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～経営革新計画で業界専用業務管理システムを開発～
有限会社ストラテジックセキュリティ

“ 特集 ” 備えあれば憂いなし !
～自然災害と感染症に備えよう～
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有限会社ストラテジックセキュリティ
備えあれば憂いなし ! ～自然災害と感染症に備える～
KoKaRa Bakery コカラベーカリー
ISHIKAWA-LABOイシカワラボ
コロナ禍を乗り切り未来へ繋げるためのM‒ステの支援
８月に発出されたまん延防止・緊急事態宣言に対する支援策
東街区要望書提出／今年の三島大通り商店街のハロウィン
青年部 三嶋真夏の百鬼街行／みしま応縁袋／
女性会フードドライブ贈呈／キャリアアップシステムセミナー
職域接種／CO₂ 排出のない電気バイク「ミシマ号」巡回中！
ふじのくに SDGS ／ふじのくに安心安全認証等の周知／
退所挨拶
健康コラム／デジタルコラム

システム開発スタッフ サーバー等の修理・メンテナンス

　有限会社ストラテジックセキュリティさんは、インターネットが広がり始めた平成１４年に起業し、ＷＥＢやネットワー
ク保守サービスを行ってきました。
　また、Linux やWindows サーバーをはじめ、ルーターや社内ネットワークに精通していると共に、システム開発・販
売も行っており、近年では高い IT 技術力を活かしパソコン修理センターを開設しています。ある日、社長の佐藤さんの
ところに知り合いの障害者就労施設の経営者より「事務処理が煩雑なため利用者サービスに影響が出ている、なんとかこ
の仕組みを横断的に処理し事務を効率化して、その分利用者サービス向上につなげられないか」という相談が開発するきっ
かけになりました。限られた時間と予算の中で効率かつ効果的に開発したいという思いと、これを全国の福祉施設に売り
込みたいという発想からМ－ステに相談があり、就労福祉施設の一元化した業務管理システムは他に無く新規性があるこ
とから、経営革新計画の策定支援を行い審査の結果、県に承認されました。社長の佐藤さんは「経営革新計画が県に承認
されたことにより様々な支援策が活用できると共に、なによりこの計画が羅針盤となり効率的に事業が遂行できる」と大
変喜んでおられました。これをきっかけに企業の社会的責任において、「自社の発展と同時に社会福祉関連に貢献するこ
とができれば」と、熱い思いも語っていただきました。
　また、現在の業種にとらわれない新たな事業を計画・進行中であり、引き続きＭ－ステが専門家等を活用しながら補助
金申請支援やプロモーション支援を継続中です。
　М－ステでは、お客様（相談者）ファースト支援を常に心がけ、企業の問題解決に取り組んでいますので、どんな小さ
なことでもお気軽にお問い合わせ下さい。                                                                      （文：中小企業相談所長  小島信之）

郵便局
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障害者就労福祉施設のバックオフィスを効率化し
利用者のサービス向上に繋げる

～経営革新計画で業界専用業務管理システムを開発～

有限会社ストラテジックセキュリティ

社長が真摯にお客様対応
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特集

今できる事業所としての対策

被災したら・・・

BCPを策定しよう！

　熱海の大雨による土砂災害をはじめ、日本各地で近年、自然災害が多く発生しています。8月～ 10月は１年の中で
も特に災害の多い月です。また静岡県は大雨だけでなく、地震や富士山の噴火にも備える必要があります。
　三島市ではHPに下記情報を掲載しています。アクセスして自社について把握しておきましょう！

　事業主には事業所で働く従業員を守る安全配慮義務が労働契約法の第 5条により課せられています。
　防災対策を一切行わないなど、安全配慮義務を怠ったことで従業員に被害を与えてしまった場合、安全配慮義務違反
として法的責任を問われ従業員に対して損害賠償を支払う必要があります。まずは下記 6項目を確認して、今できる限
りの防災対策を事業所で行いましょう。

　BCP（Business Continuity Plan＝事業継続計画）とは、企業が自然災害、大火災などの緊急事態に遭遇した場合に
おいて、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時
に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。
　静岡県信用保証協会ではＢＣＰ（事業継続計画）を策定している企業を対象とした事前予約型の保証制度を設けてい
ます。
　事前に予約しておけば、大規模な地震など激甚災害発生の際に、事業の再建に必要な資金を迅速に手当てすること
が可能となります。ぜひこの機会にBCPを策定しましょう！

