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フルーツショップカドヤ・カドヤサン磐田市城之崎にある創業90年の果物屋「フルーツショップカドヤ」建
物内に、本年2月新しくフルーツサンド専門店「カドヤサン」がオープン。

『おいしいフルーツをお客様に届けたい果物屋さんの息子が本気でつく
る果物屋さんのフルーツサンド』をキャッチフレーズに、新鮮な果物をふ
んだんに使ったサンドイッチが好評です。サンドイッチのパンには人気店

「一本堂」の食パンを使用、しっとりした食感はフルーツとの相性抜群で
す。店内ではフルーツジュース、ゼリー、パフェなども販売中。ピクニックに、おうち時間に、おいしいフルーツサンドはいかがですか?
今回、この店舗をオープンにするにあたり、フルーツショップカドヤの建

物一部を、静岡県経営力向上事業費補助金を活用してリニューアル
しました。
（Instagramアカウント：kadoya_san）〈お問い合わせ〉 磐田市城之崎3-4-7  TEL：0538-32-4615

★磐田CHAMBER NEWSの表紙であなたの会社をPRしませんか？
　お問い合わせは…磐田商工会議所  TEL：0538-32-2261
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商工会議所 Information商工会議所 Information

次回勉強会のお知らせ

磐田商工会議所  青年部会（むすびの会）  開催報告
◆政策提言委員会  開催

磐田商工会議所青年部会はこのほど、令和2年度に新設された政策提言委員会
の活動報告を初めて行いました。次年度以降も継続して政策提言が行えるよう、メン
バーの意見のまとめ方、関係団体への連絡、スケジュール等様々な調整をしながら

「人口増加・流入の促進策」をテーマに3項目の提言内容にまとめました。特に今後
も増加する「空き家」の利活用に着目し、産官が協力した対策を強調しました。

〈開催日〉 3月16日㈫  18：30～20：30
〈参加者〉 62名（内オンライン参加者16名）
〈テーマ〉 「私たちの継続事業としての政策提言活動について」
第一部 私たちが行う政策提言委員会活動について
第二部 令和2年度政策提言発表
第三部 講演  「政策提言する時の注意点・アドバイス」
 講師  磐田市議会議員  建設産業委員会委員長  芦川  和美 様
第四部 卒業式  

◆令和3年度総会  開催
4月20日に青年部会総会が開催され、新役員への交代と新規入会者の入会式も行われました。令和3年度は80名の

メンバーにより新たなスタートを切ることができました。
〈開催日〉  4月20日㈫  18：30～20：30
〈参加者〉  60名
第一部 通常総会
 ・令和2年度事業報告・決算報告・規約一部変更
 ・令和3年度事業計画（案）予算（案）の承認
第二部 青年部会の成り立ち
第三部 新入会員  入会式
第四部 委員会タイム

◆青年部会（むすびの会）では、新たなメンバーを募集しています!
今後も青年部会（むすびの会）は「いい会社をつくろう・暮らしやすい地域をつくろう」をテーマに、磐田地域に縁のある経営

者等が繋がり、課題や感謝の気持ちを共有し、親睦を深めながら豊かな地域づくりに貢献していきます。随時新たなメンバーも
募集していますので、ご興味のある方は事務局までご連絡ください。

《青年部会「むすびの会」詳細》
〈開催日時〉 偶数月  第3火曜日  18：30～（予定）
〈加入資格〉 原則50歳まで、会社経営者・管理職者・個人事業主の方
〈年会費〉 10,000円

令和3年「新入会員の集い」開催

（仮称）磐田産業振興会館 建設に向けて

平成28年6月に磐田商工会議所内で発足した「いわたの
農業を考える会」は、食に携わっている方が、出会い、連携
し、新たに業種・業態を越えて“つながり”を築いていくことに
よって、農業技術の向上、農産物の販路拡大や新たな加工
食品の開発等、有形無形の商機を見出し、つかんでいくこと
を目的として活動しております。

当会では定期的に勉強会を実施しており、今期1回目を下
記日程で開催することとなりました。皆様のご参加をお待ちし
ております。

去る3月26日㈮、磐
田グランドホテルにおい
て、第134回通常議員
総会が開催されました。
役員（常議員）4名の
補選、令和3年度事業
計画と一般会計・特別
会計収支予算、（仮
称）磐田産業振興会
館整備事業について承認され、議員事業所職務執行者2名
の変更について報告されました。

▼常議員の補選について（4名）（順不同・敬称略）
・株式会社静岡銀行磐田支店 支店長 飯田  昌弘
・大日精化工業株式会社東海製造事業所
 　 副事業所長 川上  喜久
・中部電力パワーグリッド株式会社
 磐田営業所 所長 山中  淳
・株式会社ブリヂストン磐田工場 工場長 今井  康
▼議員職務執行者の変更（2名）（順不同・敬称略）
・スルガ銀行株式会社磐田支店 支店長 山崎  千佐
・小林建設株式会社 副社長 鈴木  裕益
▼新規入会事業所一覧
・別紙、折り込み紙面にてご紹介しております。

磐田商工会議所では、令和2年度に当所へ新規ご入会い
ただきました事業所（98社）の皆様を対象に、4月28日㈬磐田
商工会議所3F大ホールにて「新入会員の集い」を開催いた
しました。

この事業は新入会員事業所相互の交流と商工会議所事
業に対する理解を深めていただくために、平成27年より開催
しております。当日は、22名の新入会員事業所の皆様にお集
まりいただきました。

磐田商工会議所の現会館は、当地域産業界における象徴と
して地域経済の発展を見守ってまいりましたが、昭和46年に建
設されて45年余が経過し、施設・設備の老朽化が進んでおりま
す。現会館の老朽化を受けて、磐田商工会議所では平成29
年12月より「（仮称）磐田産業振興会館建設検討委員会」を設
立、令和6年12月竣工を目標に、新会館建設に向けて計画して
いきます。地域総合経済団体として、この地に（仮称）磐田産業
振興会館を整備し、将来にわたる産業振興はもとより、周辺地
域の賑わいづくりの一端を担っていきたいと考えております。

【開催日時】 令和3年7月6日㈫
 18：30～20：00
【開催場所】 磐田商工会議所  3階
【講　師】 株式会社アイファーム
         代表取締役  池谷  伸二 氏

★新入会員同士の交流で、つながる仲間の輪

いわたの農業を考える会

第134回通常議員総会 開催

ドローンによる空撮、
お任せください!!

