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“特集”令和３年 正副会頭新年のご挨拶

みしま会議所ニュース
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[ 商工会議所活用事例 ]

経 営 力 向 上補 助 金を 活 用し

「 楽しい 子 育 てが で きる 環 境 づくり」を 実 現

マミーケアルーム 38mw

子育てアドバイザーの「マミーケアルーム 38mw」は、子育てママをマンツーマ
ンで指導をしていく事業や抱っこ紐の開発を計画していました。昨年９月に相談を
受けた M – ステでは事業のブラッシュアップを行い、静岡県経営力向上補助金への
申請を勧めました。
事業計画は、子育てを経験したママをアドバイザーとして「マミープリセプター」
に育成し子育て未経験のママに指導をする事業と、抱っこ紐として機能が優れてい
る「スリング」の開発です。ヒアリングを重ね、経営計画の策定と補助金の申請サ
ポートを行い採択に至りました。
代表の多田さんは平成 19 年に創業し助産師として産前産後のママのケアを 10
年以上行っています。助産師は英語で Midwife と表現され、業界では略語として
「mw」が 使用されています。また、38 歳の時に起業されたことから現在屋号となっ
ています。
子育てしているママが苦労している姿を多く目の当たりにしてきたのをきっかけ
に、自身がサポートにあたることを決意。孤独なママのコミュニティづくりや赤ちゃ
んの正しい知識がないために泣き止まないことへのアドバイスなどを行っています。
「一人でも多くの子育てママが楽しい子育てができる環境づくり」の実現にむけ
て M – ステは継続して経営計画の伴走支援を行います。
（文：経営支援課 塩谷洋司）
住 所 静岡県三島市幸原町２–10 –21
サービス内容
妊活ケア、骨盤ケア、母乳ケアなどの各種ケア
赤ちゃん教室やレッスン付きスリングの販売など
も行っています
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新春懇談会録画配信中‼︎
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マミーケアルーム 38mw
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正副会頭新年のご挨拶

経営支援

固定資産税の軽減申請 / オンライン経営相談告知

まちづくり

商品券関係

会員さんいらっしゃい

中林建設株式会社

１月１３日に開催しました
「令和３年新春懇談会」を
当所 HP にて
動画配信をしております。
是非、ご 覧ください。

茂よし
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活動報告

第４回 若者活躍支援資金 贈呈式 / コロナ禍でも明るく効果的な接客を‼︎ /
ひたちなか商工会議所コロナ対応について意見交換
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活動報告

健康アンバサダー / 事業承継強化計画策定セミナー /
珠算表彰 / 青年部ラジオ PR

12
13
14

information

検定日程 / ＬＩＮＥ公式アカウント運用告知

知って得するビジネスマナー 「重要書類にまつわるマナー」

information

健康コラム / 確定申告案内
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新年あけましておめ
本年も会員事業所の皆様の発展に寄与するため、正 副会頭・役議
本年もどうぞよろしく
コロナ禍のその後を見据え、新たな挑戦！
新年明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては、つつがなく新年を迎えられたことと心よりお慶び申し上げます。
昨年を振り返ってみますと、世界的な規模で蔓延した新型コロナウイルスに尽きます。
日本経済は、米中貿易戦争による世界経済の減速、消費税増税による個人消費の落ち込み等によ
り景気回復に陰りが出てきたところに、新型コロナウイルスの世界的大流行、緊急事態宣言の発令
と社会生活を揺るがす大激震が走り、戦後最悪のＧＤＰの落ち込みを記録しました。
会 頭
三島市でも、イベントの中止、自粛ムードの中、飲食、宿泊等の観光産業が大幅な売上減少とな
石 渡 浩 二
り、先の見えない悲痛な声が寄せられました。
三島商工会議所では、ワンストップ相談窓口「みしま経営支援ステーション（Ｍ – ステ）」の機能を最大限に活用し、
特別相談窓口を開設するなど、緊急融資や雇用調整助成金、持続化補助金の申請手続き等に迅速に対応しました。
また、売り上げが減少した事業者への直接的な支援にも取り組みました。青年部が実施した「みらい飯」は、先払い
で飲食店のチケットを購入して応援するもので、クラウドファンディングにより３, ０２７万円の申し込みがありました。
商店街支援として、おうち時間を満喫してもらうように、複数の店舗から選りすぐりの商品を組み合わせた「みしま応
縁袋」をドライブスルー方式で販売しました。
感染予防と経済活動の両立という難しい舵取りが求められる中、新型コロナウイルスの感染拡大はいつ収束するのか。
現在ワクチンの開発が急ピッチで進められており、数々の病原体に勝利してきた人類の歴史が示すように新型コロナウ
イルスに打ち勝つ日もすぐ目の前だと確信しております。
しかしながら、世の中が新型コロナウイルの感染拡大前の状態に戻ることはないかと考えます。従来の様式や考え方
を改め、ビジネスをも変革しなければ生き残ることはできません。新しいことに挑戦することで、企業の発展や新規需
要に対応することができるのではないでしょうか。
時代の流れは、コロナ禍にもかかわらず働き方改革、ＩＴ化の推進、生産性の向上といった課題が指摘され、デジタ
ル化への大幅なシフトへ向かっています。国もデジタル庁を９月に創設し、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）
の推進に本腰を入れる構えです。中小企業や小規模事業者も例外ではありません。
２０２１年は大変革期を迎えるものと予想しています。今年のＮＨＫ大河ドラマの主人公は、我が国の資本主義の父で
ある渋沢栄一翁です。奇しくも、今、明治維新の混沌とした時代に酷似し、中世から近代への黎明が現在の急速なデジ
タル化への移行と重なるものがあります。企業が元気でなければ地域もよくなりません。商工会議所は「企業と地域の
応援団」をキャッチフレーズに、一致団結してこの難局に立ち向かっていく所存です。
引き続き皆様のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
皆様の今年一年のご多幸とご繁栄を心よりお祈りし、新春のご挨拶といたします。

