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する予定です。
内 商 業 施 設等
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令和4年度

県行政に関する要望
新規を含め6項目を要望
磐田商工会議所では、地域経済の発展と小規模事業者の円滑な
事業運営に資するため、毎年県行政に対して各種補助金の確保や、
まちづくり、
インフラ整備などについて要望を行っています。
10月13日㈬、令和4年度 県行政に関する要望として、以下新規2
項目・継続4項目を川勝静岡県知事に要望いたしました。
①人口増加・流入促進のための空き家の利活用と
補助金・助成金制度の創設（新規）
現状、空き家の把握が困難であり、空き家のリノベーションや解体も進ん
でいない状況下にある。
また、防犯上や景観的にも悪い環境をつくりだ
す空き家は、今後ますます増加する傾向にある。
これを解消すべく、空
き家の利活用に対する補助金、並びにリフォーム改修費や解体費等に
対する助成金（1/2補助、上限30万円）の創設を要望する。
▲川勝県知事と各会頭懇談の様子（県庁）

②製造業の技術相談への対応充実（新規）
エンジン車からEV（電気自動車）に変わるなど、今後大きな変革期が訪れるであろう市内製造業に対し、成長分野への進出・
技術課題への個別相談の充実を要望する。
③創業に対する補助金・助成金制度の要件緩和（継続）
創業者向けの補助金として、現状、地方創生起業支援金はあるが、申請条件や申請書類の煩雑さ等、創業者にはハードルが
高い。
そのため、創業者でも申請しやすくなるよう各種申請条件の緩和、並びに創業促進に繋がるべく各種補助金・助成金制
度の要件緩和と拡充を要望する。
④BCP（事業継続計画）策定推進及び策定企業へのインセンティブ措置の創設（継続）
地震や豪雨だけでなく、新型コロナウイルスをはじめとした感染症対策を含むBCP（事業継続計画）策定に向けたセミナー・相
談会の開催を、積極的に実施されることを要望する。併せてBCP（事業継続計画）策定事業者が、計画実行するために必要
となる基本的な物品・設備の導入に要する経費の補助（1/2補助、上限30万円）
を要望する。
⑤遠州灘海岸（磐田市地域）の保全・防潮堤整備の促進（継続）
磐田市が進める静岡モデルに基づく海岸堤防への土砂提供にかかる支援を要望する。
また、
「ふじのくに森の防潮堤づくり」事
業のさらなる推進を要望する。
⑥新磐田スマートICへの県道からのアクセス環境整備（継続）
新磐田スマートICへアクセスする県道交差部等の道路施設の適切な維持管理を要望。
また、県道横川磐田線について、
アク
セス環境の向上を図るため県事業の推進を要望する。

ドローンによる空撮、
お任せください!!

ドローン撮影による
動画を見ることが
できます。▼

デザイン・印刷・ホームページ・ドローン

株式会社

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

▶︎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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商工会議所 Information
参加費
無料

静岡県研究所との

オンライン交流会

令和3年度『第11回産業振興フェアinいわた』の技術交
流の中心事業として、工業・農林水産・食品部門における
県内8研究所とのオン
ライン交流会を、下記日程にて実施い
会員事業所限定サービス
たします。皆様のご参加・申し込みをお待ちしております。
【日 時】
❶ 11月19日㈮ 13：00〜16：30《工業部門》
❷ 11月26日㈮ 13：00〜16：00《農林水産･食品部門》
【内 容】
❶ 11/19《工業部門》参加団体
・静岡県工業技術研究所浜松工業技術支援センター
・静岡県工業技術研究所
・静岡県工業技術研究所富士工業技術支援センター
・静岡県工業技術研究所沼津工業技術センター
❷ 11/26《農林水産・食品部門》参加団体
・静岡県農林技術研究所
・
（一財）
アグリオープンイノベーション機構
・
（一財）
マリンオープンイノベーション機構
・
（公財）静岡県産業振興財団
フーズ・ヘルスケアイノベーションセンター
【申込方法】
QRコードを読み込み、専用申込フォームより
お申込ください。
（WEB申込のみ）

