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浜松商工会議所の
取り組み

コロナ禍における
特  集 緊急企画







商工会議所10階会議室において、8月
9日から当所会員事業所向けの職域接
種を開始。10月5日の終了日までに2万
3385人分のワクチン接種を実施した

８月20日から９月30日にかけて、新型コロナウイルス対策として
静岡県に緊急事態宣言が発令された。そのため、本誌特集においても、
対外的な取材をできる限り控えることとなった。そのような状況の下、
今号の特集では、会員事業所に向けた当所の取り組みをご報告したい。

浜松商工会議所の
取り組み

コロナ禍における
特  集 緊急企画
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６月初旬

６月17日（木）

６月24日（木）

７月１日（木）

７月13日（火）

７月16日（金）

７月19日（月）

７月20日（火）

７月22日（木）

７月26日（月）

７月27日（火）

８月６日（金）

８月９日（月）

８月30日（月）

９月６日（月）

10月５日（火）

国が提唱した中小企業向けワクチン接種に対応すべく、
医療資源（医師・看護師等）の確保、接種会場の調整・確保等を実施

厚生労働省に対し、職域接種申請（７月12日より接種開始計画）

ワクチン不足の懸念から申請どおりの承認・実施が困難な見通しとの連絡
日本商工会議所等に対し、即時承認を国に働き掛けるよう強力に要請
（全国で102の商工会議所が申請し、この時点での承認先は８商工会議所のみ）

日本商工会議所より、政府に対し、「各地商工会議所から申請されている
職域接種の速やかな承認」についての緊急要望を実施

当所での職域接種に先立ち、浜松市との共同接種を決定
7月26日よりザザシティ浜松、7月27日より総合産業展示館にて接種開始

日本商工会議所議員総会に河野ワクチン接種担当大臣が出席し、
「商工会議所によるワクチン接種を速やかに実施していく」旨の方針を発表

厚生労働省から職域接種の承認の連絡が入る
８月９日からの実施に向けて、案内方法などの開催概要を検討

当所公式ウェブサイトにて職域接種開始のお知らせ

エッセンシャルワーカーを第１弾として予約案内を送付
以降、順次、会員事業所に向けて案内送付

浜松市との共同接種［ザザシティ浜松］開始（～9月11日まで）

浜松市との共同接種［浜松市総合産業展示館］開始（～9月6日まで）
職域接種用ワクチンを保管するための冷凍庫３台が納品

職域接種用ワクチン到着

職域接種１回目開始

予約希望多数により、４日間の日程追加を決定

職域接種２回目開始

全日程終了。３会場で３万5283人が接種

浜松市と連
携して

全国最大規
模で実施

全会員事業所に向けた
共同・職域接種が終了

　浜松商工会議所では、政府の要請を受け、

自治体における接種負担を軽減し、国内全体

の接種を加速させるべく、職域接種の単独実

施が困難な中小企業を対象とした、新型コロ

ナウイルスワクチン共同・職域接種を行った。

　浜松市、関係機関（聖隷福祉事業団・会員

事業所など）との連携協力の下、全ての当所

会員事業所に対して市内３会場を案内。総計

３万5283人への接種を実施した。商議所とし

ては県内初で、全国でも屈指の規模となった。

　実施にあたっては、エッセンシャルワーカー

を最優先とした。業種・従業員規模を考慮し

て順次接種を進め、浜松市が行っているワク

チン接種会場（ザザシティ浜松・浜松市総合

産業展示館）にて対応した。

　８月９日からは一般の会員事業所に向けた

職域接種を開始。当初は９月30日までを予定

していたが、延長希望の声が多いことから、関

係機関に要請して新たに４日間の追加を行っ

た。

●経緯

接種当日のキャンセルにより
余ったワクチンを無駄にしない
ため、SNS（Twitter・LINE）を
通じて接種希望者の緊急募集
を行った。当所の会員でなくて
も申し込み可能とし、地域の
人々に接種の機会を提供した。

「ワクチン駆け付け接種」
を実施

浜松市集団接種会場での共同接種

会　場

接種人数

ワクチン

期　間

案内事業所

浜松商工会議所会館での職域接種

❶ ザザシティ浜松 西館２階

７月26日（月）～９月11日（土）
稼働日数32日

4627人

エッセンシャルワーカー業種
従業員１～10人規模

モデルナ社製

❷ 浜松市総合産業展示館

7271人

エッセンシャルワーカー業種
従業員11～49人規模

ファイザー社製

７月27日（火）～９月６日（月）
稼働日数32日

❸ 浜松商工会議所 10階 会議室

２万3385人  ※市外在住者も対象

❶❷の残りの事業所 他

モデルナ社製

８月９日（月）～10月５日（火）
稼働日数57日

●ワクチン接種実施状況の報告
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●救護所

受け付けを
済ませた人は
同階の待機所へ

商工会議所会館１階ロビー。
混雑を避けるため

15分刻みの時間予約で順次対応

ソーシャルディスタンスを考慮して
エレベーター内は５人まで

15～30分間の
経過観察を終えて終了。
２回目接種は４週間後の
同会場、同時刻

体調不良者の
発生に備えて
救護所を設置

順番にエレベーターで…3

待機所2

10階接種会場へ到着4予診票のチェックを受ける5

いよいよ接種7医師による問診を経て6

およそ15分間の経過観察9予防接種済証を受け取る8

会場受付1

職域接種の様子
フォトリポート

■実施期間／8月9日～10月5日
■浜松商工会議所 10階会議室
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A社（製造業）

