
P32

P34
-40

P31

P14

P12

P3

P15
-30

会員の広場

企業のミカタ
経営力向上事業費補助金

ニューイング ニュース

P41

P42

言葉の力

浜松経済人いちおしの味
HACHI

浜松地域の経済動向
四半期のまとめと見通し

セミナー＆イベント情報

データで見る経済の動き
浜松地域の経済動向

共済だより
P 4-11特 集

両輪で加速
EVシフト

次世代自動車センター浜松 浜松商工会議所

前編

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
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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。





だ よ り
共済
春号

【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
□ 従業員退職金共済　

□ 資料がほしい
□ 詳しい説明を聞きたい連

絡
票

全額損金・
必要経費
※個人事業は
　従業員分のみ

過去5年平均
配当率

47.9％

早わかり動画
配信中！

プラタナス共済

保障の範囲 支給額

口数×5,000円

口数×3,000円

口数×2,000円

病気による5日以上の入院

病気による1日以上の入院

病気による30日以上の入院

１日の病気入院から見舞金給付の対象です
加入者の安心につなげるために、プラタナス共済では見舞金制度をご用意しています。

このほか、祝金（結婚・出生・はたち）、見舞金（不慮の事故による5日以上の通院）も充実し、加入事業所
の福利厚生を支えます。（※成人祝金は2022年4月からはたち祝金に名称が変わりました）

※７０歳までに加入すれば７５歳まで継続して加入いただけます。

70歳定年制、更に75歳定年制にも
対応可能な安心の制度

75歳 （71歳～75歳は継続のみ）

70歳 ６カ月以下

継続加入の上限年齢

新規加入の上限年齢

この機会にぜひ加入・増口を
ご検討ください加入者の「死亡・障がい・入院」を1年365日、24時間保障

多くの加入者に支えられ、割安な掛金を実現 
▶15歳～35歳女性＝月々882円～（年齢・保障内容により掛金額が変わります）

1
2

プラタナス共済制度はおかげさまで50周年を迎えました！

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

約2,500社、13,300人が加入していますプラタナス共済とは

ココが
便利！！

ココが
安心！！
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特 集

両輪で加速
次世代自動車センター浜松
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次世代自動車センター浜松とは
電気自動車（EV）の普及や自動運転技術の進
歩など、自動車業界の環境変化に対応するため、
2018年４月に浜松地域イノベーション推進機
構内に設けられた専門組織。浜松市と県の負担
金で運営される。スズキ、ヤマハ発動機、ホン
ダなどの輸送用機器メーカーをはじめ、行政、
大学、金融機関の連携により地域全体で県西
部の関連中小企業を支援する。会員企業募集中。

静岡県西部地域は、製造業を中心として高度な技術力を蓄積し、

“ものづくりのまち”として発展してきた。

特に自動車産業は、完成車メーカーをはじめ、

多くの下請け企業がサプライチェーンを構築し、地域経済を牽引している。

その一方で、CASE （コネクテッド・自動運転・シェアリング&サービス・電動化）

と呼ばれる変革への対応が、業界にとって大きな課題となっている。

各社のデジタル化への対応が遅れれば、自動車産業のさらなる地盤沈下は避けられず、

地域のサプライチェーン維持が困難になる恐れもある。

そこで、『次世代自動車センター』と『浜松商工会議所』が連携して、

中小・小規模企業の技術力と提案力を底上げし、支援先を広げようと立ち上がった。

両輪で加速EVシフト
浜松商工会議所 前編
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EVシフトは地域ぐるみで
加速化するEV化で、自動車部品メーカーがデジタル化への対応を迫られている。
エンジンやその周辺装置がやがて消えていく運命にある中、
EV時代を生き残るために、中小・小規模企業はいま何を考え、これからどうするべきなのか。
『次世代自動車センター浜松』の望月英二センター長と、
『浜松商工会議所工業部会』の前嶋文明部会長が、新たな時代のビジネスチャンスについて語り合った。

望月　「EVはいつから始まるんで
すか？」とよく聞かれますが、実
はもう始まっているんです。最近
の新車は次世代自動車の要素を含
んでいて、自動運転の技術もレベ
ル３※まで来ました。バッテリーの
性能が向上し、モーターもコンパ
クトになっています。10年前と今
の車を分解して比較してみれば、

構造も部品もかなり変わっている
のが一目瞭然です。今と10年後の
車を比べても雲泥の差があるで
しょう。そのときにEV対応できて
いない会社は生き残っていないと
思います。
前嶋　今から準備しておかないと
乗り遅れるということですね。
望月　その通りです。トヨタが
2030年に350万台のEVを生産する
と発表しましたが、そうなると、
その３～４年前からEVが出始めま

す。開発はさらにその３年くらい
前から始まっているはず。という
ことは、来年、再来年あたりから
EVの部品開発が急ピッチで進むで
しょう。
前嶋　エンジン車からEVに移行
すると、相対的に仕事の量が１割
から１割５分減るといわれていま
すね。これは動かしがたい事実な
ので、下を向いていても仕方ない。
何か活路を見出さないと。
望月　EV化によって構造がシンプ

ルになるので、例えば自動車向け
軸受け（ベアリング）の数は確実
に減ります。でもモーターやイン
バーター、車載電池のほか、電気
自動車特有の部品もあるので、プ
レスや機械加工でも新たに増える
仕事もあるんですよ。
　そのヒントを探り、中小企業自
身の提案力を高めてほしいと、浜
松商工会議所会館１階に「次世代
自動車センター 部品ベンチマーク
ルーム」を開設しました。ここでは、
電動パワートレインの分解部品の
展示を行い、会員企業が次世代自
動車に搭載される部品の試作製作
に必要な基本構造や知識を学べる

ようになっています。
前嶋　先ほど拝見しましたが、と
ても参考になりますね。浜松の中
小企業はピラミッド構造ですから、
いいモノを安く作っていれば、上
から下りてくる仕事がたくさんあ
りました。そのやり方がすっかり
定着しています。これを次の世代
に向けて少しずつ変えていかない
と、浜松地域の製造業は衰退して
いくと思うんですよ。
　これまでの通りに、“ウチはいい
モノを作れます”と待っているので
は厳しいですね。どんなモノが売
れるのかを、まず自分で考えて作っ
ていかないと。今までとは逆の発

大変革期を飛躍のチャンスに

緊急対談

想です。
望月　おっしゃる通り。私がいつ
も言っているのは、作る側の立場
からモノを作る「プロダクトアウ
ト」ではなく、消費者が欲しいと
思うモノを作る「マーケットイン」
の発想が大事だということ。その
ためには市場調査が欠かせないの
ですが、実際にやっている会社は
ほとんどないのが現状です。
前嶋　指示通りに作っていれば食
べていけましたからね。でもこれ
からは違う。いい製品を作ってさ
えいれば大丈夫という時代は終わ
りました。売ることを先に考えて、
思いついたらそれを製品化すると

ウレタンフォームなどの発泡プラスチック
の成形、加工を行うソフトプレングループ
代表。ソフトプレン工業株式会社代表取締
役会長。1673社が加盟する浜松商工会議
所工業部会の部会長も務める。

浜松商工会議所工業部会

前嶋文明部会長
まえじま ふみあき

いう頭の切り替えが大事かと。
望月　そうですね。ただ、中小・
小規模企業には販売のノウハウが
ないので、売るためのスキームを
構築してあげるのも私たち次世代
自動車センターの使命だと認識し
ています。
前嶋　いいですね。販路開拓まで
支援してもらえると、強い中小企
業が生まれてくると思います。

望月　次世代自動車といっても幅
が広くて、EV（電気自動車）以外
にHV（ハイブリッド車）、PHV（プ

ラグインハイブリッド車）、FCV（燃
料電池車）の４種類があります。
これまでのエンジン車とは違った
切り口で、新しいビジネスが生ま
れる可能性も十分考えられると思
うんです。
前嶋　なるほど。車に乗る目的も
ここ数年で変わってきましたよね。
これからは移動の手段というより
も、暮らしを楽しむための道具と
して使われるシーンが増えていく
でしょうね。
望月　そう思いますね。「動くスマ
ホ」みたいになりますから、異業
種からもどんどん参入してくるで
しょう。だから今までとは全く違