いわたの農業を考える会

講演会のお知らせ

「いわたの農業を考える会」本年度2回目となる講演会を下記
日程にて開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。
【開催日時】令和3年12月14日㈫ 18：30〜20：00
【開催場所】磐田商工会議所 3階 大ホール
【講 師】 株式会社エムスクエア・ラボ
代表取締役 加藤 百合子 氏
購買者である飲食店や食品加工会社などを直接つなぐ、
「ベジ
プロバイダー事業」
を展開。2017年には、野菜の共同配送によ
る輸送コストの削減を可能とした「やさいバス」事業をスタート。
年々利用者が増加しており、静岡から世界へと事業を拡大中。

【申込方法】磐田商工会議所HP内、専用フォームよりお申込みください。
※当日はZoomでのオンライン配信も実施する予定です。

たった3分でも
印象は変われる!

印象力向上セミナー

（ウィズコロナ編）
イメージアップテクニックを伝授します。
今、何かを変えたい貴方におすすめのセミナーです。
【開催日時】12月16日㈭ 10：00〜12：00
【開催場所】磐田商工会議所 3階 大ホール
【講 師】 青木 美香 氏（イメージアップスペシャリスト）
【申込方法】右記QRコードを読み取り、専用
定員：15名
フォームよりお申込みください。

※詳細は磐田商工会議所ホームページをご覧ください。

観光生活部会・食品部会主催セミナー開催のお知らせ

アフターコロナこそ腕の見せどころ!
これからの飲食店経営者・店長の心得

コロナで経営に大きな影響を受けた飲食業の皆さんへ、アフター
コロナを見据えた経営術をお話させていただきます。
「新型コロナで
倒産すると覚悟した」
そんな飲食店経営者はぜひご参加を!
【開催日時】12月8日㈬ 14：00〜15：30
【開催場所】磐田商工会議所 3階大ホール
【定
員】30名（先着順）
【講
師】田中 司朗 氏 人材育成コンサルタント
【申込方法】磐田商工会議所HP専用フォームよりお申し込み
ください。
※セミナー内容の詳細は磐田商工会議所HPをご覧ください。

第29回会頭杯親睦ゴルフ大会開催

10月26日㈫、浜松シーサイ
ドゴルフクラブで
「第29回磐田商
工会議所会頭杯親睦ゴルフ大会」
を開催しました。今大会に
は部会や企業等で結成された18組、71名が参加し、優勝を
目指して白熱したプレーが展開され、楽しみながら親睦を深め
ることができました。
ご参加ありがとうございました。
【順位各賞】
・優勝
奥野公仁美 様〔㈲野口オート〕
・準優勝 鈴木 章吾 様〔㈱スズキ工芸〕
・3位
八木慎太郎 様
・ベスグロ 加藤 広俊 様〔東海開発観光㈱〕
※他賞は省略とさせていただきます。
【ご提供企業】多くの賞品のご提供ありがとうございました。
・株式会社遠州日石様
・ヤマハ発動機株式会社様
・キンパラ株式会社様
・磐田化学工業株式会社様
・遠州中央農業協同組合様 ・株式会社ジュビロ様

受付
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中小企業相談所 Information

2021 いわたの夜空に

元気玉花火

磐田市内順次打ち上げで17カ所にて実施
磐田商工会議所・磐田市商工会では、
コロナ禍での閉塞感を打破し、磐田
市民に笑顔を届けるとともに、医療従事者の皆様への感謝の気持ちを込めて
『いわたの夜空に元気玉花火』
を10月9日㈯に実施しました。旧磐田地区では5
箇所・約500発を打ち上げ、天候にも恵まれ全17カ所、無事終了することができ
ました。市民の皆様、
そしてコロナ禍で日々感染拡大防止や治療にご尽力される
医療従事者の皆様に楽しんでいただけたのであれば幸いです。
花火を見た市民の方からは、
「この2年間花火
大会が中止になることが多く、子供にとっては初
めての花火になった」、
「久しぶりに家族と花火を
見ることができ、
とても幸せな時間になった」等、
あ
たたかいメッセージを沢山いただきました。
開催にあたり、市民の皆様、関係者の方々、
そしてご協賛いただいた皆様には、特段のご支
援を賜り、重ねてお礼申し上げます。誠にあり
がとうございました。
また、交通規制等近隣地域
の皆さまにもご協力をいただき、ありがとうござい
ました。

