48 万円以下

38 万円以下

扶養親族

48 万円以下

38 万円以下

源泉控除対象配偶者

95 万円以下

85 万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者 48 万円超 133 万円以下
勤労学生

75 万円以下

38 万円
（所得制限なし）

（２）子ども・特別障害者を有する者等の所得金額調
整控除の創設
その年の給与の収入金額が 850 万円を超える所得者
で次の要件のいずれかに該当する場合に、給与の収入
金額から 850 万円を控除した金額の 10％に相当する金
額を給与所得の金額から控除することとされました。
イ . 所得者本人が特別障害者
ロ . 同一生計配偶者が特別障害者
ハ . 扶養親族が特別障害者
ニ . 扶養親族が年齢 23 歳未満
（平成 10 年 1 月 2 日以後生）

（A) × 10％＋ 120 万円

③各種所得控除等を受けるための扶養控除等の
合計所得金額要件等の改正

扶養親族等の区分

改正前

（３）「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額
調整控除申告書」の 新設
年末調整において基礎控除又は子どもの特別障害者等
を有する者等の所得金額調整控除の適用を受けようと
する所得者は、その年最後に給与の支払を受ける日の
前日までにそれぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」
又 は「所得金額調整控除申告書を給与支払者に提出し
なければならないこととされました。
※上記の改正に伴い、「基礎控除申告書」及 び「所得金
額調整控除申告書」に ついては「給与所得者の基礎控
除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得
金額調整控除申告書」と なっています。

38 万円超 123 万円以下
65 万円以下

④ひとり親控除及び寡婦（寡夫）控 除に関する改正
（１）未婚のひとり親に対する税制上の措置
所得者がひとり親である場合（以下の要件を満たす場
合）に は、ひとり親控除として、その人のその年分の
総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から 35
万円控除することとされました。
イ . その人と生計を一にする子を有すること
ロ . 合計所得金額が 500 万円以下であること
ハ . その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認
められる人がいないこと
（２）寡婦（寡夫）控除の見直し
寡婦の要件について、寡婦（寡夫）控 除をひとり親に
該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されました。
（３）令和２年分の源泉徴収簿の記載
ひとり親に該当する旨の申告があった場合等には「扶
養控除等の申告」欄やその欄外の余白などに「ひとり
親」と 記載します。

（４）源泉徴収簿の様式変更
税制改正により源泉徴収簿に追加・変更があります。
【追加】
・「所得金額調整控除額⑩」欄
・
「給与所得控除後の給与等の金額（調整控除後）⑪」欄
・「基礎控除額⑲」欄
【変更】
・「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の
合計額⑯」欄
→「扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額⑱」欄
詳細は国税庁 HP をご確認下さい。
URL:https://www.nta.go.jp
（文：経営支援課 宮下智克）

創業者を応援しよう！今年も M －ステフォーラムを開催します！

詳細は同封
チラシで！

１月１３日（水）に、みしまプラザホテルにて第 2 回Ｍ－ステフォーラムを開催します。今年度は創業者支援を軸に、第１部
は、Ｍ－ステ連携会議の各支援団体が支援を行った創業者が自身の事業をプレゼンし、地域で創業者を応援します。
また、第 2 部では、来年の大河ドラマの主人公で、
「日本の資本主義の父」とも言われる渋沢栄一の経営哲学を学ぶ記
念講演会「時代を超えて今こそ学びたい渋沢栄一の経営哲学」と題し、渋沢資料館館長の井上潤氏に講演をいただきます。
ぜひご参加ください。
（文：経営支援課 麻谷暢恵）
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ま ち づ く り
【事例】コロナに負けないぞ！商店街の取組み紹介！

三島大通り商店街のチャレンジ！
『リアルとバーチャルの融合』ハイブリッド商店街を目指して
大社町西交差点から三島広小路駅踏切まで延びる三島大通り商店街（中央町、小中島、大中島）は 、コロナ禍の影響
で来街数は日々減少し、更には空き店舗数も最近増加傾向にあります。そうした中、商店街は立ち上がった！個々の
お店のホームページや SNS 等の情報発信を一堂に集約し、商店街全体を１つのショッピングモールと見立てたバーチャ
ル商店街（ホームページ）と ナイトバザールや高校生等の美術作品を各お店に展示するリアルイベントを通じて、商店
街の非接触型の買物や隠れた魅力を統一的に消費者へ発信・訴求し集客に繋げる『リアルとバーチャルの融合ハ イブ
リッド商店街』にチャレンジします。
この取組みは、
商店街等がイベント等を実施することにより、周辺地域で暮らす消費者や商店等が「地元」や「商店街」
の良さを再認識するきっかけとなる取組みを支援するす国の「GoTo 商店街」の 一 環として実施します。