ＶＵＣＡの時代に挑戦
新年あけましておめでとうございます。
昨年は、国内はもとより、地球規模でコロナ禍一色のかつてない未曾有の年であり、三島商工会
議所の会員皆様方も、御多分に漏れず大変苦労なさったのではとご推察申し上げます。
最近、現代社会を表現するキーワードの一つに、
ＶＵＣＡブーカ（変動性、不確実性、複雑性、曖昧性）
という言葉がしばしば使われております。
不透明な国際情勢、大規模な自然災害の頻発、ＡＩの急激な進歩を中心としたデジタルトランス
副会頭
フォーメーション等、複雑であり不確実な社会情勢の中、更に新型コロナウイルスの流行は、日常
鈴 木
隆
生活や経済活動に大打撃を与えました。
このような変化の激しい予測不可能な現代は、正にＶＵＣＡの時代でしょうか。
世界規模の大変革の中、加速されたパラダイムシフトに対し、我々はどの様に意識改革をしていくか、今後の大きな
課題であります。
将来の郷土三島をイメージしつつ、新たなビジネスチャンスを求めて、新しい未来を求めて果敢に挑戦する、今年は
そんな年ではないでしょうか。
三島商工会議所はどの様な時代であっても、会員皆様方と共にあります。
本年も会員皆様方のご活躍とご健勝をご祈念申し上げます。
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めでとうございます。
議員・職員一丸となり皆様の事業を事業をサポートして参ります。
くお願い申し上げます。
コロナ後は、「三密！」で「賑わい」を
明けましておめでとうございます。
さて、昨年は、予想もしなかった新型コロナウィルスの惨禍が、世界中を恐怖に陥れ、日本期待
のオリンピックが延期になるとともに、各地のほとんどのイベントまでもが中止に追い込まれてし
まいました。
マスクをし、『三密（密閉・密集・密接）』を避け、不要不急の外出を抑えることで、何とかコロ
ナの蔓延を押し止め、経済の落ち込みを防ごうと、必死の対策が試みられましたが、社会生活への
副会頭
打撃は止まりませんでした。
小 野
徹
これは、逆に言えば、
「コロナ後」に、地域の活性化を図るヒントにもなります。つまりは、
『三密』
となるような、
「集まるのに便利な場所」を用意し、「集まることが楽しい」思いをさせ、「集まって触れ合いたい」機会
を増やすことが、賑わいを取り戻す上で、一番肝要なことだと思われます。
「コロナ禍」の今こそ、「コロナ後」を考えるチャンスだと、皆様とともに、知恵を絞って参りたいと存じます。

前へ進もう！
コロナ禍で閉塞感漂う１年が終わろうとする時、小惑星リュウグウからの贈り物「玉手箱」を乗
せて「はやぶさ２」が地球へ帰ってきました。出発から丸６年、はるか５２億㎞の旅路は「何が起
こるか分からない」緊張感の連続であったに違いありません。偉業を支えたのは未知への戦いに挑
み続けたプロジェクトチーム。次々とミッションをクリアーする毎に溢れる笑顔は、何か困難を楽
しんでいるようにも見えました。帰還するまで、関係者の想像を絶する努力があったことは言うま
でもありません。また「はやぶさ２」には部品の供給等、多くの中小企業や町工場も関わっていま
副会頭
す。感動と共に、夢、ロマンを身近に感じることができました。
平 井 敏 雄
石の上にも３年、空の上にも丸６年。そういえば今年は丑年。「牛の歩みも千里」の諺にもある
ように、目まぐるしく事態が変わっても、牛のように慌てることなく腰を落ち着ける機会と捉えたいものですね。努力
は必ず報われる。さあ、一歩ずつ前へ進みましょう。

情報格差をつくらない！
新年あけましておめでとうございます。
コロナ禍において、あらゆる分野でニューノーマルが求められています。ニューノーマルとは何
か、もちろん概念はわかりますし対応する必要があることも理解しています。しかし個々の事象に
対しては、どのように行動することが正解なのか、と毎日頭を悩ましています。いずれにしても「加
速する変化」に順応することが求められています。
さて、昨年誕生した菅総理が掲げる２本の柱の成長戦略の一つにデジタル化の推進があります。
専務理事
２１年秋に創設を目指すデジタル庁、マイナンバーカードの活用、次世代通信規格「６Ｇ」技術の
坪内 祐一
開発強化などを挙げています。
今後、生活をより便利にするためデジタル化は確実に進行していきます。それと同時にデジタルデバイド（情報格差）
が生じることも予想できます。デジタルに振り回されずうまく活用するためには商工会議所自身が情報強者にならなけ
ればなりません。そのために様々なことに挑戦して参ります。どうぞ本年もよろしくお願い申し上げます。