う新しい発想が必要なんです。
　でも、新しい部品を作るにも、
自社の固有技術を理解していなけ
れば、どんなことができるのか分
かりませんよね。そのために独自
の技術を「見える化」する「固有
技術探索活動」を推奨しています。
　製品ごとに、開発や生産などの
各工程で持っている自社技術を「固
有技術探索チャート」を使って探
し出すことで、自分たちはどんな
強みを持っていて、どこが足りな
いのかが見えてきます。EV化や自
動運転などの技術開発において、
何に取り組めばいいのか暗中模索
している企業に気付きを与えられ

るのです。

前嶋　EV化で部品が減っていくの
は仕方がないとして、自動車だけ
にとらわれずに、CN（カーボン
ニュートラル）をひとつの事業と
とらえて、新しいビジネスを始め
てもいいと思うのですが。
望月　いい考えですね。大賛成です。
前嶋　いま、「エシカル消費」とい

われているように、環境にやさし
い商品を作っている、環境に配慮
した作り方をしている企業の商品
が売れていますよね。環境に良い
のなら、少しくらい高くても買っ
てみようかなという人が増えてい
る。古着もそうですね。安いから
買うというのではなく、エコにな
るから買うという人もいます。で
すから、今後はある程度のターゲッ
トを絞ることも必要だと思います。
旧車をEVに改造したり、コンバー

トEV用の電池を作ったり、ニッチ
ではありますが、これも新しいビ
ジネスですよね。
望月　そうですね。ただ、今まで
ＢtoＢしかやってこなかった中小
企業が今おっしゃったようなＢto
Ｃに移行するのはハードルが高い
ですね。ビジネスとしての生産ボ
リュームが小さいので、利益を出
し続けるのは容易ではないと思い
ます。
前嶋　自動車産業はマーケットが

大きく、恩恵を受ける企業も多い。
望月　そうなんです。結局、機械
を稼働させないと従業員が余るん
ですよ。まず飯のタネを作るために、
今ある機械で作れるビジネスを考
える。そのためにすべきことをし
ておかないと、自分たちも困るし、
２次、３次の会社も窮地に追い込
まれます。
　ところで、工業部会に所属して
いる会社は自動車製造業だけでは

ないんですよね？
前嶋　はい。そのほかに電気機械、
楽器、繊維などもあります。会社
の規模に関係なく、製造業は全て
工業部会に含まれます。だから工
業部会が次世代自動車センターと
タッグを組む場合、CNありきかな
と思うんです。そうすれば工業部
会に所属する全ての会社に恩恵が
生まれます。
望月　それがベストですね。ただ

CNをやりましょうと呼び掛けても
中小企業は動いてくれません。私
はいつも、CNを通じて省エネに取
り組むことで収益を上げましょう
と言っているのです。業種に関係
なく、省エネを実行すると

 もう

儲かり
ますから。不良品を減らすのも
CN、生産性の向上もCN、コスト
ダウンもCNというふうに、みんな
つながっているんです。省エネ＝
収益向上、それがCNなんです。

前嶋　次世代自動車センターには
今、何社ほど入会していますか？
望月　今年２月現在で約420社です。
工業部会には1700社ぐらい加盟し
ているんですから、ぜひご紹介く
ださい（笑）
前嶋　工業部会に所属する会社は、
約18％が自動車部品製造業で、約
78％が従業員数５～20人の小規模
企業です。次世代自動車センター
の支援対象は、エンジニアが在籍
するような比較的開発力のある100
～300人規模の中小企業だと思って

いましたが。
望月　今まではそうでした。なぜ
なら中堅であるべき中小企業が
しっかりしていないと、その川下
に位置する小規模企業は倒産しま
すからね。しかしながらサプライ
チェーン維持の観点から、中小企
業の仕入れ先である小規模企業に
も支援の手を差し伸べる必要性を
感じています。次世代自動車や脱
炭素はサプライチェーン全体で取
り組まなければ進みませんから。
前嶋　次世代自動車センターに会
員登録した会社の具体的な成果は
出ていますか？
望月　昨年２月のアンケート調査

によると、EV化に向けて「開発中」
「量産中」と答えた会員企業が
27.9％で、２年前に比べて9.4ポイ
ント上昇しました。
前嶋　一定の成果が出ているとい
うことですか？
望月　まだまだですね。年間30回
ほどセミナーや勉強会などを企画
していますが、一度も参加してい
ない会員企業さんが半数です。
前嶋　まだ当面はエンジン車が続
くはずだから大丈夫だろうと思っ
ている経営者が多いのかもしれま
せんね。従業員５人ぐらいの会社
だと、日々の経営に精一杯でなか
なか時間も取れないでしょうし。

望月　それは理解できます。でも
月々1000円の「授業料」で貴重な
情報が手に入るし、委託により部
品試作の費用支援が受けられるの
ですから、大いに利用していただ
きたいですね。
前嶋　年間1万2000円ですか。ゴ
ルフを１回我慢するだけでビジネ
スチャンスの情報を得られるなら
安いものですね（笑）
望月　まずは現場改善することが
重要です。現場改善もCNの一つで
すが、どこをどう改善していいの
か分からない会社が多いと思いま
す。私たちが企業訪問で現場に足
を運ぶとテーマが見えてきます。

大企業でさえ、不良品をたくさん
出しているとか、工程に無駄が多
いとか、まだまだいろいろと改善
する点があるんですよ。
前嶋　なるほど。現場改善による
成功事例を増やしたいですね。
望月　そうしたノウハウを会員間
で共有することで、生産性向上、
品質改善、コスト削減など、CNの
ヒントが見つかります。次世代自
動車センターと工業部会が協力し
合い、人材育成・技術力向上・販
路開拓・企業間のマッチングなど、
さまざまな支援をしていきたいと
思います。それなら頑張ってみる
かとEV化へのモチベーションを高

めてもらうことが当面の目標です。
前嶋　今までよりも両者の結び付
きを強化したいですね。
望月　ぜひ、やりましょう。次世
代自動車センターのスタッフが工
業部会企業を訪問して、そこで見
つかった課題についての報告会を
開催するのもいいですね。
　次号、NEWingでは次世代自動
車の対応に取り組んで結果を出し
ている企業を取材します。成功の
反対は失敗ではなく、何もしない
ことです。次世代自動車センター
と工業部会の会員企業がEV時代の
トップランナーになれるよう支援
してまいります。

スズキ取締役専務役員品質本部長、常勤
監査役などを経て、2018年4月から自動車
関連企業の電動化対応を支援する同機構
の次世代自動車センター長に就任。2020
年から同機構副理事長も兼務。スズキ参
与。昨年、浜松商工会議所副会頭に就任。

公益財団法人
浜松地域イノベーション推進機構
次世代自動車センター浜松

望月英二センター長
もちづき  えいじ

EV需要の拡大に備えて
技術開発力と提案力を磨こう

※レベル３……決められた条件下においてシステム側が全ての運転操作を行い、緊急時には運転手が運転操作を担うという状態。
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望月　「EVはいつから始まるんで
すか？」とよく聞かれますが、実
はもう始まっているんです。最近
の新車は次世代自動車の要素を含
んでいて、自動運転の技術もレベ
ル３※まで来ました。バッテリーの
性能が向上し、モーターもコンパ
クトになっています。10年前と今
の車を分解して比較してみれば、

構造も部品もかなり変わっている
のが一目瞭然です。今と10年後の
車を比べても雲泥の差があるで
しょう。そのときにEV対応できて
いない会社は生き残っていないと
思います。
前嶋　今から準備しておかないと
乗り遅れるということですね。
望月　その通りです。トヨタが
2030年に350万台のEVを生産する
と発表しましたが、そうなると、
その３～４年前からEVが出始めま

す。開発はさらにその３年くらい
前から始まっているはず。という
ことは、来年、再来年あたりから
EVの部品開発が急ピッチで進むで
しょう。
前嶋　エンジン車からEVに移行
すると、相対的に仕事の量が１割
から１割５分減るといわれていま
すね。これは動かしがたい事実な
ので、下を向いていても仕方ない。
何か活路を見出さないと。
望月　EV化によって構造がシンプ