浜松市で行っている
集団接種ではなかな

か予

約が取れず、従業員の
接種が進んでいないと

き

に商工会議所からワ
クチン接種の書類が

届き

ました。多くの従業員
から接種希望があっ

たた

め、とりまとめ方式で
予約をしました。従業

員の

個別での対応が難しか
ったので助かりました

。

B社（建設業）
小規模な会社のため、従
業員がまとまって接種会場
に行くのは難しく、仕事の
予定を確認しながらスケ
ジュールを組んで対応しま
した。申し込みは予約専用
ウェブサイトを使いました。
仕事に支障なくワクチン接
種ができて良かったです。

接種会場
インタビュ

ー

職域接種における
医療資源を提供
社会福祉法人 聖隷福祉事業団

　新型コロナウイルスワクチンの職域接種を商工
会議所を中心に進めていくという報道が６月に発
表され、当法人としても浜松地域の医療を預かる
立場として、一日も早い地域の経済活動の正常化
に向けた貢献ができないかと、ご協力の申し出を
いたしました。
　時を同じくして、浜松商工会議所でも職域接種
を検討していたこともあり、すぐに話が具現化し、
日程や接種人数についての意見交換を重ね、ワク
チン供給不足による約１カ月間の遅れはありまし
たが、８月９日から職域接種を開始し、浜松商工
会議所の手厚いご協力のなか、約２カ月間で２万
３千人超（延べ４万６千回超）の接種を無事終え
ることができました。
　ニュース等ではワクチン接種３回目の報道が出
ておりますが、当法人としても引き続き地域の皆
さまの命を守るべく尽力してまいります。

C社（サービス業）

接客業のため、その日
にならないと

ワクチン接種に行ける
かどうか分か

らないなか、商工会議
所から「当日

駆け付け予約」の話を
聞き、接種直

前に案内をもらいタイ
ミング良く接

種できました。

会員事業所の
皆さんの 協力と声
各 分 野 の 力 を合わせて会場運営

遠州紙工業株式会社

感染対策の除菌液

除菌液
「M.I.Tスナッパー」

　昨年、コロナ禍で消毒液が不足と
なっているなか、当社内で製品が作
れないか検討し、「M.I.Tスナッパー」
を商品化。浜松商工会議所に製品の
販路について相談したところ、１階
フロアへ来客向けに置いていただけ
る運びとなりました。
　今回、職域接種会場となった浜松
商工会議所会館内のエレベーターの
除菌方法を相談いただき、噴霧器に
よる除菌方法を提案しました。
　職域接種中の感染拡大防止に貢献
できて良かったと思います。新型コ

ロナウイルス感染
が１日でも早く終
息することを祈っ
ております。
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F社（情報サービス業）
なかなか予約が取れないなか、知人から商工会議所でワクチン接種を行っていると聞き、問い合わせたところ、対応してくれた職員の方が丁寧に説明をしてくださりほっとしました。当日の接種日に予診票を忘れたときにもご対応いただき大変助かりました。

商議所会館９階に入居中

職場が浜松商工会議所会館内にあるので、勤務時間
中に接種できてとても助かりました。会員事業所であれ
ば浜松市民でなくても接種できるというのもありがたかっ
たです。接種開始の初日に接種しましたが、受付から接
種までの流れもスムーズでした。

D社（製造業）
当社は浜松市内に本社が
なく、多くの従業員をいかに
接種させるか考えていたと
ころ、浜松商工会議所から
ワクチン接種の案内書が
届きました。接種日時を指
定する際、２回目の接種ま
で自動で確保できたことに
も感謝します。

ワクチンの冷凍保管庫の
温度監視システムを開発
有限会社クリップソフト 株式会社アライブテック

　浜松商工会議所より、ワクチンを適切に
管理するための温度監視システムができな
いかとご相談いただきました。既にワクチ
ンが到着しており、たった１日という開発
期間でしたが、弊社がIoT開発を進めていた
こともあり、スピーディーに対応できました。
多くの方々のお役に立てるモノづくりの機
会を頂けたことを、大変光栄に思います。