チャレンジ １

年末販売フライング福袋！ 12 月下旬～ 2021 年 1 月 7 日

毎年多くの三嶋大社初詣客で年始に集中する顧客を年末に呼び込
もうと、福袋を商店街で作り、実店舗（リアル）で 福袋を販売します。チラシを三島市
内全戸へ新聞折り込みし、購入者にはダブルチャンスでバーチャル商店街開業時の抽選
券をプレゼントします。

チャレンジ ２

バーチャル商店街の構築（ホームページ）サ イト公開２月

バーチャル空間に各商店の情報を集めた商店街を作り、利用者は自由に歩き回る事ができ
ます。バーチャル空間に存在する店舗は地元の絵本作家がデザインし、まるで絵本の世界に存在する商店街を創
出します。各商店のおすすめ品の購入や、通りに点在する三島の歴史を知ることができます。毎日が歩行者天国
の路上では地元パフォーマー等の発表の場としても演出します。

チャレンジ ３

ナイトバザール＆ストリートギャラリー
ナイトバザール 1 月 30 日（土）
ストリートギャラリー 1 月 17 日（日）～ 2 月 7 日（日）

年末から通りをイルミネーションで彩り、商店街の夜間の雰囲気を盛り上げます。
更に 1 日限定のナイトバザールを開催しお客様や商店同士の絆、イベントに出店する
魅力を醸成します。商店街を１つのギャラリーと見立てて店頭に東部地区高校生の作品を飾る「ストリートギャ
ラリー」を開催します。
イベントの詳細・問合せ先【事業事務局】Via701

電話：055-976-0038

ＨＰ：http://via701.com/
（文：まちづくり課 石渡智英）

もうすぐ年明け…正月は商店会の正月イベントへ！
【大社前商店会 正月感謝祭】
今回は、商店会に正月飾りをして初詣客を出迎えます。新年らしく装飾された大社前商店会に
是非、足をお運びください！参加店でお買い物をすると縁起物の干支土鈴をプレゼントします。
令和 3 年 1 月１日～無くなり次第終了
【広小路駅前商店会

広小路感謝祭】

① 三角くじ
② 甘酒の振舞い
令和 2 年 12 月 25 日（金）～（三角くじ終了まで）
令和 3 年 1 月 1 日（金）・2 日（土）10：00 ～
場 所：マックスバリュ三島広小路店
内 容：参加店舗でお買い物をすると、
商店会で使える 500 円商品券が当たります！
※参加店舗には目印となるポスターが掲示されています。

※皆様も、ご自身の体調にご留意いただきながら、コロナ感染予防策を万全にして、
商店街でのお正月をお楽しみください！
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（文：まちづくり課 丸山祐季）

今月の 会 員さんいらっしゃい！

牛家一番町

北口
東急三島駅前ビル

店舗所在地：〒 411–0036 三島市一番町 13 –15
電
話：055 – 975 – 56 0 0

三島駅
南口

新幹線
東海道
線
本
道
P
東海

郵便局

P

牛家一番町
楽寿園

営業時間：16：00 ～ 22：00（応相談）
定 休 日：月曜日

51

P

予約方法：電話でお問い合わせ下さい

三島市民文化会館

三島商工会議所

優しく面白い店主が出迎えます、是非美味しい焼肉をご堪能下さい！
三島駅南口から徒歩 1 分、国産の良質なお肉を食べることができる焼肉屋です。
店内はわずかテーブル６席ですが、少人数で食事を楽しめる落ち着いた雰囲気です。
店主が焼肉屋を始めたのは 25 年前。それまで喫茶店を経営していましたが、幼
い頃から焼肉屋をやりたいという夢を叶え、満を持して開店しました。
こだわりは、店主が厳選したメニューにあります。メニュー数を絞り、自信のある
メニューだけを提供しています。中でもイチオシは、上カルビと上ロースです。分厚
くても柔らかく、肉汁が口内に溢れる A4 ランクの和牛サーロインを使用しています。
また、学生向けにボリュームたっぷりの 4 人前セットも原価を度外視したお得な
セットです。美味しいお肉を安くたくさん食べたいという方にうってつけです。

