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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。





【共済制度新規加入事業所を募集中！】
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

□ 資料を送ってほしい
□ 詳しい説明を聞きたい連

絡
票

プラタナス共済制度は60歳まで2,000万円の保障が選べるようになりました！
●主契約保険金額上限の引上げ（保険年齢41～60歳）

●浜松商工会議所 プラタナス共済 保障の内容と月額掛金

41～45歳

46～55歳

56～60歳

1,800万円（18口）

1,500万円（15口）

1,000万円（10口）

保険年齢 上限口数

2023年3月
まで

41～45歳

46～55歳

56～60歳

2,000万円（20口）

保険年齢 上限口数

2023年4月
から

この改定により、15歳から６０歳まで２,０００万円の保障を付けることができるようになります。
2021年度以前に自動減額となったご加入者様も含めて更新時の年齢が41～60歳のご加入者様全員が20口までの増額申込が可能となります。
（増額時のお手続きには健康状態についての告知が必要です）
詳しい制度内容は4月1日発行予定のパンフレットにてご確認いただけます。ご希望の方は、下記連絡票にて資料請求をお願いいたします。

（単位：円）

男   性
女   性
男   性
女   性
男   性
女   性
男   性
女   性
男   性
女   性
男   性
女   性
男   性
女   性
男   性
女   性
男   性
女   性
男   性
女   性
男   性
女   性
男   性
女   性
男   性
女   性

災害保障特約 

口 数
保険金額
（万円）

主契約
3口
300
300

500 
500 

700 
700 

1,000 
1,000 

1,200 
1,000 

1,500 
1,000 

1,800 
1,000 

2,000 
1,000 

1,029 
882 
1,107 
1,005 
1,236 
1,074 
1,449 
1,230 
1,770 
1,416 
2,226 
1,608 
3,012 
1,905 
4,107 
2,325 
5,145 
2,856 
5,613 
3,102 
6,156 
3,390 
6,786 
3,708 
7,530 
4,053 

1,715 
1,470 
1,845 
1,675 
2,060 
1,790 
2,415 
2,050 
2,950 
2,360 
3,710 
2,680 
5,020 
3,175 

2,401 
2,058 
2,583 
2,345 
2,884 
2,506 
3,381 
2,870 
4,130 
3,304 
5,194 
3,752 

3,430 
2,940 
3,690 
3,350 
4,120 
3,580 
4,830 
4,100 
5,900 
4,720 
7,420 
5,360 

3,808 
3,250 
4,120 
3,742 
4,636 
4,018 
5,488 
4,642 
6,772 
5,386 
8,596 
6,154 

4,375 
3,715 
4,765 
4,330 
5,410 
4,675 
6,475 
5,455 
8,080 
6,385 
10,360 
7,345 

4,942 
4,180 
5,410 
4,918 
6,184 
5,332 
7,462 
6,268 
9,388 
7,384 
12,124 
8,536 

5,320 
4,490 
5,840 
5,310 
6,700 
5,770 
8,120 
6,810 
10,260 
8,050 
13,300 
9,330 

5口 7口 10口 12口 15口 18口 20口

 15～35歳

 36～40歳

 41～45歳

46～50歳

51～55歳

 56～60歳

 61～65歳

 66～70歳

71歳

72歳

73歳

74歳

75歳

だ よ り
共済

3 月

2023年4月から

2023年4月1日加入分から
保険金額上限の引上げにより、網掛け部分が、
あらたに加入・更新いただけるようになりました。
※更新時の10・15・18口への自動減額の取扱がなくなりました。

どうする家康
浜松 大河ドラマ館

プラタナス共済に 2/21～3/20までに
ご契約いただいた加入者様に

前売券をプレゼント！
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1360件

1133件

840件

724件
653件

2017年度
2018年度

2019年度

2020年度

2021
年度浜松市への

移住相談件数

人口減少とそれに伴う経済・産業活動の縮小は全国的な課題。地方は危機
感をもって人口減少の食い止めに取り組んでいる。浜松も例外ではなく、行
政と民間が力を合わせて施策を展開中だ。移住に際して特に大きな壁となる
のが仕事の問題。そこで当商工会議所重点プロジェクト推進室では、就業面
で移住希望者に丁寧に対応している。「はままつUIJターン就職寄り添い相
談」と銘打って、地元企業を熟知する職員が就職内定まで無料でサポート。
浜松市担当課との密な連携と、移住希望者と会員事業所を応援する“本気
度”で、コロナ禍さえも追い風にして移住者増加に貢献している。

就業マッチング

特集

移住就職支援
浜松商工会議所の

UIJターン
就職相談員 ●採用面接コーディネート

   およびアテンド

●企業紹介

●就職相談

連    携

「はままつ
暮らし」の

実現を

親身にとこ
とんサポー

ト！

重点プロジェクト推進室
浜松商工会議所

商工会議所
会員事業所

移住就職
希望者
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209人

74人

47人53人
37人

2021年度

2020年度

2019年度2018年度
2017年度

浜松市の支援による
移住者数

●暮らしトータルサポート
　（地域案内・住民紹介）

●移住相談

浜松移住
コーディネーター

ランキング2022

政令市幸福度

第　位1

移住に向けてのワンストップ対応＆コーディネート
連    携

市民協働・地域政策課
&産業振興課

浜松市

首都圏での

移住促進イ
ベントの様

子
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・首都圏からの移住者に対して最大100万円を支給
・18歳未満の子どもを帯同した場合は１人あたり30万円を加算※2022年度
・移住後の要件は中小企業等への就職、起業、テレワーク等
・中小企業等への就職は浜松商工会議所と連携して就業マッチングを実施

こ
こ
に
注
目
！

移住者が市内の企業に就職して補助金を受ける要件
の一つに、その就職先が支援金対象の求人マッチン
グサイトに登録している必要がある。移住者の積極採
用を考える場合は、事前にマッチングサイトへの登録
を。申請手続きは浜松市産業振興課の窓口へ。

浜松市独自の支援制度で移住促進に大きく貢献
浜松市 市民協働・地域政策課

浜松市では、移住のプロモーション
業務としてホームページ「はじめよ
う、ハマライフ」の公開や「ハマラ
イフチャンネル」による動画配信、

東京で行われる相談会やイベントへの参加などを行っ
ています。そして、移住希望者の個別相談や現地案内
などは本市委嘱の移住コーディネーターが中心に対応
し、就業支援は商工会議所が担当しています。移住と

就職の相談が同時にできる体制は浜松独自の取り組み
であり、県内でもトップクラスの相談件数を誇ります。
また、住宅取得費等補助金や本市での就業等を要件と
した移住・就業支援金制度も設け、移住促進に積極的
に取り組んでいます。企業の皆さまも本市の取り組み
をご理解いただき、マッチングサイトへのご登録など、
移住者の就業にご協力をお願いします。

行政と経済団体が連携して移住相談に対応しているのは、県内でも浜松のみで、全国的に見ても珍しい。
担当者間も所属の垣根を越えて和気あいあいとした雰囲気で、あうんの呼吸で連携し合い、きめ細やかなサポートを行っている。

採用側も知っておきたい！ 移住関連の支援金制度

浜松市と当商工会議所がタッグを組んで
移住希望者を徹底サポート

独自の取り組みで移住者が年々増加！

浜松市はじめよう
ハマライフ助成事業費補助金（移住・就業支援金）1

・市外からの移住者に対して住宅取得などの費用を最大100万円支給
・主な要件は、共に50歳未満の夫婦等で、移住する前の10年間のうち
  通算5年以上市外に居住。移住後は地域の自治会に加入。所得制限あり
・対象経費は住宅の取得費用、リフォーム費用、賃貸住宅の初期費用、引越し費用など