株式会社

デザイン・印刷・ホームページ・ドローン

磐田市岩井2295
TEL.0538-32-9165　FAX.0538-35-3720
ホームページ  http://www.taishindo.co.jp

ドローン撮影による
動画を見ることが
できます。▼

受付
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中小企業相談所 Information 中小企業相談所 Information

磐田市新型コロナウイルス感染症防止対策
事業費補助金

コロナ禍で抱える不安を相談しませんか?

毎週水・金曜日
無料個別相談会のご案内

毎週水・金曜日
無料個別相談会のご案内

補助金の申請を検討されている事業所の皆さま

電子申請にはGビズIDが必要です

電子申請システム「Jグランツ」「Jグランツ」「Jグランツ」

中小企業デジタル化・
業態転換等促進事業費補助金
（危機克服チャレンジ支援事業）

いわた雇用奨励金のご案内小規模事業者持続化補助金(一般枠)小規模事業者持続化補助金(一般枠)
新規事業に 2/3（最大50万円）

の支援が受けられる

中小企業の皆様の働き方改革を応援!中小企業の皆様の働き方改革を応援!
対策は進んでいますか? すでに施行しております!

働き方改革についてどんなことでもご相談ください

●「働き方改革」にどう対応すればいいのか?
●生産性を上げて残業時間を減らしたい…
●就業規則や賃金は今のままで大丈夫だろうか?
●活用できる助成金を知りたい!  など

■専門家派遣（社会保険労務士）
　最大3回まで無料で訪問
■相談方法
　企業訪問、センター来所、電話、メール  など
〈お問い合わせ〉 静岡働き方改革推進支援センター
TEL：0800-2005451  

こんな疑問やお悩みに専門家が無料でお答えします!

市内事業所や店舗における感染拡大の防止と感染症対策
促進のため、感染防止対策を行う経費の一部を補助します。
〈補助対象者〉以下の1～3全てに当てはまる者
1. 市内に事業所、事務所、店舗及び施設を有する事業者等 
 （個人事業主含む）
2. 市税を滞納していないもの
3. 暴力団及びその利益となる活動を行う事業主等に該当しな

いもの
〈対象経費〉
1. 工事費、改修費  

（例：換気扇や窓の増設、換気機能付きエアコン、壁や間仕切りの
設置費 等）

2. 物品購入費
マスク、消毒液等 繰り返し使用できない消耗品を除く

（例：サーモグラフィ、手指消毒器、非接触機器、抗ウイルス効果の
認められる機器等の購入費（オゾン・紫外線等））

〈交付額〉
対象経費の2分の1以内（1,000円未満切捨て、上限20万円）  
※申請は1事業者につき1回限り
〈申請期間〉令和3年4月1日～令和4年2月28日
※ただし、予算がなくなり次第終了
〈お問い合わせ〉磐田市産業政策課  TEL：0538-37-4904

「新型コロナウイルス感染症」の拡大により、会員事業者様
の事業経営に影響を及ぼしている状況のもと、各専門家と協
力し、資金繰りや労務関係助成金、補助金等、支援策の個別
相談会を毎週水・金曜日に実施いたします。

なお、時節柄、完全予約制とさせていただきますので、事前に
ご予約いただいてからお越しくださいますよう、お願いいたします。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響下における市内中小
企業等の人材確保を支援するため、磐田市民を新たに正社
員として雇用した事業主に対して奨励金を支給します。
〈申請期限〉雇入れの日から1か月以内
※ただし、9月1日以降の雇入れの場合は9月30日が申請期限となります
〈対象期間〉
令和3年4月1日から令和3年9月30日までの期間に磐田市民
を新たに正社員として雇用した事業主
〈奨励金等の支給額〉
▶中小企業事業主·················対象労働者1人あたり20万円
▶介護サービス提供事業主····対象労働者1人あたり20万円
     （介護対象労働者に5万円）
〈奨励金の支給対象事業主の要件〉
①中小企業事業主又は介護サービス提供事業主であること
②市内に事業所を有すること
③雇用保険適用事業所の事業主であること
④対象労働者の雇入れ日の前日から過去6か月の間に事業主

の都合により従業員を解雇していないこと
⑤市税の滞納がないこと
⑥対象労働者を3か月以上雇用する見込みがあること
〈お問い合わせ〉磐田市産業部経済観光課  TEL0538-37-4819

【開催日程】 毎週水・金曜日（祝日除く）
【開催時間】 各日程によって違いますので、お電話にてお問い

合わせください。
【開催場所】 磐田商工会議所  2階会議室
【相談内容】 ①資金繰り ②給付金関係
 ③補助金 ④その他経営の悩み
【定　員】 各日3名（1事業所1時間）
【相談員】 当所会員中小企業診断士・税理士
【申込方法】 磐田商工会議所にTEL・FAXでお申込み

インターネットで補助金等の申請手続きが出来る電子申請シ
ステム「Jグランツ」。今後、補助金申請には必須となりますの
で、この機会にぜひご登録ください。

新たなビジネスモデルへの挑戦やデジタル化等に取り組む
中小企業者を支援します。

①24時間365日、いつでも申請可能
②移動時間や交通費、郵送費のコスト削減
③過去に申請した情報の入力を省略可能、押印不要

【募集期間】 5月26日㈬  当日消印有効
【申請時注意事項】
・ 原則郵送にてご提出ください。
・ 締切日以降は如何なる理由があっても受理しませんので、余裕
を持って、提出してください。