今こそ! シズオカ!! 元気旅!!!
ふじのくに旅行券&地域クーポン
本事業は、旅行券と地域クーポンをセットで販売し、静岡県
内の地域経済の回復と消費喚起を図るとともに、
ウィズコロナ
の時代における
「安全で安心な旅のスタイル」
を普及・定着さ
せるために行うものです。

ふじのくに静岡県GoToEatキャンペーン
使用期限は12 月15日まで

静岡県におけるGo To Eatキャンペーンにつきまして、食事券
の使用期限は以下のとおりとなります。

◆食事券の使用期限 令和3年12 月15日㈬

【対

象】 静岡県民 ※年齢制限なし
（ひとり又少人数（上限6名）での旅行に限る）
【券 種】 ①2,000円：券面4,000円分のふじのくに旅行券
＋1,000円分のふじのくに地域クーポンを付与
②5,000円：券面10,000円のふじのくに旅行券
＋2,000円分のふじのくに地域クーポンを付与
【使用期限】ふじのくに旅行券：12月27日㈪出発・宿泊分
ふじのくに地域クーポン：令和4年1月1日㈯
★その他詳細は専用ホームページをご覧ください。

【注意事項】
・使用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。
（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、12月15日㈬までご利用できます。）
・今後の感染症拡大状況によって、農林水産省及び静岡県の
判断により変更となる場合がございますのでご注意ください。
・加盟飲食店様におかれましては引き続き感染症対策のご徹
底をお願いいたします。
「ふじのくに安全安心認証（飲食店）
制度」
も是非ご活用ください。

〈お問い合わせ〉しずおか元気旅事務局コールセンター
TEL：0570-666-867

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

経営者ご自身の

『現役引退後の生活資金』

をお考えですか?

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

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。

○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

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
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11月1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。

▶︎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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中小企業相談所 Information
新規事業の経費を一部支援する制度です

小規模事業者持続化補助金

持続化補助金は、小規模事業者が行う販路開拓や生産性
向上の取組に要する経費の一部を支援する制度です。
【通常枠】
●高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための店内改装
●販路拡大に向けて インバウンド向けの英語表記メニュー や
のぼり を作成
など
〈補助率〉2/3 〈補助額〉上限50万円
〈締 切〉第7回：令和4年2月4日㈮ ※当日消印有効
【低感染リスク型ビジネス枠】
●飲食業が、大部屋を個室にするための間仕切りの設置を行い、
予約制とするためのシステムを導入する
●旅館業が宿泊者のみに提供していた料理をテイクアウト可能
にするための商品開発を実施
など
〈補助率〉3/4
〈補助額〉上限100万円
〈締 切〉第5回：令和4年1月12日㈬ 17：00
第6回：令和4年3月9日㈬ 17：00
★公募要領・申請書類等はホームページからダウンロード可能
〈お問い合わせ〉
【一般枠】TEL：03-6747-4602
【低感染リスク型ビジネス枠】TEL：03-6731-9325

〜紹介動画が無いのはもったいない!〜

緊急事態宣言下に自主休業した飲食店を応援!