①安否確認の方法を確認
　電話のみならず、メール・SNS・安否確認サービスの導入を検討する。
　災害時、電話がつながらないことがあります。
②ハザードマップを確認する
　2つ以上の避難経路を確認しましょう。
③定期的に訓練を行う
　その都度状況を変えたシナリオで訓練を実施しましょう。
④防災グッズなどを備蓄しておく
　正規・非正規問わずに全従業員分の食糧や防災グッズを用意しましょう。
　人数×各３日間分あると安心です。
⑤データのバックアップ
　事業の継続・早期復旧のためにデータはバックアップしておきましょう。
⑥避難経路の確保
　建築基準法でも廊下の幅を確保しなければならいと定められています。
　迅速な避難ができるように出入口や非常階段などの近くには物を置かないようにしましょう。

備えあれば憂いなし！

防災総合マップ 土砂災害ハザードマップ 洪水水害ハザードマップ 指定避難所・指定緊急避難所

事業継続のための資金確保が事業所にとって最も大切です。
保険に加入していれば、一定の被害費用については保険が適用されるため、保険会社に連絡します。
中小企業庁では、災害救助法の適用を受け、下記５点セットの支援を打ち出すことが多いです。

BCP の予約承認をあらかじめ受けておくことも考えましょう。

【5点セット内容】（１）特別相談窓口の設置、（２）災害復旧貸付の実施、
（３）セーフティネット保証 4号の適用、（４）既往債務の返済条件緩和等の対応、
（５）小規模企業共済災害時貸付の適用
過去の災害でどのような支援があったか確認しておくと、被災時に役立ちます。

（文：まちづくり課  片山富美子）

～自然災害と感染症に備えよう～
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新型コロナウイルス感染症

●

●

●

●

発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休んでもらうよう配慮してください。
風邪の症状が出たら自己判断せず、まずはかかりつけ医等身近な医療機関に電話で相談してください。かかりつけ医
がいないなど相談先に迷った場合は「受診・相談センター」へ相談しましょう。

新型コロナウイルスに感染したかどうかわからない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場
合は、有給休暇のほかに、独自に制定している特別休暇等があればそれらを活用することなどが考えられ、休業手当
の支払義務はありません。
一方、使用者の判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業
手当を支払う必要があります。

労使の話し合いによって、有給の特別休暇制度を設けることができます。安心して休めるよう、就業規則に定めるな
どにより、従業員に周知することが重要です。就業規則の定め方や導入に当たっての相談は、都道府県労働局の雇用
環境・均等部（室）の「働き方・休み方改善コンサルタント」が受け付けています。

回復経緯や心身の負担には個人差があることから、復帰後に業務によって症状を悪化させることがないよう、主治医
等の意見を踏まえた本人の申出に基づき、勤務時間の短縮やテレワークの活用など、本人の負担軽減に配慮した無理
のないものとすることが望ましいです。

上記の内容は厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ＆ A」より一部抜粋したものです。
様々なケースにおける対応方法等がありますので、右側のQRコードよりご確認ください。

【静岡県発熱等受診相談センター】☎  050‒5371‒0561  平日８：３０～１７：１５（土 , 日 , 祝日等左記以外含む）
　　　　　　　　　　　　　　　  ☎ 050‒5371‒0562  平日８：３０～１７：１５のみ
静岡県では、上記以外に静岡市・浜松市の保健所でも相談を受け付けています。

☎  054-252-5310 静岡県労働局 雇用環境・均等室

　連日、新型コロナウイルス感染症患者の報告があり、8月 20日には静岡県に緊急事態宣言が発令されました。
　事業者の皆様には、日々のコロナ感染対策に苦慮されていることと思います。
　万が一、従業員等にコロナ感染が疑われた場合の対応方法について確認をしておき、いざというときに冷静な対処が
できるようにしておきましょう！

※症状のない方が、「発熱等受診相談センター」に電話をすると、電話が混み合い、新型コロナウイルス感染症の疑いのある方を適切かつ
　迅速につなげることが困難になる場合があります。症状や感染についてご心配な方は下記相談ダイヤルをご利用ください。

★熱や咳がある従業員については、どうしたら良い？

★従業員が発熱などの症状があるため自主的に休んでいる。休業手当の支払いは必要？

★従業員が安心して休めるよう、有給の特別休暇制度を設けたい。具体的な手続きは？

★新型コロナウイルス感染症に感染した従業員が職場復帰する際にどのような点に留意すれば良い？

厚生労働省→

・静岡県庁の専用相談ダイヤル　☎  054‒221‒8560　平日 8：30～ 17：15　　
・厚生労働省の新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口 ☎  0120‒56‒5653  （フリーダイヤル、9:00 ～ 21:00）