〈申請先・お問い合わせ〉
静岡県経済産業部商工振興課  TEL：054-221-2512

・「GビズID」ヘルプデスク  TEL：06-6225-7877
・「Jグランツ」経済産業省問合せ窓口  jgrants@meti.go.jp

▶お問い合わせ

※GビズIDは申請から取得まで2～3週間を要しま
す。早めのご準備をお勧めします。

▶電子申請のメリット

補助金申請の手続きには

をご利用ください。
区分 通常枠 コンソーシアム枠

申請者

対象事業

補助率

補助上限

中小企業者
（小規模事業者、個人事業主を含む）

新たなビジネスモデル
への挑戦

2/3
200万円以内

（下限50万円）

中小企業者2社以上の
コンソーシアム

地域や産業が抱える
諸課題の解決に
取り組む事業

2/3
300万円以内

（下限50万円）

この制度は小規模事業者を対象に、販路拡大のための事業資金を中小企業庁が3分の2（最大50万円）を補助するものです。
これを機に、事業計画を策定して『新事業』に挑戦してみませんか?

（1） ①「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事
業者、②法人設立日が令和2年1月1日以降である会社等、または開業日が
令和2年1月1日以降である個人事業主については補助上限額100万円

（2） 複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合は、
補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額×連携小規模事業
者等の数」の金額となります（500万円上限）。

（3） 上記（1）（2）併用可能（補助上限額1,000万円）

50万円を上限に、経費の3分の2を国が補助

★新規事業を始めたい…補助金を使ってみよう!

〈補助率（額）〉

●新たな市場を狙った商品パッケージのリニューアル
●新たな顧客層を取り込むためのホームページ作成やリニューアル
●店舗のユニバーサルデザイン整備リフォーム
　（トイレを洋式へ変更、スロープの設置等）  など 

〈補助事業の例〉

【受付期間】 6月4日㈮
※磐田商工会議所には5月28日㈮までにご提出ください。
【実施期間】
交付決定から令和4年3月31日㈭までの間に事業を実行すること
が条件です。
【申請方法】
従来の郵便方式のほか、単独申請者についてはJグランツによる
電子申請も可能
★公募要領・申請書類等は専用サイトからダウンロード可能です。
〈お問い合わせ〉
【一般型】 日本商工会議所小規模事業者持続化補助金
事務局  TEL：03-6747-4602        

〈申請詳細〉

Jグランツ

小規模事業者持続化補助金  一般枠

静岡  働き方改革

秘密厳守!!

マル経融資は、磐田商工会議所が推薦して
日本政策金融公庫から融資を実行していただく
国の公的融資制度です。
●利率（金利固定） 1.21%
 （令和3年5月6日現在）

●融資限度額 2,000万円以内
※お申込みから融資実行まで3週間前後を要します。
※決算内容によりご希望に沿えない場合もございます。
※コロナ枠もございます。詳しくはお問い合わせください。

無担保･無保証･低金利
10万円から申込みOK!!

マル経融資制度をご利用ください

○掛金は全額所得控除の対象です
○掛金は月額1,000円～70,000円で自由に設定!
　加入後の変更もOK!
○退職・廃業時に受け取り可能!
　満期、満額はありません
《詳細・お問い合わせは…》
磐田商工会議所  中小企業相談所
TEL：0538-32-2261

小規模企業共済は、
「小規模企業経営者のための退職金制度」です

経営者ご自身の
『現役引退後の生活資金』

をお考えですか?

浜松いわた信用金庫は
「あなたの夢」を、全力で応援し続けます。

（4）発行日��令和3年5月15日 CHAMBER NEWS  No.597

▶︎お問い合わせは  磐田商工会議所  TEL：0538-32-2261  FAX：0538-32-2264
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①P2-3を
セットで入替後、

P2左端と
P5左端を

入替
②P2左端を
右端に移動



中小企業相談所 Information 中小企業相談所 Information

磐田市新型コロナウイルス感染症防止対策
事業費補助金

コロナ禍で抱える不安を相談しませんか?

毎週水・金曜日
無料個別相談会のご案内

毎週水・金曜日
無料個別相談会のご案内

補助金の申請を検討されている事業所の皆さま

電子申請にはGビズIDが必要です

電子申請システム「Jグランツ」「Jグランツ」「Jグランツ」

中小企業デジタル化・
業態転換等促進事業費補助金
（危機克服チャレンジ支援事業）

いわた雇用奨励金のご案内小規模事業者持続化補助金(一般枠)小規模事業者持続化補助金(一般枠)
新規事業に 2/3（最大50万円）

の支援が受けられる

中小企業の皆様の働き方改革を応援!中小企業の皆様の働き方改革を応援!
対策は進んでいますか? すでに施行しております!

働き方改革についてどんなことでもご相談ください

●「働き方改革」にどう対応すればいいのか?
●生産性を上げて残業時間を減らしたい…
●就業規則や賃金は今のままで大丈夫だろうか?
●活用できる助成金を知りたい!  など

■専門家派遣（社会保険労務士）
　最大3回まで無料で訪問
■相談方法
　企業訪問、センター来所、電話、メール  など
〈お問い合わせ〉 静岡働き方改革推進支援センター
TEL：0800-2005451  

こんな疑問やお悩みに専門家が無料でお答えします!

