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浜松商工会議所
LINE公式アカウント

投稿受付中！

友だち追加は
コチラから

浜松商工会議所が運営する、浜松地域の唯一の中小企業向け
ニュースリリース・プレスリリースサイト。
無料で情報発信できますので、ぜひご活用ください。

新型コロナウイルス関連の給付金・各種補助金・助成金など、
経営に役立つさまざまな情報をタイムリーに発信しています。
ぜひご登録をお願いします。







「2025年の崖」という言葉をご存知だろうか。現在、日本企業の大半で使
われている基幹システムは老朽化が進み、2025年までに手を打たなけれ
ば国内全体で最大12兆円の経済損失を出してしまうという経済産業省か
らの警告だ。そのためにも、企業は大小にかかわらず、デジタル化によっ
て組織やビジネスモデルを変革する「デジタルトランスフォーメーション
（DX）」に取り組む必要がある。そこで当商工会議所では、11月より「DX
経営塾」を開講予定。今回の特集では、それに先立ち、講師の考えやDX
の事例などを紹介する。３年後に迫る崖から転落することのないように、
いち早く最初の一歩を踏み出そう。

DX経営塾

重点プロジェクト推進室
浜松商工会議所特  集

▶モノデジタル株式会社 和田正典
▶株式会社 はまちゅう
▶株式会社 小沢精密工業
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DX経営塾により、知識を習得するとともに、会員事業所
（経営者）間の横のつながりを構築し、活発な意見＆情報
交換ができる環境を整えます。DX分野で「チーム浜松」
という仲間づくりを、当商工会議所が全力サポート！

DX経営塾グループ結成！
メンバー募集中
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DX経営塾

講師インタビュー

-まずは、和歌山県の建設会
社でDXを推進した経緯を教えて
ください。
　私が同社に転職したきっかけは、
新規事業を立ち上げることでした。
ところが入社してみると、従業員
40人に１台ずつパソコンが割り
当てられているにもかかわらず、
何も活用できていないことに驚か
されました。パソコンで入力した
文書をわざわざ印刷して使うので、

書類を紛失したり、パソコンが壊
れてデータ自体がなくなったりす
るトラブルが頻発していたんです
よ。LANケーブルも煩雑で、ネッ
トにつながっていない社員もいま
した。それで、新規事業よりもま
ずは情報共有システム環境を構築
すべきだと社長に提案し、「車（情
報）」を走らせる「道路（ネットワー
ク）」作りからスタートしたんです。
そして、シェア（Share）・セキュリ

ティ（Security）・スピード（Speed）・
ストレスフリー（Stress Free）とい
う４つのSをコンセプトに掲げ、
DXを推進していきました。
-具体的にはどのようなシス
テムを採用したのですか。
　同社は平均年齢が約48歳で、
高齢化がかなり進んでいたため、
極力シンプルでわかりやすい仕組
みにしようと考え、３本柱のシス
テムを導入しました。それらは、

建設会社向けの基幹システム
Anyone、クラウドストレージの
Box、ビジネスチャットツールの
Slackというシステムで、どれも
既製品です。
-それらのツールをどのよう
に利用したのですか。
　まず、Anyoneを情報共有の土
台とし、社内で使用する書類を容
量無制限のBoxに全て格納・デー
タベース化して、申請や承認業務
もクラウド上でできるようにした
のです。さらに、メールはウイル
ス感染のリスクが高いため、社内
の情報伝達をメールからSlackに
置き換えました。
　その結果、ほとんどの作業がク
ラウド上でできるようになり、出
先の社員が資料や書類の確認・提
出のため社に戻る必要もなくなっ
て、業務の効率化と残業時間の削
減を実現できました。
-同社でのDXの成功要因は何
だと思いますか。
　仕組みは大きく変えても、業務
の内容や流れ自体は従来と変わら
ないようにして、社員が戸惑わな
いよう配慮したこと。また導入に
あたり、社員を集めて一斉に説明
を行うと理解度にバラつきが生じ
るので、マンツーマンで説明した
こと。そしてやはり、システムを
３つに絞って採用したことだと思
います。
-費用はどのくらいかかりま
したか。
　システムは全てノーコードで、
Slackは無料版を使用し、１カ月間、
ログインが最も集中する曜日と時

間帯を分析し、最大15アカウン
トあれば40人誰一人漏れること
なくログイン可能なアカウント数
を考えました。地元の建設会社の
例となりますが、かかった費用は
年間で300万円程度です。これま
で各企業で何億円もかけてやって
きたことが、今や300万円程度で
できるわけですから、今後はDX
の敷居を下げて透明性を高くすれ
ば、中小企業のDXがもっと進む
のではないかと思います。
-和田さんが考えるDXの定義
とは何ですか。
　「デジタル技術を使って、ラク
して儲ける体質になること。そし
てその体質を維持すること」この
一言に尽きますね。DXは、デジ
タルよりもトランスフォーメー
ション、つまり変革することの方
が大事で、ITに長けた人材が100

人いても、変革者がいない限り実
践できないんです。変革者は社長
でも社員でもいいし、いなければ
外部の専門家などに相談してもい
い。そして、今後のビジョンを明
確化し、自社に合ったスタイルで
推進していけばいいと思います。
-最後に、DX経営塾の開講に
あたってのメッセージを。
　“2025年の崖”に象徴される未
来は必ずやってきます。それに対
する準備ができていないと会社が
立ち行かなくなることになってし
まうので、経営者の思考も現場の
体質も併せて変えていく必要があ
ります。ですから、本講座を通じ
て変わるきっかけをつかんでいた
だきたいですね。「ホップ・ステッ
プ・DX」を合言葉に、３年後に
迫る崖を乗り越え、ラクして儲け
る方法を一緒に考えましょう。

国内大手の光学機器メーカーや、ITコンサ
ルティング会社での勤務を経て、2014年に
故郷・和歌山県内の建設会社にUターン就
職。社内でDXを推進し、2021年に「全国中
小企業クラウド実践大賞 全国大会」で総務
大臣賞を受賞。2022年に独立し、モノデジ
タル株式会社を設立。中小企業のIT導入支
援をメインに活動し、DX関連のセミナーの
講師も数多く務めている。

モノデジタル株式会社
代表取締役　

和田正典

デジタル技術を使って、
ラクして儲ける体質になろう

合言葉は「ホップ・ステップ・DX」

ＤＸ経営塾で講師を務める和田正典氏は、和歌山県にある建設会社「城善建設」のDXを手掛け、
業務の効率化や残業の削減などを実現。2021年12月に開催された「全国中小企業クラウド実践大賞 全国大会」で、
同社を総務大臣賞に導いた。そこで、DX推進の秘訣やDX経営塾への意気込みなどを伺った。

もう
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DX経営塾 開講案内

※申し込み方法などの詳細については本誌「セミナー＆イベント情報」P26をご覧ください

原則全ての講座にご参加ください

DXをなぜしないといけないのか？

2025年の崖を飛び越えるDX体質の作り方

クラウドサービスの選定方法

API連携の事例

データドリブン経営

ゲスト講師からのDX事例紹介

DXでよくあるトラブルへの対処方法

DX戦略の検討

第1講

第2講

第3講

第4講

第5講

第6講

第7講

第8講

第9講

第10講

（11/8）

（11/22）

（12/7）

（12/21）

（1/11）

（1/25）

（2/3）

（2/22）

（3/7）

（3/23）

各回 14：00～17：00　会場：浜松商工会議所

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

DX戦略発表会

-まずは、和歌山県の建設会
社でDXを推進した経緯を教えて
ください。
　私が同社に転職したきっかけは、
新規事業を立ち上げることでした。
ところが入社してみると、従業員
40人に１台ずつパソコンが割り
当てられているにもかかわらず、
何も活用できていないことに驚か
されました。パソコンで入力した
文書をわざわざ印刷して使うので、