5

経 営 支 援
2021 年度固定資産税の軽減措置をご存知ですか？
申告の流れ

③申告

中小事業者等
①申告書作成・
確認依頼

市町村
②申告書確認

認定経営革新等
支援機関等

新型コロナウィルス感染症拡大により、事業者にとっても大きな影響を及ぼ
しています。そこで、国では下記条件に当てはまる事業者に対し、中小企業
及び個人事業主の方は令和３年度分に限り、固定資産税・都市計画税が軽
減されます。
提出期限が迫っていますので、ご利用される方はお早めにご準備ください。

どんな事業者が対象になる？？
・令和２年２月～１０月までの任意の連続する３か月の期間の事業収入が、前年の同時期と比較して３０％以上減少
している中小事業者等

何が軽減される？？
軽減対象となるものは以下の２つになります。
①償却資産および事業用家屋に対する固定資産税

②事業用家屋に対する都市計画税

軽減される割合は？？
軽減される割合は収入の減少率によって異なり、以下の通りとなります。
・収入が３０％以上５０％未満減少している事業者…２分の１
・収入が５０％以上減少している事業者…全額

何を用意すればいい？提出書類は？
【必須書類】
・申告書（認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの）（※１）
・収入が減少したことを証明する書類の写し（会計帳簿や青色申告決算書の写し等）
【この他の必要書類】
◇償却資産の軽減を受ける場合
・令和３年度償却資産申告書一式（過去に三島市に償却資産の申告をされている方への償却資産申告書等の送
付は１１月下旬に発送済）
◇事業用家屋の軽減を受ける場合
・申告書別紙特例対象資産一覧（上記申告書に含まれています）
・対象家屋の事業用割合を示す書類の写し（青色申告決算書等の写し）
◇不動産賃料の「猶予」を行った場合
・猶予金額や期間等を確認できる書類の写し
※１：認定経営革新等支援機関とは当所の他、税理士や金融機関などを指します。

提出期限・提出先

三島市 HP

令和３年２月１日（月） 提出先：三島市課税課
※感染症予防のため、可能な限り郵送および e LTA X による申告にご協力ください。 （文：経営支援課

塩谷洋司）

三島商工会議所の 相 談 機 能
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ま ち づ く り
大場商工店会では、函南・ねっかん商店街とのコラボでイベント開催！
「街の魅力をみんなで探そう！新しい生活様式のリアル宝探し」
伊豆箱根鉄道大場駅を中心に６５店舗で構成される「大場商工店会」と 、熱函道路沿いに広がる３３店舗で構成され
る「かんなみ熱函中央商店会」は日常生活を支える地元密着の商店街として古くから地域住民に利用される商店街です。
これまで両商店街は行政区分が異なるため、隣接していたものの連携するこはありませんでしたが、共通の地元マー
ケットを共有する商店街として初めての共同事業を実施します。
この取組みは、コロナ禍の中、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
けとなる取組を支援する国の「GoTo 商店街」の 一環として開催します。
※新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント
内容の変更、中止になる場合があります。

メインイベント 期間：１月 30 日（土）〜２月７日（日）
リアル宝さがしイベント

密を避けつつオープンエアのイベントとして大場・函南の商店街をスタンプラリー方式で横断するリアル宝さ
がしイベントを実施します。宝さがしを通じて、これまで近隣の大型ショッピングセンターを利用しがちだった
ファミリー層をターゲットに、密集せずに買い物ができる地元商店街の良さを認識してもらいます。
◇ スタンプラリーを通じて各ポイントで謎解きに挑戦！
参加者は手に取った参加冊子に描かれた謎の解読に挑戦。謎解くためには３つの情報が必要で参加冊子のプ
ロットを参考に情報を集め、謎を解きます。
◇ 宝箱発見！
謎の解読が正しければ、宝箱を見つけることができ、参加者は宝箱に記載された「発見を証明するキーワード」
を参加冊子の報告欄に記入します。
◇ 商品ゲット！
キーワードを入手したらエリア内に設けられている発見報告所にて報告。別途抽選で地場産品が当たります。
（文：まちづくり課

石渡智英）

換金はお済みですか？
① 三島市プレミアム付商品券「あきんどくん元気クーポン」
（ダブルプレミアム券含む）

② 三島市宿泊喚起クーポン券

【換金期限】
令和３年３月１２日（金）１２：００まで
※期限を過ぎると一切換金できません。
※クーポン券の使用期限は
令和３年２月 28 日（日）ま で。
【問合せ先】
三島市プレミアム付商品券実行委員会
（三島商工会議所まちづくり課）
T E L 0 5 5 –9 7 5 –4 4 4 1

２月実施予定！

「みんな de デリ弁」
〜プチ贅沢な夕食を会社やご自宅で！〜

外食・宴会自粛等の中で、忘・新年会が開催できなかった事業所も多いので
はないでしょうか？今回は大型飲食店のプチ贅沢な弁当メニューをご案内しま
す。是非、日頃の従業員への労いや、夕食のご褒美にご注文下さい！詳しくは、
２月以降、三島商工会議所 HP をご覧ください！
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今月の 会 員さんいらっしゃい！

