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おしまちゃんが紹介する、牧之原公園(島田市)
　島田市(旧金谷町)にある牧之原公園。公園からは島田の街並みや
大井川はもちろん、富士山や南アルプスが一望できます。春にはカタ
クリの花が咲き、観光客で賑わいます。
　また、綺麗な夜景を見る事ができるスポットとして有名で、夜になる
とカップルが綺麗な夜景を見に訪れます。

〔所在地〕島田市金谷富士見町

2年に1度の金谷茶まつり。1,000人の茶娘による合同踊り。



平成25年度臨時総会で平成26年度重点事業計画
及び収支予算が決定

企業訪問隊アンケート調査結果

商工会に対して期待する事業活動（複数回答）
期待する事業TOP10

順位 事業内容 回答数 順位 事業内容 回答数

1 記帳・経理・税務 4,086 6 労務支援 1,842

2 資金調達支援 2,920 7 中心市街地活性化 1,728

3 地域振興 2,688 8 中小企業施策活用支援 1,711

4 経営情報の提供 2,301 9 資質向上の支援 1,675

5 情報化支援 1,898 10 販売促進支援 1,629

県連合会・平成26年度重点事業
１　商工会の組織強化支援
　（１）アクションプログラムの推進 
　（２）商工会の経営力強化
　（３）商工会会員の増強運動支援
　（４）コンプライアンスの徹底
２　中小・小規模企業の経営力強化への支援 
　（１）国・県の施策と連携した経営支援

　（２）専門家派遣事業等を活用した経営力向上への支援強化
　（３）特産品等の販路開拓支援
　（４）経営安定特別相談事業等による経営安定化への支援
　（５）新規事業展開（経営革新等）支援
３　政策提言、他団体との連携 
　（１）政策提言、要望活動の実施

中小企業者の財産を守る

◆建物、家財、設備・什器、商品・製品などお引受します。
◆比較的、廉価な掛金でご加入いただけます。
◆事故の際には、迅速に対応いたします。 お問い合わせは、

最寄の商工会へ
静岡県認可
〒420－0853　静岡市葵区追手町44－1　静岡県産業経済会館７F　TEL054－254－9161

静岡県火災共済協同組合

県火災共済！

挨拶する前澤会長
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小規模事業者持続化補助金の公募について

金融機関との連携強化について

　平成26年3月31日に、国民生活事業の県内３支店と、「創業支援等に係る業務連
携・協力に関する覚書」を締結しました。
　締結内容は、創業者に対して、金融、事業計画の策定支援を連携して行い、創
業を目指す相談者を相互に取り次ぐほか、専門の窓口を設けて連携の具体的方策
の協議、金融動向の情報交換を行い、開業率の向上を目指すものです。
　これにより、公庫との連携をより一層深め、地域経済の活性化と中小企業金融
の円滑化を図っていきます。

日本政策金融公庫と創業支援で連携

　平成26年3月17日に、磐田、遠州、掛川、浜松の４信金、県信用保証協会と、「小規模事業者に対する
経営改善支援への取組みに関する覚書」を締結しました。
　締結内容は、各機関が情報を共有して事業者の課題を把握し、中小企業診断士などの専門家派遣制度を
利用しながら効率的な支援を行うもので、これまで十分な支援が行き届かなかった事業者に対して、その
地域で経営を持続的に行うためのサポート体制を構築していきます。
　また、新規融資や貸付条件変更時に必須となる経営改善計画の策定を支援していきます。

西部４信金と小規模事業者支援で連携

産業振興課からのお知らせ

小規模事業者が、商工会と一体となって、販路開拓に取り組む費用
の２／３を補助します。
補助上限額：５０万円
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がんばる
企業紹介