書類を紛失したり、パソコンが壊
れてデータ自体がなくなったりす
るトラブルが頻発していたんです
よ。LANケーブルも煩雑で、ネッ
トにつながっていない社員もいま
した。それで、新規事業よりもま
ずは情報共有システム環境を構築
すべきだと社長に提案し、「車（情
報）」を走らせる「道路（ネットワー
ク）」作りからスタートしたんです。
そして、シェア（Share）・セキュリ

ティ（Security）・スピード（Speed）・
ストレスフリー（Stress Free）とい
う４つのSをコンセプトに掲げ、
DXを推進していきました。
-具体的にはどのようなシス
テムを採用したのですか。
　同社は平均年齢が約48歳で、
高齢化がかなり進んでいたため、
極力シンプルでわかりやすい仕組
みにしようと考え、３本柱のシス
テムを導入しました。それらは、

建設会社向けの基幹システム
Anyone、クラウドストレージの
Box、ビジネスチャットツールの
Slackというシステムで、どれも
既製品です。
-それらのツールをどのよう
に利用したのですか。
　まず、Anyoneを情報共有の土
台とし、社内で使用する書類を容
量無制限のBoxに全て格納・デー
タベース化して、申請や承認業務
もクラウド上でできるようにした
のです。さらに、メールはウイル
ス感染のリスクが高いため、社内
の情報伝達をメールからSlackに
置き換えました。
　その結果、ほとんどの作業がク
ラウド上でできるようになり、出
先の社員が資料や書類の確認・提
出のため社に戻る必要もなくなっ
て、業務の効率化と残業時間の削
減を実現できました。
-同社でのDXの成功要因は何
だと思いますか。
　仕組みは大きく変えても、業務
の内容や流れ自体は従来と変わら
ないようにして、社員が戸惑わな
いよう配慮したこと。また導入に
あたり、社員を集めて一斉に説明
を行うと理解度にバラつきが生じ
るので、マンツーマンで説明した
こと。そしてやはり、システムを
３つに絞って採用したことだと思
います。
-費用はどのくらいかかりま
したか。
　システムは全てノーコードで、
Slackは無料版を使用し、１カ月間、
ログインが最も集中する曜日と時

間帯を分析し、最大15アカウン
トあれば40人誰一人漏れること
なくログイン可能なアカウント数
を考えました。地元の建設会社の
例となりますが、かかった費用は
年間で300万円程度です。これま
で各企業で何億円もかけてやって
きたことが、今や300万円程度で
できるわけですから、今後はDX
の敷居を下げて透明性を高くすれ
ば、中小企業のDXがもっと進む
のではないかと思います。
-和田さんが考えるDXの定義
とは何ですか。
　「デジタル技術を使って、ラク
して儲ける体質になること。そし
てその体質を維持すること」この
一言に尽きますね。DXは、デジ
タルよりもトランスフォーメー
ション、つまり変革することの方
が大事で、ITに長けた人材が100

人いても、変革者がいない限り実
践できないんです。変革者は社長
でも社員でもいいし、いなければ
外部の専門家などに相談してもい
い。そして、今後のビジョンを明
確化し、自社に合ったスタイルで
推進していけばいいと思います。
-最後に、DX経営塾の開講に
あたってのメッセージを。
　“2025年の崖”に象徴される未
来は必ずやってきます。それに対
する準備ができていないと会社が
立ち行かなくなることになってし
まうので、経営者の思考も現場の
体質も併せて変えていく必要があ
ります。ですから、本講座を通じ
て変わるきっかけをつかんでいた
だきたいですね。「ホップ・ステッ
プ・DX」を合言葉に、３年後に
迫る崖を乗り越え、ラクして儲け
る方法を一緒に考えましょう。
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　　　　食会社の事務所では、午
　　　　前９時を回ると電話の呼
び出し音が鳴りやまない。顧客で
ある各事業所が当日の給食数を集
計し、一斉に注文の電話をかけて
くるからだ。中には追加やキャン
セルの連絡もあるため、その対応
にも追われることになる。
　しかし、「はまちゅう」では、
午前９時を回っても事務所内が
シーンと静か。電話は滅多に鳴ら
ないが、机上のパソコン画面では、
給食の注文が自動的に次々と確定
していく。
　「先日、九州の同業者さんが当
社に見学にみえましたが、『ここ
は本当に給食屋の事務所ですか』
と驚いていましたよ」と社長の塚
田充広氏が誇らしげに話す。

　同社では現在、２種類のウェブ

スマホで個々に給食を注文

普及率80％の注文システム

●浜松市中区高丘東

1960年の創業以来、60年以上にわたり事業者向けの給食事業を営み、現在は
幼稚園向けの弁当給食事業や、事業所内での適温供食（コントラクトシステム）
も手掛ける。2017年には浜松市HACCP型衛生管理認証制度の最高等級レベ
ル５を取得。フードロスの削減にも積極的に取り組んでいる。従業員は60人。

代表取締役社長 塚田充広
株式会社 はまちゅう

注文システムを使って、各事業所
からの給食の注文を管理している。
きっかけは、大手メーカーの顧客
からの依頼で、ソフトウエア開発
会社SHK（南区高塚町）と連携し、
新たな受発注プラットフォームを
開発したことだ。
　このプラットフォームは、同顧
客の従業員が個々のスマホやパソ
コンから好きなメニューを選んで
給食を注文できるシステム。給食
数を集計して注文するという手続
きが不要になるため、顧客側の担
当者の負担を大幅に軽減し、業務
の効率化や人件費の削減にも貢献
できた。
　もちろん「はまちゅう」側も業
務を大幅に効率化でき、受注や配
送漏れなどのミスも圧倒的に軽減。
メニューの多様化にも難なく対応
できる。

　同社では、このウェブ発注シス
テムを「お弁当倶楽部（おべんと
うクラブ）」と名付け、2020年か
ら他の事業所への導入も開始した。
また、コロナ禍で苦戦する地元の
飲食・小売店を応援するため、お
弁当倶楽部に飲食・小売店のメ
ニューを加え、受注から配送まで
を代行するサービスも展開してい
る。

　しかし、事業所の規模やスマホ
の保有率などの理由から、従来の
顧客でこのシステムを利用してい
る企業は約700社中50社とまだ
少ない。そこで同社では、各事業
所がこれまで通り給食の注文数を

集計し、注文の
みインターネッ
トを使って行う

在は残食率が１％以下という驚
異的な数字を誇る。
　「私が考えるDXの定義とは、
ユーザーエクスペリエンス。つま
り、利用者の体験を向上させるこ
とです。当社のシステムのユー
ザーは、お客さまであったり当社
のスタッフであったりするわけで

「hamachu.biz（はまちゅうドット
ビズ）」というシステムを新たに
開発。この導入により、全体の
80％にあたる約500社がネット注
文に切り替わった。その結果、社
内の受注業務の担当者を４人から
実質２人に減らすことも可能に。
フードロスにもさらに貢献し、現

すが、その人たちの体験が変わる
ことが重要であり、実際に新たな
成功体験を与えられました。しか
し、当社の調理現場のスタッフは
従来通りの作業に明け暮れている
ため、今後は彼らの体験もDXで
向上させていきたいです」と塚田
氏。現在、その方策を検討中だ。

