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中小企業にとっての

カーボンニュートラル
スズキ株式会社

省エネルギーセンター
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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。



テナント

テナント

給湯室

EV

EV 非常階段

E.P.S

女子WC

男子WC

固定ホワイトボード パーテーション

非常階段

E.P.S

（定員：63名）（定員：54名） B会議室

A会議室
（定員：30名）

C会議室

B+C会議室（定員：126名）

A会議室

B会議室

B＋C会議室

付帯設備ほか
マイク、移動式ホワイトボード、移動式映写
スクリーン、映像モニター50インチ（B会議室）、
プロジェクター、ビデオモニター・DVDセット、
白布、簡易舞台、パーテーション、会場セッ
ティング料金、駐車場サービス料金　※その他、
無料設備もあります（申し込み先着順）

例／10階 A会議室 9：00～12：00

使用料

6,600円～会員
料金

非会員料金
8,800円～

利用可能な会議室
●1階／101会議室 （定員：40名）
●10階／A・B・C会議室 （定員：下記参照）

10
階 

会
議
室
レ
イ
ア
ウ
ト

お申し込み・お問い合わせ 浜松商工会議所  総務管理課　TEL 053-452-1111　浜松市中区東伊場2-7-1

詳しくは当所ホームページを
ご覧ください

浜松商工会議所  施設紹介

最上階からの眺望もすばらしい、明るくゆったりとした貸会議室です。
コロナ禍での行動制限が徐々に緩和されるなか、小人数のミーティングから
100名程度の研修・セミナー・展示・販売会まで幅広くご利用いただけます。

浜
松
商
工
会
議
所
会
館
の
貸
会
議
室
を
ご
活
用
く
だ
さ
い



早わかり動画配信中
プラタナス共済

【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

この機会にぜひ加入・増口をご検討ください

プラタナス共済とは会員事業所の５社に１社が加入している共済制度です
「災害保障特約付団体定期保険」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

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

プラタナス共済「おかげさまで50周年！キャンペーン」

おかげさまで50周年！

全額
必要経費

個人事業は
従業員分のみ

新規加入70歳
継続75歳

プラタナス共済の2021年度
配当率が確定しました

45.1%

プラタナス共済制度は1年ごとに収支
計算を行い、剰余が生じたときは配当

金として加入者に還元しています。このたび、2021年度（計
算期間2021年4月1日～2022年3月31日）の配当率が
45.1%に確定しました。
加入者全体の掛金総額に対してお支払いした保険金が少な
ければ配当金（配当率）が高くなります。
この配当により、プラタナス共済は加入者の実質負担を軽
減することができます。ぜひこの機会に加入をご検討ください。

配当金とは

もれなくギフトをプレゼント！

6/20 8/15 まで

プラタナス共済に新規加入した事業所
プラタナス共済に５口以上追加・増口した事業所

1

2
条 

件

P R E S E N T

定年延長に
対応

※画像はイメージです

薬用ハンド
ソープ

清潔習慣
で健康経

営！

除菌グッズ
セット

だ よ り
共済
夏号
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排出する量

現在 温室効

カーボンニュートラルとは、温室効果
ガスの排出量と吸収量を均衡させるこ
と。二酸化炭素などの温室効果ガスの
〈排出量〉から、植林や森林管理など
による〈吸収量〉を差し引いて、温室
効果ガスの排出を「全体として（合計
で）実質的にゼロにする」という意味。

吸収・除去する量排出する量

温室効果ガス
ゼロ

そもそも、
カーボンニュートラルとは

CO2+

　2020年10月、政府は「2050年ま
でに温室効果ガスの排出を全体として
ゼロにする」カーボンニュートラルを目
指すことを宣言した。大企業では取り
組みが進んでいるものの、多くの中小
企業ではまだまだこれから。必要性を
感じてはいても「何をすればいいのか分
からない」「費用がかかる」「取引先から
の要請がない」などの理由から、腰の重
い事業主も多いのではないだろうか。
今号では、脱炭素社会を目指す上で、
われわれ中小企業がすべきこと、できる
ことについて取材した。

カーボ
ンニュ

ートラル

特 

集
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1 2 は
中小企業単独で
取り組みが可能

使用するエネルギーを
再生可能エネルギーに

切り替える

2
エネルギーの
使用量を削減する
▶P8-9参照

1
CO２を吸収・除去する
取り組みを行う
（例：植林、貯留）

3
カーボンニュートラル実現のポイントカーボンニュートラル実現のポイント

資金調達法の
拡大

取引先からの
信頼性向上

SDGsの
達成

地球環境に
貢献

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
取
り
組
む
メ
リ
ッ
ト

など

吸収・除去する量

排出する量

削減された排出量

BIO

2050年果ガス

植林や森林管理、
CO2を地中に埋めることなどを通じて

グローバルに展開する企業を中心に「カーボンニュートラル」への取り組みが急速に進む。
今後は中小企業においても、取り組みの広がりが期待されている。

CO2 0+-
ゼロ
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　　　　府が「2050年カーボン
　　　　ニュートラルの実現」を
宣言したことを受けて、日本の自
動車業界も、EV、HV、PHV、FCV
など多様な次世代自動車の開発に
乗り出し、CO₂の排出量抑制に取
り組んでいる。
　次世代自動車は、走行中こそ
CO₂を出さないが、製造する過程
でCO₂を排出してしまう。車を
造るとき、運ぶとき、廃棄するとき、
リサイクルするときの全てのライ
フサイクルでCO₂の排出を減ら
さなければ、カーボンニュートラ
ルは達成できない。そこで、LCA
（ライフサイクルアセスメント）※

という手法を用いた環境負荷の軽
減が求められるようになってきた。
　もう１つ、カーボンニュートラ
ル達成に向けて欠かせないのが、
太陽光や風力など自然界に存在す
る再エネ（再生可能エネルギー）だ。
永続的に利用でき、CO₂を排出し
ないので、重要な脱炭素エネル
ギーとなる。ところが、日本の電
気は75％がCO₂排出量の多い火
力発電に頼っており、再エネは

20％弱にとどまっている。これ
に対して欧州では、電力における
再エネの割合が日本・米国・中国
などと比べて高く、CO₂排出量の
少ない電力で生産し、EVも多く
開発されている。
　いま、日本で生産されている車
は年間およそ800万台で、そのう
ち半分を海外に輸出している。も
し、日本の再エネ割合が増えなけ
れば、製造時のCO₂排出量が多
い日本車は、海外で販売できなく
なる可能性もある。そうなると、
日本の自動車業界に従事する550
万人のうち、約100万人が失業す
る恐れも。それを回避するために
も、再エネを増やしながら次世代
自動車を造ることによって、新た
な雇用機会を創り出す必要がある。

　スズキは中長期目標として「ス
ズキ環境ビジョン2050」を制定
した。これはCO₂削減を目指し、
気候変動を中心に大気保全・水資
源保全・資源循環というテーマに

サプライチェーン
全体で取り組む

関して、2050年に向けて取り組
むべきチャレンジ目標を掲げたも
の。気候変動は金融不安につなが
るため、投資家にとって特に関心
が高い。それゆえサプライチェー
ン全体で製造時のCO₂抑制に取
り組まないと、製品の競争力を失
いかねない。
　同社では、2025年までに走行
時のCO₂排出を抑えるための電
動化技術開発を積極的に進める。
それと同時に、製造時のCO₂低
減のための省エネ技術の開発に取
り組み、浜松工場をモデルに
2050年のCO₂排出量ゼロを目指
していくという。
　エネルギー転換の取り組みとし
ては、金型を加熱する際、LPガ
スバーナーを遠赤外線ヒーターに
変更した。これによりエネルギー
使用量を54％削減、加熱時間を
50％短縮、温度ムラが半分に抑
制され、不良率も改善された。こ
の取り組みが評価され、2020年
度の「省エネルギーセンター会長
賞」を受賞した。
　また、工場・事業所のエネルギー
使用量の見える化を推進。電気使
用量をデジタルで計測できるス
マートメーターを使い、待機電力
の削減を図る。さらに、LED照明