市内事業所や店舗における感染拡大の防止と感染症対策
促進のため、感染防止対策を行う経費の一部を補助します。
〈補助対象者〉以下の1～3全てに当てはまる者
1. 市内に事業所、事務所、店舗及び施設を有する事業者等 
 （個人事業主含む）
2. 市税を滞納していないもの
3. 暴力団及びその利益となる活動を行う事業主等に該当しな

いもの
〈対象経費〉
1. 工事費、改修費  

（例：換気扇や窓の増設、換気機能付きエアコン、壁や間仕切りの
設置費 等）

2. 物品購入費
マスク、消毒液等 繰り返し使用できない消耗品を除く

（例：サーモグラフィ、手指消毒器、非接触機器、抗ウイルス効果の
認められる機器等の購入費（オゾン・紫外線等））

〈交付額〉
対象経費の2分の1以内（1,000円未満切捨て、上限20万円）  
※申請は1事業者につき1回限り
〈申請期間〉令和3年4月1日～令和4年2月28日
※ただし、予算がなくなり次第終了
〈お問い合わせ〉磐田市産業政策課  TEL：0538-37-4904

「新型コロナウイルス感染症」の拡大により、会員事業者様
の事業経営に影響を及ぼしている状況のもと、各専門家と協
力し、資金繰りや労務関係助成金、補助金等、支援策の個別
相談会を毎週水・金曜日に実施いたします。

なお、時節柄、完全予約制とさせていただきますので、事前に
ご予約いただいてからお越しくださいますよう、お願いいたします。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響下における市内中小
企業等の人材確保を支援するため、磐田市民を新たに正社
員として雇用した事業主に対して奨励金を支給します。
〈申請期限〉雇入れの日から1か月以内
※ただし、9月1日以降の雇入れの場合は9月30日が申請期限となります
〈対象期間〉
令和3年4月1日から令和3年9月30日までの期間に磐田市民
を新たに正社員として雇用した事業主
〈奨励金等の支給額〉
▶中小企業事業主·················対象労働者1人あたり20万円
▶介護サービス提供事業主····対象労働者1人あたり20万円
     （介護対象労働者に5万円）
〈奨励金の支給対象事業主の要件〉
①中小企業事業主又は介護サービス提供事業主であること
②市内に事業所を有すること
③雇用保険適用事業所の事業主であること
④対象労働者の雇入れ日の前日から過去6か月の間に事業主

の都合により従業員を解雇していないこと
⑤市税の滞納がないこと
⑥対象労働者を3か月以上雇用する見込みがあること
〈お問い合わせ〉磐田市産業部経済観光課  TEL0538-37-4819

【開催日程】 毎週水・金曜日（祝日除く）
【開催時間】 各日程によって違いますので、お電話にてお問い

合わせください。
【開催場所】 磐田商工会議所  2階会議室
【相談内容】 ①資金繰り ②給付金関係
 ③補助金 ④その他経営の悩み
【定　員】 各日3名（1事業所1時間）
【相談員】 当所会員中小企業診断士・税理士
【申込方法】 磐田商工会議所にTEL・FAXでお申込み

インターネットで補助金等の申請手続きが出来る電子申請シ
ステム「Jグランツ」。今後、補助金申請には必須となりますの
で、この機会にぜひご登録ください。

新たなビジネスモデルへの挑戦やデジタル化等に取り組む
中小企業者を支援します。

①24時間365日、いつでも申請可能
②移動時間や交通費、郵送費のコスト削減
③過去に申請した情報の入力を省略可能、押印不要

【募集期間】 5月26日㈬  当日消印有効
【申請時注意事項】
・ 原則郵送にてご提出ください。
・ 締切日以降は如何なる理由があっても受理しませんので、余裕
を持って、提出してください。

〈申請先・お問い合わせ〉
静岡県経済産業部商工振興課  TEL：054-221-2512

・「GビズID」ヘルプデスク  TEL：06-6225-7877
・「Jグランツ」経済産業省問合せ窓口  jgrants@meti.go.jp

▶お問い合わせ

※GビズIDは申請から取得まで2～3週間を要しま
す。早めのご準備をお勧めします。

▶電子申請のメリット

補助金申請の手続きには

をご利用ください。
区分 通常枠 コンソーシアム枠

申請者

対象事業

補助率

補助上限

中小企業者
（小規模事業者、個人事業主を含む）

新たなビジネスモデル
への挑戦

2/3
200万円以内

（下限50万円）

中小企業者2社以上の
コンソーシアム

地域や産業が抱える
諸課題の解決に
取り組む事業

2/3
300万円以内

（下限50万円）

この制度は小規模事業者を対象に、販路拡大のための事業資金を中小企業庁が3分の2（最大50万円）を補助するものです。
これを機に、事業計画を策定して『新事業』に挑戦してみませんか?

（1） ①「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事
業者、②法人設立日が令和2年1月1日以降である会社等、または開業日が
令和2年1月1日以降である個人事業主については補助上限額100万円

（2） 複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合は、
補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額×連携小規模事業
者等の数」の金額となります（500万円上限）。

（3） 上記（1）（2）併用可能（補助上限額1,000万円）

50万円を上限に、経費の3分の2を国が補助

★新規事業を始めたい…補助金を使ってみよう!

〈補助率（額）〉

●新たな市場を狙った商品パッケージのリニューアル
●新たな顧客層を取り込むためのホームページ作成やリニューアル
●店舗のユニバーサルデザイン整備リフォーム
　（トイレを洋式へ変更、スロープの設置等）  など 

〈補助事業の例〉

【受付期間】 6月4日㈮
※磐田商工会議所には5月28日㈮までにご提出ください。
【実施期間】
交付決定から令和4年3月31日㈭までの間に事業を実行すること
が条件です。
【申請方法】
従来の郵便方式のほか、単独申請者についてはJグランツによる
電子申請も可能
★公募要領・申請書類等は専用サイトからダウンロード可能です。
〈お問い合わせ〉
【一般型】 日本商工会議所小規模事業者持続化補助金
事務局  TEL：03-6747-4602        

〈申請詳細〉

Jグランツ

小規模事業者持続化補助金  一般枠

静岡  働き方改革

秘密厳守!!