中林建設株式会社
本

社：〒 411– 0801 三島市谷田雪沢 173 – 2
TEL.055 – 975 – 4332

営業所：静岡、東京、神奈川、千葉
HP：http://www.nh-const.com

本社・社員の皆さん

「積み重ねた技術力と施工力で社会インフラにおいて
大きな責任と役割を果たします」

リニア中央新幹線 鉄塔建設工事 相模原市

飛騨信濃直流幹線鉄塔基礎工事 岐阜高山市

国道 138 号バイパス床板工事 御殿場市

中林建設株式会社は、令和２年１０月に創立７０周年を迎えました。
土木工事を専門とする建設会社として市民に親しまれる一方、県内においては
国をはじめとする道路や橋梁、河川工事の公共土木、県内外では電力設備の送電
線工事、首都圏では鉄道設備の場所打ち杭工事を３つの柱とし、海外でも灌漑工
事を数多く手がけるなど、広範囲にわたり社会資本整備を手掛けていることを知
る人は少ないかもしれません。
社長の森田崇さんは「若くして創業した七澤三郎さんの意志を引き継ぎ、今日

三島市へ大型遊戯を寄贈

まで非同族経営と社員株主による経営を企業理念とするなど、地方では珍しい会
社です」と自社の特色を語ります。
思い出深い出来事に、東日本大震災の福島第１原子力発電所構内の鉄塔基礎補
強の緊急工事が挙げられます。防護服による過酷で劣悪な作業環境の中、７名の
社員の方が決死の作業を１か月にわたり遂行し無事完成させ社会的な使命を果た
しました。
創立７０周年では、社会貢献の一環として２つの事業を行いました。

白滝公園の大型遊具完成予想図

１つが未来にはばたく子供たちへの健やかな成長を祈って、三島市に滑り台等
の大型遊具（３００万円）を 寄贈しました。設置場所は白滝公園で３月末の完成
を予定しています。
次が、在静岡県ベトナム人会への寄付です。同社では、建設業の深刻な人手不
足に対応するため、ベトナムからエンジニア５名と技能実習生８名を採用し、今
後は３０名以上の体制を計画しています。ベトナムとの縁により、
「しんきんＳＤ

ベトナム人エンジニアの採用

Ｇ s 私募債」を 活用し水害への義援金（３０万円）と イベントテント２張（３０万
円相当）を 同会に寄付・贈呈しました。
「創業者の精神である「常に誠実であれ」を 社是とし、次の創立１００周年に向
けてインフラ整備を通して社会に貢献していきたい」と 抱負を語っていただきま
した。
（文：事務局長 小川雄司）
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ベトナム人会へ義援金とテントを寄贈
（中央右：森田社長、右：寺尾専務）

今月の 会 員さんいらっしゃい！
三島本町
マックスバリュ

源兵衛川

茂 よ し

P

通り

三島大

22
線
豆
駿
道
鉄
根
箱
豆
伊

三島広小路

住所：三島市南本町 3 – 4 TEL.055 – 975 – 0507
営業日：火～日曜日・祝日・祝前日
営業時間：11:00 ～ 14:00（料理・ドリンク L.O.13:30）
16:30 ～ 22:00（料理・ドリンク L.O.21:30）
定休日：月曜日
ＨＰ：http://kappou-shigeyoshi.com/

三石神社

51

茂よし

P

三島中央病院

～季節の料理を是非ご堪能ください～
創業大正 5 年の 100 年以上続く老舗の割烹料理店をご紹介します。「長く続け
られているのは常連のお客様のお陰です。
」と話すのは 4 代目堀井章宏さん。な
んと消防団も 4 代目となり地域貢献においても代々受け継がれています。
茂よしさんは季節の料理を味わうことができ、夏は鱧や鮎、秋は松茸、冬はフ
グと 1 年を通して楽しむことができます。
今の時期はふぐ料理（10 月～ 4 月）がおすすめです。下関から取寄せた『と
らふぐ』は旨味はもちろん、歯ごたえもあり、とてもおいしく頂けます。
また、1 年を通してスッポン料理も堪能できます。コラーゲンたっぷりのスッ
ポンはゴボウ等で臭みを取り、プルプルとした食感が楽しめます。主に佐賀県か
ら取寄せており、冬はこってり、夏はあっさりと季節によって味も変わるそうで
す。免疫力アップにも繋がるとも言われています。
三島市内では数少ない食材を味わうことができるお店です。会社の接待はもち
ろん、ご家族でお食事に行かれてみてはいかがでしょうか。

4 代目堀井さんと奥様

～宴会・コースメニュー～

◎ふぐコース（10 月から 4 月まで）
・A コース ￥9,500 ＋税
先付け／さし／ちり／唐揚げ／雑炊（おもち入り）／ 香の物／フルーツ
・B コース ￥8,000 ＋税
先付け／さし／ちり／雑炊（おもち入り）／ 香の物／フルーツ
◎スッポン料理（2 名様より）
・スッポン鍋コース 時価（￥7,000 位）
お通し／鍋／雑炊／香の物
・スッポンづくしコース 時価（￥10,000 位）
お通し／鍋／雑炊／香の物／茶碗蒸し／唐揚げ
＊スッポン料理は、3 日前までにご予約お願いいたします。
◎会席料理コース 5,000 円・6,000 円・7,000 円・8,000 円・10000 円＋税
その他ご予算に応じます。
※お料理は季節により異なります。
< 料理の一例 > 前菜・椀物・お刺身・焼物・煮物・揚物・寿司・フルーツ
その他にもランチ・単品料理もございます。