（文：経営支援課  宮下智克）

～自然災害と感染症に備えよう～
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三島大通り

三嶋大社

三島市役所

ボイス・キュー

三島大社町
郵便局

KoKaRa BakeryKoKaRa Bakery

大
社
前
交
番

KoKaRa Bakery （コカラ ベーカリー）
住　　 所
電話番号
営業時間
定 休 日

三島市大社町２－２２
055‒976‒0510
10：00 ～18：00
火曜日

Instagram  ＠ kokarabakery.waraku

「お酒のプロが提供！ワインに合うパンで優雅なひと時を」
ふすま粉を使ったパン 店長の平井さん

選りすぐりのワインとチーズと共に

酒屋さんならではのおすすめワイン明るい店内

　三島で地酒や焼酎、ワインなどの販売をしている老舗、和楽さんがまった
く新しいコンセプトのベーカリー「KoKaRa Bakery」をオープンしました。
　KoKaRa Bakery の全てのパンにはその名も「KoKaRa（コカラ）」という焙
煎微粉砕ふすまが使われています。ふすまとは小麦の外殻や胚芽のことで、
栄養価が高く食物繊維豊富かつヘルシーであることが特長で、スーパーフー
ドと言われることもあります。ふすま粉はもともとボソボソした食感になっ
てしまうため、食への活用が難しいとされていました。しかし研究を重ねしっ
かりと吸水させることで、香り高くもっちりしっとりとした食感を作り出す
ことに成功しました。
　KoKaRa Bakery ではパンだけでなく、チーズやソムリエが選んだ５０種類
近くのワインも販売しています。ワインには一つ一つ特徴が書いてあり、自
分好みのワインを見つけられること間違いなしです。ぜひパンとチーズ、ワ
インの自分だけのベストな組み合わせを見つけてみてください。
　コロナで在宅することが増えた今だからこそ、家で少しリッチな毎日を、
そして KoKaRa Bakery のパンで健康的に過ごしてみてはいかがでしょうか。

（文：総務課  大畑真衣）
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楽寿園
白滝公園

日本文学資料館

三島商工会議所

TMO三島市駐車場三島市民文化会館

三島駅交番

菰池公園

ISHIKAWA-LABOISHIKAWA-LABO

ISHIKAWA-LABO （イシカワラボ）
住　　 所
電話番号
営業時間
定 休 日
H 　 　 P

〒411‒0853　三島市一番町一番町 3‒6 マ・ローネビル1Ｆ
055‒975‒1814
11：00 ～18：00
水曜・日曜・第 3 木曜
https://ishikawa-labo.com/

きっと見つかる！自慢のコーディネート！

導線の木目がアクセント

ホワイトを基調にした店内

清潔感ある店内開放的なショーウィンドー

皆さま、お待ちしております。

店舗は商工会議所駐車場入口向かい

　ISHIKAWA-LABO（イシカワラボ）さんは、女性のライフスタイルを応援
するレディースセレクトショップです。
　店内は、ショーウィンドーを活かして太陽の木漏れ日が差込み、明るく清
潔感漂う空間デザイン。表参道に立ち並ぶお店を思わせます。
　スタイリストである社長の石川英章さんとひとみさん、そしてスタッフの
想いは「毎日スタイリッシュなライフスタイルを送って頂きたい」
　その想いを共有して、お客様に寄り添って、仕事やプライベートに自信を
持てる装い、お客様だけのコーディネートを提案しています。
　ファッション雑誌「VERY」「STORY」世代をターゲットにした品揃えをセ
レクトしており、特にパンツの品揃えは豊富です。

　情報発信のインスタグラムではひとみさん自らがモデルとなってコーディ
ネートを提案しているので、親近感がわきます。
　最新のスタイリング情報は各 SNS で毎日更新中です。
ブログや SNS で気になった商品がありましたらお取り置きしてくれる嬉しい
サービスや SNS にアップされた商品はネットショップにて通販も承っており
ます。                                                                   （文：まちづくり課  石渡智英）

Facebook Instagram e-SHIZUOKA BLOG
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コロナ禍を乗り切り
未来へ繋げるための M‒ステの支援