給食弁当のウェブ注文システムで
顧客とスタッフの体験が進化

DXは、ユーザーエクスペリエンス

静岡県西部の約700の事業所を対象に、約4000食の給食弁当を提供している「はまちゅう」は、給食発注業務のIT化で
DXを推進。画期的なウェブ注文システムが顧客やスタッフにもたらした、新たな成功体験とは果たして何か。

給

オフィスDX
［事業内容］
給食会社
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お弁当倶楽部の仕組み

従業員

注文・受け取り

事業所に配達・商品代金の請求

注文

店頭受け取り

給
食
業
者

飲
食
店

小
売
店

商
品
納
品

商
品
納
品

事
業
者

各自好きな
メニューを
注文

　　　　食会社の事務所では、午
　　　　前９時を回ると電話の呼
び出し音が鳴りやまない。顧客で
ある各事業所が当日の給食数を集
計し、一斉に注文の電話をかけて
くるからだ。中には追加やキャン
セルの連絡もあるため、その対応
にも追われることになる。
　しかし、「はまちゅう」では、
午前９時を回っても事務所内が
シーンと静か。電話は滅多に鳴ら
ないが、机上のパソコン画面では、
給食の注文が自動的に次々と確定
していく。
　「先日、九州の同業者さんが当
社に見学にみえましたが、『ここ
は本当に給食屋の事務所ですか』
と驚いていましたよ」と社長の塚
田充広氏が誇らしげに話す。

　同社では現在、２種類のウェブ

事前登録してある事業所の
従業員が自分のスマホやパ
ソコンから好きなメニューを
選んで注文すると、その内容
が自動集計され、事業所に
給食が配送される。
一方、地域の飲食・小売店の
メニューを注文すると、注文
内容がそれぞれの店に送信
され、事業所へのお届け分は
各店が「はまちゅう」に納
品。同社の自社便で他の給
食と一緒に配送される。
同社では現在、このプラット
フォームへの参加を希望す
る提携事業者を募集中

左側の画像は「お弁当倶楽部」のパソコン注文画
面。写真付きのメニューから好きなものを選んで
注文する。
右側の画像は「hamachu.biz」のスマホの注文画
面。事業所の担当者が注文数を集計し、入力すれ
ば注文が完了

集中する電話対応と手間のかかる業務
午前９時を過ぎると注文や追加、キャンセルの
電話が殺到し、配送ミスを招くことも。事業所側
も給食数の集計や注文の業務が大変だった

業務の効率化や人件費の削減を実現
ネット上で自動的に注文が確定されるので、電話
対応の必要が無く、業務の効率化や人件費の削
減を実現。事業所側でも同様の効果が得られたAFTER

BEFORE

午前9時過ぎの「はまちゅう」の事務所内。かかってくる電話は少なく、担
当者はパソコンの画面上で注文内容をチェックするだけで済む。当日の
追加分の手配も、各トラックに積載された弁当給食の内容をウェブサイ
トで確認し迅速に行える

DX経営ビフォー・アフター

注文システムを使って、各事業所
からの給食の注文を管理している。
きっかけは、大手メーカーの顧客
からの依頼で、ソフトウエア開発
会社SHK（南区高塚町）と連携し、
新たな受発注プラットフォームを
開発したことだ。
　このプラットフォームは、同顧
客の従業員が個々のスマホやパソ
コンから好きなメニューを選んで
給食を注文できるシステム。給食
数を集計して注文するという手続
きが不要になるため、顧客側の担
当者の負担を大幅に軽減し、業務
の効率化や人件費の削減にも貢献
できた。
　もちろん「はまちゅう」側も業
務を大幅に効率化でき、受注や配
送漏れなどのミスも圧倒的に軽減。
メニューの多様化にも難なく対応
できる。

　同社では、このウェブ発注シス
テムを「お弁当倶楽部（おべんと
うクラブ）」と名付け、2020年か
ら他の事業所への導入も開始した。
また、コロナ禍で苦戦する地元の
飲食・小売店を応援するため、お
弁当倶楽部に飲食・小売店のメ
ニューを加え、受注から配送まで
を代行するサービスも展開してい
る。

　しかし、事業所の規模やスマホ
の保有率などの理由から、従来の
顧客でこのシステムを利用してい
る企業は約700社中50社とまだ
少ない。そこで同社では、各事業
所がこれまで通り給食の注文数を

集計し、注文の
みインターネッ
トを使って行う

在は残食率が１％以下という驚
異的な数字を誇る。
　「私が考えるDXの定義とは、
ユーザーエクスペリエンス。つま
り、利用者の体験を向上させるこ
とです。当社のシステムのユー
ザーは、お客さまであったり当社
のスタッフであったりするわけで

「hamachu.biz（はまちゅうドット
ビズ）」というシステムを新たに
開発。この導入により、全体の
80％にあたる約500社がネット注
文に切り替わった。その結果、社
内の受注業務の担当者を４人から
実質２人に減らすことも可能に。
フードロスにもさらに貢献し、現

すが、その人たちの体験が変わる
ことが重要であり、実際に新たな
成功体験を与えられました。しか
し、当社の調理現場のスタッフは
従来通りの作業に明け暮れている
ため、今後は彼らの体験もDXで
向上させていきたいです」と塚田
氏。現在、その方策を検討中だ。
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　　　　造業にとって、工作機械
　　　　の稼働率は、生産性や売
り上げに直結する。そのため小沢
精密工業では、工場の移転前から
稼働状況を手作業で集計していた
が、あまりにも手間がかかり、正
確さにも疑問が残るデータとなっ
ていた。
　しかし、新工場では各機械を
ネットワークでつなげたことによ
り、稼働率が自動的にデータ化さ
れ、稼働状況の見える化をいとも

簡単に実現できた。
　「デジタル化に求めるのは『費
用対効果』よりも『疲労対効果』。
従業員が稼働時間をいちいち記録
するのは面倒で疲れますが、デジ
タル化によってその疲労感を解消
できました。当社にとっては、そ
れがDXによる成果です」と社長
の小澤大祐氏は話す。
　稼働状況のモニタリングは、小
澤氏が工場の生産性などを分析す
る際に役立っているが、成果はそ

れだけではない。社内で稼働状況
を公開したところ、各機械の担当
者の意識に変化が表れた。勤務時
間の範囲内だけでなく、24時間
を通じた稼働率を気にするように
なり、終業時に部品をもう１つ機
械にセットして、夜間に自動で稼
働させる社員が増えたのだ。その
結果、全体の稼働率が約５％も上
昇した。

　また、工作機械の遠隔操作がで
きるようにしたのも、DXの取り
組みの一つといえる。工作機械を
動かすには、加工方法を指示する
プログラミングコードを入力する
必要があるが、専用のソフトウエ
アの導入により、パソコンでの遠
隔入力が可能になった。
　「遠隔入力の目的は、産休・育
休中の従業員が在宅で作業できる
環境を作ること。今後は実現に向
け、リモートワークのインフラを
整えていきます」と小澤氏。

　同社がこうしたDXの最終目標
としているのが、従業員が働きや
すい環境をつくることだ。
　「今後、会社を運営していく上

写真左は、工場内の工作機械の稼働状況のモニタリング
画面。手動による記録や集計の手間がなくなり、正確な
稼働状況が一目ですぐ分かる。また、これまで工作機械に
直接入力していたプログラミング（写真右）を遠隔入力で
きるようにし、リモートワークも可能にした