ふぐ料理は絶品です

豪華な刺盛

お酒の種類も豊富です

個室はテーブルとイスのご用意もあります
個室もあるので宴会におすすめ

店内でゆっくりとお食事を楽しめます
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（文：総務課 工藤知美）

活 動 報 告
～君たちの輝きが私たちの希望につながる～

第４回 若者活 躍 支 援 資 金 贈 呈 式

１２月２４日第４回若者活躍支援資金贈呈式を開催し
ました。
冒頭、石渡会頭が「勉学に励み、いつか三島に戻り
就職や開業をお願いしたい」と挨拶をし、恵明学園の
学生３名に支援金を手渡しました。
その後の近況報告会で学生たちは「皆様からの温か
いご支援に感謝しています」
「社会人になって、しっかり
と恩返しをしたい」
「大人の方たちが私を応援している、
と思うと心強くなり勉強に身が入ります」と口々に将来
への意欲と感謝の言葉を述べました。更に、２人から、
建設会社と大手派遣会社へそれぞれ就職先が決まった
との嬉しい報告を受けました。
彼らの頑張りが、恵明学園に在籍する子どもたちへ
進学の希望を与えています。後輩たちの輝く瞳を曇らせ
ないためにも、彼らたちの学びは真剣そのものです。引
き続き会員皆様のご協力をお願いいたします。

ご協賛のみなさま 16 件 ８月１日～１２月３１日（敬称略、順不同）

ありがとうございます

匿名２件
伊伝株式会社
古口美知子税理士事務所
株式会社サンアイ電工
バリュー・トーカイ株式会社
株式会社富塚商店
藤田治療院
石渡食品有限会社
株式会社エヌケーイー
東洋重工
小野建設株式会社
有限会社三島駐車場
有限会社東部タイヤセンター三島 有限会社遠藤製餡所
株式会社トロンコーニ 野中労務管理事務所・野中行政書士事務所
＊学費を支援
一人につき年間２０万円（給付型、各 自の修業年限まで）
＊協賛金総額 12 月末現在
44 件 １, １５０, ０００円（引続き募集中）
＊振込先）三島信用金庫本店営業部
普通預金 １２３２３８４
三島商工会議所 若者活躍支援資金 会頭 石渡 浩二
ﾐｼﾏｼｮｳｺｳｶｲｷﾞｼｮ

贈呈者を囲んで

ﾜｶﾓﾉｶﾂﾔｸｼｴﾝｼｷﾝ

ｶｲﾄｳ ｲｼﾜﾀ ｺｳｼﾞ

（文：事務局次長 鈴木智子）

近況報告会

コロナ禍でも明るく効果的な接客を‼︎

ひたちなか商工会議所が来所

12 月 9 日（水）に 、
「コロナ禍で 成果をあげるため の
接客・商談のすすめかた」セ ミナーを開催しました。講
師は 3,000 回以上の展示会で接客経験を持つ㈱シャベ
リーズ代表取締役、展示会専門接客トレーナーの丸山久
美子氏が務め、会場参加、zoom 参加によるハイブリッ
ド型にて実施しました。
セミナーではコロナウイルスの特性やお客様に不安を
感じさせない３密を配慮した接客方法、マスク等コロナ
対策を採り入れながら成果をあげるための伝え方につい
ての説明が行われました。
また、従来主流であった対面型展示会から今後主流に
なることが想定されるオンライン式の展示会についての
説明とオンライン展示会での効果的な商談の進め方につ
いての説明も行われました。
講師の明るくかつ理論的な説明に、参加者からは「コ
ロナ対策で大変な時期だが、このセミナーを受講して明
るく前向きな接客を心がけていきたいと思った。」と の感
想を頂きました。
（文：経営支援課 市川 顕）

友好提携を結ぶ茨木県のひたちなか商工会議所が１２
月１１日に当所を訪れました。
来所されたのは、柳生会頭、鈴木名誉会頭ら７名。コ
ロナ禍で感染防止と経済活動という両輪の課題を抱える
地域経済団体として、新たな取り組み等について石渡会
頭はじめ４名の役員と情報交換を行うと共に友好と連携
を再確認しました。
また、ひたちなかのまちづくり会社の役員でもあり、
大通り商店街や三島スカイウォークなどまちづくりの観
点から視察を行いました。
三島商工会議所とひたちなか商工会議所は、平成２４
年に友好提携、平成３０年に健康経営の合意を締結し、
災害時の人的・物的支援協力、ウォーキングによる会員
の健康増進等、緩やかな連携を推進しています。
（文：事務局長 小川雄司）

効果的な接客方法を説明する丸山氏

コロナ対策を報告する柳生会頭（ひたちなか）まちづくりの視点でスカイウォークを視察

～コロナ対応について意見交換～
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活 動 報 告
～健幸情報のインフルエンサー～