各種商品券・クーポン券
取扱っています

～メニュー（税込）～

【牛肉】
・黒毛和牛 上カルビ・上ロース（たれ・塩）各 1,430 円
・黒毛和牛 カルビ・ロース（たれ・塩） …… 各 990 円
・黒毛和牛 骨付きカルビ（たれ・塩） ……… 1,430 円
・タン（たれ・塩） ………………………………… 990 円
・ミノ（特上）
（たれ・塩）………………………… 990 円
・レバー・牛ホルモン・ハラミ（たれ・塩） … 各 770 円
・ゼンマイ・テール ……………………………… 各 770 円
【豚肉】
・シロコロホルモン（たれ・塩） 550 円
・豚カルビ塩焼き ……………… 770 円
・豚のコブクロ ………………… 660 円
・豚足
……………………… 770 円
・トントロ ……………………… 770 円
※その他

店主イチオシの上ロース・上カルビ

【鶏肉】
・とり焼き（たれ・塩） 550 円
・とりセセリの塩焼き 660 円
・とりハラミの塩焼き 660 円

キムチ・一品もの・ご飯系・スープなど揃っています！！
（文：まちづくり課 丸山祐季）

レトロで落ち着いた雰囲気

人気セット（タン塩・3 種盛・焼野菜）

“ 焼肉 ” 提灯が目印です！

8

今月の 会 員さんいらっしゃい！
新幹線

北口

（NPO 法人エシカファーム、
（株）イ ンクル）

店舗所在地：〒 411–0036 三島市一番町 13 – 3
営業時間：
【火～金】17：00 ～ 23：00（LO22：30）
【土】12：00 ～ 23：00（LO22：30）
定 休 日：日・月曜日

東急三島駅前ビル

ハチエイチ酒場 三島カネサシ店

楽寿園

東海道

三島駅
南口

本線

東海道

P

郵便局

P

ハチエイチ酒場
三島カネサシ店
51

P

※只今営業時間・定休日が異なります。現在は月曜日をのぞくランチタイム
（11：30 ～ 13：30）で、お弁当とお菓子などのテイクアウトを行っています。

三島市民文化会館

三島商工会議所

福祉が街に、地域に必要な場所を作り出す新たな仕組み作りに挑戦！
2020 年 3 月 6 日にオープンした「ハチエイチ酒場」。
運営しているのは「NPO 法人エシカファーム」という障がい者を支援する福祉法人です。
福祉法人が居酒屋を始めるきっかけとなったのは、職員からの提案だったそうです。福岡でデリ（惣菜）や 串を全
部ショーケースに並べて、それを調理や盛り付けをして出している立ち飲み屋が流行っているという話を聞き、「こ
れなら利用者さん（障害のある方）がより広く活躍できる場として提供できそうだと思った」と 話して下さいました。
そんな意気込みでスタートしてお客さんの評判も良かったのですが、残念ながら
イート インメ ニュー
コロナ禍でわずか 1 ヶ月くらいで営業ができなくなりした。
５５０円
夜の営業の再開はまだ未定ですが、現在は 11:30 ～ 13:30 までお弁当やお菓子な ○週替わり弁当
どを販売しています。
○パン各種
１５０円
今後、利用者さんが 日替わりで店長を務める、お昼のイートインから始めること
○スイーツ類 １５０〜３００円
を計画しているそうです。
○ HAPTIC HOUSE スイーツ
利用者さんの個性を大事にし、それぞれの得意分野で活躍できる場所がハチエイ
（無添加・玉子・白砂糖不使用）
チ酒場です。まだ平日のお昼どきだけの営業ですが、ぜひ「福祉がやってるお洒落
１５０〜２５０円
なお店」においでください。
（文：経営支援課 宮下智克）

夜 の メ ニ ュ ー

代表理事の風間さん
（右）
と職員の中村さん
（左）

利用者さんが日替わりで店長を務めます
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ランチタイムの店内

活 動 報 告
言葉がけで信頼される！
組織が強くなる！！

コロナ対応の支援策を情報交換

経営支援団体の連絡会議「M–ステ連携会議」を開催

11 月 6 日（金）に 、人材育成事業として工業部会にて
企画した「信頼され、部下のやる気と潜在能力を引き出
す！ペップトーク言葉がけ術セミナー」を 開催しました。
ペップトークとは、アメリカでスポーツの試合前に監督
やコーチが選手を励ますために行っている短い激励の言
葉がけです。このセミナーでは、企業の幹部や管理職を
対象に、組織のモチベーションアップ、強い会社を作る
ための環境づくりと言葉のかけ方を学びました。講師は、
自身の企業での実績を活かし、これまで 3 千人以上のコー
チングを行ってきたコア・エリート㈱代表取締役社長の
丸山寛之先生が務め、どのような伝え方をすれば部下が
ポジティブに捉え自ら動く社員になるかなど、理論と実
践として実例をあげながら解説し、大変好評でした。
（文：経営支援課 麻谷暢恵）