で一番のハードルとなるのが、採
用だと私は思っています。そのた
めには、従業員が働きやすい会社
にして定着率を上げると同時に、
若い世代の人たちに選ばれる会社
になる必要があります」と小澤氏。
デジタル化はあくまでもそのため
の手段だと語る。
　勤怠管理においてもDXを推進
し、ICカードを利用して残業時
間を１分単位でカウントしている。
これは従業員に限らず会社にもメ
リットがあった。30分単位の頃
のように、従業員が退勤のタイミ
ングを調整する必要が無くなった
ため、結果的に社内全体の残業時

間が減少したのだ。
　そのほか、グループウエアの導
入により、従業員が欠勤の連絡を
個人のスマホから行えるようにし
て、欠勤の電話対応業務を削減。
会議の議事録もグループウエアで
一斉公開することで回覧の手間が
省け、情報を素早く共有できる。
　また、作業手順のマニュアルを
作成してクラウド上で共有し、従
業員がいつでも確認できるシステ
ムも利用しているが、今後はそれ
を新入社員教育にも活用する予定
だ。こうした前向きな取り組みが
功を奏し、ここ数年は新卒など若
い人材を順調に採用できている。

製

工作機械の稼働状況を見える化し
働きやすい会社へと前進

DXは、費用対効果より疲労対効果

小沢精密工業は、2020年に約30億円をかけて、浜北区染地台に工場を移転・集約。
最新鋭の工作機械が並ぶ新工場では、工作機械のほとんどがネットワークでつながっている。
以前から少しずつ手掛けていたDXも、移転後に拍車がかかり、働きやすさが日々向上している。

製造DX
［事業内容］
金属部品加工メーカー
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稼働率が5%上昇
稼働状況を自動的にモニタリングでき
るようになり、煩わしい手間を省いて従
業員の疲労感を解消。社員の意識も変
わり、稼働率は全体で５%上昇した

AFTER

手間のかかる稼働状況の集計作業
個々の工作機械の稼働状況を手作業で記
録・集計していたため、手間がかかる上に実
際との誤差も大きく、いつしか集計の習慣
が途絶えてしまった

BEFORE

　　　　造業にとって、工作機械
　　　　の稼働率は、生産性や売
り上げに直結する。そのため小沢
精密工業では、工場の移転前から
稼働状況を手作業で集計していた
が、あまりにも手間がかかり、正
確さにも疑問が残るデータとなっ
ていた。
　しかし、新工場では各機械を
ネットワークでつなげたことによ
り、稼働率が自動的にデータ化さ
れ、稼働状況の見える化をいとも

簡単に実現できた。
　「デジタル化に求めるのは『費
用対効果』よりも『疲労対効果』。
従業員が稼働時間をいちいち記録
するのは面倒で疲れますが、デジ
タル化によってその疲労感を解消
できました。当社にとっては、そ
れがDXによる成果です」と社長
の小澤大祐氏は話す。
　稼働状況のモニタリングは、小
澤氏が工場の生産性などを分析す
る際に役立っているが、成果はそ

れだけではない。社内で稼働状況
を公開したところ、各機械の担当
者の意識に変化が表れた。勤務時
間の範囲内だけでなく、24時間
を通じた稼働率を気にするように
なり、終業時に部品をもう１つ機
械にセットして、夜間に自動で稼
働させる社員が増えたのだ。その
結果、全体の稼働率が約５％も上
昇した。

　また、工作機械の遠隔操作がで
きるようにしたのも、DXの取り
組みの一つといえる。工作機械を
動かすには、加工方法を指示する
プログラミングコードを入力する
必要があるが、専用のソフトウエ
アの導入により、パソコンでの遠
隔入力が可能になった。
　「遠隔入力の目的は、産休・育
休中の従業員が在宅で作業できる
環境を作ること。今後は実現に向
け、リモートワークのインフラを
整えていきます」と小澤氏。

　同社がこうしたDXの最終目標
としているのが、従業員が働きや
すい環境をつくることだ。
　「今後、会社を運営していく上

ICカードの導入により、残
業時間を1分単位で管理
することが可能に。同社
では２時間・４時間・８時
間の有給休暇制度を設け
ているが、それも勤務デー
タに反映される

で一番のハードルとなるのが、採
用だと私は思っています。そのた
めには、従業員が働きやすい会社
にして定着率を上げると同時に、
若い世代の人たちに選ばれる会社
になる必要があります」と小澤氏。
デジタル化はあくまでもそのため
の手段だと語る。
　勤怠管理においてもDXを推進
し、ICカードを利用して残業時
間を１分単位でカウントしている。
これは従業員に限らず会社にもメ
リットがあった。30分単位の頃
のように、従業員が退勤のタイミ
ングを調整する必要が無くなった
ため、結果的に社内全体の残業時

間が減少したのだ。
　そのほか、グループウエアの導
入により、従業員が欠勤の連絡を
個人のスマホから行えるようにし
て、欠勤の電話対応業務を削減。
会議の議事録もグループウエアで
一斉公開することで回覧の手間が
省け、情報を素早く共有できる。
　また、作業手順のマニュアルを
作成してクラウド上で共有し、従
業員がいつでも確認できるシステ
ムも利用しているが、今後はそれ
を新入社員教育にも活用する予定
だ。こうした前向きな取り組みが
功を奏し、ここ数年は新卒など若
い人材を順調に採用できている。

工作機械の遠隔操作を可能に

１分単位の残業計算

DX経営ビフォー・アフター

●浜松市浜北区染地台

1962年に管楽器部品の金属加工をなりわいに小沢鉄工所として創業。1982年
に小沢精密工業を設立し、現在は管楽器や光学機器・医療機器・半導体レー
ザーなどに使用される金属・樹脂部品の切削、溶接、研磨加工を手掛ける。
2020年には３カ所に分かれていた工場を浜北区染地台に移転・集約し、ロボッ
トの導入も積極的に行っている。従業員は85人。従業員の平均年齢は36歳。

代表取締役  小澤大祐
株式会社 小沢精密工業
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静岡県事業承継・引継ぎ支援センターとは？

右ページの数字のように、浜松商
工会議所を通して静岡県事業承
継・引継ぎ支援センターに事業承
継のご相談をいただくケースが増
えています。親族内承継（もしく
は従業員承継）の場合、事業の引
継ぎには数年、場合によっては10
年かかるともいわれています。
また、後継者不在の経営者から「取
引先に迷惑は掛けたくないので、
事業を継続させたい。従業員の雇
用を維持させたい」との相談には
第三者承継支援の提案を行ってい
ます。しかし、交渉時間が足りな
いため、譲渡契約に至らず、閉店、

中小企業にとって
「事業承継」も
経営課題の一つ
として捉えていますか？

商 工 会 議 所 活 用 法

ワタシに
お任せください！

企業のミカタ

今回のテーマ

事業承継

中小企業・小規模事業者の事業承継は社会的な課題です。
経営者の中には承継問題を先送りにし、
対策を講じないまま経営を継続した結果、廃業や雇用喪失
といった社会的な損失が発生しています。

浜松商工会議所で実施する定例相談会で
連携して支援を行っている
静岡県事業承継・引継ぎ支援センターの
浅井哲夫サブマネージャーにお話を伺いました。

事業承継を考えるタイミングに
「早すぎる」ことはありません

経済産業省の委託事業として、
必要に応じて、弁護士や公認
会計士等の専門家とも連携し、
円滑な事業承継をサポート。
親族内承継支援、従業員承継
支援、第三者承継支援の全て
を行います。浜松商工会議所
でも無料、秘密厳守での定例
相談会を毎週水曜日に実施し
ています。

静岡県事業承継・引継ぎ支援センター

浅井哲夫 サブマネージャー

h t t p s : / / w w w . s h i z u o k a - j i g y o s h o u k e i . j p /
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個別相談予約は
こちらから