こ
こ
に
注
目
！

住宅取得費等補助金は、浜松市独自の制度。移住
者を採用した際に、浜松市が引越し費用や家賃の初
期費用などを補助してくれるため、採用企業側がそれ
らの負担を心配しなくて済むというメリットがある。

ハマライフ住宅取得費等補助金2
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手厚いサービスで、Iターンや女性の単身移住者も増加中！
浜松移住コーディネーター

浜松市の委嘱で浜松商工会議所内に
席を置いて、都市部の移住コーディ
ネーターを務めています。静岡県は
東京に近く、観光で訪れたことのあ

る人も多いため、移住の候補地に挙げる人が多いです。
中でも浜松市は、就職先が多いこと、独自の住宅取得
費等補助金があること、そして何よりも移住のサポー
トが手厚いことが理由で、県内で最も人気の移住地で
す。これだけ移住者を徹底サポートしている地域は全
国でも珍しいと思います。最近はＩターンの移住者が
増え、女性が単身で浜松に移住するケースもよく見ら
れます。私自身も20年ぶりにUターンで浜松に戻っ
たので、LINEを通じて移住者の皆さんとの交流を図
り、移住後もサポートできるように努めています。

天竜区役所を拠点とし、主に中山間
地域への移住希望者のサポートを行
っています。私自身も東京で15年
間働いてから浜松にＵターンしてき

ました。この仕事に就いて５年目になりますが、コロ
ナ禍の少し前あたりから「東京でなくてもよい」とい
う価値観の若い世代が増えてきたように思います。ま
た、子育て世代の場合には、「子どもをのびのび育て
たいから」という理由で移住を決める人が多いです。
移住にあたっては、商工会議所さんの就職支援が重要
な役割を担っていると思います。移住希望者は優れた
能力やスキルを持つ方々が多く、企業側も喜んで迎え
入れていただけるケースが多いので、本当に良いマッ
チングをされているなと常々感心しています。

当商工会議所の人材支援事業では、
浜松市内への就職希望者を対象に、
「はままつU I Jターン就職寄り添
い相談」という相談窓口を設け、そ

の一環として移住希望者への対応を手掛けています。
相談者とはLINEでつながり、ご本人の要望に応じた
企業を10～30社程度リストアップしてご紹介。その後、
候補の企業へのアプローチや面接などの日程調整、面
接時の送迎等を行い、就職が決まるまで手厚くサポー
トしています。また、「寄り添い相談」にはスカウテ
ィングサービスの機能もあり、登録企業が相談者の履
歴書を閲覧し、興味のある人材にアプローチできます。
大手企業のスカウティングサービスは費用がかかり
ますが、当サービスはご利用が無料で、なおかつ浜松
での就業希望者の情報ばかりなので、メリット大です。
会員限定のサービスですので、ぜひご利用ください。

有能な移住者の採用につながる
スカウティングサービスの活用を！

浜松商工会議所 重点プロジェクト推進室
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-漆山さんご夫妻が移住を決
意したきっかけは。
博紀さん（以下敬称略）　東京時
代は二人とも仕事がタイトで、
せっかく結婚したのに二人の時間
をあまり持てなかったんです。そ
れに、将来子どもを育てることを
考えると、東京だと物価や家賃が
高くて生活環境も窮屈なので、移
住を検討し始めました。
音々　主人から移住の話を持ちか
けられたときには、正直言って
びっくりしました。私は神奈川で
生まれ育ったので、地方へ出ると
いう考えはまったくなかったんで
す。でも、主人の話を聞くうちに
視野が広がり、新しい挑戦の機会
だと思うようになりました。
-移住先に浜松を選んだ理由は。
博紀　僕はサッカー観戦でエコパ
に来たり、市内のライブハウスに
来たりと、以前からちょくちょく
浜松に来ていましたが、中心街以
外のことはよく知らなかったんで
す。でも、移住の相談窓口で浜松
のことをいろいろ教えてもらい、
程よく都会・程よく田舎で生活し
やすい点に引かれました。
音々　私にとって浜松は未知の場
所でしたが、移住相談窓口の方々
が温かい人ばかりだったので、
引っ越してからも安心して住めそ

うだと思って決めました。
-仕事はどのように探しまし
たか。
博紀　浜松商工会議所の就職寄り
添い相談窓口に登録し、就職先を
紹介してもらいました。全部で５、
６社検討し、面接まで行ったのは
２社。実際に足を運んだのは１社
で、非常にスムーズに進められま
した。
-今の職場を選んだ決め手は。
博紀　以前、ビル管理や設備関係
の仕事をしていた経験があるので、
これまでのスキルを生かせると
思ったからです。また、安定的な

業種であることや、創業55年以
上の地域密着型企業なので、そこ
で働くことで自分自身も成長でき
るのではないかと思って決めまし
た。入社３年目になりますが、仕
事にも慣れ、職場もフランクな雰
囲気なのでとても働きやすいです。
-音々さんはどのように起業
計画を進めましたか。
音々　移住して開業しようと決め
てから、東京でカラーコーディ
ネーター関連の資格を慌てて取り
に行き準備を始めました。
　店舗の物件探しから宣伝に至る
まですべて自分でやって、ツイッ

ターやインスタグラムなどのSNS
を利用して宣伝した結果、お客さ
まが徐々に増え、ありがたいこと
にとても順調です。月々の売り上
げは当初の予想の２倍程度もあり
ます。東京にいたら起業はしな
かっただろうし、移住という転機
があったからこそ夢がかなったの
だと思います。
-最近、マイホームも手に入
れたそうですね。
博紀　僕たちにとっては、マイ
ホームも移住の大きな目的の一つ
でした。東京時代は家賃が13万円、
月決めの駐車場代が４万円。それ
を考えると、浜松なら住宅ローン
を払って家を買えてしまいますよ
ね。それで、移住の約半年後から
物件を探し始め、資金も順調にた
まったので、２年後にマイホーム
を手に入れました。
-東京時代と比べて、浜松で

の暮らしはいかがですか。
博紀　新居での暮らしはもちろん
快適ですが、満員電車に乗らなく
てよくなったのもありがたいです
ね。自動車通勤だと、会社に着く
まで家にいる気分で、退勤後に車
に乗った瞬間もう家にいる感覚な
んですよ（笑）。それに、二人の
時間が増えたのもうれしいです。
音々　東京時代は帰宅したら食事
をして寝るだけで、休日もお互い
に疲れてずっと寝ているという感
じでした。でも、今は二人のコミュ
ニケーションがしっかり取れてい

るし、もともと仲が良かったけれ
ど、めちゃめちゃ仲が良くなった
感じ（笑）。東京時代は子どもを
育てるなんて想像すらつかなかっ
たけれど、今は想定範囲内です。
博紀　唯一残念だったのは、移住
就業支援金をもらえなかったこと。
支援金は23区内に５年以上住ん
でいるのが条件で、僕はそれに該
当するけれど、その証拠となる住
民票を地元の仙台から移してな
かったので、対象外になってし
まったんです。これから移住を計
画する人は気をつけてくださいね。

移住を転機にかなえた浜松ドリーム
念願のサロン開業とマイホームを実現！

浜松に来てわずか２年で起業とマイホームをかなえた、幸せオーラあふれる漆山夫妻。
移住を考え始めたきっかけや経緯、浜松での暮らしなどについて伺った。

漆山
ご夫妻

CASE

01
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2020年8月移住 （妻は10月）
東京都杉並区 浜松市中区