接種会場の
空気をきれいに

可搬式空気清浄機
「ピュアサクション」タブレットやスマホでワクチン保管庫の温度データを確認できる

E社（卸小売業）

知人からLINEのワク
チン接種緊

急募集の話を聞き、急
いで予約サ

イトから申し込んで接
種しました。ス

マホで簡単に予約で
きて助かりま

した。友達登録した
ので、今後配

信される情報を有意義
に活用させ

てもらいます。

　新型コロナの感染が広がるなか、浜松市
が飲食店向けに感染対策補助金を出すこと
になりました。空気清浄機はその対象品目
の一つです。厚生労働省が推奨するHEPA
フィルターのろ過方式であることが条件で、
われわれの製品がまさしくその条件を満た
す設計になっていました。
　この製品の拡販について浜松商工会議所
に相談したところ、医工連携を支援する「新
型コロナウイルス関連医療物資等プロジェ
クト」への登録と、同商議所会館内での展
示をご案内いただきました。
　その後、同会館での職域接種の実施が決
まり、会場の換気
対策としてお問い
合わせいただいた
ため、必要性や適
切な台数・設置場
所をご提案し、３
台を納品しました。
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「感染拡大防止のための対人接触機会の減少」と「事業継続」を両立させる、
新たなビジネス・サービス・生産プロセスの導入に要する経費を助成。

小規模事業者を応援します！

活用例

補助の内容

補助対象者

▶小規模事業者

※当所所轄地区内で事業を営んでいる小規模事業者が対象。可美・篠原・庄内・舞
阪・雄踏・旧引佐郡・旧浜北市・旧天竜市は商工会地区となるため、最寄りの商工
会へ問い合わせを。

常時使用する従業員数業　　種

宿泊業・娯楽業

製造業・その他

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業以外） 5人以下

20人以下

20人以下

▶2021年1月8日以降に発生し、発注・契約・納品・支払い・使用が
　行われた経費について遡及適用が可能

▶補助金の1/4（最大25万円）まで感染防止対策費として活用可能

緊急事態措置に伴う飲食店の時短営業や外出自粛等の影響により、月の売上高が、2019年
または2020年同月比30％以上減少した事業者は、審査の際に加点される。さらに、補助金の
1/2（最大50万円）まで感染防止対策費として活用可能。

緊急事態宣言の再発令による特別措置

▶飲食店
ホールを個室にするための間仕切りの設置や、
遠隔注文システムの導入

▶旅館
テイクアウト用メニューの開発

補助
上限額

補助率

100万円
補助対象
経費の 3/4

●申請スケジュール

●申請方法

電子申請（Jグランツ）でのみ受け付け
※「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要（取得までに1週間ほどかかる）

申請を希望する方は当所までご相談を。 浜松商工会議所 中小企業相談所　TEL 053-452-1115　keiei@hamamatsu-cci.or.jp

第4回受付締切

事業支援確認書の
交付を当所へ依頼

電子申請締切

採択結果公表

補助事業の実施期間

2021年11月4日（木）

第5回受付締切

2022年1月6日（木）

第6回受付締切

2022年3月3日（木）

2021年11月10日（水）17時 2022年1月12日（水）17時 2022年3月9日（水）17時

申請締切から2～3カ月後 申請締切から2～3カ月後 申請締切から2～3カ月後

交付決定日から
2022年8月31日（水）まで

交付決定日から
2022年10月31日（月）まで

交付決定日から
2022年12月31日（土）まで

浜松商工会議所  小規模事業者持続化補助金 検 索

公募要領・申請書ひな型など、詳細はこちらから
申請書作成のポイントがギュッと詰まった動画

小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉

ポストコロナの
新たな取り組みを支援

新型コロナ関連補助金
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プラタナス共済
早わかり動画
配信中！

備えて安
心！

だ よ り
共済
秋・冬 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

1

2

3

4

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歳男性＝月 １々,029円～（年齢・保障内容により掛金額が変わります）

新規加入の上限年齢70歳、継続上限75歳で75歳定年制にも対応可能

会議所独自の見舞金・祝金制度で福利厚生を支えます
▶プラタナス共済は「１日の病気入院」から見舞金給付の対象です

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

約2,500社、13,300人が加入していますプラタナス共済とは

※保健所の証明書は自動的には発行されないため、必要な場合に保健所に発行を依頼する書類です。

プラタナス共済は新型コロナウイルス感染症（covid-19）にも対応しています

新型コロナウイルス感染症による死亡は、災害保障特約の対象となり、不慮の事故での
死亡時と同等の給付が受けられます。〈災害保障特約付団体定期保険〉1ポイント

新型コロナウイルス感染症は、入院見舞金の対象です。2ポイント
1 新型コロナ陽性判定者で、自宅やホテルで療養した方

（見舞金は口数に応じた一律の金額です）

保健所で発行する「宿泊・自宅療養証明書（新型コロナウイルス感染症専用」（※）

全額
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％

必要書類

2 新型コロナ陽性判定者で、入院した方
病院が発行する領収書必要書類

（注）濃厚接触者として自宅待機の場合は対象外となります。

※生命保険ではありません
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浜松地域の経済動向 四半期のまとめと見通し