廃業というケースも生じます。経
営者がご自身で自分のゴール、つ
まり事業承継のタイミングを決め
ることは非常に難しいことです。
周到な準備、慎重な判断を行うた
めにも、早期のご相談にお越しい
ただくことをお勧めします。

私たちが事業承継をサポートする
際、経営者の方とまず始めるのは、
後継者探しではありません。会社
の現状を整理して課題を抽出する
ことです。財務内容の改善や人づ
くりなど、客観的に事業を見つめ
直す作業が非常に重要なステップ
となります。日頃からサポートを
受ける税理士や会議所の経営支援
員とのやりとりも、事業承継を見
据えた準備をしているか、いない
かで、その内容が大きく左右され
ます。このため「当社は成長期で、
承継はまだまだ先のこと」という
経営者にとっても、事業承継を考

事業承継に関する
全般的な相談

●相談内容：親族内承継、従業員承継、M&A、廃業相談 ●相談日：毎週水曜日定例相談

訪問相談 ●相談内容：事業承継未定、親族内承継 ●相談日：平日にて調整 ●対象エリア：浜松市内

事業承継に関する
専門的な相談

●法律（弁護士）…毎週木曜日
●税務（税理士）…2・4木曜日

●登記・相続（司法書士）…第2木曜日
●金融（日本政策金融公庫）…毎週火曜日

えることは重要なことです。

「当社みたいな小さな事業を引き
継いでくれる会社があるのか？」
といった声をよく耳にしますが、
どんなに小規模でも、事業内容や
サービス、商品に魅力的なものが
あれば、事業がバトンタッチされ
る可能性はあります。当センター
で運営する後継者人材バンクや、
商工会議所の中にある起業家カ
フェなどのスキームを使い、自分
では気づかなかった価値を評価さ
れ、事業を引き継いで新たなルー
トで販売したいと、交渉がまと
まった実績もあるのです。
まずは事業承継も経営課題の一つ
として捉え、親族内承継、事業譲
渡・譲受など、浜松商工会議所で
当センターと連携して実施する事
業承継相談窓口をお気軽にご活用
ください。

浜松商工会議所 中小企業相談所
「事業承継相談について担当者につないでください」とお申し出ください。

受付時間 9:00～17:00（土日祝および年末年始を除く）　keiei@hamamatsu-cci .or . jp
tel.053-452-1115 検  索浜松商工会議所　事業承継

「事業承継」は企業にとって
大きな経営課題の一つです

小規模事業者でも事業の譲渡・
譲受（M&A）は可能です

これまで多くの中小企業・小規
模事業者の経営者が、浜松商工
会議所を通して静岡県事業承
継・引継ぎ支援センターに相談
しています

静岡県事業承継・
引継ぎ支援センターの
新規相談件数（開設は2012年1月）

2022年8月末まで（うち譲渡相談件数は1,105件）
3,077件

480件
2021年度（1年間）の譲渡、譲受相談件数

うち浜松商工会議所を通した
新規相談件数

（うち譲渡相談件数は83件）
205件

2021年度（1年間）の譲渡、譲受相談件数
42件

静岡県事業承継・
引継ぎ支援センターの
親族外承継成約件数

2022年8月末まで
310件

うち浜松商工会議所を通した
親族外承継成約件数

32件
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これがわが社のBCP対策！

災害
リスク

事業継続計画（BCP）とは
不測の災害や事故などが発生した場合に備え、事業を早期に
復旧させ企業の継続を図るために策定しておく計画のこと

「事業継続力強化計画」認定企業への支援策

1
2
3
4
5

日本政策金融公庫による低利融資（設備投資資金）

信用保証枠の追加

防災・減災設備への税制措置

補助金の優遇措置

認定ロゴマークの使用

予
告

会場：浜松商工会議所
詳細は本誌「セミナー＆イベント情報」 P25・P28に掲載

浜松市中区北寺島町103-2
053-456-2266

1966年創業。従業員６人。プラスチックフィルムへの
グラビア印刷業を営む。ペーパータオルの外装や野
菜・加工食品の包装材への印刷が主。昨年度「ガゼッ
トチューブ形状素材への両面印刷技術の確立」を
テーマに、静岡県より経営革新計画の認定を受ける。

株式会社 髙田

　印刷業を営んでおり、生産性向上に向け、「もの
づくり補助金」の申請を商工会議所に相談。同補助
金の審査において加点となる「事業継続力強化計画」
の作成を決めました。しかし、自然災害による事業
への影響など今まで意識していなかったので、何を
基準に計画を立てればよいか分からず、「BCP個別
相談会」に参加。ハザードマップから弊社にとって
リスクの大きい自然災害は地震であると分かり、主
に地震の影響や対策を軸として事業継続力強化計画
を作成し、無事に認定を受けました。
　これが災害対策を考えるきっかけとなり、すぐに
社員の連絡網を作成。さらに一番重要な人命の安全
確保において、工場内の片付けが最優先課題である
ことを再認識しました。避難経路を確保できた上、
整理整頓が日常になり、作業効率が良くなるという
相乗効果もありました。

予測不能な自然災害や感染症―――。
非常時における事業停止・縮小への対策として、
はじめの一歩を踏み出した事業者をご紹介。

停　電

11月7日（月）10（木）水害対策BCP実践編

11月16日（水）
災害・感染症に負けないための
BCP個別相談会

はじめてのＢＣＰ
事業

継続

計画

Ｂusiness

Ｃontinuity

Ｐlan

地震

豪雨

コロナ

台風津波
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取引先の倒産に備えはできていますか？ 

 

 

「売上債権保全制度（取引信用保険）」は、取引先の倒産や商品代金の支払い債務の遅延などによる貸倒れ損害に

対して保険金が支払われる売上債権保全のための損害保険です。 

 浜松商工会議所と伊藤忠商事㈱との事業提携により、事業所を複数社まとめて制度構築するため、スケールメリットが得

られ、一般的な取引信用保険よりも、割安な保険料かつ付保先の引受基準が柔軟になるなど中小企業も加入し易くなって

います。会員事業所の皆様の販売先倒産リスクに対応する手段としてご活用ください。 

      ＜売上債権保全制度の特長＞ 

１． スケールメリットにより、ご加入しやすい制度 

となっております  

 

 ２．一般的な取引信用保険に比べ、債権の引受基準 

   が柔軟です 

 

 ３．自社の与信に加え、保険会社による審査で、与信 

管理体制の強化が図られます 

 

 ４．取引先１社に対する支払限度額は１００万円以上 

（１００万円単位）から設定できます 

 

 ５．保険料は全額損金、損害額は保険金で受け取れます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

貴社名  所在地  

担当者 
役職・氏名 

 ＴＥＬ  

メールアドレス  業種、取扱品等  

売上債権保全制度（取引信用保険）のご案内 
 

★１社あたり、審査結果により最大 2億円まで補償可能 
★対象お取引先社数 10社以上 

 ≪取扱代理店≫ 
 伊藤忠商事株式会社 
 〒107-0061 東京都港区北青山 2-5-1 
 
 伊藤忠オリコ保険サービス株式会社 名古屋支店 
 〒460-0003 名古屋市中区錦 1-5-11 伊藤忠ビ 4 階 
 ＴＥＬ：052-203-2044 ／ ＦＡＸ：052-203-2050
《引受保険会社》損害保険ジャパン株式会社 
        三井住友海上火災保険株式会社 