令和
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令和３
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� ▶︎お問い合わせは��磐田商工会議所  TEL：0538-32-2261  FAX：0538-32-2264
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HACCP 業種別  手引書 検索

専門家による

定例無料相談!!定例無料相談!!
相談内容 6月 7月

金融相談①（13：00～15：00）
日本政策金融公庫  浜松支店  国民生活事業

10
㈭

12
㈪

金融相談②（10：00～12：00）
静岡県信用保証協会  浜松支店

21
㈪

20
㈫

法律相談（13：00～16：00）
石塚 尚  弁護士

― 15
㈭

特許商標等相談（13：30～15：00）
山本 健男  弁理士

9
㈬

14
㈬

記帳指導・税務相談（13：00～16：00）
東海税理士会磐田支部  所属税理士

― ―

労務相談（13：00～15：00）
磐田商工会議所会員  社会保険労務士

16
㈬ ―

売上向上相談（13：00～16：00）
磐田商工会議所会員  経営コンサルタント

11
㈮

9：00～
12：00

9
㈮

会員事業所限定サービス

ワンストップサービスのメリット

リテールマーケティング検定（販売士検定）

東京商工会議所主催検定（eco・福祉住環境）

法人設立の手続がワンストップに!法人設立の手続がワンストップに!

PETがん検診受診支援キャンペーン

会議所会員は下記金額より4,500円割引!

HACCP  業種別  手引書 検索

本年6月より完全義務化!  HACCPを導入・運用をしましょう!

商工会議所の検定試験、東京商工会議所の検定試験 検索

令和3年7月から
ネット試験方式に完全移行

令和3年7月から
ネット試験方式に完全移行

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
各相談事前予約をお願いいたします。

※相談時間は1事業所30分までとさせていただきます。

中東遠地域産業保健センター
〈健康相談窓口のご案内〉

日商リテールマーケティング検定
東京商工会議所主催検定

より受けやすく、より身近に! 効率的に受験しよう!

日本商工会議所主催リテールマーケティング検定試験は、令和3
年度7月より、1～3級すべてを“ネット試験方式”で施行いたします。

東京商工会議所主催検定試験では、令和3年度よりIBT（イン
ターネット経由での試験）に変わります。

◆「ネット試験方式」とは…
各地の認定ネット試験会場（テストセンター）において、会場が定め
た試験日時（随時）に、試験問題の出題・解答・採点・合否判定
までを同会場設置のパソコン上で行う試験方式（所定要件を満た
せば企業・教育機関をネット試験会場とすることも可能）。

◆「IBT（インターネット経由試験方式）」とは…
申込サイトから必要事項を入力して申込、受験サイトにアクセスする
だけなので自宅や会社でも受験可能。受験日時が選択でき、即時
採点で合否判定が当日発表。

〈お問い合わせ〉
東京商工会議所  検定センター  TEL：03-3989-0777
検定情報ダイヤル  TEL：050-5541-8600

【会場】 磐田商工会議所

商工会議所会員はお得に受診可能!

労働安全衛生法では、「健康診断で異常の所見があった労
働者について、健康を保持するために必要な措置について、
医師の意見を聞かなければならない」と定められています。

地域産業保健センターは、産業医の選任義務のない従業
員50人未満の小規模事業場の事業主や従業員のみなさんを
対象に、健康相談や健康指導な
どのサービスを提供する施設で
す。相談内容についての秘密は
厳守され、無料で利用ができます
ので、ぜひご利用ください。

浜松PET診断センターでは、現在コロナ禍における定期受診・
健康管理のサポートとして受診支援キャンペーンを行っています。こ
の機会にぜひPETがん検診を受診してみてはいかがでしょうか?

【期  間】 6月11日㈮まで
【内  容】 通常コースに1つずつ検査を追加できます。
①総合コース…150,000円（税込）

PET検査に複数の画像診断や血液検査などを組み合わせた
総合がん検診

②総合コース＋抗加齢オプション…180,000円（税込）
総合コースに動脈硬化など、加齢に伴う疾患リスクを把握する
ための検査を加えたコース

③総合コース＋脳オプション…220,000円（税込）
総合コースに能PET検査を含む能ドックを追加し、がんに加え、
脳卒中や認知症を対象としたコース

《お問い合わせ》
一般財団法人浜松光医学財団 浜松PET診断センター
TEL：0120-584-722

ブドウ糖によく似たくすり（FDG）を体内に投与し、細胞の活
動の様子から異常を発見する検査方法。 がん細胞は正常細
胞に比べブドウ糖を多く取り込む性質があることから、その集まり
具合をPET装置で画像化することで、 がんの有無や位置、広
がりを調べます。

〈お問い合わせ〉中東遠地域産業保健センター
TEL：0538-35-7000  FAX：0538-37-1135
〒438-0051  磐田市上大之郷51（磐田市医師会内）

※いずれも予約が必要ですので、下記宛にご連絡ください。
※無料でご利用いただけます。

《窓口相談の開設》
【会 場】 磐田市急患センター
【時 間】 13：30～14：30

◆PET検査とは…

磐田商工会議所の会報紙『磐田
CHAMBER NEWS』の表紙ページで
貴社をPRしませんか? 自店の魅力を
発信するチャンス!
この機会に当所会報をご活用ください!

磐田CHAMBER NEWSの
表紙で貴社を紹介しませんか?

チラシ同封サービスのご案内
あなたの会社の商品・テイクアウトメニューなどを

「磐田CHAMBER NEWS」と同封して配布いたします!
奇数月発行の当所会報『磐田CHAMBER NEWS』に、お

店のチラシやパンフレットを同封してPRしませんか? 会員事業
所・行政関係・他地域会議所・関連団体など、約1,400件に
向けて発送しております。

使い方はアイディア次第☆ぜひ、ご活用ください!

令和3年2月から定款認証や設立登記を含めた全ての行政手続
が、ワンストップで申請可能になりました。

「食品衛生法」の改正により、令和2年6月から食品を取り扱う全ての業者に対してHACCPに沿った衛生管理が制度化されました。
1年間の経過措置期間を経て、本年6月より完全義務化となりますので、ご注意ください。

●原則、全ての食品等事業者が対象となります。
●事業者は「HACCPに基づく衛生管理」・「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の

どちらかの基準で、衛生管理を行っていただきます。

●事業者は基準に従って衛生管理計画を作成、計画に沿って実行、記録することが求められます。
●衛生管理計画書は手引書を参考に作成してください。
※手引書については下記サイトをご参照ください。
　厚生労働省ホームページ
　「食品等事業者団体が作成した業種別手引書」

〈お問い合わせ〉 静岡県西部保健所  衛生薬務課  TEL：0538-37-2245

【料    金】 A4・B5サイズ…10,000円（税別）
【詳    細】 奇数月隔月15日発行
【申込方法】 申込書に必要事項を記入の上、お申込みください。

後日、同封するチラシ1,400部を発行月の前月末
（7月号の場合は、6月末）までに納品ください。

〈お問い合わせ〉 法人設立ワンストップサービス
 マイナンバー総合フリーダイヤル：0120-95-0178

★令和3年2月サービス拡大!