磐田市新型コロナウイルス感染防止協力金
新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、緊急事態宣言の
期間中に自主的に休業を行い、かつ県の休業要請に基づく協力金
の支給を受けていない飲食店に対し、市独自の協力金を支給します。
◆対象者 ：磐田市内で飲食店を運営する中小企業者、
および個人事業主
◆支給額 ：1店舗当たり20万円
◆申請期間：11月30日㈫まで ※当日消印有効
◆支給条件
①令和3年8月20日㈮0時〜9月30日㈭24時までの期間の
すべてにおいて休業を実施したこと
②令和3年8月18日㈬時点で営業実態があり、
「飲食店営業」
許可を取得している店舗
③県の休業・時短要請協力金の支給を受けていないこと
ほか
◆申請方法：必要書類を市経済観光課まで郵送にて提出
★詳細は磐田市ホームページをご参照ください。

磐田市新型コロナウイルス感染防止協力金
〈お問い合わせ〉磐田市経済観光課 TEL：0538-37-4819

磐田市中小企業支援事業

企業採用紹介動画制作事業費補助金

デジタル化支援補助金

オンラインでの情報収集が主流となった就職活動において、
市内中小企業等の人材確保を促進するため、企業の魅力や
採用に関する紹介動画を制作する事業者に対し、制作に係る
経費の一部を補助します。
◆申請期限：令和4年2月28日㈪ ※予算がなくなり次第終了
◆補助額 ：制作に要する経費1/2（上限10万円）
◆対象経費：企画、構成、撮影、編集など動画制作に要する
委託費
◆動画の要件
①採用を目的とするもの
②短時間で視聴できるもの
③自社ホームページや動画サイ
ト等、
インターネット上に掲載するもの
④公序良俗に反するもの又は政治もしくは宗教を目的としないもの
★詳細は磐田市ホームページをご参照ください。

デジタル技術導入による生産性向上を支援するため、導入
経費の一部を磐田市が補助します。
◆対 象 ：磐田市に事業所を有する中小事業者
◆補助要件：市税の滞納がないこと
◆対象経費：業務の改善にかかるソフトウェア購入費、
及び開発費、委託費、外注費
◆補助額 ：上限100万円
◆補助率 ：対象経費の1/2
※ただし総額10万円（税抜）以上が条件
◆申請期間：令和4年2月28日㈪まで ※予算がなくなり次第終了
◆活用イメージ ・製造業：生産管理ソフトウェアを導入
・卸売/小売業：在庫管理ソフトウェア
・飲食業：会計管理ソフトウェアを導入
・その他：自社ECサイ
トを構築
など
★詳細は磐田市ホームページをご参照ください。

磐田市企業採用紹介動画制作事業費補助金
〈お問い合わせ〉
磐田市経済観光課雇用促進グループ TEL：0538-37-4819

磐田市デジタル化支援補助金
〈お問い合わせ〉磐田市産業政策課 TEL：0538-37-4904

ノロウィルス食中毒予防強化月間です
ノロウィルス食中毒は例年11月頃から急増し、12〜翌1月に発生のピークを迎えます。感染者や調理器具
などを介して汚染した食品を喫食することにより、
ノロウィルス食中毒が発生することが多いことから、食品取扱
者の健康管理や衛生的な手洗いの実施、調理器具の消毒などが極めて重要です。食品衛生協会磐田支部
ではオリジナルの手洗いポスターを配布しています。
ご希望の方は磐田商工会議所までお越しください。

食品をより
安全にするための
5つの鍵



①清潔に保つ
②生の食品と過熱済みの食品とを分ける
③よく加熱する
④安全な温度に保つ
⑤安全な水と原材料を使用する

手洗いポスターは防水
加 工 済なので、ぜひ手
洗い場の近くに貼ってご
利用ください。

▶︎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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いわた・ふくろい就職フェア