あいおいニッセイ同和損害保険会社                    
 

※ このチラシは「売上債権保全制度」概要のご案内となります。詳しい内容については、お問い合わせ先までご連絡ください。 

 ≪本件担当≫ 
 浜松商工会議所 産業振興部 会員共済課  
 〒432-8501 浜松市中区東伊場 2-7-1 
 ＴＥＬ：053-452-1113 ／ ＦＡＸ：053-452-6685 

 

ご希望の項目にチェックを入れてください ⇒ □ 訪問での説明希望  □ 電話での詳細説明希望  □ 資料送付希望 

 

 ※ ご記入いただいた個人情報は取扱代理店にも提供しますが本保険制度のご案内以外の目的には使用しません。 

承認番号 SJ22-06487 作成年月日 2022年 8月 23日 使用期限 2023年 9月 29日 

コチラの専用Web ページからも 

お問合せいただけます。 

お気軽にお問合せください。 





メールアドレス：dousoukai@adb.shizuoka.ac.jp

お申し込みはこちらから

メールアドレス：scialm@shizuoka.ac.jp
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【この機会に御社の福利厚生を見直しませんか？ ご連絡お待ちしています】
浜松商工会議所 会員共済課 TEL 053-452-1113FAX 053-452-6685

事業所名

担当者名（フリガナ） 電　話

F A X

□ プラタナス共済
□ 特定退職金共済

□ 資料がほしい
□ 詳しい説明を聞きたい連

絡
票

加入者の「死亡・障がい・入院」を1年365日、24時間保障！

割安な保険料と配当金により経費節減を実現！

見舞金・祝金制度により会社の慶弔規定を補完！3

1
2

３
つ
の
特
徴

全額
必要経費

個人事業は
従業員分のみ

未加入の皆様へ

プラタナス共済は企業の福利厚生として活用できる制度です。
プラタナス共済は浜松商工会議所会員事業所が加入できる、加入者相互の支え合いで運営する「災
害保障特約付団体定期保険」です。コロナ禍で経済環境が厳しいなか、福利厚生に力を入れるこ
とは従業員のモチベーションアップに繋がります。この機会にぜひ加入・増口をご検討ください。

配当実績

過去10年の
平均支実績

約45.6％

福利厚生
UP

ご加入の皆様へ

早わかり動画
配信中！

プラタナス共済

入院見舞金に関する重要なお知らせ
プラタナス共済制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、病床の逼迫等の事情
により本来「入院」を対象とするところを「宿泊・自宅療養」まで拡大し「みなし入院」
として見舞金の給付を行ってまいりました。
このたび、重症化率の低下や政府の発生届の範囲変更を受け、新型コロナ感染による見舞
金給付を本来の「１日以上の入院」に戻すことといたしましたのでお知らせします。なお
本変更は2022年９月26日付で行います。

ケース ９月25日以前の陽性 ９月26日以降の陽性

宿泊・自宅療養された場合
入院された場合 給付対象 給付対象

給付対象 給付対象外

おかげさまで50周年！

だ よ り
共済
秋号
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浜松商工会議所　第 487 回常議員会
～ 第 25 期議員、部会役員改選結果を報告  ～

第 25 期議員改選
150 議員・12 部会役員を選任

　浜松商工会議所では 9月 13日（火）グランドホテル浜

松において、第487回常議員会を開催しました。前回同様、

ハイブリッドでの開催となり、56人が出席しました。上

程協議事項２件、決議事項３件、報告事項７件が慎重に審

議され、全案件が原案どおり承認されました。

　報告事項において、今年 4月から 8月まで行われた一

連の議員、部会役員の改選結果について報告されました。

　冒頭、斉藤会頭から「本年 11月から第 25期の役員・

議員体制がスタートします。新役員・議員の皆さま方には

会議所運営において中心的な役割を担っていただきたいと

考えております」と挨拶がありました。

　浜松商工会議所では、第25期議員改選に伴い、
7月中に全12部会において部会総会が開催され、
部会で選任する2号議員、正副部会長・評議員が
選任されました。また、8月 26日（金）には、選
挙委員会が書面開催され、1号議員立候補者届出期
間において立候補者が定数（76）を超えず、届け出
た76全事業所の無投票当選が確定したことを報告
しました。これにより１号から３号までの150議
員が確定しました。
　商工会議所の議員は、会員事業所から選ばれ、会
員の代表として商工会議所事業の運営に参画し、各
種事業の推進役として地域産業の発展に貢献するこ
とが期待されています。
　150議員の事業所および12部会の正副部会長は
次ページに掲載します。

常議員会にて挨拶を行う斉藤会頭

Ⅰ．上程協議事項
（1）	諸規定の変更に関する件
	 ・	会員等規約（創業100周年企業特別顕彰）　

（2）	第25期役員人事に関する件

Ⅱ．決議事項
（1）	諸規定の変更に関する件
	 ・就業規則（育児介護休業）

（2）	参与委嘱に関する件

（3）	新会員承認に関する件

Ⅲ．報告事項
（１）	第25期議員改選結果等について

（２）	新野球場建設・周辺開発整備に関する要望について

（３）	国道１号浜松バイパス道路整備促進要望について

（４）	会員事業所優良従業員表彰について

（５）	第9回軽トラはままつ出世市について

（６）	ブロック巡回＆景気ウォッチャー調査員報告について

（７）	会員事業所向けＤＸ推進支援について 選挙委員会で改選結果を報告 →
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「プラタナス共済」
早わかり動画配信中！ ▶

　浜松商工会議所では、7 月 11 日（月）、市内ホテルで共

済制度表彰式を開催し、委託生命保険会社８社の支社長・

成績優秀推進員が出席しました。

　表彰式では斉藤会頭より、共済制度推進に対するお礼と

さらなる推進に向けた激励の挨拶があり、その後 2021 年

度の優秀推進 27 人に対し、表彰状と記念品が授与されま

した。

　最も優秀な成績を残した推進員には、日本生命相互会社

浜松支社 山本好惠さんが輝きました。

　2023 年２月に行われる第 19 回浜松シティマラソンの

協賛社を募集しています。日本陸上競技連盟公認コースを

走るハーフマラソンです。同時に、 大会ボランティアも募

集しています！

会議所共済　2021年度成績優秀者を表彰

第19回浜松シティマラソン 協賛社募集

浜松商工会議所 会員共済課　☎ 053・452・1113　kaiin@hamamatsu-cci.or.jp

＜主催＞
浜松シティマラソン実行委員会 
構成団体：
浜松市、

（公財）浜松市スポーツ協会、
（一財）静岡陸上競技協会、
中日新聞東海本社、
テレビ静岡、
浜松市スポーツ推進委員連絡
協議会

＜主管＞
静岡 西部陸上競技協会

＜後援＞ 
浜松商工会議所、 

（公財）浜松・浜名湖ツーリズム
ビューロー、
浜松市教育委員会、
K-mix　ほか

お問い合わせ先：浜松シティマラソン実行委員会 事務局　
☎ 090・3839・9096

優秀賞に輝いた
山本さん（左）と
斉藤会頭

日時　2023 年 2 月 19 日（日）
種目　ハーフマラソン（日本陸連公認）
定員　5,000 人（予定）

1・2のいずれかをご選択ください
1 協賛金５万円以上（税別）のご協賛
2 自社商品（５万円分以上）を賞品としてご提供
※ ご協賛内容は、改めて調整させていただきます