ルになるので、例えば自動車向け
軸受け（ベアリング）の数は確実
に減ります。でもモーターやイン
バーター、車載電池のほか、電気
自動車特有の部品もあるので、プ
レスや機械加工でも新たに増える
仕事もあるんですよ。
　そのヒントを探り、中小企業自
身の提案力を高めてほしいと、浜
松商工会議所会館１階に「次世代
自動車センター 部品ベンチマーク
ルーム」を開設しました。ここでは、
電動パワートレインの分解部品の
展示を行い、会員企業が次世代自
動車に搭載される部品の試作製作
に必要な基本構造や知識を学べる

ようになっています。
前嶋　先ほど拝見しましたが、と
ても参考になりますね。浜松の中
小企業はピラミッド構造ですから、
いいモノを安く作っていれば、上
から下りてくる仕事がたくさんあ
りました。そのやり方がすっかり
定着しています。これを次の世代
に向けて少しずつ変えていかない
と、浜松地域の製造業は衰退して
いくと思うんですよ。
　これまでの通りに、“ウチはいい
モノを作れます”と待っているので
は厳しいですね。どんなモノが売
れるのかを、まず自分で考えて作っ
ていかないと。今までとは逆の発

想です。
望月　おっしゃる通り。私がいつ
も言っているのは、作る側の立場
からモノを作る「プロダクトアウ
ト」ではなく、消費者が欲しいと
思うモノを作る「マーケットイン」
の発想が大事だということ。その
ためには市場調査が欠かせないの
ですが、実際にやっている会社は
ほとんどないのが現状です。
前嶋　指示通りに作っていれば食
べていけましたからね。でもこれ
からは違う。いい製品を作ってさ
えいれば大丈夫という時代は終わ
りました。売ることを先に考えて、
思いついたらそれを製品化すると

いう頭の切り替えが大事かと。
望月　そうですね。ただ、中小・
小規模企業には販売のノウハウが
ないので、売るためのスキームを
構築してあげるのも私たち次世代
自動車センターの使命だと認識し
ています。
前嶋　いいですね。販路開拓まで
支援してもらえると、強い中小企
業が生まれてくると思います。

望月　次世代自動車といっても幅
が広くて、EV（電気自動車）以外
にHV（ハイブリッド車）、PHV（プ

ラグインハイブリッド車）、FCV（燃
料電池車）の４種類があります。
これまでのエンジン車とは違った
切り口で、新しいビジネスが生ま
れる可能性も十分考えられると思
うんです。
前嶋　なるほど。車に乗る目的も
ここ数年で変わってきましたよね。
これからは移動の手段というより
も、暮らしを楽しむための道具と
して使われるシーンが増えていく
でしょうね。
望月　そう思いますね。「動くスマ
ホ」みたいになりますから、異業
種からもどんどん参入してくるで
しょう。だから今までとは全く違

う新しい発想が必要なんです。
　でも、新しい部品を作るにも、
自社の固有技術を理解していなけ
れば、どんなことができるのか分
かりませんよね。そのために独自
の技術を「見える化」する「固有
技術探索活動」を推奨しています。
　製品ごとに、開発や生産などの
各工程で持っている自社技術を「固
有技術探索チャート」を使って探
し出すことで、自分たちはどんな
強みを持っていて、どこが足りな
いのかが見えてきます。EV化や自
動運転などの技術開発において、
何に取り組めばいいのか暗中模索
している企業に気付きを与えられ

るのです。

前嶋　EV化で部品が減っていくの
は仕方がないとして、自動車だけ
にとらわれずに、CN（カーボン
ニュートラル）をひとつの事業と
とらえて、新しいビジネスを始め
てもいいと思うのですが。
望月　いい考えですね。大賛成です。
前嶋　いま、「エシカル消費」とい

われているように、環境にやさし
い商品を作っている、環境に配慮
した作り方をしている企業の商品
が売れていますよね。環境に良い
のなら、少しくらい高くても買っ
てみようかなという人が増えてい
る。古着もそうですね。安いから
買うというのではなく、エコにな
るから買うという人もいます。で
すから、今後はある程度のターゲッ
トを絞ることも必要だと思います。
旧車をEVに改造したり、コンバー

トEV用の電池を作ったり、ニッチ
ではありますが、これも新しいビ
ジネスですよね。
望月　そうですね。ただ、今まで
ＢtoＢしかやってこなかった中小
企業が今おっしゃったようなＢto
Ｃに移行するのはハードルが高い
ですね。ビジネスとしての生産ボ
リュームが小さいので、利益を出
し続けるのは容易ではないと思い
ます。
前嶋　自動車産業はマーケットが

大きく、恩恵を受ける企業も多い。
望月　そうなんです。結局、機械
を稼働させないと従業員が余るん
ですよ。まず飯のタネを作るために、
今ある機械で作れるビジネスを考
える。そのためにすべきことをし
ておかないと、自分たちも困るし、
２次、３次の会社も窮地に追い込
まれます。
　ところで、工業部会に所属して
いる会社は自動車製造業だけでは

ないんですよね？
前嶋　はい。そのほかに電気機械、
楽器、繊維などもあります。会社
の規模に関係なく、製造業は全て
工業部会に含まれます。だから工
業部会が次世代自動車センターと
タッグを組む場合、CNありきかな
と思うんです。そうすれば工業部
会に所属する全ての会社に恩恵が
生まれます。
望月　それがベストですね。ただ

CNをやりましょうと呼び掛けても
中小企業は動いてくれません。私
はいつも、CNを通じて省エネに取
り組むことで収益を上げましょう
と言っているのです。業種に関係
なく、省エネを実行すると

 もう

儲かり
ますから。不良品を減らすのも
CN、生産性の向上もCN、コスト
ダウンもCNというふうに、みんな
つながっているんです。省エネ＝
収益向上、それがCNなんです。

前嶋　次世代自動車センターには
今、何社ほど入会していますか？
望月　今年２月現在で約420社です。
工業部会には1700社ぐらい加盟し
ているんですから、ぜひご紹介く
ださい（笑）
前嶋　工業部会に所属する会社は、
約18％が自動車部品製造業で、約
78％が従業員数５～20人の小規模
企業です。次世代自動車センター
の支援対象は、エンジニアが在籍
するような比較的開発力のある100
～300人規模の中小企業だと思って

いましたが。
望月　今まではそうでした。なぜ
なら中堅であるべき中小企業が
しっかりしていないと、その川下
に位置する小規模企業は倒産しま
すからね。しかしながらサプライ
チェーン維持の観点から、中小企
業の仕入れ先である小規模企業に
も支援の手を差し伸べる必要性を
感じています。次世代自動車や脱
炭素はサプライチェーン全体で取
り組まなければ進みませんから。
前嶋　次世代自動車センターに会
員登録した会社の具体的な成果は
出ていますか？
望月　昨年２月のアンケート調査

によると、EV化に向けて「開発中」
「量産中」と答えた会員企業が
27.9％で、２年前に比べて9.4ポイ
ント上昇しました。
前嶋　一定の成果が出ているとい
うことですか？
望月　まだまだですね。年間30回
ほどセミナーや勉強会などを企画
していますが、一度も参加してい
ない会員企業さんが半数です。
前嶋　まだ当面はエンジン車が続
くはずだから大丈夫だろうと思っ
ている経営者が多いのかもしれま
せんね。従業員５人ぐらいの会社
だと、日々の経営に精一杯でなか
なか時間も取れないでしょうし。

望月　それは理解できます。でも
月々1000円の「授業料」で貴重な
情報が手に入るし、委託により部
品試作の費用支援が受けられるの
ですから、大いに利用していただ
きたいですね。
前嶋　年間1万2000円ですか。ゴ
ルフを１回我慢するだけでビジネ
スチャンスの情報を得られるなら
安いものですね（笑）
望月　まずは現場改善することが
重要です。現場改善もCNの一つで
すが、どこをどう改善していいの
か分からない会社が多いと思いま
す。私たちが企業訪問で現場に足
を運ぶとテーマが見えてきます。