への切り替え、建物の断熱の見直
し、空調の自動制御システム導入、
コンプレッサーのエア漏れ点検な
ども行っている。
　再エネへの取り組みとしては、
牧之原に20メガワットの太陽光
発電施設を設け、2020年度はイ
ンドでの太陽光発電と合わせて２
万9000トンのCO₂削減を実現。
さらに2021年度にはインド工場
の太陽光発電設備を20メガワッ
ト拡張し、発電出力を26.3メガ
ワットに拡大することでグローバ
ルにCO₂削減活動を展開している。
　CO₂吸収への取り組みにも積極
的で、北海道上川郡下川町のテス
トコース敷地に含まれる300ヘク
タールの森林資源を保護。これに
より年間約1500トンのCO₂を吸
収する。同社は船外機も扱ってお

政

●浜松市南区高塚町　https://www.suzuki.co.jp

豊橋市出身。1988年入社以来、技術者として主に軽量化技術開
発に携わってきた。2016年から環境に関する部署に異動し、現
在は車両の型式認証の仕事がメイン。省エネ法、リサイクル法を
はじめ、さまざまな法規ビジネスのスペシャリストとして活躍中。

法規認証部長 黒田明浩
スズキ株式会社

り、アマモやサンゴ、コンブといっ
た海洋植物やマングローブ林によ
るCO₂吸収も促進していく。

　LCAでカーボンニュートラル
を考えた場合、サプライヤーの協
力は欠かせない。しかし、関心は
あっても、何をどうすればいいの
か分からないという中小企業も多
いのではないだろうか。「まずは、
現状の燃料や電気の使用量を把握
することから始めましょう」と法
規認証部長の黒田明浩氏。それか
ら、省エネ・エネ転・再エネ・電
化へと徐々に進めていくのが理想
的で、次世代自動車センター浜松
や商工会議所にも相談してほしい
と呼び掛けている。
　欧州は2035年までにEVの販

売比率100％を目指すと宣言して
いる。輸出が多い日本の自動車
メーカーが欧州で生き残るために
は、サプライヤーを含む生産の脱
炭素化を進め、コストとのバラン
スを考えながら国際競争力の高い
製品を造る必要がある。
　黒田氏はこう続ける。「2050年
カーボンニュートラルのためには、
2030年がターニングポイントに
なります。2030年である程度達
成していないと、車の寿命と入れ
替わりから考えて難しい。そのた
めには、今から動かないと間に合
いません。だからこそLCAで考え、
サプライチェーンと連携して取り
組まなければならないのです」
　カーボンニュートラルをピンチ
と考えるか、チャンスと捉えるか。
性能・品質が同じならCO₂削減
に取り組んでいる企業が選ばれる
時代がもうすでに始まっている。
製造時のCO₂削減活動が、省エ
ネによるコスト削減につながり、
収益向上に貢献する。そして、カー
ボンニュートラルの実現への努力
が製品の品質を高めていく。
　各企業および産業全体での取り
組みが、いま求められている。※LCA（Life Cycle Assessment：ライフサイクルアセ

スメント）……商品やサービスの原料調達から廃棄、
リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して
の環境負荷を定量的に算定する手法

サプライチェーンと連携して
全段階のCO2排出ゼロを目指す

2050年カーボンニュートラルに向けて

これまで浜松経済を牽引してきた自動車産業。そこに携わる地域の事業者に、カーボンニュートラルの潮流はどのように
及ぶのだろうか。スズキ株式会社の環境法規担当者に同社の取り組みを尋ね、サプライヤーへのアドバイスを伺った。
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スコープ1

スコープ2

スコープ3（上流） スコープ3（下流）

原料調達→部品製造→車両製造→車両走行→廃棄に至るまで、全ての段階で発生するCO₂を、燃料製造時や物流も含めてゼロにする必要がある
従業員の通勤や出張の際に排出されるCO₂までもが該当する

製品ライフサイクル全体でのCO₂排出ゼロを目指す
サプライヤーも要対応 メーカー

火
力

発
電

部品製造原材料 車両製造 車両走行 廃棄

燃料
発電

CO2 CO2 CO2 CO2CO2

燃料の使用や工業プロセスによる CO₂直接排出
購入した電気・熱に伴うCO₂間接排出
製品の物流・販売・使用・廃棄等による CO₂間接排出

スコープ1
スコープ2
スコープ3

サプライチェーンのCO₂排出量
＝３つのスコープ排出量の総和

スズキが掲げる中長期目標（スズキ環境ビジョン2050）

スズキ製品から排出するCO₂ スズキが事業活動から排出するCO₂

※一般的な乗用車の走行時CO₂を100とした場合の相対値。スズキ調べ

販売台数あたりCO₂排出量

スズキの基準ライン（2016年比）

20302016 2050

100

▲45%▲45% ▲80%▲80%

▲40%▲40% ▲90%▲90%

走行時CO₂

スズキの基準ライン（2010年比）

20302010 2050

スズキ乗用車の平均 78※ 
乗用車の平均 100

　　　　府が「2050年カーボン
　　　　ニュートラルの実現」を
宣言したことを受けて、日本の自
動車業界も、EV、HV、PHV、FCV
など多様な次世代自動車の開発に
乗り出し、CO₂の排出量抑制に取
り組んでいる。
　次世代自動車は、走行中こそ
CO₂を出さないが、製造する過程
でCO₂を排出してしまう。車を
造るとき、運ぶとき、廃棄するとき、
リサイクルするときの全てのライ
フサイクルでCO₂の排出を減ら
さなければ、カーボンニュートラ
ルは達成できない。そこで、LCA
（ライフサイクルアセスメント）※

という手法を用いた環境負荷の軽
減が求められるようになってきた。
　もう１つ、カーボンニュートラ
ル達成に向けて欠かせないのが、
太陽光や風力など自然界に存在す
る再エネ（再生可能エネルギー）だ。
永続的に利用でき、CO₂を排出し
ないので、重要な脱炭素エネル
ギーとなる。ところが、日本の電
気は75％がCO₂排出量の多い火
力発電に頼っており、再エネは

20％弱にとどまっている。これ
に対して欧州では、電力における
再エネの割合が日本・米国・中国
などと比べて高く、CO₂排出量の
少ない電力で生産し、EVも多く
開発されている。
　いま、日本で生産されている車
は年間およそ800万台で、そのう
ち半分を海外に輸出している。も
し、日本の再エネ割合が増えなけ
れば、製造時のCO₂排出量が多
い日本車は、海外で販売できなく
なる可能性もある。そうなると、
日本の自動車業界に従事する550
万人のうち、約100万人が失業す
る恐れも。それを回避するために
も、再エネを増やしながら次世代
自動車を造ることによって、新た
な雇用機会を創り出す必要がある。

　スズキは中長期目標として「ス
ズキ環境ビジョン2050」を制定
した。これはCO₂削減を目指し、
気候変動を中心に大気保全・水資
源保全・資源循環というテーマに

まずは現状を知ることから

関して、2050年に向けて取り組
むべきチャレンジ目標を掲げたも
の。気候変動は金融不安につなが
るため、投資家にとって特に関心
が高い。それゆえサプライチェー
ン全体で製造時のCO₂抑制に取
り組まないと、製品の競争力を失
いかねない。
　同社では、2025年までに走行
時のCO₂排出を抑えるための電
動化技術開発を積極的に進める。
それと同時に、製造時のCO₂低
減のための省エネ技術の開発に取
り組み、浜松工場をモデルに
2050年のCO₂排出量ゼロを目指
していくという。
　エネルギー転換の取り組みとし
ては、金型を加熱する際、LPガ
スバーナーを遠赤外線ヒーターに
変更した。これによりエネルギー
使用量を54％削減、加熱時間を
50％短縮、温度ムラが半分に抑
制され、不良率も改善された。こ
の取り組みが評価され、2020年
度の「省エネルギーセンター会長
賞」を受賞した。
　また、工場・事業所のエネルギー
使用量の見える化を推進。電気使
用量をデジタルで計測できるス
マートメーターを使い、待機電力
の削減を図る。さらに、LED照明