当所や三島市で運営する「M – ステ」は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響が広がる中、事業者の支援策や支援方
法などを情報交換するための連絡会議を１１月１３日（金）
と２７日（金）に２回開催致しました。
中小企業団体中央会や事業引継支援センター、金融機
関などに参加して頂き、今までの支援実績や利用した支援
策などの意見交換を行うとともに、１月１３日に開催するＭ –
ステフォーラムについて議論しました。
今後も予断を許さない状況ですが、引き続き M –ステで
は地域の支援機関と連携しながら当地域の事業者を応援し
ていきます。

理論から実践までわかりやすい解説でした

支援機関が集まり情報共有

「効率化とミス軽減に直結」

建設業部会員親睦ゴルフ大会を開催

当所理財情報部会は比較的安価で小規模事業者でも導
入しやすいクラウド会計の活用を促すためのセミナーを
11 月 18 日（水）に 開催しました。
クラウド会計は①端末に依存せずどの端末からも利用
可②仕訳が人工知能による自動仕訳③証憑書類を電子保
存④セキュリティが厳格であるなどのメリットがあり、
業務効率化を図れることが期待できます。また、顧客分
析や商品分析など経営における重要な指標を可視化する
ことができ、経営改善につながることも大きな利点です。
セミナーではユアクラウド会計事務所代表で公認会計
士・税理士の村井 隆紘氏に講師を務めて頂き、クラウド
会計の概要や大手クラウド会計ソフトの特徴、導入した
際の操作方法などを説明し「今まで入力していた経理作
業が不要になる可能性がある。また見積書などとも連動
することができるため、ミス軽減にもなる。月数千円で
導入できるためぜひ活用を検討してほしい」と 参加者に
呼びかけました。
（文：経営支援課 塩谷洋司）

１１月１２日（木）三 島カントリークラブにて建設業部
会員親睦ゴルフ大会を開催しました。
このゴルフ大会は、会員事業所間の更なる連携強化・
親睦を深めることを目的に開催し、初めての参加者４名
を含め、４組１３名の参加で実施しました。
コロナ禍での開催ということで表彰式・懇親会は中止
となりましたが、ゴルフを通じて親睦を深めながらさわ
やかな汗を流し、笑いに包まれながらの１日となりまし
た。
建設業部会では、全部会員を対象とした事業を今後も
企画していきます。
多くのご参加をお待ちしています！
（文：経営支援課 池谷太郎）

クラウド会計入門セミナー開催

～ゴルフで汗を流しながら親睦を深める～

クラウド会計の有効性について説明する講師

天候にも恵まれ部会員の親睦が図れました。
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活 動 報 告
「パワハラ」と「適正な指導」の境界線はどこ？

青年部

「ハラスメント対策研修」開催

当所役員との懇談会

コロナ禍での地域振興策を共有

１１月２７日（金）に労働委員会の主催となる「ハラスメン
三島商工会議所青年部は当所役員との懇談会を１１/ ９
ト対策研修」を開催しました。
（月）に 開催し、50 歳以下の若手経営者等で構成される
２０１９年５月に「改正労働施策総合推進法（パワハラ防
青年部のこれまでの活動を当所役員に発表し、この発表
止法）」が 国会で可決、成立し、企業はパワハラについての
に対し役員から意見を頂く形式で行いました。
防止策を義務づけられました。パワハラ防止法は、大企業
今回の懇談会では、コロナ禍で経済が低迷する中でも
では既に２０２０年６月から、中小企業では２０２２年４月か
地域振興に向けた今までの取り組みを共有し、感染拡大
ら施行されます。
予防を徹底しながらも積極的に事業を展開していること
講師は地元で活躍するいそべ社労士オフィス代表の磯部
に役員からも高評価を得たうえで、石渡会頭からは「ま
孝平氏に務めて頂きました。受講者の「何がパワハラで、何
ずは自社の経営を持続させること。そのうえで地域振興
がパワハラでないのか？」
「パワハラを社員が主張してきた
に取り組んでもらいたい」と 総評を頂きました。
場合、どうすればいいの？」という不安に対し、実務対応に
（文：経営支援課 塩谷洋司）
当たってのポイントを丁寧に説明頂きました。
コロナ禍で企業を取り巻く環境が大きく変化する中、誰
しもストレスを抱えており、パワハラとなって表出する危険
性をはらんでいることから、受講者は早めの対策の重要性
を改めて確認しました。
（文：経営支援課 宇水 淳）