　８月 20日から静岡県にも緊急事態宣言が発令されました。昨年の 2月から始まったコロナ禍は、未だに収束の
気配が見られません。先が見えない中、事業者の皆様も何に取り組めばよいか、日々悩むところだと思います。そ
こで「今を乗り切る」「事業を継続する」「今後を見据えた」支援制度とＭ‒ステの取組を紹介します。

事業者の悩み 利用できる施策等

資金調達が必要

既存事業の見直し

＜融資＞
 ・コロナ特別貸付
 ・借入 ・返済条件の見直し
＜協力金・支援金＞
 ・時短要請等に係る協力金
 ・月次支援金・応援金

＜事業計画の策定＞
 ・当面の資金繰りの確認
 ・新規融資申込のための計画
 ・補助金申請に必要な計画
＜事業継続の仕組づくり＞
 ・事業承継計画の策定

M－ステの支援

融資の斡旋・支援金対応

計画策定支援・専門家助言

＜融資の斡旋等＞
 ・マル経融資の推薦や日本公庫へ
　の斡旋を行います。
＜支援金の対応＞
 ・月次支援金の事前確認や協力金
　の問合せに対応。

＜計画の策定支援＞
 ・各種事業計画の策定をお手伝い
　します。
＜専門家の派遣＞
 ・専門家や関係機関と連携し、立
　て直しを進めます。

日々の支払いのための
お金がない

会社を立て直したい

　経営環境の厳しい中、自社の状況によって、必要となる支援制度も変わってきます。まずは自社の立ち位置を確
認することから始めて頂き、必要に応じてＭ‒ステにご相談ください。
　またＭ‒ステの具体的な取組やその成果は「BE.ME」の表紙等でも毎月、掲載しています。「我が社も是非、支援
を受けてみたい・関心がある」という方は、お気軽にお問い合わせください。                 （文：経営支援課  宇水　淳）

実現できる取組の模索

＜補助金＞
 ・小規模事業者持続化補助金
 ・事業再構築補助金
 ・県 ・市の補助金
＜制度の利用＞
 ・経営革新計画の承認申請
 ・経営力向上計画

補助金申請・実行支援

＜補助金の申請・実行支援＞
 ・補助金の申請や採択後の実行を
　お手伝いします。
＜販促支援＞
 ・店舗や新商品のプロモーション
　について専門家派遣を組み合
　わせて支援します。

新しい取組を
始めたい。

次ページで紹介
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M ー ス テ

８月に発出されたまん延防止・緊急事態宣言に対する支援策

（文：経営支援課  靏田美咲）

対 象 者：

支 給 額：
申請方法：

対 象 者：

支 給 額：
申請期間：
申請方法：

対 象 者：

支 給 額：
申請方法：

8/8 ～ 8/19 まで営業時間短縮の要請に全日程応じた飲食店かつ①・②を満たす方
　①通常 20 時以降営業し、期間中 20 時以降休業　
　②終日お酒の提供無し　
事業規模（売上高により）　3～ 10 万円×協力日数
郵送（静岡県時短要請協力金　事務局宛て）詳しくはオンライン　 
締め切りは 9月 30 日（木）　※ 9/30 消印有効

①・②を満たす方
①飲食店への時短要請の影響を受けている、又は外出自粛等の影響を受けている
② 2021 年 8月の売り上げが、2019 年又は 2020 年の 8月と比較して 30％以上 50％未
満減少している中小法人・個人事業者
中小法人等上限 10 万 / 個人事業者等上限 5万
2021 年 9月以降 (3 か月間の予定 )
現在未定のためQRコードからホームページをご確認ください。

8/20 ～ 9/12 まで営業時間短縮・休業の要請に全日程応じ、①又は②を満たす飲食店
　①通常 20 時以降も営業している方：終日お酒の提供無し、20 時までの営業　
　②通常 20 時までの営業の方：休業、終日お酒の提供無し　 （もともとお酒やカラオケ
　　を提供していない店は対象外）
事業規模（売上高により）　4～ 10 万円×協力日数
まん延防止と同様。申請期間など詳しい情報はホームページで
ご確認ください。

✓

✓

飲食店の方

売り上げが３０～５０％減少している方

まん延防止措置に係る協力金

（以下の情報は９月２日現在の情報です。）

対 象 者：

支 給 額：
申請方法：

2019 年・2020 年の同じ月と比べて 50％以上売上が減少している  
中小法人・個人事業者
中小法人等 20 万 / 個人事業者等 10 万 ( １ヶ月につき )
月次支援金ホームページから