5月26日㈬、6月29日㈫、7月7日㈬、8月4日㈬、
9月22日㈬、10月13日㈬、11月25日㈭、12月1日㈬、
令和4年1月27日㈭、 2月10日㈭、3月2日㈬

オンラインでできる!
来庁不要

ワンストップでできる!
複数回の手続不要

いつでもできる!
24時間365日
手続き可能

★HACCP義務化のポイント

・「HACCPに基づく衛生管理」の対象…大規模事業者等
・「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象…小規模事業者等

「HACCP（ハサップ）」は、アメ
リカのアポロ計画の中で宇宙食の
安全性を確保するために発案された
衛生管理手法です。その後世界に
広がり、いまでは衛生管理の国際的
な手法となりました。

CHAMBERNEWSIWATA  CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

■ 編集・発行人 ····磐田商工会議所
  

磐田市中泉281-1  ☎32-2261

■ 印刷···············株式会社 大進堂（隔月発行）

チェンバーニュース

磐田

Vol.596
2021年3月15日発行

4月からお花の定期便「サブスクフラワー」を始めます！ 毎週、みずきflowerおススメのお花をセレクトしてお届けします。ご自宅用やお客様とのコミュニケーションツールとして、ぜひお花をご利用ください。詳しくはお問い合わせください。

お花の定期便「サブスクフラワー」はじめます！

みずきflower design shop

「みずきflower design shop」は、磐田病院の南東、向笠地域ののどか

な茶畑風景の中にある、親子二代で営む創業19年の花屋。“お花を愛でる

暮らし”を提案し、お客様の花を贈る想いを形にすることを大切にしています。

店内ではカラフルな季節の花 や々フラワーギフトが並び、フラワーアレンジ

メントのレッスンを受けることもできます。昨年末、持続化補助金を活用して店

舗をリニューアル。鮮やかな青い扉が目印です。本年1月から開始した、木・

金・土曜日に花束を販売する「Weekend Bouquet（ウィークエンドブー

ケ）」が大変好評! ご家族、お友達、大切な方へプレゼントしてみてはいか

がでしょうか?（Instagramアカウント：mizuki_flower_1212）

〈お問い合わせ〉磐田市向笠竹之内1212  TEL：0538-38-1675

★磐田CHAMBER NEWSの表紙であなたの会社をPRしませんか？  お問い合わせは…磐田商工会議所  TEL：0538-32-2261
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ご相談
ください

年間
日程

税務署

年金事務所

ハローワーク

税務署

年金事務所

ハローワーク

磐田スタンプサービス店会 参加店舗紹介 加盟店でお買い上げ100円で
磐田スタンプ1枚差し上げます。

〈お問い合わせ〉
磐田スタンプサービス店会
（磐田商工会議所内）
TEL.0538-32-2261

（※特価奉仕品等は除きます）

お得にお買物♪

久井屋薬局本店

〒438-0086  磐田市見付（西坂町）2812-1
TEL.35-5293

磐田市発行大人用紙お
むつ券取り扱っておりま
す。自宅まで宅配も行っ
ております。
【営業時間】
月～金 8：30～19：00
　土　 9：30～18：00
【定休日】 日曜・祝日

大石洋傘店

〒438-0086  磐田市見付（西坂町）2820
TEL.32-4610

傘販売は100年以上に
なります。お求め時はひ
ろげて調子を確かめよ
う。大切に扱ってね!
【営業時間】
9：00～19：00
【定休日】 日曜 

（6）発行日��令和3年5月15日 CHAMBER NEWS  No.597

▶︎お問い合わせは  磐田商工会議所  TEL：0538-32-2261  FAX：0538-32-2264

� 15・
� 227

①P2-3を
セットで入替後、

P2左端と
P5左端を

入替
②P2左端を
右端に移動
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専門家による

定例無料相談!!定例無料相談!!
相談内容 6月 7月

金融相談①（13：00～15：00）
日本政策金融公庫  浜松支店  国民生活事業

10
㈭

12
㈪

金融相談②（10：00～12：00）
静岡県信用保証協会  浜松支店

21
㈪

20
㈫

法律相談（13：00～16：00）
石塚 尚  弁護士

― 15
㈭

特許商標等相談（13：30～15：00）
山本 健男  弁理士

9
㈬

14
㈬

記帳指導・税務相談（13：00～16：00）
東海税理士会磐田支部  所属税理士

― ―

労務相談（13：00～15：00）
磐田商工会議所会員  社会保険労務士

16
㈬ ―

売上向上相談（13：00～16：00）
磐田商工会議所会員  経営コンサルタント

11
㈮

9：00～
12：00

9
㈮

会員事業所限定サービス

ワンストップサービスのメリット

リテールマーケティング検定（販売士検定）

東京商工会議所主催検定（eco・福祉住環境）

法人設立の手続がワンストップに!法人設立の手続がワンストップに!

PETがん検診受診支援キャンペーン

会議所会員は下記金額より4,500円割引!

HACCP  業種別  手引書 検索

本年6月より完全義務化!  HACCPを導入・運用をしましょう!

商工会議所の検定試験、東京商工会議所の検定試験 検索

令和3年7月から
ネット試験方式に完全移行

令和3年7月から
ネット試験方式に完全移行

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
各相談事前予約をお願いいたします。

※相談時間は1事業所30分までとさせていただきます。

中東遠地域産業保健センター
〈健康相談窓口のご案内〉

日商リテールマーケティング検定
東京商工会議所主催検定

より受けやすく、より身近に! 効率的に受験しよう!