大隅会長より挨拶
講師の磯部社労士

青年部

ZOOM による講習の様子

三島湧水のお米に合う
「おかずレシピコンテスト」

青年部

禊・神輿行列・
新嘗祭野菜宝船を奉納

「ピリ辛☆セロリたっぷりサバチ」がグランプリ

青年部では１１月２２日
（日）に 禊・神輿行列と２３日
（祝・
三島商工会議所青年部は三島湧水で作られたお米に合う
月）に 新嘗祭野菜宝船奉納を実施しました。
「ごはんがすすむ！おかずレシピコンテスト 2020」の 最終審
例年「三島秋まつり」の 一環として三嶋大社に於いて
査を 11 月 23 日に開催し、グランプリには三島市在住の林
「芸能殿への野菜宝船奉納」
・
「宝汁」
・
「宝分け」と いった
しのぶ様（39）の「ピリ辛☆セロリたっぷりサバチ」が 選ば
事業を行っておりましたが、今年度は新型コロナウイル
れました。
ス感染拡大防止の観点から全ての事業は中止となり規模
10 月より募集を開始してから全 27 品の応募があり、商
を縮小しての開催となりました。
工会議所青年部メンバーが行った 1 次の書類審査で「見た
２２日は天気にも恵まれ瀧川神社にて１１名のメンバー
目」
「独創性」
「普及性」などの観点から7品が通過しました。
が禊を行い、その後山田地区で採れた野菜を三嶋大社境
最終審査ではこの 7 品のレシピを “ 再現 ” し、商工会議所
内まで運ぶ神輿行列を実施しましたが、この神輿行列も
役員や青年部執行部が試食しながらグランプリを決定。グ
感染症対策の一環として軽トラックに載せて運ぶなど例
ランプリ受賞者には三島湧水のお米 1 年分を進呈しました。
年とは違った形での開催となりました。
本コンテストは「オリジナルレシピ」
「予算 500 円以内」
２３日には豊岡市長をはじめとしたご来賓をお迎えし、 「地場産などの親しみ深い食材の使用」が 応募条件で、寄
ＪＡ三島函南青壮年部よりご提供頂いた野菜を盛り付け
せられたレシピは三島の特産品である箱根西麓三島野菜の
た野菜宝船を奉納しました。
（文：経営支援課 池谷太郎） 食材を使用したものが多数を占めました。
（文：経営支援課 塩谷洋司）

禊をする望月委員長

今年も無事奉納することができました

審査員による実食審査
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活 動 報 告
優良従業員表彰式 第６４回優良従業員表彰式を挙行！
１１月１７日（火）優 良従業員表彰式を挙行し、豊岡市長をはじめご来賓とともに受賞者の皆様をお祝いしました。

石渡会頭挨拶

［１］日本商工会議所会頭表彰
14事業所 27名

（事業所名50音順・敬称略）

○小野建設株式会社
梶原
実
○カメヤ食品株式会社
鈴木 照江
○株式会社三光ダイカスト工業所
小野 孝行
○静岡コンサルタント株式会社
鈴木 博嗣
○第一段ボール株式会社
矢田 章彦
○株式会社電業社機械製作所
芹沢 和弘
日吉 豊壽
金剌 明彦
廣瀬 祐子
石井 孝雄
○株式会社東平商会
横田
公
○ニューデルタ工業株式会社
五十嵐 佳久
○野口アルミ箔加工紙株式会社
小池 克己
○株式会社万城食品
三輪 静夫
山城 利之
○株式会社ひしや三島プラザホテル
相原 延彦
○株式会社富士サービス
佐藤 幸一
○丸善工業株式会社
五十嵐 正治

石渡会頭より賞状を授与

○三島信用金庫
田辺 あけみ
杉澤
敦
持田 誠一郎
川口 勝民
石垣 夏樹

中川 和子
古谷
茂
横山 善祥
辻野 広利

［２］三島商工会議所会頭表彰

21事業所 54名
○株式会社アイティエス
勝又
努
○石渡食品有限会社
長谷川 小夜子
須藤 明美
加藤 悦子
中村 志保子
○株式会社伊豆フェルメンテ
竹田 直子
○カメヤ食品株式会社
竹中 貴子
菅尾 真由美
○斉藤誠税理士事務所
伊倉 竜太
○株式会社三光ダイカスト工業所
遠藤
誠
田中
司
○静岡コンサルタント株式会社
渡部 健太郎
○有限会社伸盛工業
三浦 卓也
塩谷 恭史
○第一段ボール株式会社
柳沢 圭一
○株式会社ダイナナ
鈴木 智一
村上 洋之
原田 諒紘
山本 陽代
山本 陽平
○東日クッキング株式会社
横石 みとせ
高村 悦子
大川 公夫
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代表者による謝辞