✓ 売上が５０％以上減少している方

中小法人・個人事業者のための月次支援金

静岡県中小企業者等応援金  <一般枠>

緊急事態宣言に係る協力金

詳しくは

ここから

詳しくは

ここから

詳しくは

ここから

詳しくは

ここから

注意　まん延防止や緊急事態宣言の協力金を受給する方は月次支援金や応援金は申請できません。
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にぎわい創出の拠点機能充実を強く要望
三島市長へ「三島駅南口東街区再開発事業」の要望書提出

　当所では、8月 19日（木）に、現在計画が進められている三島駅南口東街区再開発事業について、三島市へ要望書
を提出しました。
　この要望書は、三島市が再開発事業を率先調整し、実現にまで漕ぎ着けた努力を大いに評価するものとともに、
３０年後、５０年後の子供や孫たちからも喜ばれる事業とすべく、今一層のリーダーシップを期待するもので、本事
業を通じた地域経済の活性化やにぎわいづくりへの取り組
み、今後の街づくりを見据えた次の５項目を要望しました。
　当日は、石渡会頭をはじめ副会頭、千葉まちづくり委員
長、坪内専務理事が参列し豊岡三島市長へ要望書を手渡し
ました。

【要望内容】

（１）にぎわい創出の拠点機能（コンテンツ）の充実
　　①展望スペースの設置
　　②観光ＰＲ拠点の充実（歴史文化保存も含む）
　　③市民が自由に使え集い交流の場となるような屋内外
　　　公共スペースの充実
　　④水のプロムナードと連携した新たな水の仕掛けの設置

（２）三島市内事業者活用のお願い

（３）新設する駐車場での「みしま共通駐車サービス券」の取り扱い

（４）環境保全の観点からグリーンインフラに配慮した工事

（５）事業検討スケジュールの共有、検討期限などの適宜共有、意見交換の定期開催

今年の三島大通り商店街の
ハロウィン

石渡会頭が豊岡市長へ要望書を手渡しました。

①１０月中旬から大通りにフォトスポットを設営！
②自慢の写真を投稿してお菓子をゲットしよう！
③投稿は商店街ホームぺージへ

ハロウィンイベントの最新情報はこちらから
Https://www.mishima-odori.com

賞品はなんと
お菓子

○○万円分 !?

例年の大通り商店街を歩行者天国にしての

「ハロウィンパレード」は
コロナウィルス感染症拡大防止から中止します。

（文：まちづくり課  石渡智英）

（文：まちづくり課  石渡智英）
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　女性会では、食料の確保が困難な方々を支援していき
たいと思い、「フードドライブ」に協力しています。
　８月２３日（月）に三島市社会福祉協議会へ食料品９６６
点、タオル４７枚を寄贈しました。市内でも新型コロナ
ウイルス感染症の影響により生活に困っている方々が多

いと知り、女性会員から
商工会議所会員事業所へ
周知の幅を拡げ、多くの
食品を集めました。
　ご協力頂きました事業
所の皆様、ありがとうご
ざいました。
（文：総務課  工藤知美）

　８月１日（日）～９日（月・祝）にかけて、なぞときウォー
クラリー「三嶋 真夏の百鬼街行」を開催しました。
　初日となる１日には、青年部メンバーが７つのチェッ
クポイントにて参加者をもてなすと共に交流をし、２９４
名もの参加者と楽しむことができました。
　今回のウォークラリーは「三島の魅力を再発見しても
らう」「今まで知らなかった飲食店に行くきっかけにし
てもらう」「三島ＹＥＧの事業を知ってもらう」ことを目
的に開催しましたが、チェックポイントやヒントポイン
トは全てＹＥＧメンバーの飲食店舗にするなど工夫を凝
らしたイベントとしました。

　8 月 23 日（月）に建設業
部会主催による「キャリア
アップシステムセミナー」を
開催しました。
　システムの運営主体である
（一財）建設業振興基金に講
師を務めていただき、登録
～運用方法を学びました。
　建設キャリアアップシス
テム（CCUS）は、技能者の資格、
社会保険加入状況、現場の就業履歴等を登録・蓄積する
仕組みとなっており、令和５年からのあらゆる工事で本
システムの完全実施が明示されています。
　まだ登録されていない事業者・技能者の皆様はぜひ今
のうちから登録をご検討ください。