への切り替え、建物の断熱の見直
し、空調の自動制御システム導入、
コンプレッサーのエア漏れ点検な
ども行っている。
　再エネへの取り組みとしては、
牧之原に20メガワットの太陽光
発電施設を設け、2020年度はイ
ンドでの太陽光発電と合わせて２
万9000トンのCO₂削減を実現。
さらに2021年度にはインド工場
の太陽光発電設備を20メガワッ
ト拡張し、発電出力を26.3メガ
ワットに拡大することでグローバ
ルにCO₂削減活動を展開している。
　CO₂吸収への取り組みにも積極
的で、北海道上川郡下川町のテス
トコース敷地に含まれる300ヘク
タールの森林資源を保護。これに
より年間約1500トンのCO₂を吸
収する。同社は船外機も扱ってお

り、アマモやサンゴ、コンブといっ
た海洋植物やマングローブ林によ
るCO₂吸収も促進していく。

　LCAでカーボンニュートラル
を考えた場合、サプライヤーの協
力は欠かせない。しかし、関心は
あっても、何をどうすればいいの
か分からないという中小企業も多
いのではないだろうか。「まずは、
現状の燃料や電気の使用量を把握
することから始めましょう」と法
規認証部長の黒田明浩氏。それか
ら、省エネ・エネ転・再エネ・電
化へと徐々に進めていくのが理想
的で、次世代自動車センター浜松
や商工会議所にも相談してほしい
と呼び掛けている。
　欧州は2035年までにEVの販

売比率100％を目指すと宣言して
いる。輸出が多い日本の自動車
メーカーが欧州で生き残るために
は、サプライヤーを含む生産の脱
炭素化を進め、コストとのバラン
スを考えながら国際競争力の高い
製品を造る必要がある。
　黒田氏はこう続ける。「2050年
カーボンニュートラルのためには、
2030年がターニングポイントに
なります。2030年である程度達
成していないと、車の寿命と入れ
替わりから考えて難しい。そのた
めには、今から動かないと間に合
いません。だからこそLCAで考え、
サプライチェーンと連携して取り
組まなければならないのです」
　カーボンニュートラルをピンチ
と考えるか、チャンスと捉えるか。
性能・品質が同じならCO₂削減
に取り組んでいる企業が選ばれる
時代がもうすでに始まっている。
製造時のCO₂削減活動が、省エ
ネによるコスト削減につながり、
収益向上に貢献する。そして、カー
ボンニュートラルの実現への努力
が製品の品質を高めていく。
　各企業および産業全体での取り
組みが、いま求められている。
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エネルギー削減ポテンシャルは
年間で約244万円となりました
（削減率：約11.7％）

エネルギーの
見える化

計測・記録

PDCA
管理サイクル 運転管理

管理体制

保守・管理

貴施設の平均点は3.5でBランクです
分布の上位 20～40％圏内

削減量内訳：原油換算量（kL）

年
間
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
状
況
と
削
減
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

※ 費用は用水を含む

現状

原油換算量（kL）

CO₂排出量（t-CO₂）
費用※（千円）

削減量 削減率

226.1
357

20,936

29.0
45.7
2,443

12.8%
12.8%
11.7%

Ⅰ

電気

投資区分 Ⅱ Ⅲ 合計

18.8 1.1 29.09.1

運用にて実施可能な提案
投資回収年数が５年以下の提案
投資回収年数が５年を超える提案

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

投資区分

エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
状
況

現状把握が省エネの第一歩
省エネ診断、受けてみた

このたび当商工会議所会館では、
省エネ最適化診断を受診した。受診はほぼ１日がかりで、
午前は、事前データや準備資料を基にした
日々の運用管理状況のヒアリング。
午後は、現場で実際の設備や使用状況の確認。
約１カ月後に届いた報告書には、診断結果だけでなく、
具体的な省エネ改善提案がまとめられていた。

エネルギー使用合理化専門員
省エネルギーセンター（東海支部）

一般事務所

浜松商工会議所会館　　　　　

令和 4 年 6 月７日（火曜日）

省エネ最適化診断
実施報告

診断者

用途

診断先名

診断日

省エネルギー診断結果～総括～公開

省エネ最適化診断では、空調システム
の設定温度や運用方法、外気導入量な
どを中心に診断が行われた。また、そ
れ以外の設備でも、温水装置の設定
温度の緩和や、不要照明の間引きなど
の具体的な省エネ手法の提案があった
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省エネ効果の大きい
LED照明器具への
切り替えは完璧でした

ナイス！

冬期の空調機の起動タイミングを段階的にすることで20キロワット程度のピーク電力抑制が可能となります。参考提案

空調（エアハン）用モーターの高効率化8

日中の窓際照明の消灯（スイッチ回路分割）6

電気式温水器の設定温度変更5

空調機立ち上げ時の外気導入ダンパー閉止3

冷房時設定温度の緩和2

昨今のコロナ禍の影響で外気導入ダンパーを全開にし
て連続稼働しています。室内CO₂濃度は高くないため、
ダンパー開度を絞ることによって空調負荷を低減させ、
空調機の必要電力量を削減します。

外気導入ダンパー開度変更1

リモコンで設定温度（５段階）を変更できますが、ほとん
どの便座が３～５で使用しています。設定温度を緩和さ
せ、夜間の施設閉館時にはタイマー機能でヒーターをオ
フにすることで消費電力を低減させます。

温水便座の設定温度緩和4

貴事業所の建屋屋上は日射条件も良く、太陽電池アレイ
を設置するスペースがありますので、太陽光発電設備の
導入を提案します。余剰分は売電できます。※

太陽光発電設備導入 自家消費7

投資
区分 改善提案

原油換算

削減量（kL） 削減率（%）

削減額
（千円）

投資額
（千円）

回収年
（年）

合　計

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

29.0

2.4

6.7

1.1

0.5

1.2

1.9

5.3

9.9

12.8

1.1

3.0

0.5

0.2

0.5

0.8

2.3

4.4

2,443

202

564

95

39

98

164

444

837

7,420

1,800

5,170

450

8.9

9.2

4.7

※売電分効果：電力量276kWh、金額：３千円　自家消費＋売電効果額合計：567千円、回収年数：9.1年

東京都港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング 
TEL 03-5439-9732　https://www.eccj.or.jp
受付時間 10:00 ～ 12:00/13:00 ～ 17:00（土日祝を除く）

一般財団法人 省エネルギーセンター 省エネ診断事務局

「徹底した省エネ」を徹底サポート費用ゼロでコスト削減できる省エネ改善提案

ムダの見える化

脱炭素化へ向けた各種アドバイス

国の省エネ設備補助金の加点評価の対象に

レッツトライ！ 省エネ最適化診断

空調機が使用するエネルギー量が大きい施設となり
ますので、換気量や設定温度（特に冷房時）の見直
しを行うことによって、空調機の電力使用量を削減
することができます。投資の要らない案件は、今日
すぐにでもできます。優先して実施してください。

省エネルギー
改善提案

投資0円

投資回収期間
５年超

投資回収期間
５年以下

年間削減額
158万円約

今すぐできる

年間削減
CO₂量

29.6ト
ン
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静岡県産業振興財団
診断助言登録専門家 

エネルギー管理士 川瀬幸嗣

●月別のエネルギー使用量をグラフ化し、使用量が多い月の原因を究明し対策する
●時間別の電力使用量をグラフ化し、使用量が多い時間帯の原因を究明し対策する
　また、設備稼働時間をずらしてピークシフトができるか検討する