博紀さんは、これまでのスキルを生かしたいと考えてセルコ（東区将監町）に
就職。同社は消防・防災・防犯等の設備管理会社で、博紀さんはカスタマー
サービスの仕事を担当している。一方、音々さんは、移住の準備期間中に東京
で16タイプパーソナルカラーアナリストなどの資格を複数取得し、2020年に
イメージコンサルティングサロン「and pupu.」を開業した（中区海老塚町）。

移住後のお仕事

移住までの経緯

東京の「ふるさと回帰支援センター」の静岡県窓口
で移住の相談

2019年12月

オンライン浜松DAYに参加。博紀さんは商工会議
所の寄り添い相談に登録し、就活を開始

2020年4月

博紀さんの会社面接に合わせて、夫妻に浜松市内
を案内。就職先がセルコに決定。一方、音々さんは
起業の準備

6月

浜松市に移住。中区早出町の集合住宅に入居し、
家賃は半額、広さは２倍に！

8月

音々さんがイメージコンサルティングサロン「and 
pupu.」を開業

10月

中区の一戸建て住宅を購入
2022年3月

-漆山さんご夫妻が移住を決
意したきっかけは。
博紀さん（以下敬称略）　東京時
代は二人とも仕事がタイトで、
せっかく結婚したのに二人の時間
をあまり持てなかったんです。そ
れに、将来子どもを育てることを
考えると、東京だと物価や家賃が
高くて生活環境も窮屈なので、移
住を検討し始めました。
音々　主人から移住の話を持ちか
けられたときには、正直言って
びっくりしました。私は神奈川で
生まれ育ったので、地方へ出ると
いう考えはまったくなかったんで
す。でも、主人の話を聞くうちに
視野が広がり、新しい挑戦の機会
だと思うようになりました。
-移住先に浜松を選んだ理由は。
博紀　僕はサッカー観戦でエコパ
に来たり、市内のライブハウスに
来たりと、以前からちょくちょく
浜松に来ていましたが、中心街以
外のことはよく知らなかったんで
す。でも、移住の相談窓口で浜松
のことをいろいろ教えてもらい、
程よく都会・程よく田舎で生活し
やすい点に引かれました。
音々　私にとって浜松は未知の場
所でしたが、移住相談窓口の方々
が温かい人ばかりだったので、
引っ越してからも安心して住めそ

うだと思って決めました。
-仕事はどのように探しまし
たか。
博紀　浜松商工会議所の就職寄り
添い相談窓口に登録し、就職先を
紹介してもらいました。全部で５、
６社検討し、面接まで行ったのは
２社。実際に足を運んだのは１社
で、非常にスムーズに進められま
した。
-今の職場を選んだ決め手は。
博紀　以前、ビル管理や設備関係
の仕事をしていた経験があるので、
これまでのスキルを生かせると
思ったからです。また、安定的な

業種であることや、創業55年以
上の地域密着型企業なので、そこ
で働くことで自分自身も成長でき
るのではないかと思って決めまし
た。入社３年目になりますが、仕
事にも慣れ、職場もフランクな雰
囲気なのでとても働きやすいです。
-音々さんはどのように起業
計画を進めましたか。
音々　移住して開業しようと決め
てから、東京でカラーコーディ
ネーター関連の資格を慌てて取り
に行き準備を始めました。
　店舗の物件探しから宣伝に至る
まですべて自分でやって、ツイッ

ターやインスタグラムなどのSNS
を利用して宣伝した結果、お客さ
まが徐々に増え、ありがたいこと
にとても順調です。月々の売り上
げは当初の予想の２倍程度もあり
ます。東京にいたら起業はしな
かっただろうし、移住という転機
があったからこそ夢がかなったの
だと思います。
-最近、マイホームも手に入
れたそうですね。
博紀　僕たちにとっては、マイ
ホームも移住の大きな目的の一つ
でした。東京時代は家賃が13万円、
月決めの駐車場代が４万円。それ
を考えると、浜松なら住宅ローン
を払って家を買えてしまいますよ
ね。それで、移住の約半年後から
物件を探し始め、資金も順調にた
まったので、２年後にマイホーム
を手に入れました。
-東京時代と比べて、浜松で

の暮らしはいかがですか。
博紀　新居での暮らしはもちろん
快適ですが、満員電車に乗らなく
てよくなったのもありがたいです
ね。自動車通勤だと、会社に着く
まで家にいる気分で、退勤後に車
に乗った瞬間もう家にいる感覚な
んですよ（笑）。それに、二人の
時間が増えたのもうれしいです。
音々　東京時代は帰宅したら食事
をして寝るだけで、休日もお互い
に疲れてずっと寝ているという感
じでした。でも、今は二人のコミュ
ニケーションがしっかり取れてい

るし、もともと仲が良かったけれ
ど、めちゃめちゃ仲が良くなった
感じ（笑）。東京時代は子どもを
育てるなんて想像すらつかなかっ
たけれど、今は想定範囲内です。
博紀　唯一残念だったのは、移住
就業支援金をもらえなかったこと。
支援金は23区内に５年以上住ん
でいるのが条件で、僕はそれに該
当するけれど、その証拠となる住
民票を地元の仙台から移してな
かったので、対象外になってし
まったんです。これから移住を計
画する人は気をつけてくださいね。

宮城県出身／ 35歳
前職：ビル管理会社勤務

漆山博紀さん
夫

神奈川県出身／ 29歳
前職：広告代理店勤務

音々さん
妻
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-櫻澤さんご夫妻が移住を決
意したきっかけは。
晃平　東京時代は二人とも満員電
車に乗って通勤していたんですが、
それが何とも苦痛で。僕自身、も
ともと都会よりも郊外が肌に合っ
ていて、移住に憧れがあったので、
移住フェアがあると知って妻と訪
ねてみることにしました。
陽香　茨城の大学を卒業して東京
で働き始めた頃は、キラキラした
都会暮らしに憧れていたんです。
でも、それから10年が経ち、だ
んだん疲れてきてしまって。人混
みに紛れて自分は何をしてるんだ
ろうと虚しさを感じ、東京を離れ
ようかと考えるようになりました。
-移住先を浜松に決めたのは
なぜですか。
晃平　移住フェアでは北海道や新
潟なども検討しましたが、いきな
り遠くへ行くのも抵抗があって。

その点、浜松は何かあったときす
ぐ実家に帰れるし、気候も温暖で、
田舎過ぎず、都会過ぎず……なと
ころが気に入りました。
　それに、他の地域の相談窓口で
はパンフレットを渡されるだけの
場合が多かったけど、浜松の窓口
ではすごく親身に相談に乗っても
らえたんです。だから、フェアに
参加後は浜松が候補の中で群を抜
いていて、他の地域のことは頭に
なかったですね。
陽香　実は、私の地元の群馬への
移住も考えましたが、就職先が見
つかるか不安で。その点、浜松は
商工会議所さんのサポートが受け
られるし、就職先もたくさんあり
そうなので魅力を感じました。
-現在の就職先で働くことに
決めた理由は。
陽香　商工会議所さんから紹介さ
れてホームページを見て興味を持

ち、社長の著書も読んで感銘を受
けました。面接の際も会社やス
タッフの雰囲気がとても良く、２
時間ほど社長と話し込んで、その
場で即決でした。
晃平　私の場合も紹介されて最初
にホームページを見て好感を持ち
ました。職種は品質管理を希望し
ていたのですが、未経験だと受け
入れてもらえない会社が多い中で、
今の会社では未経験でもOKだっ
たのが決め手になりました。
-就職に際して希望した条件は。
晃平　第一に、ワークライフバラ
ンスは大事にしたかったですね。
ちゃんと休みが取れて、仕事以外
にやりたいことができるところを
探しました。
陽香　最初は主人と一緒の土日休
みの会社を希望しましたが、結果
的に選んだ会社は平日休み。東京
時代よりも一緒にいられる時間が
減るのではないかと不安でしたが、
通勤時間が短くて、残業も少ない
ので、帰宅後に一緒に過ごす時間
が増えてよかったです。
-住むところはどうやって決
めましたか。
晃平　移住コーディネーターさん
に市内を案内してもらった後、自
分たちで不動産屋を回り、互いの
職場に近くて車が２台駐車できる