～災害・新型コロナウイルス感染症に負けない強い企業へ！～

当所と三島市の共催による「健幸アンバサダー養成講
座」を １２月１１日（金）に 開催しました。保健師が講師を
務め、映像を交えながら健幸アンバサダーの使命と役割、
最新の健幸情報について解説すると共に相手の心に届く
情報の伝え方について学びました。
また、加齢に伴い筋肉量が減少することで歩行機能が低
下する「サルコペニア」の 予防に効果のある体操を習得す
るなど、机上の知識に留まらない実践形式の講座となり
ました。
参加者からは、「自分自身の健康意識を高めると共に、
アンバサダーとして身近な人に健幸情報を伝えていきた
い。
」と の抱負が聞かれました。
（文：総務課 金井雅彦）

12 月 17 日（木）に 静岡県ＢＣＰコンサルティング協同
組合の仲原真澄氏を講師に招き、「事業継続力強化計画
策定セミナー」を 開催しました。
近年大規模な自然災害が全国各地で頻発し、更に今般
の新型コロナウイルス感染症などの自然災害以外のリス
クも顕在化しており、個々の事業経営だけでなく、サプ
ライチェーン全体にも大きな影響を及ぼす恐れがありま
す。国では防災・減災に取り組む中小企業が「事業継続
力強化計画」を 策定し認定する制度を昨年創設し、本年
10 月からは感染症対策に関する認定もスタートしました。
今回のセミナーでは、災害を想定した事前準備、感染
リスクや経営面を勘案した事業継続レベルを決めておく
重要性について説明しました。この「事前準備」を 行っ
ていることにより、被害の低減と早期の事業復旧が可能
になります。
是非事業継続力強化計画
の策 定に挑 戦してみて下さ
い！
（文：経営支援課 池谷太郎）

健幸アンバサダー養成講座開催！

具体例を交えながらの講義

事業継続力強化計画策定セミナー開催

熱心に受講する参加者

効果てきめん！スクワット

珠算段位認定、珠算・暗算検定１級合格
おめでとうございます！

青年部

10 月 25 日（日）施行の第 130 回段位・第 220 回珠算・
第 192 回暗算検定における認定者・合格者をご紹介しま
す。皆さんおめでとうございます。
珠算総合六段

星 悠斗くん
珠算

星 美羽さん

暗算

小針珠算塾

芳林 真翔くん

三島ＹＥＧチャンネル
～楽しまなければＹＥＧじゃない～

青年部では、コロナ禍で事業が満足にできない状況下で
も何かできないかと考え、青年部事業の紹介や自身の事業
所の紹介・三島の魅力を発信するために、ＦＭ「ボイス・
キュー」にて『三島ＹＥＧチャンネル～楽しまなければＹＥＧ
じゃない～』を10 月よりスタートしました。
青年部は９つの委員会で構成されており、週毎に担当委
員会を決めそれぞれの事業などを発信しています。
青年部では、令和 4 年度の静岡県連主管、令和 5 年度
の関東ブロック主管を目指しており、番組運営をすることで
個々のメンバー、そして三島ＹＥＧ全体のレベルアップに繋
げることも目的としています。
昼間の時間帯ですが、是非
皆さん聞いてみて下さい！
当日聞けなかった方も安心！
後日 You Tube にアップしてい
ますので是非是非聞いてみて下 第 1 回放送は左から直前会長
さい。
・専務理事・会長の 3 人で

飯田珠算教室

原 孝一郎くん

“コロナ禍の中でも今できることを!！”

八木 秀人くん
米山珠算塾

伊藤 暖人くん

（文：経営支援課 宮下智克）
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You Tube【三島商工会議所青年部】で 検索 !
エフエムみしま・かんなみ ボイス・キュー FM77.7Mhz
毎週木曜日 １３：４０～１３：５５
※リクエストメッセージもお待ちしております！
FAX：055-981-8601
メール：request@777fm.com（文：経営支援課 池谷太郎）

information
資 格 をとってキ ャリア アップ！

令和３年度
１．
簿記検定試験
回

商工会議所各種検定試験日程表

※２月は１級検定がありません。

数

受験料

試験日

第１５８回

６月１３日（日）

申込受付日は決定次第、

第１５９回

１１月２１日（日）

当所 HP に掲載します。

第１６０回

２月２７日（日）

初級／原価計算初級

1級
2級
3級

7,850 円
4,720 円
2,850 円
2,200 円

回数・試験日は各ネット試験会場が決定します

※２・３級についてはネット試験を随時施行しております。
※試験時間について令和３年２月開催までは１２０分ですが、令和３年度より２級９０分、３級６０分に変更となります。

２．
珠算検定試験
回

数

受験料

試験日

第２２２回

６月２７日（日）

申込受付日は決定次第、

第２２３回

１０月２４日（日）

当所 HP に掲載します。

第２２４回

２月１３日（日）

1級
2級
3級
4・5・6 級

2,340 円
1,730 円
1,530 円
1,020 円

３．
ネット検定試験
検定名

・リテールマーケティング（販売士）
・日商 PC
（文書作成）
（ データ活用）
（ プレゼン資料作成）
・日商ビジネス英語
・電子会計実務 他
☆お問合せは…三島商工会議所 三島市一番町 2-29
E-mail:info@mishima-cci.or.jp