■ 大会プログラムや大会メイン看板、
 大会ホームページに協賛社名を記載します。
■ 大会プログラム内に広告スペース
 （モノクロ 1/2 頁）を提供します。

2021 年度成績優秀者（佳良賞以上の方、敬称略）

優秀賞

特別賞

特別賞

佳良賞

日本生命

大同生命

大同生命

アクサ生命

山本好惠

酒井ふじ子

影山ちず子

堂尾明美

大会
概要

協賛
内容

協賛
特典
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おしらせ

赤い羽根共同募金への
ご協力のお願い

浜松市共同募金委員会 事務局

浜松市社会福祉協議会 総務課 ☎ 053・401・5294
中区・南区　浜松地区センター ☎ 053・453・0553
東区 東区事務所 ☎ 053・422・3737
西区　　 西地区センター ☎ 053・596・1730
北区　　　 北地区センター ☎ 053・527・2941
浜北区 浜北地区センター ☎ 053・586・4499
天竜区　 天竜地区センター ☎ 053・926・0322

　赤い羽根共同募金運動において、毎年あたたかいご
支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。皆さまから寄
せられる善意は、地域福祉の推進を図るために役立てら
れています。
　本年も 10 月 1日（土）から全国一斉に共同募金運動
が開始されました。新型コロナウイルスの感染の影響が
長引く中、経済活動の縮小、社会生活の自粛など、厳
しい状況下にありますが、だからこそ、お互いが助け合
い、支え合う共同募金活動が求められると考えます。つ
きましては、趣旨をご理解いただき、ご協力を賜ります
ようお願いいたします。なお、共同募金会への寄付は、
法人、個人ともに、税制上の優遇措置の対象となります。

浜松市税納税通知書などの
送付用封筒の広告主を募集します

　2023年度に発送する浜松市税納税通知書などの送

付用封筒へ広告掲載を希望する事業者を募集します。

1 浜松市財務部資産税課 ☎ 053・457・2629
shisanze@city.hamamatsu.shizuoka.jp

2～4 浜松市財務部市民税課　☎ 053・457・2162
shiminze@city.hamamatsu.shizuoka.jp

募集する封筒の種類
1 固定資産税・都市計画税　3 市民税・県民税（特別徴収）
2 市民税・県民税 4 軽自動車税（種別割）

募集対象
1
浜松市内に本社のある事業所の広告

2 4
浜松市内に本社または営業所などのある事業所の広告

3
浜松市内および市外に所在する浜松市の市・県民税
特別徴収義務者の事業所の広告

募集期間
2022 年 10 月14 日（金）～ 11 月11日（金）

広告主の決定方法
広告企画書にて掲載が可能と認められた事業者の中から、
希望購入金額の最も高い事業者の広告を掲載

募集の詳細・申請書類
浜松市ホームページ ▶ 手続き・くらし ▶ 税金 ▶
 税金インデックス ▶

「令和５年度納税通知書等送付用封筒の広告主募集」

◀詳細および申込書をダウンロードができます

封筒のイメージ
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2022 年度 東商検定検定試験 第 2 シーズンスケジュール

東京商工会議所 検定センター
☎ 050・3150・8559（10：00 ～ 18：00 ／土日・祝日・年末年始をのぞく）

検定試験名

実施級・クラス

申込期間

試験期間

BATIC
（国際会計検定）*

環境社会検定試験
（eco 検定）

福祉住環境
コーディネーター
検定試験

２・３級ー ー １級※ CBT のみ

11/11（金）〜 11/28（月） 12/4（日）

11/1（火）〜 11/10（木）10/5（水）〜 10/17（月）

※ CBT とは、全国各地のテストセンターに設置されたパソコンで受験する試験方式です
* BATIC は、2022 年度の実施をもって終了となります。詳細はウェブサイトをご覧ください

ＣＳＲ活動（社会貢献活動）に積極的に取り組む企業を表彰します

　浜松市では、市内でCSR活動に取り組む企業や事

業所を募集しています。表彰企業には市長表彰、調達

の優遇措置、市ホームページでの紹介など特典盛りだ

くさんです。ぜひ、ご応募ください。

浜松市 市民部 市民協働・地域政策課　☎ 053・457・2094
shiminkyodo@city.hamamatsu.shizuoka.jp

対象企業
浜松市内でＣＳＲ活動に取り組む企業または事業所

募集期間
2022 年 10 月14 日（金）まで（必着）

賞の種類
優秀賞・特別賞・市民協働奨励賞・入賞。
上記ほか、優秀賞を通算３回獲得した企業（事業所）を
マイスター団体として認定。

□ 申し込み方法
自薦の場合は申込書、
他薦の場合は推薦書と必要書類を直接または郵送で
市民協働・地域政策課
〒 430-8652 中区元城町 103-2  まで

応募要件（以下の要件を全て満たす必要があります）
1	浜松市内に所在する企業又は事業所
 （本社が浜松市内になくても可）
 ※社会貢献を主な目的とする企業などや社会福祉法人は除く。
 事業所単位での応募可

2	営利を目的とした者（企業組合を含む）または
	 法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）第 2条第 7号に
	 定める協同組合などであること

3	市税の滞納がないこと

4	市民税・県民税の特別徴収義務者指定を受けていること
	 （浜松市内に住む給与所得者を雇用している場合）

5	過去に同種の取り組みで本表彰を受賞していない
	 企業または事業所であること
 ※事業所（支店や営業所など）単位での応募が可能です。事業所が異なれ
 ば、同じ企業でも複数の事業所から申し込むことができます

 ※過去に本表彰を受賞した企業または事業所であっても、受賞した CSR
 活動と違う活動であれば応募することができます

浜松市ＣＳＲ活動表彰 検 索

◀詳細および申込書をダウンロードができます
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【CN推進事業者とは】太陽光発電、空調、断熱材、遮熱、ガラス・フィルム、LED、コンサルティング、省エネ診断などの製品や
サービスを提供する企業です。