ところを探した結果、北区細江町
の物件に決めました。
-浜松市と当商工会議所のサ
ポートに対する感想は。
晃平　面接で浜松に初めて訪れた
際、浜松市内を案内してくれただ
けでなく面接の送り迎えまでして
もらえて、手厚いサポートに感謝
しています。就職に関しても、自
分の希望を商工会議所さんに伝え
ると、一気に30～40件リストアッ
プして提供してくださったので、
本当に助かりました。
-半年間暮らしてみての感想は。
陽香　気候も人も温かいですし、
野菜や果物がおいしくて、よく食
べるようになりました。食事はい
つも主人が作ってくれます。
晃平　「ご飯を作って」と妻に言

われるのがうれしくて。週末に近
くのファーマーズマーケットへ食
材を買いに行くのが楽しみです。
妻は、最初の頃はちゃんと運転が
できるか心配していましたが、最
近は休みのたびにカフェ巡りに出
かけまくっています（笑）。
陽香　それに、二人で浜名湖畔に
出かけてコーヒーを飲んだりする、
ちょっとした日常がすごく幸せで
す。最近では行動範囲も広がり、
プライベートな時間を大事にしな
がら自由な生活を満喫しています。

自分らしく、自由な生き方を満喫
都会過ぎず、田舎過ぎない浜松で

浜松に縁もゆかりもない櫻澤さんご夫妻が、刺激的で利便性の高い都会暮らしを捨てて、
浜松での暮らしを選んだ背景には、どんな思いがあったのだろうか。

櫻澤
ご夫妻

CASE

02
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2022年8月移住
東京都小金井市 浜松市北区

晃平さんは、鈴木スプリング製作所（北区三幸町）に就職。同社はスプリン
グ・線加工部品の開発から生産を手掛ける企業で、浜松市の技術先端型企
業認定を取得。晃平さんは念願の品質管理を担当している。一方、陽香さん
は、注文住宅の設計・施工を手掛ける都田建設（北区都田町）に就職。同社
が都田地区で展開するドロフィーズキャンパスの宿泊施設やレストランで接客
を担当している。

移住後のお仕事

-櫻澤さんご夫妻が移住を決
意したきっかけは。
晃平　東京時代は二人とも満員電
車に乗って通勤していたんですが、
それが何とも苦痛で。僕自身、も
ともと都会よりも郊外が肌に合っ
ていて、移住に憧れがあったので、
移住フェアがあると知って妻と訪
ねてみることにしました。
陽香　茨城の大学を卒業して東京
で働き始めた頃は、キラキラした
都会暮らしに憧れていたんです。
でも、それから10年が経ち、だ
んだん疲れてきてしまって。人混
みに紛れて自分は何をしてるんだ
ろうと虚しさを感じ、東京を離れ
ようかと考えるようになりました。
-移住先を浜松に決めたのは
なぜですか。
晃平　移住フェアでは北海道や新
潟なども検討しましたが、いきな
り遠くへ行くのも抵抗があって。

その点、浜松は何かあったときす
ぐ実家に帰れるし、気候も温暖で、
田舎過ぎず、都会過ぎず……なと
ころが気に入りました。
　それに、他の地域の相談窓口で
はパンフレットを渡されるだけの
場合が多かったけど、浜松の窓口
ではすごく親身に相談に乗っても
らえたんです。だから、フェアに
参加後は浜松が候補の中で群を抜
いていて、他の地域のことは頭に
なかったですね。
陽香　実は、私の地元の群馬への
移住も考えましたが、就職先が見
つかるか不安で。その点、浜松は
商工会議所さんのサポートが受け
られるし、就職先もたくさんあり
そうなので魅力を感じました。
-現在の就職先で働くことに
決めた理由は。
陽香　商工会議所さんから紹介さ
れてホームページを見て興味を持

ち、社長の著書も読んで感銘を受
けました。面接の際も会社やス
タッフの雰囲気がとても良く、２
時間ほど社長と話し込んで、その
場で即決でした。
晃平　私の場合も紹介されて最初
にホームページを見て好感を持ち
ました。職種は品質管理を希望し
ていたのですが、未経験だと受け
入れてもらえない会社が多い中で、
今の会社では未経験でもOKだっ
たのが決め手になりました。
-就職に際して希望した条件は。
晃平　第一に、ワークライフバラ
ンスは大事にしたかったですね。
ちゃんと休みが取れて、仕事以外
にやりたいことができるところを
探しました。
陽香　最初は主人と一緒の土日休
みの会社を希望しましたが、結果
的に選んだ会社は平日休み。東京
時代よりも一緒にいられる時間が
減るのではないかと不安でしたが、
通勤時間が短くて、残業も少ない
ので、帰宅後に一緒に過ごす時間
が増えてよかったです。
-住むところはどうやって決
めましたか。
晃平　移住コーディネーターさん
に市内を案内してもらった後、自
分たちで不動産屋を回り、互いの
職場に近くて車が２台駐車できる

ところを探した結果、北区細江町
の物件に決めました。
-浜松市と当商工会議所のサ
ポートに対する感想は。
晃平　面接で浜松に初めて訪れた
際、浜松市内を案内してくれただ
けでなく面接の送り迎えまでして
もらえて、手厚いサポートに感謝
しています。就職に関しても、自
分の希望を商工会議所さんに伝え
ると、一気に30～40件リストアッ
プして提供してくださったので、
本当に助かりました。
-半年間暮らしてみての感想は。
陽香　気候も人も温かいですし、
野菜や果物がおいしくて、よく食
べるようになりました。食事はい
つも主人が作ってくれます。
晃平　「ご飯を作って」と妻に言

われるのがうれしくて。週末に近
くのファーマーズマーケットへ食
材を買いに行くのが楽しみです。
妻は、最初の頃はちゃんと運転が
できるか心配していましたが、最
近は休みのたびにカフェ巡りに出
かけまくっています（笑）。
陽香　それに、二人で浜名湖畔に
出かけてコーヒーを飲んだりする、
ちょっとした日常がすごく幸せで
す。最近では行動範囲も広がり、
プライベートな時間を大事にしな
がら自由な生活を満喫しています。

移住までの経緯
2020年1月

オンライン浜松DAYに参加。窓口担当者たちの親身な
対応と温かい人柄に触れ、移住を決意

全国地域おこしフェアに参加し、東京にある静岡県移
住相談窓口で浜松市の担当者と初めて会話

4月

それぞれ浜松市内の企業を２、３社ずつ見学。面接時に
浜松市内の広範囲を移住コーディネーターが車で案内

7月

コロナ禍でしばらく移住計画が途絶えていたが、浜松に
移住した女性たちのオンライン交流会に参加し、計画を
再開

2021年11月

移住オンラインセミナーや就職寄り添い相談を使って、
候補の会社の面接を受け、夫婦ともに就職先が決定

2022年4月

前月から賃貸物件を探し始め、7月に移住完了。8月に
夫婦とも自家用車を購入し勤務を開始

7月

浜松市の住宅取得費等補助金は申請済み
移住就業支援金は来年度申請予定

採用企業より
都田建設・採用担当者
商工会議所は地元で信頼があり、入
会して20年以上になります。今回、弊
社のことはもちろん、櫻澤さん自身の
こともよく理解した上でご紹介いただ
いたので、不安なく採用の話が進みま
した。
この業界でのキャリアとしてはゼロで
も、自分の生き方や働き方を真剣に
考え、移住を決断した櫻澤さんのス
トーリーそのものが彼女の財産であ
り、今の接客の仕事に大きく生かされ
ていると感じています。