試験日・募集開始日・締切日

各ネット検定登録会場にて随時実施中、詳細は日商ホームページで！
※但し、日商ＰＣ１級は試験日が決まっております。
問い合わせは 直接、登録会場へ
T EL . 9 7 5 - 4441

FA X .9 72 - 2010

LINE 公式アカウント

（文：総務課 工藤知美）

運用中‼︎

☆ご優待クーポン利用店に
登録すると・・・

☆友だち登録をすると・・・
・最新情報やセミナー等のご案内を配信
しています。
・「ご優待クーポン」を ご利用頂けます。

・友だち登録をしているお客様に
知ってもらうことができます。
・新たな販路拡大につながります。
ご優待クーポン利用店登録はこちらから↓

友だち登録はこちらから↓

※ご優待クーポン登録について
掲載内容：事業所名・住所・ＴＥＬ・サービス内容・特記事項・利用期限
サービス内容例）3,000 円以上ご購入で粗品プレゼント！ 見積無料！ ご来店で一品サービス！等々
特記事項例）他の割引サービスとは併用できません 等々
掲載料は無料です。サービス内容は事業所負担でお願いします。
（文：総務課 工藤知美）
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知って 得するビジネスマナー

「重要書類にまつわるマナー」
ビジネスシーンでは、契約書など重要書類をやり取り
することがあります。慣れていないと間違えてしまう人
も多いのではないでしょうか。少しマナーから外れたか
らといって、本質的なものでない限りは相手から指摘さ
れたりしませんが、気付かないうちに恥をかいているこ
ともあります。現状、リモートワーク中のやり取りでは、
代表者印の準備などに余計な時間がかかることもあるよ
うです。うっかり間違えて、再度送り直してさらに無駄
な時間が……ということのないよう、念入りな準備が必
要となります。
相手方に、署名や押印をして、返送するべき契約書な
どがある場合、２枚のクリアファイルを準備し、送付状
や見本などと、相手方の返送用一式をそれぞれ入れて送

額を間違ったときは、税務
署で払い戻しされます。た
だし、剥がしてしまうと無
効になりますので、注意が
必要です。
最後に送付の方法ですが、
宅配便は信書扱いではあり
ませんので、必ず郵送しま
しょう。郵送事故を防ぎ、
確実に追跡確認ができるよう書留郵便で送ります。最近
では、レターパックが使われることが多いです。返送分
のレターパックにも宛先を記入しましょう。その際に気
を付けるべきことは、宛名と差出名の箇所に「様」が印

ります。これで、相手方が返送すべき書類の返送漏れを
防ぐことができます。くれぐれも書類は折り曲げたりせ
ず、大きな封筒で送りましょう。
また、署名や印鑑（契印と割印）の箇所には目印を付
け、ミスやモレを防ぐようにします。よく鉛筆で薄く丸
で囲っていることがありますが、消す段階で汚したり、
破れたりしてしまうこともあります。やはり付箋の方が
きれいでスマートです。
いくら完璧な状態で送付したとしても、返送分が間
違っていると契約書として無効になります。そのため、
注意書きを見本と共に送っておくと親切です。無効にな
るパターンで多いのが、書き損じによる修正です。例え
ば、修正液の使用や塗りつぶしは、正式な契約書として
無効です。
「書き損じの際は、二重線で消して押印して
ください」と添えると親切です。
収入印紙を貼るべき書面の場合の負担割合は決まって
いません。どちらが負担しても構いませんが、印紙税法
の下、両者に納税義務があることは覚えておきましょう。
通常は、双方自社の書面分を負担することが多いです。
事前に、負担割合のコンセンサスを取っておけばトラブ
ルを防ぐことができます。貼った収入印紙には、彩紋に
かけて割印（消印）をします。また、貼るべき印紙の金

字されているため、自分の名前の「様」は二重線で消し
ます。また内容物を記載する箇所には「契約書類在中」
と記載します。
電子契約書を使用するケースも増えてきてはいるとは
いえ、紙でも電子データでもどちらでもすぐに対応でき
るよう、ビジネスマナーを守りつつ正確に準備してくだ
さい。
人財育成トレーナー
美月 あきこ
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◇美月

あきこ／みづき・あきこ

人財育成トレーナー・ビジネスマナー講師。大学卒
業後、日系および外資系航空会社にて国際線客室乗務
員として１７年間勤務。現在は、人財育成トレーナーと
して接遇サービス、対人コミュニケーションについての
講演・研修を企業や団体にて行う。客室乗務員時代に
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、
ユニークな研修が好評を博す。年間１８０回以上の研修
と講演をこなす。著書に、
『ファーストクラスに乗る人の
シンプルな習慣』
『１５秒で口説く エレベーターピッ
チの達人』などがある。