○ニューデルタ工業株式会社
中村 忠義
神山 和也
川端 弘美
藤田 竜治
○野口アルミ箔加工紙株式会社
大嶽 晋也
池上 祐子
○株式会社万城食品
西澤 昌昭
小野 和佳
土屋 博勝
本間 義章
田中 基一
○株式会社ひしや三島プラザホテル
齋藤 真弓
○丸善工業株式会社
室伏 康平
古田 洋二
○三島殖産株式会社
吉田 幸司
勝俣 眞理子
多賀谷 実
木屋尾 勝則
小野田 悠生
○株式会社三島新聞堂
船場 郁一
杉山 徹真
伊藤 成康
山田 泰久
杉山 和優
○一般社団法人三島田方法人会
太田 美鈴
○山本建設株式会社
梅原 一富
志田 祐一
足立 浩男
○株式会社ワールドエンジニアリング
大高
守
雨宮 貴信
宮代 敏行

（文：総務課

金井雅彦）

知って 得するビジネスマナー

「傾聴力をつける」
私の会社では、通信販売会社・電話オペレーター部門
それでは、具体的に、傾聴力を身
のコンサルティング業務を行っています。その部門には
に付けるポイントをご紹介しましょ
クレームだけを担当するグループがあり、メンバーは「オ
う。ポイントは、四つです。一つ目は、
ペレーターとしてのキャリア年数」と「感情労働 [ 注１] 「相手の目を見てほほ笑むこと」。二
耐性」
「クレーム対応実績」で 選抜され、エキスパートが
つ目は、
「体をやや前傾させ、メモを取ること」。三つ目は、
そろっています。その業務では、お客さまの許可を得て 「多様な相づちとうなずき、そして的確なタイミングで
会話が録音されているため、オンラインでの勉強会用に
質問も入れること」。四つ目は、「話題に応じて、（声の）
音声データを共有させてもらいました。商品に関する苦
表 情豊かに反応すること」で す。音声のみでのやり取り
情のため詳細は伏せますが、苦情を申し入れる側にも、 の場合は、特に三つ目と四つ目が重要です。
冷静かつ客観的なコメントと、その際の「聞く姿勢」は 交
「あなたの話に興味を持っています」と いうことを伝え
渉に大いに役立つことを確信しました。
ましょう。話を聞きながら適宜メモを取る姿に、自分の
クレーム対応の定石として、担当者はお客さまの話に
話を聞いてもらえていると知った相手は、うれしくなり
相づちを打ちながら、一切遮らずに一通り聞きます。通
ます。そしてますます聞いてもらいたくなり、話をして
常は、お客さま側に何らかのネガティブ要素が認知され
くれます。
てクレームという苦情行動に出るため、感情的な主張が
この手法は、コロナ禍でのオンライン会議でも活用で
一方的に続くものです。よく大声で怒鳴る感情的なやり
きます。試しにマイクをオフにして、少し大げさにうな
とりを見掛けたことはありませんか。しかし、今回のケー
ずきながら、カメラをしっかり見て、メモを取りながら
スではお客さまから担当者に対し冷静な口調で質問が繰
先方の話を聞いてみてください。あなたを信頼して、止
り返されたので、最初から会話のキャッチボールがなさ
めどなく話を続けてくれるはずです。
れていました。担当者もお客さまの話に耳を傾け、質問
[ 注１] 感情労働（社会学者・ホックシールド）に よる概
に対して誠意をもって回答したため、お互いが解決に向
念を基につくられた心的尺度を指します。
けた冷静な話し合いができたのです。担当者のみならず
人財育成トレーナー
顧客側の「傾聴力」に より早期に問題が解決し、最後は世
美月 あきこ
間話で盛り上がり、和やかな雰囲気で終了しました。
◇美月 あきこ／みづき・あきこ
傾聴力は、ビジネスシーンで非常に意味のある能力で
人財育成トレーナー・ビジネスマナー講師。大学卒
す。コミュニケーションに長けている人は、一見すると
業後、日系および外資系航空会社にて国際線客室乗務
話し上手のようですが、実は聞き上手である場合が多い
員として１７年間勤務。現在は、人財育成トレーナーと
のです。
して接遇サービス、対人コミュニケーションについての
スピーチ教室に通った経験のある方ならお分かりの通
講演・研修を企業や団体にて行う。客室乗務員時代に
り、話し上手になるためには、熟練が必要です。しかし、
身につけたファーストクラス仕様のサービスを元にした、
傾聴力は、少し意識をして練習を重ねれば習慣化してい
ユニークな研修が好評を博す。年間１８０回以上の研修
き、自然と身に付きます。人間は話を聞いて共感しても
らいたい生き物です。傾聴力のある人のところには、自
と講演をこなす。著書に、
『ファーストクラスに乗る人の
分の話を聞いてもらいたくて人が集まります。話を聞く
シンプルな習慣』
『１５秒で口説く エレベーターピッ
ことを繰り返していくうちに、より一層聞き上手に。一
チの達人』などがある。
度傾聴力を身に付ければ、実践で伸びていくのです。