（文：経営支援課  宮下智克）

BASE で商品を販売してみませんか？
注文受付や発送は当所でまとめて行うので、店舗では注
文のあった商品を期日までに納品するのみ！
是非、お気軽にお問い合わせください。

三島市社会福祉協議会へ
食料品等を寄贈‼ 

～食を通じて人との縁をつなぐ～

        なぞときウォークラリー
        「三嶋 真夏の百鬼街行」開催

～三島の街中を歩いて
三島の魅力・飲食店を知ってもらおう～

～建設業と技能者を支える新しいシステム～
「キャリアアップシステムセミナー」開催

 みしま応縁袋―夏の陣―   発送完了！
おうち時間に「みしま」選りすぐり商品

多くの食料品が集まりました

何が当たるかな？お楽しみ抽選問題を解く参加者

山本部会長による挨拶

受講者の皆様 真剣に講師の話に耳を傾けていました

（文：経営支援課  池谷太郎）

       なぞときウォークラリー       なぞときウォークラリー       なぞときウォークラリー
        「三嶋 真夏の百鬼街行」開催        「三嶋 真夏の百鬼街行」開催        「三嶋 真夏の百鬼街行」開催
三島の魅力・飲食店を知ってもらおう～三島の魅力・飲食店を知ってもらおう～

青
年
部

女
性
会

（文：まちづくり課  大房起子）

次回は…「みしま応縁袋―冬の陣―」

野木会長が食料品を寄贈しました

　今年度、商業部会では、おうち時間が少しでも豊かに
なるよう「三島」の選りすぐりの商品をセットにして、
ECサイト「BASE」を活用して販売しています。
ECサイトを活用することで、市外・県外からの注文や贈
り物として用いられることもあり、前回よりも多くの注
文をいただくことができました。
注文期間：
注文個数：
参加商品：

  8/14（土）～8/22（日）の７日間
 ２５２個
  2,000 円セット×７商品
  3,000 円セット×２１商品
  5,000 円セット×６商品
10,000 円セット×１商品   計３５商品
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新型コロナワクチン職域接種開始
～三島市が元気を取り戻すことを願って～

CO₂排出のない電気バイク「ミシマ号」巡回中！
～三島商工会議所は環境問題に取り組んでいます～

　当所では、６月２８日に開催した通常議員総会に於いて三島商工会議所ＳＤＧｓ宣言をしました。この宣言は、三島
が誇る自然を守るため、協働で環境問題に取り組んでいくことにより、地域環境保全に貢献することを目的にしたも
ので、この度プロジェクトの一環として職員による電気バイク『ミシ
マ号』での巡回を開始しました。
　この電気バイク『ミシマ号』は、丸善工業株式会社の前身であるミ
シマ軽発工業株式会社が昭和25年に販売を開始し、当時「西のホンダ、
東のミシマ」と称されるほどの隆盛を誇ったバイクを、平成 24年に
製造業における新商品開発の取り組み手法や技術力の向上を図ること
を目的に電気バイクとして復刻したものです。
　これまでは事務所前ロビーに展示しておりましたが、今後は会員さ
んの巡回用に職員が使用します！
　今後もカーボンニュートラルの実現に向けたクリーンエネルギーの
活用を推進していきます。                        （文：経営支援課  池谷太郎）

　新型コロナウイルが猛威を振るい三島市でも連日多くの感染者が出ています。静岡県も緊急事態宣言を発令し、感
染予防の徹底と人流の抑制が行われています。
　当所では、自治体のワクチン接種の負担を軽減し、中小企業の接種の加速化を図るため６月末に職域接種を申請し、
９月から共同接種を開始しました。国からのワクチン支給が不透明な中、三島市医師会と会場である三島共立病院の

全面的な協力によるものです。
　事前調査では４,０００名以上の方が接種を希望しましたが、
自治体接種が進むと最終的には２０代から４０代を中心に２,
２００名の方へ１回目の接種を行いました。
１回目の接種は、９月７日（火）、８日（水）、１０日（金）、１４
日（火）、１５日（水）。２回目は４週間後の１０月５日（火）、６
日（水）、８日（金）、１２日（火）、１３日（水）。接種時間は１４
時から２０時です。
　地元中小企業にもワクチン接種が浸透し、感染防止と経済
活動の両立が図られ、三島市が元気を取り戻すことを願って
います。                           （文：経営戦略アドバイザー  小川雄司）