埼玉県出身／ 28歳
前職：インテリア家具メーカー勤務

櫻澤晃平さん
夫

群馬県出身／ 34歳
前職：食品輸入会社勤務

陽香さん
妻
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恐れ入りますが、

会報誌（Newing）

3月号をご覧いただき、

お申し込みください。







急速な地球温暖化は様々な気候変動をもたらし、人類の生存すら脅かす状況となった。今世界では2050年までに地球温暖化の

主原因である二酸化炭素の排出を削減し、森林などによるCO2吸収と太陽光や風力などのよる自然エネルギー

利用により、CO2をプラスマイナスでゼロとするカーボンニュー トラル社会を目指している。

日本では2030年までに現在のCO2排出量の46％削減を宣言している。地球蠣境保全と世界のCO2削減の

一端を担う先進産業都市「浜松」として今何をすべきかを前回に引き続き考える。

2023年3月23日0
13:00~17:00 定員：100名［ □はこ：ご讐浜松商工会議所］

グランドホテル浜松鳳の間静岡県浜松市中区東伊場1-3-1

·』̀ 1 訊i
l」

1

鈴木康友 鳥居大資 仲野哲央

`5「成長に繋げるカ ー ボンニュ ー トラルヘの取組み」
●13:00~14:15 司会進行：伊藤友輔（株）林工組社長 覧；：：：心昇務塁口qコナ中 t恩ズに月B

屯「成長に向けたカ ー ボンニュ ー トラルの見える化」
●14:15~14:45 政策委員長鳥居食品（株）社長"’巨； 大：負t

`bi「どうする浜松？カ ーボンニュー トラルで拓く浜松成長の道」
●15:00~16:45 尉LF省鉄

環：；務円 □ 中井 徳太郎

〇百 ＿ミ コ□9レーりE執行役 仲野哲央 （株）ソミックMHD社長石川 雅洋
松 市 長鈴木康友 : : : :戸株）社長鳥居 大資

石川雅洋 （敬称路順不同）

紐H中I¢9»第29回同友会経済サミット参加申込書：ば髯はよ悶:i屈：位協認：は孟盟悶
事業所名 参加方法 来場（グランドホテル浜松） ・ リモー ト参加(YouTube)※0をして下さい

電話番号 （ 所在地 ） 

参加者名 参加者名
（所属 役職 ） （所属 役職 ） 
（メールアドレス ＠ ） （メールアドレス ＠ ） 

FAXまたは申し込みフォームにて3月16日（木）までにお申し込みください。 I浜松経済同友会 検索し
なお、定員(100名）になり次第締め切らせていただきます。ライブ配信でのリモート参加者には、前日までにURLをメール送信します、 西》
【お問い合わせ先】浜松経済同友会事務局 TEL 053-454-0 l 20 ホームページhttp:/ /hamamatsu-doyukai.jp 璽f

回5 ."
や
回

[
 

口



省エネ改善提案

浜松市南区四本松町

鈴宏鉄工所
有限会社

ウチの会社でもできるの？

エネルギー削減
ポテンシャル

診断
結果

事業所 PROFILE
1983年創業。半導体・ロボット部品、
自動車部品、産業用機械部品の切削
加工メーカー。多様な機械設備をそ
ろえ、多品種の短納期対応ができる
ことが強み。従業員数は17人

工場長の後藤雅章
氏（向かって右）と
保全担当の濱野光
氏。今後は省エネ
診断の結果を共有
していく

工場内を鈴木社長が案内。そ
れまでの水銀灯から、省エネ
効果が高く発熱が少ないLED
照明に切り替えた。日が入ら
ないよう南側の窓は閉鎖し室
温上昇を防ぐ工夫も

コンプレッサはインバータ付
きに更新済み

補助金の活用について

改善提案を実践する中で、商工会議所の方から補
助金制度についてアドバイスを頂きました。今回
の省エネ診断をきっかけに補助金を活用し、今後
も省エネ、CO2削減に取り組んでいきます。

省エネ診断を受けて

「見て」「聞いて」納得できるのが省エネ診断
細かい箇所のエネルギーロスは今まで調べようも
ありませんでした。そのため業者から勧められる
新製品をそのまま購入してしまう。しかし専門家
による専用機器を用いた省エネ診断では、くまな
く調べて数値化してくれました。診断結果の報告
書にある改善提案を実践することで効果を見込め
るのであれば（エネルギー年間費用およびCO2排
出量の削減）、納得のいく取り組みができます。

年間削減金額

5.3 t-CO2/年

年間CO2削減量

5.4%

CO2削減割合

まずは現状把握！

省エネ診断を外部に

依頼することで、

詳細な診断結果と専
門的な

アドバイスも受けら
れます。

取材協力をお願いします。詳しくはこちら

浜松商工会議所　省エネ診断紹介事業
自分の会社の省エネ診断してみませんか？

省エネ診断紹介事業  浜松

※4、7については投資回収期間10年以下
　5、6については10年超

診断者／
一般財団法人省エネルギーセンター 
エネルギー使用合理化専門員

診断メニュー／省エネ最適化診断

診断料金／ 10,450円（税込）

185,000円/年

※診断日 2022年11月29日
※取材日 2023年1月17日

3

2
1

事務所の
エアコン設定温度の緩和

事務所の照明の間引き

コンプレッサの吐出圧低減
投
資
０
円

4 エアーブローのパルス化

投
資
あ
り 6

5
事務所の蛍光灯のLED化

7 エアコン室外機への日除け

事務所の老朽化エアコン更新

カーボンニュートラルへの第一歩は、「CO2排出量の見える化」から。
エネルギー使用状況を診断して現状を把握しよう。

5

新
連
載

みんなでカーボンニュートラル
企業にエコノミー  地球にエコロジー

省 エ ネ 診 断
～取り組み事例を紹介します～

Vol.
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アクサ生命保険株式会社　静岡支社　浜松営業所　
〒432-8036　静岡県浜松市中区東伊場2-7-1　浜松商工会議所会館９階　 TEL 053-453-5926 



　労働者が業務上、または通勤途
中に負傷したり、病気にかかった
り、あるいは不幸にも死亡された
場合に、被災労働者や遺族を保護
するための制度です。短時間労働
者を含むすべての労働者が対象と
なります。 

　労働者が失業した場合などに必
要な給付を行い、労働者の生活お
よび雇用の安定を図るとともに、
再就職の援助を行うことなどを目
的とした制度です。雇用保険の加
入条件は、１週間の所定労働時間
が20時間以上で31日以上の雇用
見込みがある方に限られるため、
短時間労働者は対象とならない場
合があります。

今年度は2022年 4月と 2022年
10月の2段階で料率が変更されて
いますのでご注意ください。

　
　2023年4月から雇用保険料率が
変更になります。4月以降、給与
計算の際は変更後の雇用保険料率
で計算する必要がありますのでご
注意ください。詳細は下記厚生労
働省ホームページからご確認くだ
さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/
001050206.pdf

　労災保険は企業に雇用される労
働者を対象としています。そのた
め法人役員や個人事業主の方など
は、仕事中にケガをしても労災保

険の対象ではありません。しかし、
事務組合に労働保険を事務委託す
ることで、法人役員や個人事業主
の方であっても労災保険に加入す
ることができます。これが労災保
険の特別加入制度です。