晴 れ
DI：20.0～
29.9

薄 曇
DI：0.0～
9.9

曇 り
DI：-0.1～
-9.9

晴れ時々曇り
DI：10.0～
19.9

土砂降り
DI：-30.0
以下

雨
DI：-10.0～
-29.9

快 晴
DI：30.0
以上

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

2021年11月発行

2021.
月～  月期7 9

４四半期連続で回復基調だった静岡県西部地域中小企業の業況判断指数は、
ここで悪化に転じた。緊急事態宣言と半導体不足、
東南アジアのサプライチェーンの乱れが悪化要因となった。

緊急事態宣言と部品供給不足が
回復基調に水を差す

※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

「2021年7月～9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

626

49

75

57

22

23

76

60

69

44

30

252

20

19

32

14

20

28

24

10

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。

●半導体不足の影響により、売上が減少している。
（自動車部品製造）
●Zoomを利用した商談やWeb申込システムを充実さ
せ、効率化・IT化を図っている。（卸売業）

●ウッドショックの影響で、工期の延長をせざるを得なく
なった。（建設業）

●緊急事態宣言によってキャンセルも出ているが、昨年の
宣言時より客は多い。（レジャー）
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平時を大切にせよ

誌面提供 深谷商工会議所
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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

販路開拓

浜松商工会議所では、
新商品の開発から販路開拓を目指す小規模事業者向けに
商業版ビジネスマッチング事業を実施しています。
マーケティングや商品提案のポイントを学ぶセミナーや
バイヤーとの個別商談ができる商談会、
百貨店の催事出店などビジネスチャンスをつかむ場を提供し
販路開拓のサポートを行っています。

　遠州地域の優れた品の知名度向
上と販路開拓を目的に、百貨店や
ショッピングモールなどの催事情
報を提供し、催事への出店をサ
ポートしています。催事場での売
り上げだけでなく、店を知っても
らうことやお客さまから生の声を
聴けること、他店と情報交換でき

ることなどが大きなメリットです。
催事の場を利用して人脈を広げる
ことで自店では叶わなかった商品
作りが可能になったという事例も
あります。
　昨年から新型コロナの影響で試
食が実施できないなど、これまで
とは異なる催事が続いていますが、
このような時代だからこそ顧客動

向や売り方を学ぶ貴重な場となっ
ています。商談会への参加や催事
出店は、販路開拓の絶好のチャン
スであると同時に、自社の商品を
顧客目線で改めて見つめる機会に
もなります。店先でただ待ってい
るのではなく、外に打って出てい
くことでビジネスチャンスを広げ
ていきましょう。

催事出店を
支援します。

催事出店とは？

■ 2021年度　開催催事一覧    
会　場 期　間 出店者数No 催事名

リニューアル周年祭
静岡県フェア
周年祭
浜松フェア
はままつ　いいものニャンじゃ朗？
スイーツフェア
周年祭
周年祭
周年祭

1

2

3

4

5

6

7

8

9

イオン浜松西店

イオン浜松志都呂店

イオン浜松西店

イオン浜松市野店

遠鉄百貨店

イオン浜松西店

イオン袋井店

イオン浜松市野店

イオン浜松志都呂店

2社

9社

7社

13社

9社

8社

10社

2社

13社

2021年4月23日（金）～27日（火）

2021年6月4日（金）～6日（日）

2021年7月16日（金）～18日（日）

2021年9月3日（金）～5日（日）

2021年9月22日（水）～28日（火）

2021年10月15日（金）～17日（日）

2021年10月29日（金）～31日（日）

2021年10月29日（金）～31日（日）

2021年11月5日（金）～7日（日）

　5日間

　3日間

　3日間

　3日間

　7日間

　3日間

　3日間

　3日間

　3日間
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浜松商工会議所商業観光課
受付時間 9:00～17:00 （土日祝および年末年始を除く） sh o g y o@hamama t s u - c c i . o r . j p

t e l . 053 - 452 -1114まずはご相談を。

会員事業所 Report！

スイートポテトシフォン270円（税込）は
2021年度やらまいかブランドに認定された

新商品のシフォンケーキを使ったパフェが人気。左から「ティラミス詰めちゃった」
「うなぎいもパフェ」「シフォンつめちゃったケーキ」

ミチトモスイーツ〈Hiro〉

事業所DATA
浜松市西区古人見町3176-3 
食事処「通友」内
Tel.053-485-1085
営業時間
11：30～13：45LO
17：00～20：15 LO
水曜・第３火曜休

海鮮料理を中心にした食事処「通友」から、昨
年11月に新たなスイーツブランドとして立ち上げ
た。ふわふわシフォンケーキを使ったフルーツサ
ンドを中心にテイクアウトで人気になり、スーパー
などへの卸販売も開始。およそ半年で、飲食店
とは別の収益軸として成長するまでになった。

販路拡大！

シフォンケーキの商品化

催事出店

商品のブラッシュアップ

h t t p s : / /m ich i t omoswee t s . s a ku r a . ne . j p /

コロナ禍で飲食店の売り上げが減少。
娘の高村さんが作る
シフォンケーキを商品化し
新たな事業としてチャレンジ！

Point!