多くの方が接種を希望し、感心の高さが伺えます。

さっそうと乗りまわします！
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検温 消毒 非接触決済

感染防止対策に要する
費用を補助金で！

「静岡県SDGsビジネスアワード」 
環境ビジネスのアイデアを募集

ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度を登録しましょう！
　静岡県で行う「ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度」では、認証店に対し新型コロナウイルス感染症の感染
防止対策にかかる費用を助成する補助金制度があります。認証制度登録前に支払い済みであっても対象経費になる場
合があるので、下記詳細をご覧の上、認証制度をご活用ください。　

　国の 2050 年カーボンニュートラル宣言を受け、静岡県
は脱炭素社会の実現を表明しました。ついては、脱炭素社
会の機運の高まりを背景に、「静岡県 SDGs ビジネスアワー
ド」を開催し、環境ビジネスの事業化、普及拡大を図るた
め事業アイデアを募集します。
　応募条件は、環境ビジネスに取り組んでいる法人、もし
くは、これから環境ビジネスに取り組みたい法人で、自社
で実施する静岡県をフィールドとして環境課題の解決に貢
献するアイデアです。
　採択された事業アイデアについては、事業化に向けてメンタリングを実施し、県知事賞・優秀賞を授与されると共に、
実現に向けた支援を受けることができます。
是非、皆さんのアイデアを県内の環境発展のために応募してみませんか？
詳しくは、https://www.shizuoka-sdgs-business-award.com/ （文：経営戦略アドバイザー  小川雄司）

　採択された事業アイデアについては、事業化に向けてメンタリングを実施し、県知事賞・優秀賞を授与されると共に、　採択された事業アイデアについては、事業化に向けてメンタリングを実施し、県知事賞・優秀賞を授与されると共に、

次の１及び２のいずれにも該当する経費

認証施設等ごとに、利用客及び従業員の使用に常時供
する箇所の面積の合計に応じた額

電子申請又は書面申請（簡易書留）
※詳細はQRコードからご確認ください→→

１．

２．

 認証施設等の感染防止対策のために要した経費
例）設備の購入費用、修繕費用、リース料金（前払
い分を除く）、消耗品の購入費用等
領収書に記載された支払日が、令和 2年 1月 6日（月）
から、令和 3年 12月 31日（金）までのもの

〇補助対象経費〇

〇補助上限額〇

〇補助額〇

〇申請方法〇

制度の概要・申請手続き

面積 補助上限額
２００㎡未満の施設 １０万円
２００㎡以上４００㎡未満の施設 ２０万円
４００㎡以上の施設 ３０万円

対象経費の実支出額（当該対象経費に対して他の制度
によって交付された補助金その他の収入又は収入見込
みがある場合は、その金額を控除した額）と補助上限
額を比較して、いずれか少ない額

（文：まちづくり課  丸山祐季）

※詳細はQRコードからご確認ください→→

ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度

宿泊施設向けの認証制度でも、飲食店同様に感染防止対
策強化に資する機器等の購入や設備改修費に活用できる
補助金が創設されています。

このマーク（認証）が補助の要件です。

退職の挨拶   

　令和３年９月３０日をもちまして、三島商工会議
所を退職することとなりました。在職中の４年間半、
役議員の皆様、会員事業所の皆様方のご指導とご厚
情を賜りましたことを心より感謝申し上げます。
　これからは、三島商工会議所で経験したことや、
学んだことを活かして、新しい場所でも頑張ってい
きたいと思います。
　会員事業所のご発展ならびにご活躍で、三島市が
より一層元気になるよう願っております。ありがと
うございました。                    まちづくり課  丸山祐季
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リモートワーク、オンラインセミナー、ウェブ会議など、新しい働き方や手段が広がり定着してきています。
今回は、「いつもウェブ会議に招待されている」という方必見！
「ミーティングをスケジューリングする（打合せ予定の登録）」方法についてご紹介します。
～操作手順～
①
②
③

④
⑤

⑥
⑦

「Zoom」を起動します。（ホスト /クライアント共通）
ホーム画面で「スケジュール」ボタンをクリック。
「ミーティングをスケジューリング」画面で必要事項を設定。
※ポイント説明
「トピック」…打合せの名前です。わかりやすく登録できます。
「ミーティング I D」…「自動的に生成」のままを推奨します。
必要事項設定後「保存」ボタンをクリック。
「ミーティングがスケジューリングされました。」の画面で、
「招待」文章が表示されますので、「クリップボードにコピー」ボタンをクリック。
メールやメッセージで「招待」を貼り付け（ペースト）して相手に送信。
予定時刻になったらミーティングを開始しましょう。
※「設定」→「一般」→「予定されているミーティングの○分前にお知らせ」
　設定すると忘れ防止に。