第68回 東海菊花大会
三島商工会議所会頭賞受賞
おめでとうございます

楽寿園菊まつりに合わせて第６８回東海菊花大会が
開催され、各部門に多くの作品が出品される中、会頭
賞を受賞された方をご紹介します。
大菊三花（厚物）の 部
三島商工会議所会頭賞（ 特等）
栗田 正 さん（富士市）

花銘・国華艦隊
・国華万舞
・国華晴舞台

栗田 正さん受賞作品

石渡会頭より賞状を授与

（文：総務課
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金井雅彦）

information
三島商工会議所会員の皆様へ︎ 三島市民文化会館自主事業チケットのご案内
●事業

ゆぅゆぅホールリニューアル記念
樫本大進＆キリル・ゲルシュタイン
プレミアム デュオリサイタル

Sky presents「てにあまる」三 島公演

●日時

2021年1月6日
（水）開場18:00 開演19:00

2021年1月30日（土）開場18:00 開演19:00
2021年1月31日（日）開場12:00 開演13:00

2021年2月20日（土）開場18:00 開演19:00
2021年2月21日（日）開場12:00 開演13:00

※2020年10月29日
（木）からの振替公演
2021年3月21日
（日）開場17：00 開演17：30

●会場

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

全席指定（税込）S席6,000円→5,400円／
Ａ席4,000円→3,600円

全席指定（税込） 10,000円
※チケットの割引はございません

全席指定（税込） 10,000円
※チケットの割引はございません

全席指定7,000円（税込）
→6,300円（税込）

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

※当日 500 円増
※未就学児童入場不可

●チケット
料金
（税込み）

●内容

●チケット
一般発売

「フェードル」三島公演

星屑スキャット TOUR 2020『色、色々』

脚本：松井周
立ち上がる「声」 演劇の「奇跡」
昨年初の全国ホールツアーを敢行し、
演出：柄本明
「昼の理性と夜の狂気」「美しさと醜さ」、
各地のホールを即日完売にさせた
出演：藤原竜也、高杉真宙、佐久間由衣、柄本明
相反するものがぶつかり、火花を散らす、
ミッツ・マングローブ
2011 年 岸田戯曲賞受賞の松井周が書き下ろす
その言葉は観るものに深く刺さり、
ギャランティーク和恵
新作。
心身を冒すほどのエネルギーに満ちていく。
メイリー・ムー
一人で暮らす老人（柄本明）の家に、男（藤原竜也）
それは、まさに演劇の「奇跡」
がやってくる。老人は戸惑うが、その男は老人を家
の音楽ユニットによるポップス・歌謡曲グループ
作：ジャン・ラシーヌ
に連れて帰り、二人の奇妙な同居生活が始まる。
『星屑スキャット』
演出：栗山民也
主演の藤原竜也、柄本明本人が共演を熱望したこ
それぞれの個性豊かな歌声と洗練されたハーモニー
出演：大竹しのぶ、林遣都、瀬戸さおり、谷田歩、
とがきっかけで実現した完全オリジナルストーリー。
で魅せる唯一無二の世界観をお楽しみください。
酒向芳、西岡未央、岡崎さつき、キムラ緑子
三島公演が千秋楽公演となります。

【出演】
ヴァイオリン：樫本大進（ベルリン・フィル第
1 コンサートマスター）
ピアノ：キリル・ゲルシュタイン（ルービンシュ
タイン国際ピアノ・コンクール優勝）
【プログラム】
ベートーヴェン／ヴァイオリン・ソナタ第 9 番
イ長調「クロイツェル」
フランク／ヴァイオリン・ソナタ イ長調 他