大企業でさえ、不良品をたくさん
出しているとか、工程に無駄が多
いとか、まだまだいろいろと改善
する点があるんですよ。
前嶋　なるほど。現場改善による
成功事例を増やしたいですね。
望月　そうしたノウハウを会員間
で共有することで、生産性向上、
品質改善、コスト削減など、CNの
ヒントが見つかります。次世代自
動車センターと工業部会が協力し
合い、人材育成・技術力向上・販
路開拓・企業間のマッチングなど、
さまざまな支援をしていきたいと
思います。それなら頑張ってみる
かとEV化へのモチベーションを高

めてもらうことが当面の目標です。
前嶋　今までよりも両者の結び付
きを強化したいですね。
望月　ぜひ、やりましょう。次世
代自動車センターのスタッフが工
業部会企業を訪問して、そこで見
つかった課題についての報告会を
開催するのもいいですね。
　次号、NEWingでは次世代自動
車の対応に取り組んで結果を出し
ている企業を取材します。成功の
反対は失敗ではなく、何もしない
ことです。次世代自動車センター
と工業部会の会員企業がEV時代の
トップランナーになれるよう支援
してまいります。

「固有技術探索チャート」で
自社の強みと弱みを探る

望月英二 センター長
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すか？」とよく聞かれますが、実
はもう始まっているんです。最近
の新車は次世代自動車の要素を含
んでいて、自動運転の技術もレベ
ル３※まで来ました。バッテリーの
性能が向上し、モーターもコンパ
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動車センターと工業部会が協力し
合い、人材育成・技術力向上・販
路開拓・企業間のマッチングなど、
さまざまな支援をしていきたいと
思います。それなら頑張ってみる
かとEV化へのモチベーションを高

めてもらうことが当面の目標です。
前嶋　今までよりも両者の結び付
きを強化したいですね。
望月　ぜひ、やりましょう。次世
代自動車センターのスタッフが工
業部会企業を訪問して、そこで見
つかった課題についての報告会を
開催するのもいいですね。
　次号、NEWingでは次世代自動
車の対応に取り組んで結果を出し
ている企業を取材します。成功の
反対は失敗ではなく、何もしない
ことです。次世代自動車センター
と工業部会の会員企業がEV時代の
トップランナーになれるよう支援
してまいります。

省エネに取り組むことで
収益が向上する
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望月　「EVはいつから始まるんで
すか？」とよく聞かれますが、実
はもう始まっているんです。最近
の新車は次世代自動車の要素を含
んでいて、自動運転の技術もレベ
ル３※まで来ました。バッテリーの
性能が向上し、モーターもコンパ
クトになっています。10年前と今
の車を分解して比較してみれば、

構造も部品もかなり変わっている
のが一目瞭然です。今と10年後の
車を比べても雲泥の差があるで
しょう。そのときにEV対応できて
いない会社は生き残っていないと
思います。
前嶋　今から準備しておかないと
乗り遅れるということですね。
望月　その通りです。トヨタが
2030年に350万台のEVを生産する
と発表しましたが、そうなると、
その３～４年前からEVが出始めま

す。開発はさらにその３年くらい
前から始まっているはず。という
ことは、来年、再来年あたりから
EVの部品開発が急ピッチで進むで
しょう。
前嶋　エンジン車からEVに移行
すると、相対的に仕事の量が１割
から１割５分減るといわれていま
すね。これは動かしがたい事実な
ので、下を向いていても仕方ない。
何か活路を見出さないと。
望月　EV化によって構造がシンプ

ルになるので、例えば自動車向け
軸受け（ベアリング）の数は確実
に減ります。でもモーターやイン
バーター、車載電池のほか、電気
自動車特有の部品もあるので、プ
レスや機械加工でも新たに増える
仕事もあるんですよ。
　そのヒントを探り、中小企業自
身の提案力を高めてほしいと、浜
松商工会議所会館１階に「次世代
自動車センター 部品ベンチマーク
ルーム」を開設しました。ここでは、
電動パワートレインの分解部品の
展示を行い、会員企業が次世代自
動車に搭載される部品の試作製作
に必要な基本構造や知識を学べる

ようになっています。
前嶋　先ほど拝見しましたが、と
ても参考になりますね。浜松の中
小企業はピラミッド構造ですから、
いいモノを安く作っていれば、上
から下りてくる仕事がたくさんあ
りました。そのやり方がすっかり
定着しています。これを次の世代
に向けて少しずつ変えていかない
と、浜松地域の製造業は衰退して
いくと思うんですよ。
　これまでの通りに、“ウチはいい
モノを作れます”と待っているので
は厳しいですね。どんなモノが売
れるのかを、まず自分で考えて作っ
ていかないと。今までとは逆の発

想です。
望月　おっしゃる通り。私がいつ
も言っているのは、作る側の立場
からモノを作る「プロダクトアウ
ト」ではなく、消費者が欲しいと
思うモノを作る「マーケットイン」
の発想が大事だということ。その
ためには市場調査が欠かせないの
ですが、実際にやっている会社は
ほとんどないのが現状です。
前嶋　指示通りに作っていれば食
べていけましたからね。でもこれ
からは違う。いい製品を作ってさ
えいれば大丈夫という時代は終わ
りました。売ることを先に考えて、
思いついたらそれを製品化すると

いう頭の切り替えが大事かと。
望月　そうですね。ただ、中小・
小規模企業には販売のノウハウが
ないので、売るためのスキームを
構築してあげるのも私たち次世代
自動車センターの使命だと認識し
ています。
前嶋　いいですね。販路開拓まで
支援してもらえると、強い中小企
業が生まれてくると思います。

望月　次世代自動車といっても幅
が広くて、EV（電気自動車）以外
にHV（ハイブリッド車）、PHV（プ

ラグインハイブリッド車）、FCV（燃
料電池車）の４種類があります。
これまでのエンジン車とは違った
切り口で、新しいビジネスが生ま
れる可能性も十分考えられると思
うんです。
前嶋　なるほど。車に乗る目的も
ここ数年で変わってきましたよね。
これからは移動の手段というより
も、暮らしを楽しむための道具と
して使われるシーンが増えていく
でしょうね。
望月　そう思いますね。「動くスマ
ホ」みたいになりますから、異業
種からもどんどん参入してくるで
しょう。だから今までとは全く違

う新しい発想が必要なんです。
　でも、新しい部品を作るにも、
自社の固有技術を理解していなけ
れば、どんなことができるのか分
かりませんよね。そのために独自
の技術を「見える化」する「固有
技術探索活動」を推奨しています。
　製品ごとに、開発や生産などの
各工程で持っている自社技術を「固
有技術探索チャート」を使って探
し出すことで、自分たちはどんな
強みを持っていて、どこが足りな
いのかが見えてきます。EV化や自
動運転などの技術開発において、
何に取り組めばいいのか暗中模索
している企業に気付きを与えられ

るのです。

前嶋　EV化で部品が減っていくの
は仕方がないとして、自動車だけ
にとらわれずに、CN（カーボン
ニュートラル）をひとつの事業と
とらえて、新しいビジネスを始め
てもいいと思うのですが。
望月　いい考えですね。大賛成です。
前嶋　いま、「エシカル消費」とい

われているように、環境にやさし
い商品を作っている、環境に配慮
した作り方をしている企業の商品
が売れていますよね。環境に良い
のなら、少しくらい高くても買っ
てみようかなという人が増えてい
る。古着もそうですね。安いから
買うというのではなく、エコにな
るから買うという人もいます。で
すから、今後はある程度のターゲッ
トを絞ることも必要だと思います。
旧車をEVに改造したり、コンバー

トEV用の電池を作ったり、ニッチ
ではありますが、これも新しいビ
ジネスですよね。
望月　そうですね。ただ、今まで
ＢtoＢしかやってこなかった中小
企業が今おっしゃったようなＢto
Ｃに移行するのはハードルが高い
ですね。ビジネスとしての生産ボ
リュームが小さいので、利益を出
し続けるのは容易ではないと思い
ます。
前嶋　自動車産業はマーケットが