エネルギーの見える化

●エアコン室内機のフィルターを清掃する
●エアコン室外機の風の流れを良くする
●冷房時はエアコン屋外機に直射日光が当たらないようにする（冬の暖房時は日光が当たるようにする）
●冷蔵庫の側面に物を貼り付けない。側面と壁との隙間をつくる

熱交換効率の向上

●タイマー機能を活用して
終業時間15分前にエアコ
ンを自動停止

余熱の利用
●ブラインドを活用し、窓との間に空気を閉じ
込めて断熱層をつくる（羽根を水平にして、
外の光を取り入れる状態でも断熱効果あり）

熱の出入りを少なくする

●スイッチ付きテーブルタップの活用
（パソコン・OA機器）
●使わない期間はブレーカーを落とす 
またはコンセントを抜く（エアコン）

待機電力削減
●タイマー式照明器具
の点灯・消灯時間を
季節ごとに調節する

無駄な点灯の防止

●コンプレッサーのエア漏れの
点検・防止、フィルター清掃

電力削減・効率向上
●トイレの暖房便座の
フタを閉じる

放熱抑制

残業せずに
帰りましょう！

東京都庁でも
実践中

エアコン内の冷媒を
ヒーターで常に温め中

日照時間は
夏と冬とで
大きく異なる

電力・ガス会社などから
使用量のデータをもらう。
グラフ化するサービスが
あれば利用する

夏前、冬前の
年２回のフィルター清掃

ホースや
配管箇所が
要チェック

こういう所まで
徹底的に！

円でできる省エネ・節約指南
ゼロ 今すぐ、コツコツと！

大きな変化は小さな改善の積み重ね。
聞くところによると、大きな企業ほど省エネの意識が高いという。
それならばと、中小企業が今日からできる省エネ実践ポイントを
エネルギー管理士の方にアドバイスしていただいた。
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静岡県・浜松市・浜松商工会議所の

補助金2
温室効果ガス排出量診断、
空調等配管のエア漏れ点検等

照明LED化、
照明の人感センサー取り付け等

老朽化した空調機の更新、
省エネ機器の導入等

全産業の市内中小事業者
および個人事業主

上限：20万円

上限：50万円

上限：200万円

CO₂ 排出量等の見える化支援

LED 等導入支援

設備更新・省エネ機器導入支援

10/10

10/10

2/3

対象事業項　目 補助率 補助額 補助対象者

９月上旬以降（予定）募集開始

浜松市
中小事業者等グリーントランスフォーメーション支援事業

問い合わせ先／浜松市 産業部 産業振興課　TEL 053-457-2044

省エネ／カーボンニュートラル対策支援
脱炭素化の施策は地域レベルでも推し進められている。
企業にとって、省エネはコスト削減に直結するというメリットがあり、
既存業務の延長線上ですぐに始められる取り組みだ。しかも、その効果は何年も続く。
多少の投資を必要とする場合は、自治体や公的機関による支援が受けられる。
ぜひ上手に活用して、CO₂とコストを同時に削減という一挙両得を実現させたい。

補助金1
省エネ効果５％以上の

省エネルギー設備・機器の更新
中小企業・個人事業主・
組合・各種法人等

上限：200万円
（下限：20万円）省エネ設備の導入支援 1/3

対象事業項　目 補助率 補助額 補助対象者

12月28日まで募集期間

静岡県
中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金

問い合わせ先／一般社団法人 静岡県環境資源協会　Eメール：sizhojo@siz-kankyou.or.jp

3

浜松商工会議所ホームページ［お知らせ］＞［カーボンニュートラル普及啓発事業］から申し込む

掲載モデルとなっていただきたい事業所に浜松商工会議所からご案内　※業種、影響力などさまざまな観点から選定

省エネ診断事業を行っている「（一財）省エネルギーセンター」に、事業所が自ら診断を申し込む

診断日が決まったら、浜松商工会議所に連絡をする【 工業振興課 カーボンニュートラル担当　TEL 053-452-1116 】

診断日当日・報告会後に浜松商工会議所の取材が入ります

浜松商工会議所ホームページ・会報誌等に掲載後、１カ月以内に取材協力費１万円（税込）振り込み

1
2
3
4
5
6

浜松商工会議所では、カーボンニュートラルの普及啓発のため、
省エネ診断結果等の掲載（当所広報誌・ホームページ等）にご協力いただける
企業・団体に取材協力費１万円（税込）をお支払いします。

浜松商工会議所
カーボンニュートラル普及啓発事業

問い合わせ先／浜松商工会議所 工業振興課　TEL 053-452-1116

【流れ】
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　　　　本工業では、2020年に
　　　　国本賢治氏が父親から社
長職を継いだのを機に、先行的に
カーボンニュートラル化に着手し
た。国本氏は、同社に入社する前
に自動車部品メーカーのイギリス
支社で働いていたことがあり、現
地の関係者から、「ヨーロッパで
はカーボンニュートラルを達成し
ていないと取引停止にもなりかね
ない状況だ」と聞き、早々に行動
を起こしたという。

　同社ではカーボンニュートラル
の達成に向け、主に２つの取り組
みを開始した。１つ目は今年１月、
製造過程で使用する電力を水力発
電による再生可能エネルギーに
100％置き換えたことだ。
　これにより関東経済産業局が目
標に定めるスコープ１・２※は
100%クリア。しかし、再生可能
エネルギーは、通常の電力に比べ
て相対的に料金が高い。そこで、
高くなる分を賄うために始めたの
が、社内の改善提案制度だ。実は
この取り組みが、再生可能エネル
ギー料金の割高分を捻出する以上

再生可能エネルギーの導入と
社内の改善提案の徹底

の効果をもたらした。
　この制度では、全従業員が必ず
半期に１件以上の改善提案をしな
くてはならない。そして、改善提
案によって作業動線の短縮や作業
時間の短縮を実現できたら、「１
歩・１秒・１円」を基準とした改
善効果額に応じて、提案者に規定
の報酬が与えられる仕組みとなっ
ている。
　改善効果額はもちろん目安的な
数値ではあるが、こうして効果を
「見える化」することで、従業員
のモチベーションが向上する。ま
してや提案に対する報酬も得られ

るとあって、昨年の開始以降、改
善効果額は次第に上昇。再生可能
エネルギーの割高分と、従業員へ
の報酬額を差し引いても、１年目
から想定以上の効果を達成できた。
　「この取り組みのおかげで従業
員のカーボンニュートラルに対す
る意識が高まるとともに、社内の
コミュニケーションも活発化し、
風通しの良い職場になりました」
と国本氏は語る。

　２つ目の大きな取り組みとして、
工場に太陽光発電を導入。使用電
力の19％を自家発電で賄い、日
照時間が長い時期には30％を上
回ることも。肝心のCO₂排出量は、
年間で240トン相当を削減できた。
　同時に生産技術面の改善活動に
も着手。工場内の設備のコンパク
ト化と新技術の導入により、不良
率と従事者の数を削減した。結果
的に従業員が通勤時に排出する
CO₂の削減にもつながっている。
　また、先代社長の時代から、ア
ルミ製のターボ関連部品を鉄製に
変更するといった材料置換を取引
先メーカーに提案してきた。同社
が有する高度なパイプ加工技術に
より軽量化・小型化を実現。実は
こうした取り組みもCO₂削減に
貢献している。材料に鉄を用いた

※スコープ1・2・3……国際的な温室効果ガス排出量の算定・報告の基準である「温室効果ガス（GHG）プロトコル」の中で設けられている排出量の区分。温室効果ガスの
排出のされ方や排出者などによって、「スコープ1（直接排出量）」「スコープ2（間接排出量）」「スコープ3（そのほかの排出量）」の3つの区分に分けられている（P7参照）

国

方が、アルミより製造時のCO₂の
排出量が少ないためだ。
　同様に、エンジンのエキマニパ
イプを製造する際には、ベンダー
曲げでなく、同社が得意とするプ
レス曲げに変更。ベンダー曲げで
はパイプを固定するために径の約
1.5倍のつかみしろが必要だが、
プレス曲げでは不要なので歩留ま