カーボン
ニュートラル

対応
マッチングサイト

カーボンニュートラル促進のため、
CN 推進事業者と CN 対応希望事業者をつなげる

「カーボンニュートラル対応マッチングサイト」を開設しました！

　カーボンニュートラル対応マッチングサイトは、「カーボンニュートラルに

取り組みたいと考える企業（CN対応希望事業者）」と「カーボンニュートラ

ルの取り組みに必要な設備・サービスを提供できる企業（CN推進事業者）」

を浜松商工会議所が紹介・サポートするサービスです。

　CN推進事業者さま、CN対応希望事業者さまともに、ぜひご活用ください。
カーボンニュートラル対応

マッチングサイト▶

登 録 検 索

メリット

□	自社の概要や実績などをPRできる！

□	本サイト登録料は無料！

□	本サイトに伴うマッチイング手数料
	 も無料！

□	当商工会議所公式SNSによる
	 無料PRができる！

CN 推進事業者 会員限定

「CN の実績・対応事例を紹介」

メリット

□	自社の概要や実績などをPRできる！

□	本サイト登録料は無料！

□	本サイトに伴うマッチイング手数料
	 も無料！
□	当商工会議所公式SNSによる
	 無料PRができる！

CN 対応希望事業者

「CN に取り組みたい」
「外注先を探したい」

メリット

□	希望の商品・サービスを提供する
	 CN推進事業者を効率よく探すことが
	 できる

□	インターネットで気軽に検索し
	 事業者を選ぶことができる

□	施工・サービスの実績、事例を
	 確認することができる

会員
限定
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診断費用

カーボンニュートラル普及啓発事業（会報誌への取材協力）

（一財）省エネルギーセンターの省エネ最適化診断のご紹介

　浜松商工会議所（工業部会・商業部会）では、加速しつつある「カー

ボンニュートラル（脱炭素）」 への取り組みの一助として、事務所（ビル・

建物）・工場の省エネ診断を実施する際に、当商工会議所のホームペー

ジや広報誌などでご紹介させていただける事業所を募集しています。取

材・掲載のご協力には、お礼として取材協力費 1 万円 ( 税込 ) をお支払

いします。

　「省エネ最適化診断」とは、現状の建物・工場設備のエネルギー使用量・

CO₂ 排出量・費用を診断し、改善余地のある内容を省エネ・再エネに

よる削減効果を報告書にまとめ提案をしてくれるサービスです。

浜松商工会議所
「省エネ診断 紹介事業」の

概要・申込手続きは
右記よりご確認ください

1

2

▶

「省エネ最適化診断」の
詳細・申し込みはこちらから

shindan-net. jp   
▶

▲ビル版 ▲工場版

■ 診断報告書サンプル（ビル版）より抜粋 
※ 引用 ( 一財 ) エネルギーセンター ホームページより

省エネ・節電ポータルサイト「shindan-net.jp」にて、診
断の結果をまとめた報告書サンプル（抜粋）を紹介してい
ます。PDF がダウンロードできます。

10,450 円～ 23,100 円（税込）

診断内容

診断報告書サンプルの紹介

診断結果の説明
経営層やエネルギー管理者の方に、
提案内容や実施方法について丁寧に説明
□	提案内容による改善効果
	 （	エネルギー削減量、コスト削減額、CO₂ 削減量）
□	エネルギー管理に関するアドバイス

診断内容および提案項目
□	設備・機器の最適な使い方
□	温度、照度など設定値の適正化
□	高効率機器への更新
□	排熱などエネルギーロスの改善、有効利用
□	太陽光発電など再エネ設備導入提案

省エネ診断事業所　紹介事業　浜松 検 索

省エネ・節電ポータルサイト 検 索

診断報告書
サンプル PDF
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※掲載情報の詳細や取引に関しては、取引当事者間で直接連絡・交渉をお願いします。
（トラブルが生じた場合、当会議所では責任は負いません）

掲載事業所募集中！
会員事業所限定で１回のみ無料掲載できます。お申し込みは電話もしくはメールにて！

TEL 053-452-2861（重点プロジェクト推進室） 
webmaster@hamamatsu-cci.or.jp

皆さん専用のPRコーナー

H A M A M A T S U  M E M B E R ' S  B O A R D

掲載
無料

想いをカタチに
明るいまちを創造する

株式会社 Build East
沼津市足高322-36
TEL 055-928-5505　FAX 055-928-5507
E-mail webinfo@build-east.co. jp
https://bui ld-east.co. jp

動画とデザインの
広告代理店

倉光WORKSHOP
浜松市中区砂山町355-4 
ハマキョウレックス浜松駅南ビル4F
TEL 080-6967-3044
https://kuramitsu.biz/

あなたと多くの方を
つなげるデザインを

カスタネクトデザイン事務所
浜松市西区館山寺町2604-16
TEL 090-8480-5347
https://custonect.com
info@custonect.com

自家焙煎コーヒー豆の販売を
始めました

お家カフェ　きっさこ
浜松市中区和地山２-21-16
TEL 070-5035-0059
https://kissako. j imdosite.com

豆はオーガニックやフェアト
レードの物を使用しています。
苦みの少ない「きっさこ好み」
をベースとし、そこから自分好
みの味に焙煎にすることもでき
ます。また、当店の食事メ
ニューは無農薬や添加物の少
ないものを提供しています。入口にはスロープと手すりを設置し
ているほか、トイレも引き戸にし、車椅子や歩行補助具使用者
でも喫茶店を利用することができます。ワークショップやギャラ
リーなど、イベント会場として使用できる個室もあります。

“想いをカタチに明るいまちを
創造する”建設会社として平成
元年に創業し、今年１月に障が
い者・高齢者福祉施設建築専
門「FUQX IE _フクシエ」とオ
フィス工場倉庫店舗建築専門
「Work Boxしずおか」の２つ
の新ブランドを設立しました。今後もさらに高みを目指し、お客
さまに満足いただける企業へと成長してまいります｡

当事務所では、Webサイト制作
などのウェブデザインとチラシ制
作などのグラフィックデザインを
行っています。個人事務所だから
できる柔軟な対応と、ご相談か
ら納品までを当事務所で一貫し
て行うことで、ご要望に合わせた
オリジナルのデザインを制作します。デザインを通して、あなたと多
くの方をつなげるお手伝いをさせていただきたいと考えています。
ご相談・お見積もりは無料です。まずは、お気軽にご相談くださ
い！

2009年、神戸の映像制作会社
に従事。ホテルやレストラン、神
社仏閣において動画制作や撮
影、デザイン、電子機器の導入な
どを手掛ける。2022年に独立し
「動画とデザインの広告代理店
｜倉光WORKSHOP」を開業。「商品動画を作りたい」「撮影
を依頼したい」「看板を作りたい」「オンライン教室を始めた
い」など技術に関わる業務を一貫して行っています。定期的に
更新される方には定額プランもご用意しています。お気軽にご
相談ください。
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原島

コストコ

笠
井
街
道

R152
自動車

街通り

浜松いわた
信用金庫

東京靴
流通
センター

シャトレーゼ

ハンバーグ
レストラン
GOOD

BOOK
OFF

浜松経済人
いちおしの味

食の愉しみ

リレー連載 85店目

基準はうまくて、
そんなに高くないの２点だけ。
地元財界人が、通い慣れた店を
思い入れたっぷりにご紹介！

TEL.053-443-8892

立つエビフライは“映え”度も高い。ハンバーグ＆海老フライ2000円。サラダ・スープ・ライスをセットするとプラス550円

　グッドは実家から近く、父の創
業した会社で母や兄姉が一緒に仕
事をしていることもあり、家族で
来ることが多いですね。店が通り
から少し奥に入った場所にあるた
め、通りすがりでは見つけにくい
のですが、ハンバーグが絶品なの
でぜひ行ってみてください。
　看板メニューのハンバーグは、
黒毛和牛と那須高原豚を使用。開
店当初から店でミンチし、配合を

試行錯誤して黄金比率にたどり着
いたそうです。ふっくら焼き上
がって箸がスッと入るほどやわら
かく、肉汁とデミグラスソースが
混ざったコクのある味わいです。
　いちおしはハンバーグと海老フ
ライを組み合わせた一皿。ハン
バーグも200gとボリューミーで
すが、迫力のある大きな海老フラ
イがグッドの特長です。子どもや
お年寄りにも食べやすいように細

めのパン粉を使い、口にすると海
老の弾力とうま味がダイレクトに
伝わる贅沢な食べ応え。両親や姪
や甥っ子もこの組み合わせが好き
で、ペロリと食べちゃいます。
　他のハンバーグメニューはソー
スが選べて、フルーツを使ったオ
ニオンソースもさっぱりとしてお
すすめ。スタミナをつけたいとき
は、ハンバーグ＆ステーキの組み
合わせもあります。

私がお薦めします
株式会社 第一オートクリニック  井田友美子（旧姓 森下）
いだ ゆみこ
1982年浜松市生まれ。浜松開誠館高校卒業。
大学卒業後、料理教室を運営する会社に就職。
ベンチャー企業を経て2010年家業に入社。
トラックを主に車の車検・点検・修理・鈑金・
塗装などを行う。営業と事務を担当。趣味は
スポーツ観戦。

和牛×ブランド豚×ブラックタイガー
最強の組み合わせで大人を魅了

ハンバーグ
レストラン
GOOD（グッド）の

ハンバーグ＆
海老フライ

浜松市東区原島町293-3
11：00～14：00
17：00～22：00 売り切れ次第終了
木・第3水曜休
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