大きく、恩恵を受ける企業も多い。
望月　そうなんです。結局、機械
を稼働させないと従業員が余るん
ですよ。まず飯のタネを作るために、
今ある機械で作れるビジネスを考
える。そのためにすべきことをし
ておかないと、自分たちも困るし、
２次、３次の会社も窮地に追い込
まれます。
　ところで、工業部会に所属して
いる会社は自動車製造業だけでは

ないんですよね？
前嶋　はい。そのほかに電気機械、
楽器、繊維などもあります。会社
の規模に関係なく、製造業は全て
工業部会に含まれます。だから工
業部会が次世代自動車センターと
タッグを組む場合、CNありきかな
と思うんです。そうすれば工業部
会に所属する全ての会社に恩恵が
生まれます。
望月　それがベストですね。ただ

CNをやりましょうと呼び掛けても
中小企業は動いてくれません。私
はいつも、CNを通じて省エネに取
り組むことで収益を上げましょう
と言っているのです。業種に関係
なく、省エネを実行すると

 もう

儲かり
ますから。不良品を減らすのも
CN、生産性の向上もCN、コスト
ダウンもCNというふうに、みんな
つながっているんです。省エネ＝
収益向上、それがCNなんです。

前嶋　次世代自動車センターには
今、何社ほど入会していますか？
望月　今年２月現在で約420社です。
工業部会には1700社ぐらい加盟し
ているんですから、ぜひご紹介く
ださい（笑）
前嶋　工業部会に所属する会社は、
約18％が自動車部品製造業で、約
78％が従業員数５～20人の小規模
企業です。次世代自動車センター
の支援対象は、エンジニアが在籍
するような比較的開発力のある100
～300人規模の中小企業だと思って

いましたが。
望月　今まではそうでした。なぜ
なら中堅であるべき中小企業が
しっかりしていないと、その川下
に位置する小規模企業は倒産しま
すからね。しかしながらサプライ
チェーン維持の観点から、中小企
業の仕入れ先である小規模企業に
も支援の手を差し伸べる必要性を
感じています。次世代自動車や脱
炭素はサプライチェーン全体で取
り組まなければ進みませんから。
前嶋　次世代自動車センターに会
員登録した会社の具体的な成果は
出ていますか？
望月　昨年２月のアンケート調査

によると、EV化に向けて「開発中」
「量産中」と答えた会員企業が
27.9％で、２年前に比べて9.4ポイ
ント上昇しました。
前嶋　一定の成果が出ているとい
うことですか？
望月　まだまだですね。年間30回
ほどセミナーや勉強会などを企画
していますが、一度も参加してい
ない会員企業さんが半数です。
前嶋　まだ当面はエンジン車が続
くはずだから大丈夫だろうと思っ
ている経営者が多いのかもしれま
せんね。従業員５人ぐらいの会社
だと、日々の経営に精一杯でなか
なか時間も取れないでしょうし。

望月　それは理解できます。でも
月々1000円の「授業料」で貴重な
情報が手に入るし、委託により部
品試作の費用支援が受けられるの
ですから、大いに利用していただ
きたいですね。
前嶋　年間1万2000円ですか。ゴ
ルフを１回我慢するだけでビジネ
スチャンスの情報を得られるなら
安いものですね（笑）
望月　まずは現場改善することが
重要です。現場改善もCNの一つで
すが、どこをどう改善していいの
か分からない会社が多いと思いま
す。私たちが企業訪問で現場に足
を運ぶとテーマが見えてきます。

大企業でさえ、不良品をたくさん
出しているとか、工程に無駄が多
いとか、まだまだいろいろと改善
する点があるんですよ。
前嶋　なるほど。現場改善による
成功事例を増やしたいですね。
望月　そうしたノウハウを会員間
で共有することで、生産性向上、
品質改善、コスト削減など、CNの
ヒントが見つかります。次世代自
動車センターと工業部会が協力し
合い、人材育成・技術力向上・販
路開拓・企業間のマッチングなど、
さまざまな支援をしていきたいと
思います。それなら頑張ってみる
かとEV化へのモチベーションを高

めてもらうことが当面の目標です。
前嶋　今までよりも両者の結び付
きを強化したいですね。
望月　ぜひ、やりましょう。次世
代自動車センターのスタッフが工
業部会企業を訪問して、そこで見
つかった課題についての報告会を
開催するのもいいですね。
　次号、NEWingでは次世代自動
車の対応に取り組んで結果を出し
ている企業を取材します。成功の
反対は失敗ではなく、何もしない
ことです。次世代自動車センター
と工業部会の会員企業がEV時代の
トップランナーになれるよう支援
してまいります。

前嶋文明 部会長

CNの成功事例をつくり
会員企業間で情報共有
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「
固
有
技
術
」探
索
の
プ
ロ
セ
ス

基礎理論、材料開発、工法開発

試作方法

評価項目

設計、解析、図面

工程設計、型・治具、設備、材料選定

塑型、機械加工、溶接、表面処理、組立

最終工程検査

基盤技術

開発実験

開発試作

設　計

生産準備

生　産

検　査

「固有技術チャート」を用いて、自社の固有技術（技術上の強み）を可視化する。

次世代自動車部品開発の
支援事業スキーム
次世代自動車センター浜松では、「固有技術探索」の手法を用いることで
個別企業の独自技術や強みを探り、開発型企業への転換を促している。

1

2 電動二輪車・四輪車の車両を分解して部品を展示。希望する会員企業には貸し出しも行い、
次世代自動車搭載用の部品の試作に取り組むための情報を提供している。

浜松商工会議所会館１階にある「部品ベンチマークルーム」。BMW Cエボリューション（電動スクーター）、
テスラ モデルS・モデル３の電動アスクル、フォルクスワーゲンID.3のバッテリーケースなどさまざまな製品を分解・展示

保有技術の棚卸し。固有技術を探索する
ための対象製品を選定する。

■「固有技術」探索製品の選定

その製品について実際の現場で行われて
いる技術（保有技術）を抽出する。

■技術項目の洗い出し

「固有技術」
探索活動

車両分解調査・部品ベンチマーク活動
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4
技術面に特化した講演・講座を実施し、最新技術の
動向に関する情報収集・知識習得をサポート。

「軽量化」「振動騒音改善」「熱マネジメント」など、
試作部品の開発におけるテーマを設定。

可視化された「固有技術」を活用し、新しい部品を試作す
ることで、さらなる技術の向上を図る。“次世代自動車に
関連する部品”の試作に挑戦したい企業を公募し、製作
委託の方式により試作費用を支援する。

7

6
5

●「固有技術」と「技術ニーズ」をマッチング

■次世代自動車関連ビジネスの獲得
■会員企業間で知見を共有（自社ノウハウ部分以外）

中
小
企
業
の「
提
案
力
の
向
上
」

次世代自動車に搭載される部品の
大手メーカーに対する商談機会支援
技術マッチング商談会／会員企業交流会 など

技術レベルの把握などによる実体験づくり支援
会員企業訪問／現場見学会／講座 など

技術トレンドなどの情報支援
情報発信／相談対応／調査研究／講演会 など

新たな部品と高度化される部品の開発支援
技術セミナー／試作実習／研究・実験 など

固有技術の伝承と展開できる人材の育成支援
固有技術調査・分析／講座 など

3 大手企業からの技術ニーズを会員企業に提供。

技術
マッチング

中小部品メーカー

完成車メーカー・大手部品メーカー

秘密保持契約STEP1 企業訪問STEP3固有技術探索基礎講座STEP2

次世代自動車センター

固有技術の探索活動

技術ニーズの収集活動

秘密保持契約STEP1 技術ニーズ一覧表提示STEP2 企業訪問STEP3

STEP4

技術動向講演会・
基礎講座の開催

先行開発企業の
成果報告

試作部品等
製作委託事業

開発テーマの設定

技術マッチング活動

次世代自動車センター浜松
TEL 053-489-8111　FAX 053-450-2100　Eメール evc@hai.or.jp　https://www.hai.or.jp/evc/
浜松市中区東伊場2-7-1　浜松商工会議所会館8階　公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構内 11NEWing  2022.5