りが向上。材料が減る分、結果と
してCO₂の排出量も低減する。
　こうした多様な取り組みにより
CO₂の排出量を大幅に削減。同時
に、会社も従業員とWin-Winの
関係を構築できた。今後は材料や
物流などにおけるCO₂削減も視
野に入れて、さらなるカーボン
ニュートラル化を目指す。●浜松市浜北区染地台

https://www.kunimotokogyo.co.jp

1970年の創業。自動車部品（パイプ加工品）の製造、
金型の設計・製作等を手掛ける。2001年に世界初
のプレス金型による極小曲げ工法を開発。2005年
にはパイプ材からの一体加工による高度な部品製
造技術が認められ、トヨタ自動車との取引を開始。
同社のパイプ成形技術による燃焼式ヒーター排気
パイプは、国立科学博物館にも展示されている。

代表取締役社長 国本賢治

自動車のパイプ加工部品の製造等

国本工業株式会社

メーカーも目を見張る
カーボンニュートラル化を実現

社内の地道な改善活動が成果を後押し！

カーボンニュートラル化を積極的に推進する国本工業株式会社では、
取引先メーカーがＣＯ₂排出量の前年比３％削減を求めるのに対して、それをはるかに上回る実績を達成した。
では、どのようにしてそれ程までの成果を上げられたのか。同社の取り組みを探った。

カーボンニュートラル取組企業事例
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国本工業のカーボンニュートラルの取り組み
【 同社が製造過程で排出するCO₂量…1267トン／年 】

自社発電による
購入電力の削減

生産で発生する
CO₂削減

設備・仕様・材料に踏み込んだ改善

再生可能
エネルギ－の活用

審査コメント

費用対効果額

改善投資額

効果額

改善後

改善前

改善提案用紙 A票

許可印評
価

解決策
社内に改善提案制度を立ち上げ、
それによる改善効果額で
再生可能エネルギーの購入費用を捻出

課 題 再生可能エネルギーは
従来エネルギーよりも割高

社員は半期に最低１件、改善提案を提出
改善提案の効果額に対して社員に報酬が支払われる
１歩・１秒＝１円で算出

※様式は右記参照

　　　　本工業では、2020年に
　　　　国本賢治氏が父親から社
長職を継いだのを機に、先行的に
カーボンニュートラル化に着手し
た。国本氏は、同社に入社する前
に自動車部品メーカーのイギリス
支社で働いていたことがあり、現
地の関係者から、「ヨーロッパで
はカーボンニュートラルを達成し
ていないと取引停止にもなりかね
ない状況だ」と聞き、早々に行動
を起こしたという。

　同社ではカーボンニュートラル
の達成に向け、主に２つの取り組
みを開始した。１つ目は今年１月、
製造過程で使用する電力を水力発
電による再生可能エネルギーに
100％置き換えたことだ。
　これにより関東経済産業局が目
標に定めるスコープ１・２※は
100%クリア。しかし、再生可能
エネルギーは、通常の電力に比べ
て相対的に料金が高い。そこで、
高くなる分を賄うために始めたの
が、社内の改善提案制度だ。実は
この取り組みが、再生可能エネル
ギー料金の割高分を捻出する以上

自社発電と生産面での改善

の効果をもたらした。
　この制度では、全従業員が必ず
半期に１件以上の改善提案をしな
くてはならない。そして、改善提
案によって作業動線の短縮や作業
時間の短縮を実現できたら、「１
歩・１秒・１円」を基準とした改
善効果額に応じて、提案者に規定
の報酬が与えられる仕組みとなっ
ている。
　改善効果額はもちろん目安的な
数値ではあるが、こうして効果を
「見える化」することで、従業員
のモチベーションが向上する。ま
してや提案に対する報酬も得られ

るとあって、昨年の開始以降、改
善効果額は次第に上昇。再生可能
エネルギーの割高分と、従業員へ
の報酬額を差し引いても、１年目
から想定以上の効果を達成できた。
　「この取り組みのおかげで従業
員のカーボンニュートラルに対す
る意識が高まるとともに、社内の
コミュニケーションも活発化し、
風通しの良い職場になりました」
と国本氏は語る。

　２つ目の大きな取り組みとして、
工場に太陽光発電を導入。使用電
力の19％を自家発電で賄い、日
照時間が長い時期には30％を上
回ることも。肝心のCO₂排出量は、
年間で240トン相当を削減できた。
　同時に生産技術面の改善活動に
も着手。工場内の設備のコンパク
ト化と新技術の導入により、不良
率と従事者の数を削減した。結果
的に従業員が通勤時に排出する
CO₂の削減にもつながっている。
　また、先代社長の時代から、ア
ルミ製のターボ関連部品を鉄製に
変更するといった材料置換を取引
先メーカーに提案してきた。同社
が有する高度なパイプ加工技術に
より軽量化・小型化を実現。実は
こうした取り組みもCO₂削減に
貢献している。材料に鉄を用いた

浜北工場の屋根に搭載した太陽光発電により、使用電力の19％を自家発電 設備のコンパクト化と新技術の導入により、生産性を上げながらCO２を削減

方が、アルミより製造時のCO₂の
排出量が少ないためだ。
　同様に、エンジンのエキマニパ
イプを製造する際には、ベンダー
曲げでなく、同社が得意とするプ
レス曲げに変更。ベンダー曲げで
はパイプを固定するために径の約
1.5倍のつかみしろが必要だが、
プレス曲げでは不要なので歩留ま

りが向上。材料が減る分、結果と
してCO₂の排出量も低減する。
　こうした多様な取り組みにより
CO₂の排出量を大幅に削減。同時
に、会社も従業員とWin-Winの
関係を構築できた。今後は材料や
物流などにおけるCO₂削減も視
野に入れて、さらなるカーボン
ニュートラル化を目指す。

トヨタ車のランドクルーザーに使われているパイプターボオイル（左
側）。従来のアルミ鋳物（右側）に替わる鉄パイプ材を提案した。
アルミの生成は鉄の４倍のCO２を排出する。鉄はアルミより比重
が大きいが、肉薄でも強度があるため25％の軽量化を実現できた

エンジンのエキマニパイプはベンダー
曲げからプレス曲げに変更し、歩留ま
りが向上
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浜松地域の経済動向 四半期のまとめと見通し

天気予報図の見方 DI：景気動向指数

好調低調

※意見の多かったものを抜粋して掲載しています。
調査で聞き取ったコメント

中小企業景気動向調査
結果報告

2022年8月発行

2022.
月～   月期4 6

静岡県西部地域の中小企業の業況判断指数は、
２四半期振りに改善したものの、緩やかな改善にとどまり、
引き続き厳しい状況が続いている。

原材料価格の高騰続くも、まん延防止等
重点措置の解除により業況ＤＩ改善

※業況判断指数……景況判断の基準としてDI（Diffusion Index）による分析で、各質問項目のプラス傾向割合から
マイナス傾向割合を差し引いた数値のこと

「2022年4月～6月期中小企業景気動向調査」より

全　体

調査数

全　体

二輪車部品製造

自動車部品製造

機械部品製造

楽器部品製造

繊維製造

卸売業

小売業

建設業

不動産業

 飲食・宿泊・
レジャー等

617

55

75

53

19

23

76

60

70

44

22

257

20

21

28

14

18

28

28

12

32

業　況
前　期 今　期 見通し

調査数
業　況

前　期 今　期 見通し

うち小規模事業者

浜松市内の中小企業を対象に、業況判断・売上高・経常利益等の
DI 値を、四半期毎に産業別・地域別等に算出する景気動向調査です。
経営者へのヒアリングをベースに算出しています。

●原材料の仕入価格が上昇し、利幅が減少している。
（二輪車部品製造）
●補助金を利用した案件の見積もりが増えている。
（機械部品製造）
●バックオーダーはあるが、販売車両の不足で売上に結
びつかない。（自動車販売）