好評発売中

好評発売中

好評発売中

好評発売中

※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。
※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。
※チケットをご購入の皆様は、弊館事務室に掲載記事を持参下さい。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、来場者の安全を確保した上で開催するため、状況により、開催方法など変更する場合があります。
※売り切れの場合はご容赦ください。

お問合せ 三島市民文化会館事務室

TEL 0 5 5 - 9 7 6 - 4 4 5 5

退職自衛官雇用のご案内
～国防を支えた力を、地域・企業を支える力に～

古い工場やビルをお持ちの皆様へ！
高濃度 PCB 廃棄物の期限内処理のお願い

自衛官の大半が若年定年制においては 53 ～ 56 歳で、
任期制においては多くが 20 ～ 30 歳代半ばで退職します。
（陸上自衛官年間約 6,000 名）
厳しい訓練や行動の中で培った強い責任感、階級に応じ
た指導力と実行力、更に職務に応じて身に付けた高い技術
は、退職後も様々な分野で活用でき、地域・企業において
必ずお役に立ちます。

静岡県内における高濃度 PCB 廃棄物の処分期間が迫っ
ています！期限内に処分しないと罰則があります。期限
を過ぎると事実上処分ができなくなります。
早期処理にご協力をお願いします！

「退職自衛官」雇用の 3 つのメリット

PCB とは…人体に有害なポリ塩化ビフェニルのことで、燃
えにくく電気絶縁性に優れていたため、変圧器やコンデン
サー、安定器等の電気機器の絶縁油として広く使用されま
した。しかし、有害であることが判明したため、昭和 47
年以降は製造や新たな使用は禁止されました。このため、
PCB 廃棄物として特別な保管・処分をしなければなりません。
銘板確認のため、通電中の変圧器・コンデンサーに近づく
と感電の恐れがあり、大変危険です。必ず電気保安技術者
に依頼して確認してください！

① 教育訓練を通じて培った能力…陸上自衛官として必要な
資質、知識及び技能を獲得
② 在隊間に各種の資格免許を取得…技能訓練、通信教育
を通じ社会人として必要な資格を取得。退職後必要とな
る技能について、退職予定者の階級、職種、希望等によ
り各種職業訓練を実施。
③「防災・危機管理の能力」の 発揮…地方公共団体、企業
の防災・危機管理分野における即戦力。防災訓練の実
施や防災計画の作成・見積。

【静岡県内おける高濃度 PCB 廃棄物処分期間】
安定器・汚染物など：令和 3 年 3 月 31 日まで
変圧器・コンデンサーなど：令和 4 年 3 月 31 日まで

詳しくは「ポリ塩化ビフェニル（PCB）早 期処理情報サイト」
を閲覧ください。
http://pcb-soukishori.env.go.jp/

退職自衛官の雇用に関する質問等は下記へ問合せください。
自衛隊地方協力本部（援護課）
住所：静岡市葵区柚木 366 電話：054-261-3151

問合せ先
静岡県くらし・環境部 環境局 廃棄物リサイクル課
産業廃棄物班 電話 054-221-2424
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経済産業省

関東経済産業局

委託事業

静岡県事業引継ぎ支援センターにご相談ください。
静岡県事業引継ぎ支援センターは、
国が運営している公的窓口です。
日頃より「後継者がいない」などの
事業承継問題で悩んでいる経営者の皆様、
無料で相談をお受けしますので
お気軽にお越しください。

毎月、第２水曜日に相談会を開催いたします。
場所 ● 三島商工会議所 4階【E】会議室（9時～17時）
毎月、第1・3水曜日に相談会を開催いたします。
場所 ● 浜松商工会議所 3階302会議室（9時～17時）
毎月、第２火曜日に相談会を開催いたします。
場所 ● 島田市産業支援センター 相談室（9時～12時）
会場

日程

三島会場

第２水曜日

浜松会場
島田会場

令和３年１月

２月

３月

１０日（水）

１０日（水）

第１水曜日

６日（水）

３日（水）

３日（水）

第３水曜日

２０日（水）

１７日（水）

１７日（水）

第２火曜日

１２日（火）

９日（火）

９日（火）

・静岡会場（静岡商工会議所）は随時。

※詳しくは、当センターHPもしくは、TELにてご確認下さい。

静岡県事業引継ぎ支援センター（静岡商工会議所会館2階）

月号 ＶＯＬ・１６５
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