その29
本橋テープ株式会社 （経営革新事業計画に係る承認）

細幅織物メーカーとしての挑戦
「新たなる細幅織物の開発」と「魅力ある完成品ブランドの育成」

伸縮可能で強度を併せ持つループ付き多機能細幅織物「ルーティー」の開発・販売

企 業 名 本橋テープ株式会社

代 表 名 本橋真也

所 在 地 〒421-0301
榛原郡吉田町住吉3216-5

所 属 商 工 会 吉田町商工会

事 業 承 認 日 平成25年5月
(経営革新事業計画に係る承認)

問い合わせ先
TEL 0548-32-2567
FAX 0548-32-2735
担当：代表取締役 本橋 真也

本橋真也さん

企業概要
当社は、昭和37年に設立した細幅織物メーカーです。
細幅織物はシートベルトや資材袋、鞄の肩掛け、ネッ
クストラップ等の工業製品から身近な日用品まで様々
なアイテムの部材として使用されています。また、
高い品質が評価され、カバン・袋もののテープ業界
ではトップクラスのシェア
を誇っています。
現在、新たな細幅織物と
してデザイン性と機能性
を併せ持つ「ルーティー」
を開発しています。 様々な細幅織物商品

新商品で新たな販路を開拓
　今回開発した「ルーティー」は多機能で
あるため、多方面での活用が想定できます。
そのため、取引機会の拡大には用途提案が
必要となり、商工会青年部の活動への参加
も用途提案や商品開発に役立っています。

経営革新のもうひとつの利点
　経営革新計画の申請にあたっては商工会
の専門家派遣を活用しながら書類の準備な
どを行いました。申請書の作成を通じて、
自分の中で事業計画の整理・見直しができ、
しっかりとした経営計画の順序が見え、目
標が明確になりました。また、社内の意思
統一にもつながりました。
　当社の取組みは静岡県が発行する「2013
年度元気な企業実態調査報告書」でも紹介
されています。

今後の取組～新たな挑戦～
　テープや完成品の開発に合わせて特に力を入れているのが
情報発信です。積極的な情報発信が細幅織物の可能性を広げ
るチャンスと捉えています。顧客向け通信を毎月発行したり、
国内だけでなく、海外（イタリア）の展示会にも毎年積極的
に参加をしています。今年の９月にも参加を予定しており、
海外へマーケットを広げていくことを目標としています。

多機能細幅織物「ルーティー」

本橋さん(左)と杉山経営指導員(右)

杉山経営指導員

本橋テープさんは、経営革新を活用し将来を見据えた事業を
展開しています。今回、開発したルーティーも新商品として、
今までにない細幅織物の需要が期待できるものと思います。
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情報コーナー i n f o r m a t i o n

●日本政策金融公庫が運転資金や設備資金を融資します。
　従業員が20人以下（商業・サービス業の場合は5人以
下）の法人・個人事業主の方が利用できます。
※平成26年1月7日から、サービス業のうち、宿泊業、

娯楽業（映画館等）の従業員要件が緩和され、従業
員20人までの事業者が新たに融資対象になりました。

●融資上限を1,500万円から2,000万円に引き上げます。
　ただし、1,500万円超の融資を受ける場合には、融資
前に事業計画を作成し、融資後に融資残高が1,500万円
以下になるまで、経営指導員による実地訪問を半年毎に
１回受けていただく必要があります。
※融資上限の引上げは、平成26年度予算で新規に実施。
●無担保・無保証・低利で融資が受けられます。
金利：日本政策金融公庫の基準金利−0.3%
　　　（平成26年4月現在:1.45%）
貸付期間：運転資金7年以内、設備資金10年以内
●商工会・商工会議所の経営指導を受けていることが要
件です。
　貸付対象者:以下の要件①〜③を全て満たす方

①商工会等の経営指導員による経営指導を6ヶ月以上
受けていること。

②所得税、法人税、事業税、都道府県民税などの税金
を完納していること。

③同一の商工会等の地区内で1年以上事業を行ってい
ること。

　融資を利用したい方や詳細は、最寄りの商工会又は日
本政策金融公庫の支店にお問合せください。

　静岡県立技術専門校では、地域に開かれた職業能
力開発施設とするため、下記のとおり施設の開放を
しております。
　新製品開発の試作品製作や技術・技能の向上のス
キルアップのため、是非、本施設をご利用下さい。