　労働保険の保険料は、毎年４月
１日から翌年３月31日（今回で
言うと2022年４月１日から2023
年３月31日）までの１年間を単
位として、年度当初に向こう１年
間の保険料を概算で納付し、年度
末に賃金総額が確定したところで
精算するため、確定保険料の申告・
納付の手続きが必要になります。
これを年度更新といいます。年度
更新の書類については１年間従業

今さら聞けない！
労働保険と
年度更新の手続き

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

労働保険

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称です。
正社員に限らず、パートやアルバイトでも、
労働者を一人でも雇用している事業主の方は、
労働保険への加入が義務付けられています。
大切な従業員のためにも労働保険への認識を深めていきましょう。

労災保険とは？

雇用保険とは？

労災保険の特別加入とは？

雇用保険料率が変わります

とっても大事！
「年度更新」の手続き
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まずはご相談を。

受付時間 9:00～17:00 （土日祝および年末年始を除く） 
kaiin@hamamatsu-cci.or.jp

浜松商工会議所会員共済課 te l .053-452-1113
検  索浜松商工会議所労働保険

　浜松商工会議所 労働保険事
務組合の公式 LINE アカウン
トをご活用ください。保険料
の納入時期・書類の発送時期
などを発信させていただいて
おります。ぜひ、お気軽にご
登録ください！　お友達登録
は当事務組合ホームページを
ご確認ください。

員がいなかった場合、元請工事が
なかった場合、保険を解約する場
合でも提出が必要です。

　

　年度更新書類の提出は事務組合
ホームページから行うことで、カ
ンタン便利に24時間365日いつで
も提出が可能です。さらに、申請
書類の手書きによる記入ミスを防
止でき、業務の効率化が見込まれ
るなど、メリットはたくさんあり
ます。
　詳しくは労働保険事務組合の
ホームページ（年度更新関連）か
らご確認ください。

　年度更新書類の書き方について
説明動画を配信中です。実際にご
提出いただく書類の記入例を基に
ご説明した動画となりますので、
感染症対策としてなるべく人との

接触を避けたい方、労働保険の制
度の仕組みを詳しく知りたい方な
どはぜひご活用ください。

年度更新書類の提出は
カンタン・便利な事務組合
ホームページからの提出で！

年度更新書類の書き方について
説明動画を配信中！

今すぐ登録！
労働保険事務組合の
LINE公式アカウント

労働保険事務組合 委託事業所の皆さまへお知らせ

更新書類の提出期限は2023年４月17日（月）（厳守）です。
また、更新書類の提出は、郵送または
事務組合ホームページからのご提出にご協力ください。
事務組合ホームページからの提出であれば24時間365日、会社でも自宅でも書類提出が可能です！

［問い合わせ］ 労働保険事務組合 浜松商工会議所（会員共済課） 電話053-452-1113　※土日祝除く　

○浜松商工会議所の会員であること
○使用労働者が常時300人以下（卸
売業・サービス業の場合は100人以
下、金融業・保険業・不動産業・小
売業の場合は50人以下）の事業主
であること

○労働保険の加入手続き（労働基準
監督署・公共職業安定所への手続き）
○労働保険料の計算・申告・納付
○雇用保険の被保険者に関する届け
出やその他事業主の行うべき手続き
（ただし、印紙保険料に関する事項・
保険納付の請求等の手続き・雇用二
事業に関わる事務手続きを除く）

労働保険事務組合　委託の条件

代行する事務の範囲

https://www.h-rouho.jp/koushin/

説明動画の視聴
および

LINEお友達登録は
こちらから

事務組合ホームページからの提出なら他にもこんなメリットが！
移動費用や人件費等の
コストが削減できる！

その
2

商工会議所での
待ち時間が無くなる！

その
3

入力ミスや
記入漏れが防げる！

その
1

今年も年度更新が始まります！ ホームページからの
提出はこちら
※一部機能については
3月下旬更新予定です
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　浜松商工会議所では２月 14 日（火）、
オークラアクトシティホテル浜松にお
いて第 490 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、53 人が出席しました。上程
協議事項 3 件、決議事項４件、報告事
項４件が慎重に審議され、全案件が原
案通り承認されました。
　冒頭、斉藤会頭から「大河ドラマ『どうする家康』の舞台が浜
松に近づき、ドラマ館も来月にはグランドオープンする。今後浜
松の魅力を全国に広く PR し、誘客拡大・観光促進を図れるよう
商工会議所でも対応していきたい」と挨拶がありました。

浜松商工会議所　第 490 回常議員会
～ DX 推進特別委員会の委員委嘱 ～

Ⅰ．上程協議事項
１．	 2022年度	収支補正予算（案）に関する件
	 【議員総会決議事項】
２．	第25期	中期行動計画（案）に関する件	
	 【議員総会決議事項】
３．	 2023年度	事業計画・収支予算（案）に関する件
	 【議員総会決議事項】
Ⅱ．決議事項
１．	ＤＸ推進特別委員会委員等委嘱（案）に関する件
２．	役員等規則、議員規則、会員等規則に基づく
	 表彰（案）に関する件
３．	諸規定の変更に関する件
	 ①	議員規則（議員退任時の会費減額）
４．	新会員承認に関する件
Ⅲ．報告事項
１．「三遠南信自動車道早期開通期成同盟会」
	 要望結果について
２．「景気ウォッチャー調査員」活動状況について
３．	 2023年度	青年部・女性会会長について
４．	会員事業所優良従業員表彰について

会員企業の IT 化・業務効率化等を検討する
DX 推進特別委員会（第 25 期新設）

（株）モアソンジャパン

（株）河合楽器製作所

森川恭徳

河合 健太郎 

情報文化部会

工業部会

（株）知久

（株）スクロール

知久利克

杉本泰宣

食品部会

商業部会

（株）ヤマセ不動産

サゴーエンタプライズ（株）

加藤隆康

小野晃司

不動産部会

観光サービス部会

浜松倉庫（株）

中村建設（株）

中山彰人

中村仁志

運輸部会

建設木材関連部会

天方産業（株）

秋田聡税理士事務所	東海税理士会	浜松西支部

松本吉央

秋田 聡

金属機械商業部会

経営サポート部会

毎日企業（株）

（株）マルマ

鈴木美佳

鈴木 雅太郎

健康･医療･福祉部会

専門サービス部会

委
員
長
副
委
員
長

委
員

（順不同・敬称略）

　浜松商工会議所会館6階で永
年にわたり、当商工会議所会員を
はじめとした地域の皆さまの健康
を守ってきた「沖健康クリニック
（医療法人社団さわやか会）」から
の事業譲渡を受け、2023年5月
8日（月）より社会福祉法人	聖隷

福祉事業団が運営母体となりリ
ニューアルオープンします。
　当商工会議所と提携して行って
きた会員割引制度につきまして
は、内容の一部を変更し、継続し
ていきます。詳しくは同封の案内
チラシをご覧ください。

2023年5月 沖健康クリニックの経営母体が
社会福祉法人聖隷福祉事業団に変更となります

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 保健事業部　☎ 0120・506・180

常議員会にて挨拶を行う斉藤会頭

おしらせ
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インボイス制度は、複数税率に対応
した仕入税額控除の方式であり、売
手が買手に対して正確な適用税率や
消費税額等を伝えるために導入され
るものです。

　インボイス発行事業者となるかは
事業者の任意であるため、売上先が
インボイスを必要とするか、申告に
係る事務負担がどの程度かかるかな
どを検討する必要があります。