【ツール利用編】「これならできる！苦手な小規模事業者でも取り組めるデジタル化」
ウェブ会議ツール「Zoom」で打合せ予定を登録、招待してみよう

新規ミーティング

スケジュール

参加

画面の共有

『風船の歪みに注意』健 康 コ ラ ム
　ストレスという言葉を知らない人は当然いないと思います。ストレスという言葉はもともと
物理学の分野で使われていたものであり、物体の外側からかけられた圧力によって歪みが生じ
た状態のことを言います。
　ストレスを「風船」にたとえてみると、「風船」を指で押さえる力をストレッサーと言い、ス
トレッサーによって「風船」が歪んだ状態をストレス反応と言います。医学や心理学の領域では、こころや体にかか
る外部からの刺激をストレッサーと言い、ストレッサーに適応しようとして、こころや体に生じたさまざまな反応を
ストレス反応と言います。私たちのこころや体に影響を及ぼすストレッサーには、「物理的ストレッサー」（暑さや寒さ、
騒音や混雑など）、「化学的ストレッサー」（公害物質、薬物、酸素欠乏など）、「心理・社会的ストレッサー」（人間関
係や仕事上の問題、家庭の問題など）があります。普段私たちが「ストレス」と言っているものの多くは、この「心理・
社会的ストレッサー」のことを指しています。
　職場では、仕事の量や質、対人関係をはじめ、さまざまな要因がストレッサーとなりうることが分かっています。
特に厚労省の調べによると、30歳代・40歳代のいわゆる働き盛り世代のストレスが高く、この傾向は男女ともに共
通しています。その理由としては、30歳代では、職場環境や人間関係にも慣れ、職業生活も軌道に乗る頃で、周囲か
らの期待もしだいに大きくなってきます。これに伴い、仕事の忙しさや量的な負担についてストレスを感じる人が多
くなるからとのこです。また、40歳代では、周囲からの期待がさらに大きくなり、より高度な内容の仕事を求められ
るようになります。管理職などの立場で部下や後輩の管理業務を任される機会も多くなることから、仕事の質につい
てストレスを感じる人の割合が増えてくるようです。このほかにも、上司と部下との間でのサンドイッチ現象によっ
て人間関係のストレスを感じる人も多いでしょう。
　さらに、現代はコロナの渦中にあり、仕事の変化だけではなく、ステイホームの時間も増えております。そうした
環境の変化に伴い、コロナ関連のうつ病を発症する人が急激に増えているという報告があります。「風船」の歪みが大
きくなり破裂寸前の状態がまさにうつ病の発症と考えると、大事なことはまず具体的にストレッサーが何なのかをみ
つけることです。そして、次に簡単ではないですが、そのストレッサーを取り除くあるいは和らげる
方法を模索し、「風船」が破れてしまわないようストレス反応を軽減するよう心掛けることです。
　「風船」の歪みが大きくなって破れてしまわないよう注意して日々生活を送りましょう。
　医療法人社団　親和会　西島病院
　診療部部長　救急部部長　大石　渉　

執筆者：当所理財情報部会幹事　梶山康行氏（㈱アイティエス代表取締役社長）



経済産業省　関東経済産業局　委託事業

静岡県事業継承・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・第４火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 会議室（9時～16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～16時）M＆A・従業員承継

※第２は午前のみとなります。

１階 会議室（9時～16時）親族内承継

※詳しくは、当センターHPもしくは、TELにてご確認下さい。

静岡県事業継承・引継ぎ支援センターにご相談ください。

会 場 日 程 ９月 １０月 １１月 １２月

三島会場
第２火曜日 １４日（火） １２日（火） ９日（火） １４日（火）

第４火曜日 ２８日（火） ２６日（火） ２２日（月） ２１日（火）

浜松会場
第１水曜日 １日（水） ６日（水） １日（水）

第３水曜日 １５日（水） ２０日（水） １７日（水） １５日（水）

静岡市葵区紺屋町１１－４
太陽生命ビル７F

後継者を見つけたい !
 受け継ぎたい事業を探したい。

TEL.054-275-1881 FAX.054-253-5508
E-mail:sbsc@shizuoka-cci.or.jp

・静岡会場（静岡県事業承継・引継ぎ支援センター）は随時。
※静岡市葵区紺屋町１１－４  太陽生命ビル７F
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