みちとも

（株式会社通友）

株式会社通友
代表取締役　鈴木洋子氏

　コロナ禍の影響を受けて飲食店
の売り上げが減少、従業員の勤務
やシフトを見直すなど休業せざる
を得ない状況に心を痛め「惣菜で
もスイーツでも、何かテイクアウ
トで売れるものをと考えた」と語
るのは代表取締役の鈴木さん。製
菓の修業経験を持ち、現在は育児
中だった娘の高村さんが作るシ
フォンケーキの商品化を目指した。

　まずは飲食店内のコーナーでテ
イクアウト販売を始め、そこで得
た手応えから改良を重ねてシフォ
ンケーキを使ったフルーツサンド
を考案した。「私は味見とパッケー
ジ担当。親子ですから、言いたい
ことをはっきりと言い合えるんで
す。一生懸命になっている娘のス
イーツを何とか商品として売れる
ものにしたい」と、今年４月から

は催事出店に積極的に参加した。
　「初めての挑戦ですから、店構え
の装飾から商品の彩りやパッケー
ジの見栄え、お客さんとのコミュ
ニケーションの取り方など、周り
から学ぶことばかり。毎日の結果
に一喜一憂しながら、飽きられな
いような工夫を重ねて商品開発を
続けたいです」
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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 053-452-1111（総務管理課）  somu@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

「訪問ペット火葬」として全国
にネットワークを展開している
動物の園グループの浜松支店が
オープン。365日24時間営業に
て「訪問ペット火葬車」でご自
宅まで伺います。ペットちゃんも
家族の一員！ご家族さまの気
持ちに寄り添い、心を込めて最後のお別れ式までお手伝いをさせて
いただきます。周りでお困りの方・会社の福利厚生など、お気軽に
お問い合わせください。

弊社は浜松市で出版
数No.1の実績を誇る
出版社です。ただの出
版社ではなく、出版か
らWeb集客サポートま
で、ワンストップソリューションのビジネスを展開しており、全国でも
稀な「集客」を得意とする出版社です。DXの必要性が問われる昨
今、Webのニーズが高まっています。集客でお困りの経営者の方、
企業の担当者の方。あなたの悩みをお聞かせください。きっと、解
決の糸口が見つかることでしょう。

出版×Web集客で売上UPを
目指しませんか？

Hamamatsu publishing
浜松市南区本郷町1329-4 メゾンラフィーネⅡ106号室
TEL 090-6615-7483（担当者直通）
https://www.hamamatsu-publ ishing.com/

あなたの街のペットの葬儀屋さん
動物の園グループ浜松支店オープン！

オフィス・アジャスト　動物の園　浜松支店
浜松市東区白鳥町707
TEL 090-9902-9010
https://www.petsougi-kg.com/shizuoka/hamamatsu/

気持ち良いだけじゃない、辛い
腰、肩、首、背中の痛みに。「指
圧器アツシ」は、体の奥の筋肉
押圧点まで効かせる指圧器で
す。SBSテレビ「ORANGE」逸品のコーナーでも紹介されました。
①押圧により痛みの緩和 ②体の奥の不調な筋肉の活性化（起始
腱刺激）③東洋医学のツボ指圧（臓器、血管、神経と連動）など。
ツボ押圧用の発泡シリコンゴムの指圧球が、後ろ手で簡単自在に
位置調整できるため、今までにないレベルのセルフケアができま
す！お求めは、ホームページもしくはお電話で。「指圧器アツシ」で
検索！ お電話でのお問い合わせもお気軽に。

指圧師の指圧にいちばん近い
治療院でも行われるケアを毎日「アツシ」で！

浜松健器
浜松市西区舞阪町弁天島2658-276
TEL 053-548-6602
https://www.atsushi-hamaken.com

外国人の雇用、在留資格などで
お困りの際は、お任せください

山内国際行政書士事務所
浜松市中区連尺町314-36 チサンマンション連尺601　
TEL 053-543-7959　FAX 053-543-7959
https://yamalaw.com

2021年7月に開業した国際業務に特
化した行政書士事務所です。地域密
着の行政書士事務所として、外国人
の雇用や在留資格などでお悩みの個
人、企業さまに対して、「誠意」と「ス
ピード感」を持って、対応します。必
要に応じて、通訳や翻訳、英語での
対応もいたします。
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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。