●まん延防止等重点措置の解除後は、売上が徐々に回復
している。（飲食）

晴 れ
DI：20.0～
29.9

曇り
DI：0.0～
9.9

薄日
DI：10.0～
19.9

雷雨
DI：-30.0
以下

雨
DI：-10.0～
-29.9

快 晴
DI：30.0
以上

小雨
DI：-0.1～
-9.9
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まずは
ご相談を。 浜松商工会議所経営支援課 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  索中小企業等事業再構築事業

事業の再構築に
挑戦する皆さまへ

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

事業再構築補助金

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、
当面の需要や売り上げの回復が期待し難い中、
ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に
対応するために、思い切った事業再構築に
意欲的な中小企業等を支援する
「事業再構築補助金」を公募しています。

企業の思い切った事業再構築を支援
第6回公募からは、売上高等減少要件の緩和などが行われました。
また、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象に、
従来よりも補助上限額を引き上げ、売上高減少要件を撤廃した新たな申請類型が創設されました。
７月１日から公募が始まった第７回公募でも、新たな類型が追加されています（詳細は右ページ参照）。

補助対象経費の例

飲食業

喫茶店経営

中小企業等事業再構築促進事業の活用イメージ

建物費（建物の建築・改修等※）、機械装置・システム構築費、技術導入費（知的財産権導入に要する経費）、外注費（加工、
設計等）、広告宣伝費・販売促進費（広告作成、媒体掲載、展示会出展等）、研修費（教育訓練費等）等

飲食スペースを縮小し、新たに
コーヒー豆や焼き菓子のテイクア
ウト販売を実施。

製造業

ガソリン車向け部品製造

グリーン課題の解決に資する取り
組みとしてEV向け部品製造の事
業を新規に立ち上げ。

小売業

衣服販売業

衣料品のネット販売やサブスクリ
プション形式のサービス事業に業
態を転換。

※2022 年 7月 11日時点の情報です。
　今後、事業類型や要件などが変更となる場合があります。
　最新情報は事業再構築補助金の公式サイトにてご確認ください。

補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費、不動産、汎用品の購入費は補助対象外です。
※建物の新築については必要理由を求められます

第７回公募期間
● 公募開始：令和４年７月１日（金）
● 応募締切：令和４年９月30日（金）18時
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事前の
ID取得

経営革新等
支援機関
認定一覧

詳細はこちら
経済産業省
ホームページ

事業再構築補助金
事務局ホームページ

診断士相談の
ご予約はこちら

※事業再構築補助金ホームページ経由での申請受付を予定しています。GビズIDプライムの発行に２～３週間かかりますので、
補助金の申請をお考えの方は事前のID取得をお勧めします。https://www.jgrants-portal .go. jp/

中小企業診断士による個別相談を活用しましょう！ 1回1時間程度、相談無料で利用できます。
1対1で、補助金の申請書のブラッシュアップ支援を受けられます。
原則事前予約制（空きがあれば当日予約OK）専用予約サイト・FAX・電話でご予約ください。
（1）9:00～10:00、（2）10:30～11:30、（3）13:00～14:00、（4）14:30～15:30、（5）16:00～17:00

「なかなか自分だけでは事業計画の作成が難しい…」

※認定経営革新等支援機関は、中小企業庁ウェブサイトに記載の「経営革新等支援機関認定一覧」をご覧ください。
https://www.chusho.meti .go. jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm

2020年4月以降の連続する６カ月間のうち、任意の３カ月の合計売上高が、
コロナ以前（2019年または2020年１～３月）の同３カ月の合計売上高と比較して10％以上減少していること。
※上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも申請可能。2020 年 4月以降の連続する６カ月間のうち、
　任意の３カ月の合計付加価値額が、コロナ以前の同３カ月の合計付加価値額と比較して 15％以上減少していること。

1

事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む。2
補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0%（一部5.0％）以上増加、
従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%（一部5.0％）以上増加の達成。3

従業員数
従業員数
従業員数
従業員数

100万円～2,000万円
100万円～4,000万円
100万円～6,000万円
100万円～8,000万円

20人以下 ：
21～50人 ：

51人～100人 ：
101人以上 ：

中小企業
中堅企業

2/3（6,000万円超は1/2）
1/2（4,000万円超は1/3）通常枠

必須
申請
要件

補助額 補助率

グリーン
成長枠

以下の要件を全て満たすこと（売上高の減少は求めない）。

100万円～ 1億円
100万円～ 1.5億円

中小企業：
中堅企業：

中小企業1/2
中堅企業1/3補助額 補助率

①事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む。
②補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均5.0％以上増加または
　従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%以上増加の達成。
③グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取り組みとして記載があるものに該当し、
　その取り組みに関連する2年以上の研究開発・技術開発または従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行う。

第７回から新設

【原油価格・物価高騰等緊急対策枠（緊急対策枠）】
原油価格物価高騰等の、予期せぬ経済環境の変化の影響
を受けている中小企業等の事業再構築を支援

申請類型

中小企業3/4、中堅企業2/3

補助率

※従業員規模に応じ、500万円超、1,000万
円超、1,500万円超は2/3（中小）、1/2（中堅）

1,000万円、2,000万円、3,000万円、4,000万円

補助上限額

※補助下限額は100万円
※従業員規模により異なる

※その他の申請類型は公募要領をご確認ください。

申請書のポイント！
今一度、審査項目（事業化点、再構築点）を確認！！ 必要なこと、伝えたいことはもれなく記載してください。

分かりやすくPoint 1 申請書＝企画書Point 2 ビジネスモデルPoint 3

誰にでも（高校生でも理解できる）良く分
かる平易な文書と具体的な記述を。
イラスト、図表、写真を使って、イメージ
しやすく。論文ではない。説得し、採択さ
れることが目的

採択すれば、社会の役に立つと思わせることが肝です。 国の予算を投資する対象としての適性が問われている。

市場（世の中）が困っています、求めています。課　題

本事業で実用化、課題解決できます。解決策

地域経済、日本経済に貢献します。効　果

「当社比」でなく、「市場比」で記載市場優位性

実現すると思わせる強固な実施体制の構築実現可能性

やりたいこと ＜ 社会のニーズ事業採算性
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第126 回通常議員総会
2021年度事業報告・収支決算など承認

　浜松商工会議所では 7月 6日（水）ホテルコンコル

ド浜松において第 126 回通常議員総会を開催しまし

た。今回は会場とオンラインによるハイブリッド形式

での開催となり、106 人が参加しました。

　協議事項 4件、報告事項 9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。

　冒頭、斉藤会頭から「外国人の受け入れが徐々に増

加する中、当商工会議所では静岡空港の国際線早期運

航開始を県から働きかけるよう要望書を提出しまし

た。観光需要に対しては、今後の大河ドラマ『どうす

る家康』、そして『浜名湖花博 20 周年』とともに、大

いに期待したいと思います」と挨拶がありました。

　通常議員総会の議件審議に先立ち、叙勲受章者、関

東経済産業局長表彰などの賀状贈呈が行われました。

冒頭、挨拶をする
斉藤会頭

協議事項

（１）	2021年度事業報告（案）承認に関する件
（２）	2021年度収支決算（案）承認に関する件　

＜監査報告＞
（３）	常議員補欠選任に関する件
（４）	特定商工業者負担金賦課に関する件

報告事項

（１）	第25期議員改選に伴う諸会議日程及び
	 3号議員選任について
（２）	令和4年度静岡県行政要望に対する回答について
（３）	令和5年度静岡県への行政要望について
（４）	新野球場建設・周辺地域開発整備要望について
（５）	浜松商工会議所会員加入状況について　
（６）	新型コロナウイルスワクチン職域接種の
	 対応について	
（7）	「浜松景気ウォッチャー調査員」報告について
（8）	経営発達支援計画2021年度評価会議結果に
	 ついて
（9）	共済制度の概要とプラタナス共済配当金について