消費税は消費者が負担することを予
定する税ですが、納税をするのは、
各取引段階において消費者に物の販
売やサービスの提供を行った事業者
となります。納税する消費税額は、

売り上げに係る消費税額から仕入れ
に係る消費税額を控除することによ
り算出します。この仕入れに係る消
費税額を控除することを「仕入税額
控除」といいます。

インボイス発行事業者の登録を受け
ようとする事業者（登録を受けるこ
とができるのは、課税事業者に限り
ます）は、納税地を所轄する税務署
長に登録申請書を提出する必要があ
ります（e-Taxまたは郵送により提

出できます）。
なお、制度開始（2023年 10月１日）
からインボイス発行事業者となるた
めの申請手続については、インボイ
ス制度特設サイトの「申請手続」を
ご確認ください。

インボイス制度の登録はお早めに！
～ 原則として 2023 年３月 31日までに登録申請が必要です ～

1 インボイス制度の概要

導入の経緯

施 行

10/1日
より

2023年

（１） インボイス発行事業者と
 なるかどうかの判断

（2） 登録申請手続

消費税の仕組み

2 インボイス制度に対応するための検討事項・事前準備など

インボイス制度に関する一般的※なご質問やご相談
インボイス制度
特設サイト

▶

特集 インボイス制度 検 索

インボイスコールセンター　☎ 0120・205・553（平日／ 9:00 ～ 17：00）
※ 個別相談（関係書類などにより具体的な事実等を確認する必要のある相談）を希望される方は、
 所轄の税務署への電話（音声ガイダンス「２」を選択）により、面接日時などをご予約ください

※ 本文は 2022 年 12 月時点の法令に基づき作成しています

41NEWing  2023.3



　浜松商工会議所青年部は、１月 25 日

（水）ホテルコンコルド浜松にて、2022

年度冬季通常会員総会を開催しました。

　冬季通常会員総会では、去る 10 月

に選任された 2023 年度会長鈴木将孝

氏（（株）鈴木組）より、2023 年度の

活動計画および予算が上程、承認され

ました。また新会長は、2023 年度の青

年部活動スローガン「活かそう YEG 

POWER ！ 夢と絆を育み 共に成長しよ

う」を発表し、青年部活動の一層の活性

化を呼びかけました。2023 年度の新体

制は右記のとおりです。

青年部冬季通常会員総会
会長に鈴木将孝氏、
役員体制が決定

浜松商工会議所青年部　2023年度役員　（順不同・敬称略）

鈴木将孝新会長 

（株）鈴木組鈴木将孝
会 長

（株）ナップ建築設計室中村俊介
専務理事

（株）IＭＡＥＤＡ今枝達哉
特別理事

鈴覚（株）鈴木格徳
監 事

組織活性化委員会担当

柴田智行
吉川 徹
髙橋 修
山本政嗣
豊田晃央

柴コーポレーション（株）
（株）三共
（有）富士見不動産
（株）デジナーレ
（株）浜建

筆頭・提言委員会担当

商売委員会担当
研鑽委員会担当

連帯委員会担当

副会長

副委員長

提言委員会 委員長

副委員長

副委員長

副委員長

副委員長

商売委員会 委員長

研鑽委員会 委員長

副委員長

副委員長

副委員長

連帯委員会 委員長

組織活性化委員会 委員長

副委員長
副委員長

評議員

前嶋宏明
白井大士
松井大樹
中山雅晴
大場弘枝
藤田 稔
小谷 健
天野真幸
小野崎 一綱
村上哲平
加藤哲也
小林弘平
市川智也
浅井由喜
大友力也
大橋賢作
花島真希
松山賢司
水嶋利一
安川智浩
山﨑雅裕

ソフトプレン工業（株）
（株）ホワイトフーズ
共栄建設（株）

（株）丸倉
（株）なごみ
税理士法人東海浜松会計事務所
ロールアウト

（有）ジュピター保険サービス
相続えんまんサポートグループ（株）

（株）村上産業
遠州紙商事（株）

（株）ハマカントラベル
（株）日本防火研究所
アリアス税理士法人

（有）玉屋
（有）大橋建工
（株）マルハナ
（株）ＫＭＳ
（株）北星電機
（株）リバイタ
共有技建工業（株）

理 事

□	ＹＥＧ活動へ主体的に参画し、
	 時間を共有する中で信頼関係を構築しよう
□	限られた時間を最大活用し、青年経済人
	 として共に成長できる活動を展開しよう
□	商工会議所活動の一翼の担い手として、
	 地域社会が求めるYEGを築き続けていこう

基本活動方針
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　浜松商工会議所女性会（横田みどり会長）

は、１月 24 日（火）に市内ホテルにおいて

2022 年度臨時会員総会を開催し、23 人の会

員が出席しました。

　本総会では2023年度会長に山本泰子氏（株

式会社 HERO'S Academy）が選任され、併

せて新役員人事も承認されました。

　2023 年度の新体制は右記のとおりです。

女性会臨時会員総会
2023 年度会長に山本泰子氏を選任

浜松商工会議所女性会　2023年度役員　（順不同・敬称略）

（株） HERO'S Academy 代表取締役山本泰子

会 長

監 事
大石電化サービス　プロスおおいし　 代 表大石芳子

（有）みどり ～ みどり音楽企画 ～ 代表取締役横田 みどり

広報委員会
（株）ウサギヤ モンターニュ洋菓子店 店 長小野豊美副会長

グランドホテル浜松 営業企画課マネージャー榑松立子委員長

（株）中村化成工業 取締役中村 千ひろ副委員長

パール新体操クラブ 代 表松下涼子副委員長

学び委員会
Kazen 花然 代 表松下 ひとみ副会長

（株）大羽 専務取締役平出美香委員長

新東海鋳造（株） 取締役酒井良子副委員長

遠鉄観光開発（株）ホテルコンコルド浜松 主 任山本 紗也乃副委員長

山本泰子新会長
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　創業当時より作り続けているミニハーモニカを、大河
ドラマ「どうする家康」放送に向けて商品化。金色の本
体に、徳川家の三つ葉葵をデザインした縁起のいいお守
りのようなハーモニカとなっています。
　この経済的に不安定な世の中において、「少しでも希
望となれる商品を」という思いのもと開発しました。縁
起のいいさまざまな要素を取り入れ「音楽の街・出世の
街・健康長寿日本一の街・浜松」を象徴したアイテムと
なっています。
　自社直売所・オンラインショップ、浜松城天守閣売店、
ギフトキヨスク浜松、どうする家康 浜松 大河ドラマ館
物販エリア売店「出世の街 家康SHOP」にて販売中です。

　浜松商工会議所 不動産部会・経営サポート部会 共
催による親睦ゴルフコンペを 2022 年 12 月 14 日（水）
に開催し、15 人が参加しました。
　終了後には、感染症予防を実施の上、懇談会および
表彰式を開催し和やかな雰囲気で交流を深めることが
できました。

２０２３年大河ドラマ「どうする家康」に向けた新商品紹介 ④ 

出世口琴（ハーモニカ）

３年ぶり 親睦ゴルフコンペを開催

昭和楽器製造株式会社
☎ 053・471・4341
浜松市中区上島 1-8-55

昭和楽器製造株式会社

参加申込みフォームなど、
詳しくはこちら▶

新商品開発
プロジェクト
ホームページ

□ 18H ストローク・ダブルペリア
【優　勝】袴田工務所
 代表 袴田雅俊 氏

【準優勝】（株）ＭＡＡホールディングス
 代表取締役 齊田昌敏 氏

【第３位】（有）共和
 松本彰彦 氏

出世口琴
（ミニハーモニカ）
3,850円（税込）
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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