日本商工会議所主催リテールマーケティング検定試験は、令和3
年度7月より、1～3級すべてを“ネット試験方式”で施行いたします。

東京商工会議所主催検定試験では、令和3年度よりIBT（イン
ターネット経由での試験）に変わります。

◆「ネット試験方式」とは…
各地の認定ネット試験会場（テストセンター）において、会場が定め
た試験日時（随時）に、試験問題の出題・解答・採点・合否判定
までを同会場設置のパソコン上で行う試験方式（所定要件を満た
せば企業・教育機関をネット試験会場とすることも可能）。

◆「IBT（インターネット経由試験方式）」とは…
申込サイトから必要事項を入力して申込、受験サイトにアクセスする
だけなので自宅や会社でも受験可能。受験日時が選択でき、即時
採点で合否判定が当日発表。

〈お問い合わせ〉
東京商工会議所  検定センター  TEL：03-3989-0777
検定情報ダイヤル  TEL：050-5541-8600

【会場】 磐田商工会議所

商工会議所会員はお得に受診可能!

労働安全衛生法では、「健康診断で異常の所見があった労
働者について、健康を保持するために必要な措置について、
医師の意見を聞かなければならない」と定められています。

地域産業保健センターは、産業医の選任義務のない従業
員50人未満の小規模事業場の事業主や従業員のみなさんを
対象に、健康相談や健康指導な
どのサービスを提供する施設で
す。相談内容についての秘密は
厳守され、無料で利用ができます
ので、ぜひご利用ください。

浜松PET診断センターでは、現在コロナ禍における定期受診・
健康管理のサポートとして受診支援キャンペーンを行っています。こ
の機会にぜひPETがん検診を受診してみてはいかがでしょうか?

【期  間】 6月11日㈮まで
【内  容】 通常コースに1つずつ検査を追加できます。
①総合コース…150,000円（税込）

PET検査に複数の画像診断や血液検査などを組み合わせた
総合がん検診

②総合コース＋抗加齢オプション…180,000円（税込）
総合コースに動脈硬化など、加齢に伴う疾患リスクを把握する
ための検査を加えたコース

③総合コース＋脳オプション…220,000円（税込）
総合コースに能PET検査を含む能ドックを追加し、がんに加え、
脳卒中や認知症を対象としたコース

《お問い合わせ》
一般財団法人浜松光医学財団 浜松PET診断センター
TEL：0120-584-722

ブドウ糖によく似たくすり（FDG）を体内に投与し、細胞の活
動の様子から異常を発見する検査方法。 がん細胞は正常細
胞に比べブドウ糖を多く取り込む性質があることから、その集まり
具合をPET装置で画像化することで、 がんの有無や位置、広
がりを調べます。

〈お問い合わせ〉中東遠地域産業保健センター
TEL：0538-35-7000  FAX：0538-37-1135
〒438-0051  磐田市上大之郷51（磐田市医師会内）

※いずれも予約が必要ですので、下記宛にご連絡ください。
※無料でご利用いただけます。

《窓口相談の開設》
【会 場】 磐田市急患センター
【時 間】 13：30～14：30

◆PET検査とは…

磐田商工会議所の会報紙『磐田
CHAMBER NEWS』の表紙ページで
貴社をPRしませんか? 自店の魅力を
発信するチャンス!
この機会に当所会報をご活用ください!

磐田CHAMBER NEWSの
表紙で貴社を紹介しませんか?

チラシ同封サービスのご案内
あなたの会社の商品・テイクアウトメニューなどを

「磐田CHAMBER NEWS」と同封して配布いたします!
奇数月発行の当所会報『磐田CHAMBER NEWS』に、お

店のチラシやパンフレットを同封してPRしませんか? 会員事業
所・行政関係・他地域会議所・関連団体など、約1,400件に
向けて発送しております。

使い方はアイディア次第☆ぜひ、ご活用ください!

令和3年2月から定款認証や設立登記を含めた全ての行政手続
が、ワンストップで申請可能になりました。

「食品衛生法」の改正により、令和2年6月から食品を取り扱う全ての業者に対してHACCPに沿った衛生管理が制度化されました。
1年間の経過措置期間を経て、本年6月より完全義務化となりますので、ご注意ください。

●原則、全ての食品等事業者が対象となります。
●事業者は「HACCPに基づく衛生管理」・「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の

どちらかの基準で、衛生管理を行っていただきます。

●事業者は基準に従って衛生管理計画を作成、計画に沿って実行、記録することが求められます。
●衛生管理計画書は手引書を参考に作成してください。
※手引書については下記サイトをご参照ください。
　厚生労働省ホームページ
　「食品等事業者団体が作成した業種別手引書」

〈お問い合わせ〉 静岡県西部保健所  衛生薬務課  TEL：0538-37-2245

【料    金】 A4・B5サイズ…10,000円（税別）
【詳    細】 奇数月隔月15日発行
【申込方法】 申込書に必要事項を記入の上、お申込みください。

後日、同封するチラシ1,400部を発行月の前月末
（7月号の場合は、6月末）までに納品ください。

〈お問い合わせ〉 法人設立ワンストップサービス
 マイナンバー総合フリーダイヤル：0120-95-0178

★令和3年2月サービス拡大!