高校生と企業を結ぶ合同企業説明会

参加企業募集

参加企業募集

主に大学生を対象として、下記内容にて合同企業説明会を開催
しますので、参加企業を募集します。

高校生を対象として、下記内容にて合同企業説明会を開催します
ので、参加企業を募集します。

【開催日時】令和4年2月25日㈮ 13：00〜17：00
【会 場】 アミューズ豊田（磐田市上新屋304）
【対 象】 令和5年3月卒業予定の学生、
または既卒3年以内
の方を採用予定の磐田・袋井市等の企業
【定 員】 50社程度 ※申込多数の場合は抽選
【参加費】 磐田・袋井商工会議所または磐田市・浅羽町商工会
会員7,000円、非会員10,000円
【申 込】 令和3年11月24日㈬から令和4年1月12日㈬までに、磐田・
袋井商工会議所、
または磐田市・浅羽町商工会ホームペー
ジに掲載の出展申込専用フォームよりお申込みください。

【開催日時】令和4年3月18日㈮ 13：30〜16：25
【会 場】 袋井市総合体育館さわやかアリーナ
（袋井市久能1912-1）
【対 象】 令和5年3月卒業予定の高校生を採用予定の磐田・
袋井市等の企業
【定 員】 80社 ※申込多数の場合は抽選
【参加費】 10,000円
【申 込】 令和3年11月24日㈬から令和4年1月12日㈬までに、
袋井市ホームページに掲載の出展申込専用フォーム
よりお申込みください。

インボイス制度が始まると何が変わる？！

磐田商工会議所SNSで情報発信中!!
磐田商工会議所では、LINE公式アカウント・Instagram・Facebook
にて情報を発信しております! 是非、
フォローをお願いします。
〔LINE公式アカウント〕

磐田商工会議所

〔Instagram〕

IWATACCI

IWATACCI̲PR

インボイス制度登録が開始しています
令和5年10月１日より インボイス制度 の導入が予定されて
おり、本年10月1日より
「適格請求書発行事業者」登録申請
受付が始まっています。制度が始まると何が変わるのか？早め
にチェックしましょう。
【インボイスとは？】
現行の請求書に下記内容を新
たに追加記載した請求書等のこと
です（右絵の○部分→）。
❶請求書発行事業者の登録番号
❷商品ごとの適用税率
❸税率ごとに区分した消費税額
【インボイス制度とは？】
正式名称は「適格請求書等保存方式」。取引先（課税事業者）
にインボイスを求められた場合にはインボイスの交付が必要となり、
取引先側も交付されたインボイスの保存等が義務付けられます。
【インボイス制度で変わること】
①課税事業者はインボイスに記載された税額しか仕入税額控
除に算入できません。
②課税事業者と取引がある場合、
インボイスの発行を求められ
るため、請求書の様式を変更する必要があります（取引先に
要確認）
③適格請求書発行事業者登録を行った場合、売上が1,000
万円未満でも消費税申告をしなければなりません。
〈お問い合わせ〉
軽減・インボイスコールセンター TEL：0120-205-553

磐田スタンプサービス店会
ARISS

参加店舗紹介

フルーツショップ カドヤ
上品な大人ベーシックか
らハイカジュアルなファッ
ションがそろいます。お洒
落な日々を!
【営業時間】
10：30〜19：30
【定休日】水曜

〒438-0072 磐田市鳥之瀬135-1

TEL.34-7175 E-mail：shop@ariss.me

磐田産温室マスクメロン
を筆頭に、果物各種を贈
答用・法事用等詰め合わ
せいたします。
【営業時間】
9：00〜19：00
【定休日】水曜

〒438-0084 磐田市城之崎3-4-7

TEL.32-4615 E-mail：shibata-hide@ck.tnc.ne.jp

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。
（※特価奉仕品等は除きます）

お得にお買物♪
〈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

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

磐田商工会議所 会報
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専門家による相談
専門家による

定例無料相談!!