コロナ禍の今だからこそ、

飛翔するための下準備をしよう。

大空を優雅に羽ばたく心構えを。
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　浜松商工会議所では、11月上旬よりホー
ムページを大きくリニューアルします。
　今回は、デザインや構成を見直し、各種情
報がよりわかりやすくなるように改善しまし
た。会員事業者のみがログインできる限定
ページなど、日頃よりホームページをご利用
いただいている皆さまに、これまで以上に充
実した内容をお届けします。
　また、スマートフォンからも快適にご利用
いただけるようになります。当所SNSでも
常に最新の情報を更新していますので、ホー
ムページとあわせてご活用ください。

浜松商工会議所ホームページ
より快適に全面リニューアル！

□ 経営支援
	 補助金
	 融資
	 交流会

□ お店・事業所紹介
	 割引
	 特典情報含む

□ ご当地商品・サービス
	 やらまいかブランド
	 地域や歴史資源を
	 活用した商品など

□ イベント・セミナー情報
	 各種イベント
	 講演会
	 セミナー

など浜松地域のお役立ち情報
をSNSで発信しています。

浜松商工会議所公式SNS QRコード一覧

□	経営支援

◀ 当所公式

LINE

□	各種お知らせ

◀ 労働保険

□	各種お知らせ

◀ 人材支援室

Twitter

Facebook

□	経営支援

□	ご当地商品

□	経営支援

□	イベント・
	 セミナー情報

□	ご当地商品

Instagram

YouTube

□	お店・
	 事業所紹介

□	ご当地商品

□	経営支援	 □	各種お知らせ　□	お店・事業所紹介
□	ご当地商品　□	イベント・セミナー情報

□	経営支援

◀スマートフォンからもご覧ください
浜松商工会議所ホームページ

浜松市商工会議所 検 索
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おしらせ

　「軽トラはままつ出世市」実行委員会は、11月
28日（日）に「第８回軽トラはままつ出世市」
を開催します。当日は鍛冶町通りをメイン会場と
し、浜松・浜名湖地域の農産物・海産物を販売し
ます。
　また、今年度は、来場の皆さまへ新型コロナウ
イルス感染症拡大予防のご協力をお願いしての開
催となります。詳細は、本誌同封のチラシをご覧
ください。

「第８回軽トラはままつ出世市」開催！

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・453・0580
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（金）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。

日　時　2021年11月28日（日） 
 10：30～14：30
会　場　鍛冶町通り・肴町通り 

会場 MAP
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　浜松商工会議所では、地元の飲食店、ホテル、旅館、
小売店のご利用で、はままつの地場産品が抽選で当た
るキャンペーンを開催します。具体的にはLINEの
ショップカードを活用し、参画店で税込 500円以上
のご利用でスタンプがたまり、３店舗の買いまわり達
成で浜松の地場産品が当たる抽選に応募できる地元応
援キャンペーンです。ぜひご応募ください。

賞品提供：浜名商工会、浜北商工会、奥浜名湖商工会、
	 天竜商工会、浜松商工会議所

第 2 次抽選（100 名様）：2022 年 １月上旬予定
※	当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます

2021 年 7 月1日（木）～12 月 31日（金）
※	新型コロナウイルスの感染状況により、本事業を停止
	 または中止とすることがあります

開催
期間

はままつの地場産品
４,400 円相当（税込）× 200 名様賞 品

◀	加盟店舗情報などイベント詳細
	 加盟店参加申し込みもこちらから受付中

みんなで地元の
飲食店・ホテル・旅館・小売店
　　　　を支えよう！キャンペーン

はままつの地場産品４,400 円相当（税込）が抽選で 200 名様に当たる！
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浜松市新型コロナウイルス感染症対策
デジタル化補助金

新しい生活様式支援
天竜材活用事業

　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少した中
小企業などが行うデジタル化による「新しい生活様式」への対
応や「業務改善」の取り組みを応援します。将来を見据えたデ
ジタル化のアドバイスも行います。事務局まで相談ください。

　在宅勤務の推進、店舗などの 3密対策など
の感染対策を目的とし、FSC認証材の天竜材
を活用した木製什器の導入・リノベーションに
対する助成事業です。2021 年９月 30日（木）
に制度改正をし、対象となる事業がひろがりま
した。

浜松市新型コロナウイルス感染症対策デジタル化補助金事務局  
浜松市中区田町 324-3 EPO 浜松ビル 5F
☎ 053・488・4222（平日９:30 ～ 17:00）

浜松市役所 産業部 林業振興課
浜松市中区元城町 103-2 浜松市役所 ６階北側
☎ 053・457・2159（平日８:30 ～ 17:15）

□ 対象経費
1 デジタル化を図るために必要なシステム導入などにかかる経費 
2 デジタル化に必要な物品などの購入にかかる経費 
3 デジタル化に伴い提供を受けた役務にかかる経費 
4 デジタル化を図るために行われる委託などにかかる経費