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5月発行

2022.
月～   月期1 3

静岡県西部地域の中小企業の業況判断指数は、
「原材料不足・高騰」「オミクロン株急拡大」「ウクライナ情勢」などが
複合的に絡み合い、２四半期振りに悪化した。

原材料価格の高騰に加え、
オミクロン株急拡大で業況悪化

※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1月～3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

49

75

57

20

26

73

59

68

42

21

250

22

21

30

13

21

23

26

13

29

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。

●海外向けのバイク、レジャーボートの部品受注が増加し
ている。（二輪車部品製造）

●オミクロン株拡大により、各自動車メーカーの工場停止
の影響が出ている。（自動車部品製造）

●海外からの輸入において、コンテナ代の高騰などコスト
増加となっている。（卸売業）

●資材高騰、設備不足による工期遅延が発生している。
（建設業）

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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※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

結婚の決め手は、信頼できる
第三者がそばにいること！ 
我々婚活カウンセラーがお客
さまの気持ちに寄り添いなが
らコミュニケーションを重ね、
成婚へと導きます。結婚相談
所は敷居が高く感じますか？ 
独身証明や身分証明を提出した上でご入会いただく、安心で明
瞭なシステムです。登録会員数75,000人。ご希望に沿った信
頼できる方をご紹介します。初回無料カウンセリング実施中！ 
ホームページからお問い合わせください。

2021年に生まれ故郷である
浜松へ戻ってまいりました。
弊社はWebサイト制作を得意
としている会社です。従来の
制作・料金体制を大きく見直
し、プランナーやWEBデザイ
ナーをはじめ、プログラマー、
イラストレーターなどが企画
から制作までを「ワンストップ」で行うことで、無駄な工程や費用を
カットし、低コストかつ品質の良いホームページの制作および、運営
を実現させました。

◆共同利用企業様募集中
【企業・従業員双方にメリット】
「自社保育園あり」と謳えること
で企業イメージの向上、有力人材
の確保、キャリアの継続や短時
間復職に伴う保育料負担軽減な
どが可能です。
◆弊社は市内に企業主導型保育
園キッズハウス３園、介護事業や高齢者身元保証事業、飲食か
ら移動体通信事業まで「チャレンジ」がモットーの企業です。地
域密着、地域連携でトータルライフデザインを。

Webサイト制作は
お任せください！

CO-REVO合同会社
浜松市南区安松町80-1
TEL 050-3149-5346
E-mail support@co-revo.com
https://service.co-revo.com

人生のパートナー選びのご相談は
縁結びコンシェルジュ福良へ

縁結びコンシェルジュ福良
浜松市北区初生町340-6
TEL 080-4308-4194
E-mail enmusubi@fukra. jp
http://www.fukra. jp/

●諦めているワインやペンキ、
接着剤●美容室でのカラー剤
付着事故●受けてもらえない
ハイブランド品など…諦めてい
ませんか？ 浜松では唯一！ 全
て店舗で仕上げています。シミ
の95％以上は取れる！ だから
できる成功報酬制。クリーニ
ング店からもシミ抜きを依頼されています。日本全国だけでな
く、海外からも依頼品が届きます。テレビにも多数出演。
YouTubeチャンネルからご覧いただけます！

シミが取れなければ
代金はいただきません！

おしゃれ工房You友
浜松市中区葵東1-8-11
TEL 053-439-0050
E-mail youyuu@or.tv
https://clyouyuu.com/

「仕事子育て両立支援に」
保育園共同利用しませんか

合同会社 元気いっぱい夢いっぱい
浜松市東区中田町315-5
TEL 053-465-5000　FAX 053-424-8117
E-mail info@genkiyume.com
https://www.genkiyume.com
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募集期間

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

検 索静岡県  経営力向上  補助金

浜松商工会議所 中小企業相談所

tel.053-452-1115
申
請
手
続 ・受付は平日に限ります

・所定の申請書類を持参、または郵送（申請期間最終
日の消印有効）で浜松商工会議所 中小企業相談所へ

取
り
組
み
の
例

新サービス開始（レストランがケータリング）時や新分野参入
（美容院がネイルアート）など

■サービス業

新販売方法（通信販売参入）や新商品群の取り扱い開始（書店が
雑貨を販売）など

■小売業

新製造手法の導入や新分野参入（部品メーカーが健康グッズ）
など

■製造業

（中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模企業）
補助対象となる小規模企業

常時使用する従業員数が次のとおりであるもの
❶ 製造業、建設業、運輸業、サービス業（宿泊業、娯楽業）、
　その他の業種（②を除く）：20 人以下
❷ 卸売業、サービス業（宿泊業、娯楽業を除く）、小売業：５人以下

補
助
の
内
容

補助率 2/3以内 限度額 50万円

対象経費 開発費、機械装置等費（IT ソフトウェア
含む）、広報費、委託費ほか

加点措置 BCP（事業継続計画）策定済み事業者の場
合、審査時に加点

補
助
対
象
者

以下の要件のすべてを満たすもの

1 自社がこれまでに行ったことがないもの又は既存のものを
　大幅に改善するもの
2 新たな需要の開拓又は生産性の向上を目指して行うもの
3 経営革新計画の承認取得を目指す３年間の
　経営ビジョンを策定した上で行うもの
ただし、過去に経営革新計画の承認を受けた企業（※）、および当該小
規模企業経営力向上事業費補助金を受けて事業を実施した企業は除く

※過去に先代が承認を受けたが、後継者が新たな分野で新規事業にチャ
レンジする場合は対象

※新型コロナウイルス感染症の影響による優遇措置あり
※詳細は手引きを参照ください

１次／4月1日（金）～5月20日（金）
２次／6月10日（金）～7月22日（金）

まずはご相談を。

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

経営力向上事業費補助金

新たな需要の開拓や
生産性の向上を目指す
小規模事業者を応援
静岡県は、県内の小規模企業を対象として
「新たな需要の開拓」または「生産性の向上」を目指して行う
工夫・改善による新たな取り組みに要する経費を助成します。
令和４年度小規模企業経営力向上事業費補助金の
申請手続きが開始されました。
今年度の概要と、実際に補助金を受けて
事業を実施した事例をご紹介します。
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会員事業所Report

代表社員 武藤真和さん（中）とノアくん、長谷川智章さん（左）とバズちゃん、
浜松商工会議所 経営支援員 金原（右）とルーくん

東洋家具製造、武藤染工、第一天竜、石塚建具製作所の経営者らが
2021年2月に設立した合同会社。浜松市の地場産品を主材とした
ペット用品・ペット家具の制作・販売を手掛け、
オンラインショップも展開する。

新商品PRのために作成したパ
ンフレット。地元でのポスティン
グのほか、人脈を生かして浜松
市内の飲食店や美容室など約
20カ所に設置を依頼した

オリジナルの焼印で商品をブラ
ンド化。ペットと泊まれるホテル
やドッグランなどに置いたハード
ルやハンガーラックなどに焼印を
入れ、認知度を向上させた

仲間同士のコラボで、オール浜松のペット用品を開発。
コロナ禍でできた時間と視点で新たなチャレンジ！

PETIT（プティ）合同会社
浜松市中区曳馬　https://www.peti t -2021.com/

認知度が上がり、販路拡大！

新商品開発や販路開拓など
さまざまなチャレンジをしたい！

地元の材料と職人技で作られていることをPR
【補助金を活用】

既存商品との明確な差別化が必要

Point!