5月26日㈬、6月29日㈫、7月7日㈬、8月4日㈬、
9月22日㈬、10月13日㈬、11月25日㈭、12月1日㈬、
令和4年1月27日㈭、 2月10日㈭、3月2日㈬

オンラインでできる!
来庁不要

ワンストップでできる!
複数回の手続不要

いつでもできる!
24時間365日
手続き可能

★HACCP義務化のポイント

・「HACCPに基づく衛生管理」の対象…大規模事業者等
・「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象…小規模事業者等

「HACCP（ハサップ）」は、アメ
リカのアポロ計画の中で宇宙食の
安全性を確保するために発案された
衛生管理手法です。その後世界に
広がり、いまでは衛生管理の国際的
な手法となりました。

CHAMBERNEWSIWATA  CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

■ 編集・発行人 ····磐田商工会議所
  

磐田市中泉281-1  ☎32-2261

■ 印刷···············株式会社 大進堂（隔月発行）
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4月からお花の定期便「サブスクフラワー」を始めます！ 毎週、みずきflowerおススメのお花をセレクトしてお届けします。ご自宅用やお客様とのコミュニケーションツールとして、ぜひお花をご利用ください。詳しくはお問い合わせください。

お花の定期便「サブスクフラワー」はじめます！

みずきflower design shop

「みずきflower design shop」は、磐田病院の南東、向笠地域ののどか

な茶畑風景の中にある、親子二代で営む創業19年の花屋。“お花を愛でる

暮らし”を提案し、お客様の花を贈る想いを形にすることを大切にしています。

店内ではカラフルな季節の花 や々フラワーギフトが並び、フラワーアレンジ

メントのレッスンを受けることもできます。昨年末、持続化補助金を活用して店

舗をリニューアル。鮮やかな青い扉が目印です。本年1月から開始した、木・

金・土曜日に花束を販売する「Weekend Bouquet（ウィークエンドブー

ケ）」が大変好評! ご家族、お友達、大切な方へプレゼントしてみてはいか

がでしょうか?（Instagramアカウント：mizuki_flower_1212）

〈お問い合わせ〉磐田市向笠竹之内1212  TEL：0538-38-1675

★磐田CHAMBER NEWSの表紙であなたの会社をPRしませんか？  お問い合わせは…磐田商工会議所  TEL：0538-32-2261
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ふじのくに静岡県GoToEatキャンペーン

使用期限延長について使用期限延長について

いわた・ふくろい
インターンシップフェア
いわた・ふくろい

インターンシップフェア

節 開催日 対戦相手 試合会場

16 5/29㈯16：00 ツエーゲン金沢 ヤマハスタジアム

18 6/13㈰15：00 ヴァンフォーレ甲府 ヤマハスタジアム

19 6/19㈯19：00 ジェフユナイテッド千葉 ヤマハスタジアム

21 7/3㈯19：00 アルビレックス新潟 エコパスタジアム

23 7/17㈯19：00 モンテディオ山形 ヤマハスタジアム

静岡県におけるGo To Eatキャンペーンにつきまして、この度、
食事券の使用期限及び販売期限を延長することといたしました。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、現在静岡県では、
食事券の新規発行の一時停止及び既に発行済みの食事券の
利用自粛の呼びかけを行っておりますので、引き続き御協力をお
願いいたします。

❶有効期限延長に伴う再発行（刷り直し）は行いませんので、
お手元の既存食事券を誤って破棄してしまわないようご注意
ください。

❷食事券には有効期限『令和3年3月31日』との記載がございま
すが、6月末まで利用ができます。

「おうちDEごはん」×「はじマルシェ」×「優しい時間」×「10＋」
のマルシェ団体がコラボして行うパビリオン風マルシェ。市内飲食
店のテイクアウト商品の販売、お子さんと一緒に楽しめるワーク
ショップなどを開催。

令和3年4月1日より就任しました事務局長
を紹介いたします。

会員企業の発展、産業の活性化のために全力を
尽くしたいと思っています。ぜひ、皆様方のご指導、
ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

磐田商工会議所  事務局長  平谷  均 

【日時】 6月13日㈰  11時～16時
【場所】 醍醐荘（磐田市浜部155）
【主催】 ご縁プロジェクト醍ROCK荘実行委員会
〈お問い合わせ〉ご縁マルシェプロジェクト  TEL：0538-35-5225

〈お問い合わせ〉
ふじのくに静岡県GoToEat事務局  TEL：0570-00-5223

磐田市匂坂上にある「健康十割そば 真玄」。日替わりで信州
や北海道など様々な産地のそば粉を楽しむことができます。機械
製麺による十割そばで、コシのある麺を提供しています。人気メ
ニューは天ざるそば。つるつるさっぽりしたお蕎麦は暑くなるこれ
からの時期にぴったりです。

今シーズンよりジュビロ磐田ホーム
ゲーム時に、ヤマハスタジアムでキッ
チンカーでの出店を開始。「走る! 十
割そば屋さん」の文字が書かれたト
ラックが目印です。

2021明治安田生命J2リーグ  ジュビロ磐田のホーム試合日程は
以下のとおり。ナイターゲームでは今季より始まったオリジナルペンライト
を使った光の演出が人気です。みんなでジュビロ磐田を応援しよう!

※いずれの試合もDAZNで放映決定
※Jリーグのガイドラインに沿った新観戦スタイルを守って観戦しましょう。
※今後開催日程・場所が変更となる場合があります。ご了承ください。

磐田市と袋井市では、就活生を対象とした「いわた・ふくろい
インターンシップフェア」を開催します。インターンシップを実施予定
の磐田・袋井市を始めとする企業15社が参加するWEB方式
による企業説明会です。ぜひご参加ください。

〈お問い合わせ〉 磐田市経済観光課  TEL：0538-37-4819

【開催日】 5月29日㈯  13：00～16：30
【対　象】 令和5年3月以降卒業予定の学生
 （大学、大学院、短大、高専、専門学校生等）

※令和4年3月卒業予定者・卒業3年以内既卒者も参加可能
【参加企業】 静岡県西部地域の企業15社
【参加方法】 ZoomによるWEB方式
 （専用サイトより事前予約が必要です）

健康十割そば  真玄
磐田市匂坂上285-5
☎0538-86-5210
【営業時間】 11：00～14：00
【定休日】 月曜日
【駐車場】 11台

店主のこだわり  日替わりそば粉!

健康十割そば真玄

※注意事項※

◆食事券の使用期限
　当初：令和3年3月31日㈬まで
　➡ 変更後：令和3年6月30日㈬まで延長

ジュビロ磐田  今後の試合日程

醍ROCK荘〈ダイロックソウ〉のお知らせ
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