相談内容

12 月 1月

金融相談①（13：00 〜 15：00）

10
㈮

11
㈫

金融相談②（10：00 〜 12：00）

20
㈪

20
㈭

―

20
㈭

特許商標等相談（13：30 〜 15：00）
山本 健男 弁理士

8
㈬

12
㈬

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

9
㈭

13
㈭

労務相談（13：00 〜 15：00）

15
㈬

―

売上向上相談（13：00 〜 16：00）

10
㈮

14
㈮

日本政策金融公庫 浜松支店 国民生活事業

静岡県信用保証協会 浜松支店

法律相談（13：00 〜 16：00）
石塚 尚 弁護士

磐田商工会議所会員 社会保険労務士

磐田商工会議所会員 経営コンサルタント

※相談時間は1事業所30分までとさせていただきます。

【会場】磐田商工会議所

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。

若者の採用・育成に積極的で
雇用管理の優良な中小企業を応援します!

ユースエール認定制度
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが
優良な中小企業を、若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が
「ユースエール認定企業」
として認定しています。
認定した企業の情報発信を後押しすることな
どで、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、
求職中の若者とのマッチング向上を図ります。
◆認定を受けるとどんなメリットがあるの?
・ハローワークなどで重点的PRを実施
・認定企業限定の就職面接会などへの参加が可能
・自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能
・日本政策金融公庫による融資制度優遇
・公共調達における加点評価
など
◆どんな企業が認定企業になることができるの?
【認定基準】中小企業（常時雇用者300人以下）
①学卒求人など若者対象の正社員の求人申込・募集を実施
②若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業
③直近3年度の新卒者などの正社員の離職率20%以下
※その他基準あり
◆認定企業になるには、
どうすればよいか?
各都道府県労働局へ申請が必要となります。認定基準を満たし
ていることを確認後、認定通知書を交付します。
〈お問い合わせ〉ハローワーク磐田 TEL：0538-32-6181


毎週水曜日無料個別相談会
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。
【開催日程】 11/17㈬、24㈬、12/1㈬、8㈬、15㈬、22㈬
【開催時間】日程によって異なります。
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】磐田商工会議所へTEL・FAXでお申込み

要予約 年末調整相談会のお知らせ
年末調整についてご相談ご希望の方は、必要資料をご用意
の上、下記期間内にお越しください。
【開催日】 令和4年1月11日㈫〜14日㈮、17日㈪ 9：00〜12：00
【会 場】 磐田商工会議所 2階会議室
【必要書類】①専従者・従業員の源泉徴収簿
②各種控除の資料
③税務署から届く年末調整の書類
④印鑑（事業主）
⑤前年の年末調整資料の控え
【納期限】 納期特例申請済…令和4年1月20日㈭
【その他】 納付額が0円でも提出が必要です。
会員事業所完全予約制・来年1月受付開始!

決算確定申告無料個別相談会
申告提出期間は2月16日㈬〜3月15日㈫まで!
税理士による個人事業者の所得税・消費税に関する確定申告
無料個別相談会を開催いたします。

【開催日】

令和4年2月14日㈪〜3月15日㈫
9：00〜16：00（12：00〜13：00昼休憩）
【会 場】 磐田商工会議所 2階会議室
【必要書類】①決算書・確定申告書、②帳簿、③印鑑
④保険料控除等証明書、⑤昨年の書類控え
【その他】 ・集計作業、書類記入は行っておりません。
・期限に近くなるにつれて混雑が予想されます。
早めのご予約をおすすめいたします。

社会保険手続きは電子申請でカンタンに!
電子申請とは、申請・届出を紙やCD・DVDではなく、
インター
ネットを利用して行うことです。
❶24時間365日いつでもどこでも申請可能です
電子申請の
❷郵送費などのコスト削減も期待できます
メリットは?
❸紙面での申請よりも早く処理されます
電子申請の
ご利用方法

GビズID
アカウント取得

申請データの
作成

届出作成
プログラムから申請

※GビズID：行政サービスにアクセスできる認証システム

〈お問い合わせ〉ねんきん加入者ダイヤル
（ナビダイヤル）→「2番をお選びください」TEL：0570-007-123
日本年金機構 電子申請

▶︎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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いわた働く人
ト
フォトコンテス