　地元４社の職人が連携し、ペット
用品の製造販売を目的に合同会社を
設立。浜松市の地場産業を生かし
た商品づくりを始めた。「地元の材
料と伝統技法を取り入れて、浜松で
加工しています。大量生産されたも
のとは違い、デザイン企画や素材選
び、加工、組み立てまで職人が心を
込めて製作したぬくもりがある商品
です」と武藤さんは語る。
　当初はECサイトでの販売からス
タートしたものの、PR不足から認
知度が低く、地元の方にも商品を見
てもらう機会が少なかったという。
「１年後、２年後の事業展開のアイ
デアはあっても、資金はないし、ま
ずどう動いたらいいのかわからない。
支援員の金原さんにアドバイスをも
らいながら、補助金を使って前向き
にチャレンジしていくことに知恵を
絞った」と長谷川さん。小規模企業

経営力向上事業補助金に申請し、
2021年度は自社がこれまで取り
扱ったことのない分野の新商品開発
とPRの強化をスタートさせた。
　「PRツールの作成や情報サイトへ
の掲載を通して、少しずつ認知度アッ
プにつながっています。さらに地元
特有の『やらまいか精神』に助けら
れて、リアルな販売店や特約店が増

えています。今年度は商品を見て触っ
て実感してもらえる機会を増やすべ
く、積極的にイベント出店をしてい
きます」（武藤さん）
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浜松商工会議所 職員人事異動

浜松商工会議所では、４月１日（金）付にて、次のとおり事務局内人事異動を実施しました。

昇格（異動） 職員異動

前  職

鈴木純一 中小企業相談所 所長
総務企画部 総務管理課 課長

新 役 職

前  職

内山勝徳 総務企画部 部長
中小企業相談所 所長

新 役 職

前  職

新海 悟 産業振興部 工業振興課 課長代理
産業振興部 経営支援課 係長

新 役 職

前  職

名波佳紀 産業振興部 工業振興課 課長
産業振興部 工業振興課 課長代理

新 役 職

前  職

清水智博 総務企画部 総務管理課 課長
産業振興部 工業振興課 課長

新 役 職

前  職

杉浦宏昭 産業振興部 商業観光課 係長
産業振興部 商業観光課

新 役 職

前  職

伊藤規晃 産業振興部 部長
産業振興部 商業観光課 課長

新 役 職

前  職

西村吉弘 産業振興部 商業観光課 課長
総務企画部 人材支援室 室長

新 役 職

前  職

山本 栄里子 産業振興部 会員共済課 係長
産業振興部 会員共済課

新 役 職

前  職

深津正樹 総務企画部
重点プロジェクト推進室 室長
総務企画部 人材支援室 室長代理

新 役 職 大石和孝 産業振興部 商業観光課 課長代理
前  職 浜松まちなかにぎわい協議会

副事務局長（出向）

新 役 職

前  職

三浦弘和 総務企画部
重点プロジェクト推進室 係長
総務企画部 総務管理課

新 役 職

前  職

古田直也 産業振興部 工業振興課 係長
産業振興部 工業振興課

新 役 職

前  職

鈴木智也　 総務企画部
重点プロジェクト推進室 係長
総務企画部 総務管理課 係長

新 役 職

前  職

加藤雅子

産業振興部 工業振興課

総務企画部
重点プロジェクト推進室

新 役 職
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第 25 期 議員改選・選任諸会議 日程
開催日（2022 年） 会議名など

浜松商工会議所　第 25 期議員改選
7 月に 12 部会で一斉に総会開催

　浜松商工会議所では、第24期の任期が

本年 10 月 31 日（月）をもって満了する

ことから、次期第 25期議員（任期 3年：

2022 年 11 月 1日～ 2025 年 10 月 31 日）

の改選を行います。

　改選日程は右記のとおりです。なお、2

号議員並びに部会役員（正副部会長・評

議員）を選任するための部会総会が7月 7

日（木）から29日（金）の間、12部会にお

いて一斉に開催されます。具体的な日程が

決まり次第、会員の皆さまにご案内します。

浜松商工会議所議員定数：150 人

・１号議員：76 人
	 会員および会員以外の特定商工業者が
	 投票によって会員のうちから選挙する。

・２号議員：52 人
	 部会が部会員のうちから選任する。

・３号議員：22 人
	 会頭が常議員会の同意を得て
	 会員のうちから選任する。

５月１８日（水）～
６月１０日（金）

７月７日（木）～
７月29 日（金）

１１月21日（月）

１１月１日（火）

４月19 日（火）

５月１７日（火）

７月６日（水）

９月13 日（火）

８月下旬

４月1日（金） 各部会　部会員数、会員数、選挙口数基準日

第485回 常議員会
３号議員選任、２号議員部会別割当数決定

第487回 常議員会
２号議員選任報告

第126回 通常議員総会　３号議員選任報告

各部会　正副部会長会議

１０月３１日（月） 第24期役員・議員任期満了日

12部会 総会開催
２号議員選任、１号議員立候補者推薦、正副部会長・評議員の選任

第１回 選挙委員会（委員長選任、日程、部会別議員割当数）

（新）正副会頭会議 
副会頭担当部会・委員会、正副委員長など選任
第489回 常議員会　理事選任、顧問・参与・相談役委嘱

第488回 常議員会（第24期）
第81回 臨時議員総会（第25期）
正副会頭・専務理事・常議員・監事の選任、１号議員当選人報告

第２回 選挙委員会
（２号議員選任報告、１号議員立候補者推薦状況など）
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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、新たに商工名鑑（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

ングや販促に役立てたりと、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（新年度４月〜翌３月末までの一年間）
	 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　6600 円
□	10 月～翌年３月登録	 会	員　3300 円

2022年4月1日（金）
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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9/13（火）

9/22（木）

10/21（金）

11/7（月）

8/22（月）

９/２（金）

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）

より利便性の高い検定試験にリニューアル
2022 年度 東商検定試験

2022年度からの主な変更点　東商検定試験は2022年度より、PBT（紙

による試験）から IBT（インターネット

経由での試験）・CBT（テストセンターの

パソコンで行う試験）に完全移行します。　　　

　あわせて、一部試験の実施項目なども変

更。リニューアルでさらに受験しやすくな

る東商検定を貴社の人材育成にお役立てく

ださい。

メリット

● 所定の試験期間であれば、
 曜日・時間（10 時～ 19 時）を選んで受験できます
● システムによって即時採点、試験終了後に
 すぐ合否・得点が分かります

1 CBT 試験を恒久化。IBT・CBT を自由に選択できます

2 IBT・CBT で異なっていた申込期間・試験期間を
 統一して実施します

インターネットを通じて自宅や会社のパソコン
で受験する方式です。移動の手間や時間を節
約し、いつもの環境で受験できます。カメラを
通じて試験中に監視・本人確認を行います。

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。パソコンやネット
環境の準備ができない方や不安な方も安心し
て受験できます。

IBT（Internet Based Testing）

CBT（Computer Based Testing）

※ 試験方式を PBT から CBT に移行
※ 受験資格から２級合格要件を撤廃（２級を合格していなくても受験可能に）
※ 試験時間の短縮

3 ビジネス実務法務検定試験・
 福祉環境コーディネーター検定試験の
 １級試験の実施要項を変更

メリット

● 申込状況・成績の管理、受験料の一括支払いが可能
 （10 人以上の団体は申込期間後の後払いが可能）
● 団体の受験者が先行して申し込みができる
 「団体専門個人申込期間」あり
● 自社・自校の会場で集団型試験を行う
 「団体開催」が可能（10 人以上の団体対象）

4 団体申込の要項を一部変更します
 （企業や学校などで受験者数が３人以上の場合、利用できます）

2022 年度 検定試験スケジュール
検定試験名 実施級・クラス

第１シーズン

カラーコーディネーター
検定試験

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

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

ー

ー

２・３級

ー

２・３級

１級
※ CBT のみ

１級
※ CBT のみ

* 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

スタンダード
アドバンス

〜 〜

申込期間

10/5（水）

10/14（金）

11/1（火）〜
11/10（木）

11/1（火）〜
11/10（木）

第 2シーズン

団体登録期間

ー

ー

4/25（月）

5/13（金）

5/23（月）

6/3（金）

〜

〜

申込期間

ー

ー

5/25（水）

6/3（金）

6/15（水）

6/24（金）

〜

〜

試験期間

ー

ー

7/1（金）

7/19（火）

7/22（金）

８/8（月）

〜

〜

団体登録期間

9/12（月）

９/22（木）

10/17（月）〜
10/28（金）

10/17（月）〜
10/28（金）

〜 〜

試験期間

〜

12/4（日）

12/4（日）

11/11（金）

１１/28（月）
〜
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おしらせ浜松地域のプレスリリース＆ニュースリリースサイト
「はままつ NEWS!!」投稿受付中

はままつ NEWS!!
詳細はこちらから！▶

https://hamanews.net/

　「はままつNEWS!!（はままつニューズ）」は、浜松商工会議

所が運営する浜松地域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です。貴社の新商品や新サービス、キャ