■	叙勲受章者
旭日単光章（中小企業振興功労）
エンケイ株式会社　代表取締役社長　鈴木順一	氏

瑞宝中綬章（教育研究功労）
静岡大学名誉教授　稲垣訓宏	氏

■	関東経済産業局長表彰
ソフトプレン工業株式会社	代表取締役会長　前嶋文明	氏

■	日本商工会議所	永年勤続表彰（20 年）
浜松交通株式会社	 代表取締役社長	 久野富男	氏
ソフトプレン工業株式会社	代表取締役会長	 前嶋文明	氏
株式会社呉竹荘	 代表取締役社長	 山下智司	氏
城北機業株式会社	 代表取締役会長	 和久田	健司	氏
明石石油株式会社	 取締役会長	 明石爲晴	氏
株式会社いけとも	 代表取締役	 池田吉仁	氏
池戸電気株式会社	 代表取締役社長	 池戸智之	氏
株式会社スズハル	 代表取締役	 鈴木一久	氏
株式会社フジヤマ	 代表取締役	 藤山義修	氏
株式会社マルハナ	 代表取締役	 花島隆是	氏

■	関東商工会議所連合会	ベストアクション表彰
有限会社クリップソフト
功績：新型コロナワクチン職域接種において、冷凍庫
内温度通知システムを開発
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　2021 年度のわが国経済は、新型コロナウイルス

感染拡大にも落ち着きが見え始める中、9月末の緊

急事態宣言ならびに、まん延防止等重点措置の全面

解除を受け、10 ～ 12 月期の実質 GDP が、2 四半

期ぶりのプラス成長を記録するなど、景気持ち直し

の動きが鮮明になった。

　これを背景に、2021 年度の経済成長率は 2.5％の

プラス成長を記録したが、年明け以降、オミクロン

株の感染再拡大に加え、ロシアのウクライナ侵攻を

背景とする原油など一次産品価格の高騰が新たなリ

スクとなり、依然として景気下振れリスクも残って

いる。

　今後、こうしたリスクを注視していく必要はある

が、新年度は経済活動が正常化に向かい、サービス

消費の増加と供給制約緩和を受けた製造業の生産回

復が輸出ならびに設備投資を押し上げることで、一

層の経済成長が期待されている。

　2021 年度、新型コロナウイルス感染第 5波が全

国で猛威を振るう中で、浜松商工会議所では、政府

からの要請に応じ、商工会議所として県内で初めて、

会員企業を対象としたワクチンの共同・職域接種を

7月から 10 月にかけて全国最大規模で実施。会員

事業所の経営者ならびに従業員 35,000 人を超える

接種を完了し、地域社会の安心・安全に貢献した。

　当商工会議所では、「危機を乗り越え全員参加で

経営力強化と変化への対応」の基本方針の下、引き

続き「企業の元気づくり」「都市力づくり」「強い基

盤づくり」の重点テーマに基づき、諸事業を積極的

に展開した。

2021年度事業報告 Ⅰ． 企業の元気づくり
■	長引く新型コロナウイルス感染症により経営に窮する小
規模事業者の支援として、売上減少に伴う国の支援金（一
時支援金、月次支援金、事業復活支援金）の申請を支援
した。

■	新分野への展開、事業転換への挑戦を支援する「事業再
構築補助金」等に対応するため、中小企業診断士と連携
して小規模事業者の支援を行った。

■	地域経済の喫緊の課題である中小企業の事業承継に対し
て、継続的な相談体制を整備するとともに、新たに「ファ
ミリービジネス研究会」を創設し、当地域の親族内承継
の事例を紹介し啓発を図った。

Ⅲ． 強い基盤づくり
■	時代に即してオンライン・SNSを活用した会員向けサー
ビスの充実を図った。「つなぐ町工場プラットフォーム	
－ MACHIPLA －」は、新たな受発注マッチングサイト
として製造業等を支援、「みんなで地元の食品製造・食
品小売店を支えよう！キャンペーン」などではコロナ禍
で窮する事業者の販売先の開拓を支援した。

■	コロナ禍で寄せられた多くの経営相談への対応、補助金
申請支援、コロナワクチンの職域接種などにより、会員
数が前年比で 7年ぶりに増加に転じた。また、プラタナ
ス共済は新たに日本生命を委託生命保険会社に加え、加
入者数・口数（契約金額）が増加に転じた。

■	電子決裁システム「Create!Web フロー」を導入、事務
局内の決裁スピードアップとペーパーレス化を進めた。

Ⅱ． 都市力づくり
■	地域の各業界の会員の声を集め、行政および関連団体に
環境整備・改善の政策提言活動を行った。特に「国道 1
号浜松バイパス道路整備促進に関する要望」に対して、
国から新規事業化決定の方針が示され、大きな前進を見
せた。

■	新型コロナウイルスワクチン共同・職域接種（1回目・
2回目接種）を全所で対応、会員企業の経営者・従業員
35,283 人へのワクチン接種を実施した。これは商工会
議所とし県内初の実施であり、全国でも最大規模の実績
であった。
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 　2021 年度は、収入の部  11 億 5,123 万円（前年比　4.8％増 )、支出の部  10 億 5,361 万円（前年比　3.4% 増 )

となった。これにより次年度繰越金は、9,761 万円となった。

　コロナ禍で寄せられた多くの経営相談への対応やワクチンの職域接種など

により、会員数が7年ぶりに増加に転じたこともあり、基幹である会費収

入は堅調に維持することができた。

　また、職域接種実施による国からの補助金収入や新規テナントの貸室料増

加などにより収入全体は前年比4.8%増となった。

　事業費においては、長引く新型コロナウイルスにより経営に窮する小規模

事業者に対し、国の支援金への申請支援のほか、地域経済の喫緊の課題でも

ある事業承継の相談体制を整備した。

　また、オンラインやSNSを活用した会員向けサービスとして、製造業な

どの支援のための受発注マッチングサイトや就職採用のスカウティングサー

ビスを構築し、エッセンシャルワーカー応援プロジェクト、飲食・小売業な

どの支援のためのキャンペーンを実施した。

　そのほか、事務局内のペーパーレス化、生産性向上を目的に電子決裁シス

テムを導入した。

2021年度 収支決算概要  （2021年4月1日～2022年3月31日）

収入の部 組織・財政基盤の安定・強化を図る

支出の部 地域振興と経営力強化につながる各種事業の展開
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浜松の企業情報をお探しの方、必見！
オンライン商工名鑑が、「商工名鑑（Hamaサーチ）」という名称でリニューアルしました！

　４月よりリニューアルした商工名鑑

（Hamaサーチ）は、当地域の商工業者を

広く全国に紹介するためのオンラインサー

ビスです。利用目的に応じた検索方法で希

望に合った企業を検索することができま

す。簡易情報は無料、詳細な企業情報は有

料サービスで閲覧が可能になります。

　電話帳がわりに検索したり、マーケティ

ングに役立てたりと、あらゆるビジネス

シーンでご活用いただけます。ぜひ、一度

ご利用ください。

※	 企業の簡易情報は無料で検索することができます。
	 詳細情報の閲覧を希望の方は有料サービスを
	 お申し込みください

※	お支払い方法は銀行振込です。詳細は登録後に届くメールにてご確認ください

※	利用期間は年度更新です。ご登録の年度末に、次年度の利用案内をします

入金確認後、利用開始（〜 2023 年３月末まで）
□	４月～９月登録	 会	員　6,600 円（税込）
□	10 月～翌年３月登録	 会	員　3,300 円（税込）