◆準グランプリ作品（4点）

にしかわ

りょう

あい ば

「Be a pilot」西川 僚

すず き

グランプリ・
準グランプリ決定
とも え

「一縫いに、愛を込めて」相羽 智江

やす と

きん ぱら

「庭師」鈴木 靖人

まさよし

「手塩にかけた俺の米」金原 正好

10月12日㈫、磐田商工会議所主催「いわた働く
人フォトコンテスト」の審査会が行われました。本年
は磐田市内外から55点のご応募をいただき、中で
も特に優れた作品としてグランプリ作品1点、準グラ
ンプリ作品4点が選ばれました。
このコンテストは、将来磐田を担う子供たちが
働く ことについて考えるきっかけになることを期
待し、
『働く姿』
を見て、いつか自分たちも誰かのた
めに働きたいと思っていただきたいという想いを込
めて、令和2年度から実施されています。
※応募作品は磐田商工会館他、市内商業施設にて展示
予定です。詳細はホームページをご覧ください。
※グランプリ受賞作品は表紙に掲載されております。

地元密着で創業52年

ⒸJUBILO IWATA

活魚割烹 鳥善

2シーズンぶりのJ1復帰に王手!!

ジュビロ磐田を応援しよう!!
2021明治安田生命J2リーグ、
ジュビロ磐田の試合日程は以下
のとおりです。2シーズンぶりのJ1 復帰、J2リーグ優勝なるか!?
ホームタウン一丸となって応援しよう!!
節 開催日
対戦相手
40 11/20㈯ V・ファーレン長崎

試合会場
ヤマハスタジアム

41 11/28㈰ ザスパクサツ群馬 正田醤油スタジアム群馬
42

12/5㈰ ブラウブリッツ秋田

ヤマハスタジアム

※いずれの試合もDAZNで放映決定。
※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。

2021ジュビロ磐田
似顔絵コンテスト

磐田市向笠新屋、茶畑に囲まれた閑静な住宅地にある
「活魚割
烹 鳥善」は創業52年の和食店。 地域のお客様一人ひとりに満足
いただける愛される店 を目指し、ゆったりとした店内でリラックスしな
がらお料理を楽しんでいただけます。
メニューは、福田漁港で獲れた
鮮度の高いネタでつくる寿司・刺身を中心に、自家製おもろ
（豚足）
やトンテキなどの肉料理も好評です。大将おすすめの特製玉子焼き
はほんのり甘い味付けで、老若男女に人気の逸品となっています。
9月からはインスタグラムでの投稿を開始（torizen̲mukasa）。旬
の食べ物やおすすめ商品を掲載していきます。
ご家族で、
ご友人で、皆様のお越しをお待ちしております。

活魚割烹 鳥善

磐田市向笠新屋698-20
☎0538-38-0635
【営業時間】17：00〜22：00
【定休日】 水曜日
【駐車場】 30台

グランプリ
決定
10月7日㈭、
ジュビロ磐田ホーム
タウン推 進 協 議 会 主 催 による
「2021ジュビロ磐田似顔絵コンテス
ト」の審査会が行われました。磐田
ひ かわ
ち え り
樋川 智慧臨 さん 市内中心に全国から900名の方に
ご応募いただきました。今回入賞さ
モデル：鈴木政一監督
れた作品20点のうち、特に優れた
作品としてグランプリ作品1点、準グランプリ作品2点が選ばれまし
た。今後もジュビロ磐田のホームタウンとして盛り上げてまいります。
こ ばやしたい ち

むら まつかおる

（準グランプリ：小林平知さん・村松薫さん）

満点賞
います
おめでとうござ

2021年全国あんざんコンクール

高校生の部 満点賞
全国2位

毎年夏季に開催されている全国あ
んざんコンクールにて、満点賞（全国
2位）
となりました。

上川 敬人

さん

静岡県立磐田南高校（入手そろばん教室所属）

磐田商工会議所の各会議・イベント等で企業 PRを希望される方は、下記までご連絡ください。
▶︎お問い合わせは 磐田商工会議所 TEL：0538-32-2261 FAX：0538-32-2264