大河ドラマに合わせ
伝統工芸品とのコラボ弁当  新発売！

有限会社 竹泉
浜松市浜北区内野4257
TEL 053-586-5123　FAX 053-586-6046
https://www.chikusen. jp/

住宅街の小さなケーキ店　
A.C.L（アルク）オープン！

A.C.L（アルク）
浜松市中区早出町1235-6（駐車場３台あり）
TEL 070-1660-1655
E-mail aclcake00@gmail .com

今までありそうでなかった
うなぎの新食感！

魚料理専門 魚魚一（とといち）
浜松市中区肴町318-28 ペッシェビル３階
TEL 053-458-6343　FAX 053-458-6343
https://www.totoichi .com/

当店は「浜松パワーフード」
を掲げ、素材の持ち味を最
大限に生かした調理法にて、
遠州灘や浜名湖の新鮮な魚
介類をふんだんに使用した
魚料理専門店です。浜松の
新名物として、全国的にも珍
しい「浜名湖うなぎの刺身」が看板料理です。非常に脂がのっ
ていて、フグのように弾力もある想像以上のおいしさを、ぜひと
も魚魚一で味わってみてください。地酒や焼酎、ノンアルコール
飲料などのお飲み物も豊富に取りそろえております。

NHK大河ドラマ『どうする
家康』に合わせて、家康に
ちなんだ「浜松の食材」を
ふんだんに使用し、伝統工
芸品「遠州綿紬のランチョ
ンマット」をお付けした浜
松パワーフード弁当（３種
類）を新発売しました。浜松が誇る“食材”と“伝統工芸”を多く
の方に知っていただき、浜松を盛り上げていきたいと思います。
事前予約（３日前）で配達します。（配達エリア条件あり・要
TEL）

「一輪の花を飾る日常」をコ
ンセプトに毎週金、土曜日の
10時～18時に店舗部分を
オープンしています。オー
ダー・レッスンともに、買い
付けたばかりの新鮮な花で
自然味溢れる花の作品を作
り出します。オーダーは常時お受けしています。レッスンは11ク
ラスを設けています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

自然味溢れるアレンジメントや
花束をお作りしています

Kazen 花然
浜松市中区城北2丁目9-41（駐車場６台あり）
TEL 090-2135-0421
https://www.kazen.gif ts/

住宅地に建つ小さなケーキ店
A.C.L（アルク）は、長年、横
浜でパティシエを務めたオー
ナーが浜松に戻ってオープン
したお店です！ 多彩でおいし
いケーキやスイーツ・焼き菓
子をそろえて、皆さまのお越し
をお待ちしています。詳しい
情報はQRコードからご確認く
ださい。
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芳
川 笠

井
街
道

イズモ葬祭

浜松自動車学校

ユニクロ コストコ

味佳

浜松経済人
いちおしの味

食の愉しみ

リレー連載 89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.053-463-8511

塩レモンラーメン900円とチャーハン900円。チャーハンは土日のみ提供

　お母さんが53歳の時に思い立
って一人で始めたというラーメン
店。現在は息子さんが厨房を担当
し、80歳を超えたお母さんは今
も“看板娘”として活躍中です。
　ご紹介するのは塩レモンラーメ
ン。こだわりのスープは鶏ガラや
豚骨、煮干、昆布などをじっくり
炊いてつくるそう。添加物不使用
を心がけたやさしい味わいで、モ
チモチの自家製麺と程よく絡んで

います。そして、モモ肉とバラ肉
の２種類のチャーシューがこれま
た絶品。
　肝心のレモンは安心・安全な地
元産を使っているため、レモン好
きの私は皮ごと食べちゃいます。
もちろんスープに搾って楽しむの
もいいですよ。スープとの相性も
計算されているのか、レモンを搾
っても「酸っぱい」というより「爽
やか」なんです。だから幼い娘も

「おいしい！」とペロリ。
　もう一品、チャーハンもおすす
めですね。サイコロ状のチャーシ
ューがゴロゴロ入っていて、娘も
大のお気に入り。よく塩レモンラ
ーメンとチャーハンを娘とシェア
しています。
　「いちおし」のはずが「ふたおし」
になってしまいましたが、どちら
も一度食せば納得することウケア
イですよ。

私がお薦めします
伸名産研株式会社  大島加世子（旧姓 栁澤）
おおしま かよこ
1981年浜松市生まれ。短期大学卒業後、
会社員を経て、家業である伸名産研に
入社。空調機や冷熱機など建築設備の
設計・施工・修理・保守を行う同社で
事務を担当。工場、病院、総合施設一
般に向けて幅広く対応する。２児の母。

静岡県浜松市東区丸塚町77-2
11:30～14:00
金・土・日曜のみ営業

２種類の特製チャーシューもうれしい
塩スープに酸味が程よい爽やかな一杯

ラーメン
味佳（みか）の
塩レモンラーメン
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※ご記入いただいた内容は、静岡県西部防衛協会からの各種連絡・情報提供のために利用させていただくことがあります。

※どちらか該当する事業形態を選択してください。

申　込　書
静岡県西部防衛協会行　FAX.053-452-6682

静岡県西部防衛協会 【 入会のご案内 】

事 業 所 名

住 所

TEL / FAX

メールアドレス

氏名（役職）

フリガナ

TEL.

□法人・団体
　年会費10,000円
□個人事業主・個人
　年会費　5,000円FAX.

（役職　　　　　　　　　　） 紹介者
フリガナ

〒

研修視察会の開催研修視察会の開催
・「航空自衛隊 三沢基地・陸上自衛隊 八戸駐屯地」
・「航空自衛隊 那覇基地」
・「海上自衛隊 横須賀基地」
・「航空自衛隊 松島基地」
・「海上自衛隊呉地方総監部・
   海上自衛隊第1術科学校」

・「航空自衛隊 三沢基地・陸上自衛隊 八戸駐屯地」
・「航空自衛隊 那覇基地」
・「海上自衛隊 横須賀基地」
・「航空自衛隊 松島基地」
・「海上自衛隊呉地方総監部・
   海上自衛隊第1術科学校」

その3

※どちらか該当する事業形態を選択してください。

日本の独立と平和に寄与し、静岡
県西部住民に自衛の重要性を訴
え、これを普及・昂揚し、併せて所在
する自衛隊に支援・協力する。

浜松商工会議所 総務管理課内 静岡県西部防衛協会事務局
〒432-8501 浜松市中区東伊場2-7-1　TEL.053-452-1111  

※下記の申込書にご記入の上、FAXまたはメール添付ファイルにてご送付ください。
FAX.053-452-6682

目 的 申込
問合先

講演会の開催講演会の開催
講演：「兵頭慎治氏」 「手嶋龍一氏」
　　 「ケント・ギルバート氏」 
　　 「浜松基地司令」etc.

講演：「兵頭慎治氏」 「手嶋龍一氏」
　　 「ケント・ギルバート氏」 
　　 「浜松基地司令」etc.

その2

※コロナウイルスの感染拡大等、社会情勢により上記事業が開催できない場合もあります。予めご承知おきください。

浜松基地及び
自衛隊行事にご招待
浜松基地及び
自衛隊行事にご招待
「新春交歓会」 「観桜会」 「納涼の夕べ」 
「エアフェスタ」 「音楽隊演奏会」etc.
「新春交歓会」 「観桜会」 「納涼の夕べ」 
「エアフェスタ」 「音楽隊演奏会」etc.

その1

somu@hamamatsu-cci.or.jpメール送信先

入
会
し
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？
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岡
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か
ら
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！

加入特典
静岡県西部防

衛協会の
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本誌掲載の情報は令和5年2月15日現在のものです