information
健 康 コ ラ ム

「誤解しがちな腫瘍マーカー」

コロナの話題はうんざりだと思うので今回は腫瘍マーカーについて書きたいと思います。
検診などで腫瘍マーカーの検査を受け、異常な値が出て外来に来られる方は多くいます。また、「癌（がん）か どう
か知りたいので腫瘍マーカーをはかって下さい」と 言われることも、よくあります。実は多くの場合、腫瘍マーカー
では癌を早期には発見出来ないのです。腫瘍マーカーはなぜ癌の早期発見に使えないのか？その理由は非常に簡単で
す。それは、初期の癌では腫瘍マーカーは上がらないからです。また、それなりに進行した癌でも上がらないことさ
えあります。一例を挙げると、
「CA19-9」と いう腫瘍マーカーがあります。胃や大腸、膵臓、胆管、胆のうなどの臓
器の癌のマーカーとして使われます。しかし、最も初期段階のステージ 1 での CA19-9 の陽性率は胃癌で 3％で大腸
癌で 10％と言われています。胃の中に胃癌ができていても、ステージ 1 なら 100 人のうち 97 人は CA19-9 の値が正常、
ということです。逆に、最も進行したステージ 4 ならどうでしょうか？胃癌で 67%、大腸癌では 74% と陽性率は上
がりますが、
それでも４人に１人以上は陰性
（正常と判断される）で す。この現象を「偽陰性
（ぎいんせい）」と 呼びます。
「腫瘍マーカーでがんを見つけられる！」と 思っていた方は、腫瘍マーカーのイメージがずいぶん変わったのではない
でしょうか？実は、腫瘍マーカーにはもう一つの大きな欠点があります。腫瘍マーカーが陽性であっても、癌ではな
い可能性があるという点です。先ほどと逆のパターンですね。これを
「偽陽性
（ぎようせい）」と 呼びます。腫瘍マーカー
とは、癌細胞から産生される、あるいは癌の周囲組織などから産生される物質のことです。しかし、癌があるときだ
け産生されるわけではありません。例えば、先ほど例に挙げた
「CA19-9」と いう物質は、胆のう炎や膵炎、肺の病気など、
がん以外の多数の病気で上昇します。
「CEA」と いう腫瘍マーカーも、良性の肝臓の病気や膵臓の病気で上昇すること
があります。また CEA は、糖尿病や喫煙者であるというだけで高い値を示すことも多いとされています。実際、検診
で「腫瘍マーカー高値」と いう結果を持って外来に来られた方が精密検査を受けた結果、癌が見つからない、というケー
スを私たちはたびたび経験します。
腫瘍マーカーはがんに特有の物質ではないのですから、当然のことです。「腫瘍マーカーが高かったのに、精密検査
では結局何も異常が見つからなかった」と いう結果を手にした患者さんは、どう思うでしょうか？中には、「本当に自
分は癌ではないのか？」と いう不安感が拭えないまま病院を後にする患者さんもいると思います。これは、患者さん
にとって日々の生活を脅かす、大きな心理的負担になります。もちろん、腫瘍マーカーがきっかけで精密検査を受け
たら癌がみつかった、という人も中にはいます（前立腺がんの「PSA」の ように初期の段階で上昇しうるものもありま
すが、検診で使用すべきかどうか、という点については議論の余地があり、市区町村の対策型検診
として推奨されてはいません）
。では、そもそも腫瘍マーカーとは、本来どういう目的で使用する
ものなのでしょうか？基本的には癌の患者さんに対して治療（抗がん剤など）を 行い、数値が低下
していれば、その薬が効いており、上昇していれば、効果が少ないあるいは再発などを疑うという
判断材料として使用されるのです。腫瘍マーカーに対する誤解がいくらかは晴れたでしょうか。で
は、コロナの感染には十分気を付けてお過ごし下さい。
医療法人社団 親和会 西島病院
副院長・救急部部長・診療部部長
大石 渉

確定申告の 所得税・贈与税の申告・納税は令和３年 3 月 1５日（月）まで
お知らせ 個人事業者の消費税・地方消費税の申告・納税は令和３年３月 31 日（水）まで
〇パソコン・スマホから確定申告しませんか？
■税務署に行く手間がかかりません。
■確定申告期間中は 24 時間いつでも利用できます。
送信方法
・マイナンバーカードを使って送信
用意するものは次の２つです。
② IC カードリーダライタ 又は
①マイナンバーカード
マイナンバーカード対応のスマホ

○確定申告記載会場
場

所：三島商工会議所１階ＴＭＯホール

期

間：2 月 16 日（火）～ 3 月 15 日（月）の平日

時

間：午前 9 時～午後 5 時（受付：午後４時まで）

※会場への入場には「入場整理券」が 必要です。
※「入場整理券」は会場で当日配布となりますが、オンラインで事前に入手
する仕組みも導入予定です。詳細は国税庁 HP をご確認ください。

お問合せ：三島税務署 ＴＥＬ：０５５－９８７－６７１１
※上記期間中は、三島税務署では確定申告会場は設けておりません。

○市・県民税申告会場
場

所：三島商工会議所４階会議室 A

期

間：2 月 16 日（火）～ 3 月 15 日（月）の 平日

時

間：午前 9 時～午後 5 時（受付：午後 4 時まで）

・ID とパスワードで送信
確定申告会場で、既に ID・パスワード方式の届出を提出した場合
はマイナンバーを取得する必要がなく、e-Tax ができます

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入場制限をする場合があります。
※可能な限り、郵送での提出にご協力をお願いします。

お問合せ：三島市課税課 ＴＥＬ：０５５－９８３－２６２６

ID・PW が目印

（文：経営支援課 宮下智克）
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