□ 補助金
法人 20 万円（上限）
個人 10 万円（上限）　※ 申請は１事業所につき１回まで

□ 対象事業者
2021 年 8 月または 9 月の売上が前年または
前々年の売上と比べて 30％以上減少している事業者
※ このほかにも対象となる要件があります。
 　詳細は募集要項をご確認ください

□ 補助対象期間

□ 申請受付期間

□ 申請受付期間
2021 年 9 月14 日（火）～ 2022 年 2 月 28 日（月）
※ 2022 年 2 月 28 日（月）までに導入したものが対象
※ 予算の範囲内において先着順（林業振興課必着）で
　 予算が無くなり次第終了

□ 対象施設
対象施設において、木製什器の購入・設置や
リノベーションを実施した費用
1 木製什器の購入費
2 FSC 認証材の購入費
3 木工事費（材料費などを含む）など

□ 補助率
補助対象経費の税抜金額の３分の２（千円未満は切り捨て）
※ 1建築物（住宅・非住宅）につき、各事業の上限額　　
　 を適用。上限は対象施設により異なります

□ 補助対象者
浜松市内の住宅または非住宅建築物において、
在宅勤務の推進、3 密対策などの感染防止を目的に、
木製什器の購入・設置やリノベーションを実施した者
※ このほかにも対象となる要件があります。
 　詳細は募集要項をご確認ください

・すでにデジタル化に取り組んでいる場合
　2020 年４月１日（水）～ 2021 年 12 月 31日（金）までに取り組まれた事業
　▶ 事後申請

2022 年 1 月 31日（月）まで事後申請

・これからデジタル化に取り組む場合
　申請後、2021 年 12 月 31日（金）までに取り組む事業
　▶ 事前申請

2021 年 11 月 30 日（火）まで事前申請

◀	募集要項・申請様式は
	　浜松市ホームページよりご確認ください

◀	募集要項・申請様式は
	　浜松市ホームページよりご確認ください

浜松市　コロナ　デジタル化補助金 検 索

浜松市　天竜材活用事業 検 索
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テイクアウト・デリバリーでがんばるお店を応援！
浜松市飲食店テイクアウト等取組支援事業費補助金事業

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって影響を受けた
飲食店（テイクアウト、デリバリー専門店を除く）が実施する
テイクアウトやデリバリー事業に対して、エコ容器などの物品
購入費の一部を支援します。

浜松市飲食店テイクアウト等取組支援事業費補助金事務局
☎ 053・413・2611（平日９:30 ～ 17:00）　〒 430-0934 浜松市中区千歳町 70-1 fun ビル 1F

◀	浜松市飲食店テイクアウト等
	 取組支援事業費補助金交付申請
 https://logoform.jp/form/Savd/34883

密集を避けるため、持参での提出はご遠慮ください。

1	郵送
	 2022 年１月 31 日（月）までの消印有効
 簡易書留やレターパックなど、郵便物の追跡が
 できる方法で下記まで郵送ください。

2	Web
 下記 URL または QR コードより
 お申し込みください。

申請様式の入手方法 申請方法

2	市役所などでの配布
	 □ 浜松市産業振興課（浜松市役所本館 6 階）
 □ 各区役所、各協働センター
 ※サービスセンターでの配布は行いません

3 郵送	・申請書希望者へ様式を郵送しますので、
　	下記事務局までご連絡ください	

1	浜松市公式ホームページ

浜松市飲食店 テイクアウト補助金 検 索

補助対象経費の３分の２（上限 20 万円）
※１店舗につき、受領可能上限額に達するまでなら何度でも申請可能
※1 円未満の端数があるときは、切り捨てとなります

補助金の額

2021 年８月１日（日）～ 12 月 31 日（金）
※上記期間内に納品・支払処理を済ませた経費が補助対象となります
　（詳細は右ページ「補助対象となる経費」をご覧ください）

補助対象期間

2021 年 10 月１日（金）～ 2022 年１月 31 日（月） 申請受付期間

申請について
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以下の条件をすべて満たしている事業者が対象です。

1	浜松市の区域内で、店舗に飲食スペースなどを
	 有する飲食店を営業している中小企業者など
	 ※中小企業者などとは、中小企業基本法（昭和 38 年法律
	 	 第154 条）第 2 条第1項	に規定する中小企業者および
	 	 市長が別に定める法人など	