ンペーン情報などを投稿するこ

とで全国の皆さまにPRすること

ができる新しいサービスです。

　下記条件を満たす浜松地域の

中小企業・小規模事業者、個人事

業主の皆さまが利用可能ですの

で、この機会にぜひ投稿していた

だき、貴社のPRにお役立てくだ

さい。

■ 利用条件
下記 a,b の両方を満たしていること

「浜松経済指標 2022」を発行

このような情報の PRにお役立てください

　浜松商工会議所では、2021 年における遠州地域

の生産統計や地域経済動向の指標となるデータをま

とめた「浜松経済指標 2022」を発行しました。

　同冊子には、地域内の産業統計をはじめ、貿易、

金融、通信などの各種データが盛り込まれています。

　冊子をご希望の方には浜松商工会議所の窓口にて

配布しています。

2022 度 雇用保険料率について

　2022 年度の雇用保険料率は、本年 4月および

10月に変更されます。年度の途中からも保険料率

が変更となりますのでご注意ください。詳しくは、

厚生労働省の資料をご覧ください。

b.サービスの掲載基準に合致している内容
	 ※	詳細は Web ページをご確認ください

a. 浜松地域の中小企業・小規模事業者（個人事業主を含む）

□ 新商品 □ 開店・リニューアル
□ 新サービス □ キャンペーン・イベント

中小企業とは

製造業そのほか

卸売業

小売業

サービス業

業種分類

３億円以下

５千万円以下

１億円以下

５千万円以下

資本金の額
または出資の総額

300人以下

50人以下

100人以下

100人以下

常時使用する
従業員の数

または

4月〜

ホームページからも
ダウンロードできます

厚生労働省
令和４年度	雇用保険料率のご案内
https://www.mhlw.go.jp/
content/000921550.pdf

浜松経済指標 検	索

被保険者負担

事業者負担

変更なし

変更あり

10月〜 被保険者・事業者負担とも変更あり
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家康公ゆかりの地フォトコンテスト開催について

　浜松商工会議所 新商品開発プロジェクトでは、2023

年からはじまる大河ドラマ「どうする家康」の機運を高

めるために、家康公のゆかりの地を撮影したフォトコ

ンテストを開催します。受賞作品については、当所の

SNS で発信するとともに、今後、大河ドラマ放送に向

けて当所にて制作する広報物などに掲載したいと思いま

すので、奮ってご応募ください。

SNS で応募

※	応募作品の著作権、使用権は主催者（浜松商工会議所）に
	 帰属します
※	応募作品について、著作権や肖像権など第三者の権利侵害に
	 関わる問題が発生した場合は、全て応募者の責任とします
※	新型コロナウイルスの感染状況、行政の要請などにより、
	 キャンペーンを中止、もしくは過去に撮影した作品のみの
	 応募となる場合がございます

応募方法

2022 年 3 月 1 日（火）～ 8 月 31 日（水）

開催期間

同時開催！

主催：浜松商工会議所
共催：静岡県写真館協会 浜松支部
後援：浜松市

詳細は家康公ゆかりの地フォトコンテスト
特設ページにてご確認ください

https://ieyasu-photo.jimdofree.com/

▶

受賞者には
QUO カードをプレゼント

◆ 最優秀賞
 30000 円分× 1 名様

◆ 優秀賞
 20000 円分× 1 名様

◆ 奨励賞
 10000 円分× 1 名様

◆ 特別賞
  5000 円分× 2 名様

◆ 入 賞
 1000 円分× 10 名様

賞 品

1	浜松商工会議所のアカウントをフォロー
2	浜松商工会議所のアカウントをメンション
3	「# 浜松家康公ゆかりの地フォトコンテスト」
	 のハッシュタグをつけて投稿

Instagram・Twitter・facebook

メールで応募
1	題名に「家康公ゆかりの地フォトコンテスト」と入力
2	本文に氏名・住所・連絡先・撮影場所などを入力
3	写真を添付（5MB 以内）
4	商業観光課代表メールに送信

shogyo@hamamatsu-cci.or.jp

Instagram でいいね！キャンペーン

9 月以降に浜松商工会議所の Instagram に家康公ゆか
りの地フォトコンテスト受賞作品を掲載します。
次の手順でフォローと「いいね！」をされた方に、抽選
で賞品をプレゼントします！

1	浜松商工会議所のアカウントをフォロー
2	お気に入りの写真に「いいね！」

賞品：図書カード NEXTネットギフト
	 	 500 円分× 20 名様
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日本商工会議所創立 100 周年記念事業
オンライン記念講演会 第１弾

「日本商工会議所創立100 周年記念事業オンライン記念講演会」事務局
☎ 03・6276・5515（10：00 〜 19：00 ／平日）
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書道家　武田 双雲　たけだ そううん
1975年熊本生まれ。東京理科大学卒業後、NTTに就職。約３年後に書道家として独立。
NHK大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」など、数々の題字を手掛ける。講演活動やメ
ディア出演のオファーも多数。ベストセラー『ポジティブの教科書』のほか著書は50冊を超え
る。2013年度、文化庁から文化交流使に任命され、ベトナム、インドネシアにて書道ワーク
ショップを開催、17年にはワルシャワ大学にて講演など、世界各国で活動する。近年、現代
アーティストとして創作活動を開始し、15年カリフォルニアにてアメリカ初個展、19年アート
チューリッヒに出展。20年にはドイツ、代官山ヒルサイドフォーラム、日本橋三越、大丸松坂
屋（京都店・心斎橋店）、GINZA SIX、伊勢丹新宿店にて個展を開催し、盛況を博す。

世界平和を心より願いながら書きました。

世界が平和でありますように。
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田町

HACHI

連尺

アルス
パーキング

浜松経済人
いちおしの味

食の愉しみ

リレー連載 81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！

浜松市中区元城町222-25
アルスビル2階
18：00～24：00（L.O.）
月曜、第1日曜休

TEL.053-522-9243

左から、牛リブロース、豚肩ロース、鶏もも肉。写真はレギュラーサイズ4279円（4～5人向け）※ハーフ、ビッグもあり

　肉好きにはもうたまらない一皿。
HACHIに来たら必ず注文するの
がコレです。趣味で筋トレをして
いるので、高タンパクな赤身の肉
は必須。このボリュームでも一人
で食べてしまいます。
　盛り合わせ（レギュラー）には、
メキシコ産の牛リブロース200g、
国産の豚肩ロース200g、鶏もも
肉100gにポテトフライが付いて
きます。肉はフライパンで表面を

焼いた後、肉汁が逃げないよう低
温のオーブンでじっくりと焼き上
げ、最後に焼き色を付けるため再
度フライパンで焼くのが橋爪シェ
フのこだわり。塩・こしょうだけ
のシンプルな味付けで、添えられ
たすりおろしのオニオンソースを
絡めて存分に肉のうま味を堪能し
ます。
　なかでも牛リブロースは味が良
いのはもちろん、脂身が少なく身

がしっかりとしていて、肉を食べ
ているという実感を味わえます。
単品のステーキも人気です。私の
場合は肉と一緒にハイボールが進
みますが、こちらはワインバルで
もあるので200種近くあるワイン
からお好みを選んでみてください。
　ほかにも店の名物、トリュフが
香るスクランブルエッグはお通し
のバゲット（食べ放題550円）に
のせて食べるのがおすすめです。

私がお薦めします
大和養魚株式会社　代表取締役社長  和久田惣介
わくだ そうすけ
1980年浜松市生まれ。浜松日体高校卒
業。榛原郡吉田町のうなぎ問屋にて修
業。2005年、家業の大和養魚に入社し、
昨年３月に５代目社長に就任。創業115
年、自社養殖場でうなぎを育て、自社
工場で加工販売を行う。趣味は筋トレ。

HACHIの
ワイン&キッチン

がっつり
肉盛り合わせ

肉！肉！肉！ 今日は肉の日！
がっつり食べてエナジーチャージ
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18日

11日
25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

※302会議室

「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

6日
20日

13日
27日

1日
15日
29日

22日
8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 5月 6月 7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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本誌掲載の情報は令和4年4月15日現在のものです
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