2022 年 4月
リニューアルオープン

検索結果の掲載項目

３つの検索方法で企業情報を提供

有料サービス利用料

社名、代表者、PR などから
検索ができます

1	キーワード検索

簡易情報の閲覧が可能無	料
□	事業所名　□	住所（町名まで）	□	電話番号　□	業種　□	営業内容
□	会社ＰＲ（無料でも閲覧できるようになりました）

所在地・従業員数・
創業年・資本金など、
詳細情報を指定して検索ができます

2	企業情報から検索

産業分類（大分類・中分類・小分類）
から検索ができます

3	産業分類から検索

リニューアル後は
スマートフォンにも対応

簡易情報と詳細情報の閲覧が可能

□	代表者名　□	従業員数　□	主要技術　□	店舗名　□	資本金
□	創業年月　□	取引金融機関　□	主要設備　□	住所（詳細）
□	法人設立　□	地図情報　□	業務内容　□	営業所開設
□	製品・商品　□	メールアドレス・URL	　□	FAX 番号

有	料

▶
浜松地域の商工名鑑（Hama サーチ）

登録はこちらから！
https://meikan.net

有料登録
サービスは
こちらから
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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
☎ 03・3989・0777

（10：00 ～ 18：00 ／土日・祝日・年末年始をのぞく）

浜松商工会議所ホームページに
「行政・他機関からのお知らせ」

掲載開始

　国・県・市・他機関などからの施策情
報、補助金情報、イベント・セミナー情
報などを掲載する「行政・他機関からの
お知らせ」ページを当商工会議所ホーム
ページ内に作成しました。
　これまで以上にタイムリーかつ、より
多くの会員事業所の皆さまに情報を提供
していきます。貴社の経営にお役立てく
ださい。

おしらせ

浜松商工会議所ホームページ
行政・他機関からのお知らせ

▶

10/17（月）〜
10/28（金）

10/17（月）〜
10/28（金）

11/1（火）〜
11/10（木）

11/1（火）〜
11/10（木）

12/4（日）

12/4（日）

検定試験名 実施級・クラス

カラー
コーディネーター
検定試験

BATIC
（国際会計検定）*

環境社会検定試験
（eco 検定）

ビジネス
マネージャー
検定試験

ビジネス
実務法務
検定試験

福祉住環境
コーディネーター
検定試験

ー

ー

ー

２・３級

２・３級

１級
※ CBT のみ

１級
※ CBT のみ

スタンダード
アドバンス

団体登録期間 申込期間 試験期間

8/22（月）

9/2（金）
〜

9/12（月）

9/22（木）
〜

9/13（火）

9/26（月）
〜

10/5（水）

10/17（月）
〜

10/21（金）

11/7（月）
〜

11/11（金）

11/28（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
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外国人材
求職者
向け

　公益財団法人浜松国際交流協会（HICE）では、浜松市の委託事業とし

て 2020 年 4 月に外国人雇用サポートデスクを開設しました。地域産業の

活性化のため、以下のような相談やマッチングを無料で受け付けていま

す。「外国人材について話を聞いてみたい」「自社で欲しいスキルを持っ

た人はいる？」など、外国人材の雇用についてご興味を持たれた方は、

お気軽にメールまたは電話にてお問い合わせください。

外国人材を採用して、企業の活性化を図りませんか
浜松国際交流協会　外国人雇用サポートデスクのご案内

公益財団法人浜松国際交流協会（HICE） 
外国人雇用サポートデスク
☎ 053・458・2170
job_info@hi-hice.jp
〒 430-0916 浜松市中区早馬町 2-1 クリエート浜松 4 階

（平日 9：00 ～ 17：00）

浜松市外国人雇用サポートデスク
ホームページ

▶

留学生や専門スキルを持った転職希望
者と市内企業とのマッチングが順調に
推移し、最近は県外からの転職希望者
の相談も増えています。

インドの大学を卒業し東京都内の大手電機メーカーに勤務
していましたが、市内への転職を希望。同社での技術キャ
リアおよび語学力を生かし自動車関連製造業の海外営業
職を紹介、採用に至りました。

スリランカから県内大学博士課程へ留学、卒業し市内の
企業に勤務していましたが転職を希望。より本人の専門に
近い光工学に関連した新規プロジェクトを手掛ける企業の
研究開発技術職を紹介、採用に至りました。

企業向け

優秀な人材の確保、多様性推進、海外
との懸け橋などの活躍を期待して外国人
材を雇用する企業が増えています。

■ 外国人材の雇用についての相談
■ 入社までの伴走支援
■ 採用後の定着支援

■ 就職に関する相談
■ 内定までの伴走支援
■ 入社後の定着支援

マッチング例
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新浜松駅

ザザシティ
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モ
ー
ル
街

鍛冶町
通り

JR
浜松駅

マクドナルドJTB

遠鉄
モール街
ビル

Sign

浜松経済人
いちおしの味

食の愉しみ

リレー連載 84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！

浜松市中区千歳町75
かき美ビル2階
18：00～4：00（L.O.3：30）
日曜休

TEL.053-452-5656

カラッと揚がった大きめの唐揚げが食欲をそそる。唐揚げカレー1430円

　バーのような雰囲気ですが、ダ
イニングの名の通り、料理が自慢。
何を食べてもおいしいので、私が
勝手に好きなものを掛け合わせ、
スペシャルメニューにしてもらっ
たのが、唐揚げカレーです。
　カレーと唐揚げは単品メニュー
としてあり、どちらも数え切れな
いほど食べてきました。カレーは
玉ネギを飴色になるまで煮詰め、
数種類の香味野菜とチキンを加え、

さらに煮込んでトロトロに。独自
に配合したスパイスで、ピリッと
した辛味のなかにも野菜の甘味を
感じる、老若男女に愛されるおい
しさです。
　唐揚げは、鶏もも肉を醤油ベー
スのタレに漬け込み、薄い衣でカ
ラッと揚げた竜田揚げ風。味が濃
すぎず薄すぎず、カレーとの相性
がいいのはもちろんですが、私は
大体、お酒のあてに食べ始め、後

にカレーの具として食べています。
　お酒はビールもいいですが、今
はスコッチウイスキーにハマって
いて、カレーにも合うのでぜひ試
してみてください。
　マスターとは古い付き合いにな
り、話がしたくて店に通っている
ところもあります。１人で行って
も盛り上げてくれたり、お客さん
同士をつないでくれたり、初めて
の人でも楽しく過ごせるお店です。

私がお薦めします
株式会社トータルメイキング　代表取締役  谷田広海
たにだ ひろみ
1982年浜松市生まれ。2006年に起業し清
掃業をスタート。2018年、建築業として
法人化。建物の新築工事、改築工事、内外
装・塗装・防水・土木工事等、建築一式工
事を請け負う。趣味は食べ歩きとゴルフ。

ピリ辛なのに食べやすい
手間をかけた王道のおいしさ

隠れ家Dining
Sign（サイン）の

唐揚げカレー
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3日
17日
31日
10日
24日

企業・事業の承継について
お悩みはありませんか？
静岡県事業承継・引継ぎ支援センターにご相談ください。

無料定例相談会開催無料定例相談会開催

静岡県事業承継・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さま、
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。

※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

「静岡県後継者人材バンク」
登録者募集中！

経済産業省 関東経済産業局 委託事業

5日
19日

12日
26日

7日
21日

14日
28日

浜松
会場

第1水曜日

第3水曜日

第5水曜日

第2水曜日

第4水曜日

まずは、お電話を！TEL.054-275-1881

親族内承継

毎月、第1・第3・第5水曜日に
相談会を開催いたします。

従業員承継・M&A

会 場 日 程 8月 9月 10月

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

場所／浜松商工会議所 3階302会議室
9時～16時

毎月、第2・第4水曜日に
相談会を開催いたします。
場所／浜松商工会議所 10階A会議室

9時～16時

従業員承継
M&A

親族内
承継
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発
行
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1日（
毎
月
1回
発
行
）　
編
集
制
作
／
ミ
サ
キ
産
業（
株
） ラ
ン
チ
プ
レ
ス
　
TEL.053（

482）9918　
発
行
元
／
浜
松
商
工
会
議
所
　
〒
432-8501　

浜
松
市
中
区
東
伊
場
2-7-1　

TEL.053（
452）1111

本誌掲載の情報は令和4年7月15日現在のものです