2	営業に必要な許可などをすべて有している者

3	テイクアウトまたはデリバリーで提供する商品に
	 ついて、消費者向けに周知していること

以下の条件を満たすテイクアウトまたはデリバリーで
使用するエコ容器などの購入に要する経費	
※食品に直接触れる容器・包装などは、食品衛生法に適合
　するもの

　 素 材
木、紙、パルプモールド、バガス、バンブー、
パームヤシ、その他草木	
※耐水・耐油のラミネート、コーティング加工は可

    種 類
□ 容 器
消費者に商品を提供する際に入れる器

□ 包装など
消費者に商品を提供する際に包むもの、または
袋、容器内で間仕切りに使用する小分けカップなど、
弁当や総菜などに付随して提供する割りばし、スプーン、
フォーク、ストロー、おしぼり、	紙ナプキンなど
※衛生状態を保つため、個包装はプラスチック製であっても
　補助対象とします
　（例：ビニール製の袋に入った紙製スプーンなど）

4	市税を完納していること、または市から徴収猶予
	 もしくは換価猶予を受けている者

5	市民税および県民税の納税について、
	 特別徴収義務者である者	
	 ※特別徴収を行う必要のない正当な理由がある者を除く

6	浜松市暴力団排除条例に規定する暴力団および
	 その団員などと関わりがない者	
※1～6の要件をすべて満たす場合に限り、市外在住でも
　浜松市内で飲食店を営んでいれば申請可能です。
　市外在住の方は、市町村税の全ての税目にかかる
　納税証明書または完納証明書を提出してください。	

　 補助対象外の経費（一例）
□	プラスチック製の容器、包装など
	 （取っ手や内側の間仕切りなど、一部分のみに使用	
	 	している場合も対象外）

□	申請者と同一の代表または
	 申請者の親族が経営する企業との契約経費	

□	グループ企業間の契約経費	

□	申請書類から補助金対象事業の実施内容や
	 支払金額が読み取れない経費	

□	申請書類に整合性（氏名、日付、金額など）が
	 確認できない申請	

□	振込手数料や代引き手数料などの手数料	

□	指定の決済手段以外での支払い	

※決済方法については、現金・銀行振込・クレジットカード
　決済・デビットカード決済が対象となります
※新規開店の飲食店に関しては、補助対象期間内に納品・
　支払いが完了し、2021年12月31日（金）までに開店
　している必要があります
※申請内容によっては補助対象にならない場合があります

物品購入費

対象となる事業者

補助対象となる経費
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ビオラ
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さくら

浜松経済人
いちおしの味

食の愉しみ

リレー連載 76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222-2
17：30～22：45（L.O.）
日曜休

TEL.053-458-5101

炭焼きには赤身の甘みが存分に楽しめるヒレを使用。たっぷりのネギと一緒に。2310円

　肴町通りを北に抜けた先にある
「さくら」は、入り口が通りから
少し奥まっているため、隠れ家的
な雰囲気があります。店主とは
20年来の友人で、2011年に開店
して以来、通い詰める気心の知れ
たお店ですね。店名でも分かるよ
うに、馬肉が食べられる店で、今
回ご紹介する炭焼きのほか、馬刺
し、桜肉すき焼きもおすすめです。
　そもそも馬肉を楽しむ店になっ

たのは、店主が馬肉好きという理
由から。国産の馬肉を食べ比べし
て、くさみがなく、うま味、風味
の高い熊本産を仕入れるように
なったそうです。
　馬肉の炭焼きは七厘で自分で焼
くスタイル。醤油ベースの自家製
タレに付け込まれたヒレ肉は、生
でも食べられる新鮮さなので、焼
く前にそのまま食べる人もいると
か。私は店主がすすめる通り、さっ

と炙る程度のレアでいただきます。
やわらかく、甘みを感じつつも
あっさりとした味わいで、何枚で
も食べられそうです。
　馬肉は低カロリー、高たんぱく
の栄養素も注目されていて、ス
ポーツ選手にも好まれているよう。
冬は、すき焼き、しゃぶしゃぶも
いいですね。馬肉料理以外も多彩
で、毎日市場で仕入れる季節の魚
も楽しみにしています。

私がお薦めします
株式会社 山静  専務  奥田喜章
おくだ よしあき
1979年浜松市生まれ。興誠高校（現浜松学
院）卒業。2003年山静に入社、2016年専
務に就任。住宅、マンション、店舗などの
外壁や屋根の塗装を行う。リフォーム・リ
ノベーションも手掛け、小さな補修から大
掛かりな工事まで請け負う。趣味はゴルフ。

さくらの
和風ダイニング

馬肉の炭焼き

鮮度の高い馬肉はさっと炙るだけ
じんわり滋味を楽しもう

あぶ
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アクサ生命保険株式会社　静岡支社　浜松営業所　
〒���-����　静岡県浜松市中区東伊場�-�-�　浜松商工会議所会館９階　 TEL ���-���-���� 

アクサ生命は、商工会議所と協力し、会員事業所の各種ニーズ（弔慰金・見舞金制度、退職金制度、リスク対策や事業承継など）を共済制度／福祉制度
でサポー卜しています。



本誌掲載の情報は令和3年10月15日現在のものです
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