（販売品製造等営利目的の使用はできません。）
・機器　（パソコン、旋盤、溶接機等）　
　利用者1人につき４時間　５００円　
・施設　（溶接実習場・多目的実習場・視聴覚室等）
　※いずれの施設も貸出単位　４時間
施設の詳細や料金、申込方法等は各専門校へお問い
合わせ下さい。

●沼津技術専門校
　住所:沼津市大岡4044-24
　Tel:055-925-1071　FAX:055-925-1115
　E-mail:kunren@numazu-vtc.ac.jp
　http://www.numazu-vtc.ac.jp

●清水技術専門校
　住所:静岡市清水区楠160
　Tel:054-345-2032　FAX:054-345-2921
　E-mail:info@shimizu-tc.ac.jp
　http://www.shimizu-tc.ac.jp

●浜松技術専門校
　住所:浜松市東区小池町2444−1
　Tel:053-462-5600　FAX:053-462-5604
　E-mail:hamamatsutc_kyomu@pref.shizuoka.lg.jp
　http://www.hamamatsu-tech.ac.jp

平成26年度全国商工会珠算検定のお知らせ

小規模事業者経営改善融資制度
（マル経融資）のご案内

～新製品開発・スキルアップをする皆様へ～
｢県立技術専門校施設開放｣の募集のお知らせ

実施級 回 試験日 募集期間
1〜9・10級 第173回 6月15日（第3日曜） 4月17日（木）〜5月16日（金）

1〜9・10級 第174回 9月21日（第3日曜） 7月17日（木）〜8月15日（金）

1〜9・10級 第175回 11月16日（第3日曜） 9月18日（木）〜10月17日（金）

1〜9・10級 第176回 平成27年2月15日（第3日曜） 12月11日（木）〜平成27年1月16日（金）
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取 扱 内 容
共済期間/掛金払込期間 10年

加入年齢範囲 6歳〜65歳（保険年齢）

共済パターン
※最低2口加入

6〜14歳:2口（1,000万円）
15〜24歳:2口〜10口（5,000万円）
25〜65歳:2口〜12口（6,000万円）

付加する特約 リビング・ニーズ特約／指定代理請求特約

掛金（払込方法） 月払い（口座振替）

契約の更新 自動更新

新登場!

商工会の新たな共済がスタート
商工会の会員とご家族、会員事業所の従業員限定

商工会員限定

新登場!
商工会の福祉共済に「けが」「病
気」「がん」の補償に加えて、
生命保障に特化した、大型の死
亡保障（1,000万〜6,000万円）
が新登場しました。
お得な掛金で大きな保障となっ
ていますので、ぜひ、ご加入の
検討を!!

「生命」保障の魅力
❶低廉な掛金
❷有配当（満期時または共済金支払時）

❸自動更新
❹リビング・ニーズ特約の付加
※被共済者の余命が６か月以内と判断された場合、

生きている間に保険金を受け取ることができます。

❺高度障害給付金

掛金例（２口＝1,000万円）

30歳 40歳 50歳 60歳

男性 1,730円 2,960円 5,940円 12,460円

女性 1,310円 2,110円 3,440円 5,850円

海外でのトラブル（貴社製品による事故での賠償請求、国内取引先から輸出された海外での賠償責任等）
の訴訟対応、示談代行、法律上の損害賠償金、弁護士報酬・訴訟費用、リコール費用等を補償します。
商工会の団体制度のため、一般での加入より割安な保険料となっています！
これから海外取引を行いたい方、既に海外取引を行っている方などは、ぜひ、ご加入の検討を！！

※福祉共済「生命」保障、海外ＰＬ保険制度の詳細は、最寄りの商工会へお問合せ下さい。

商工会の
海外PL保険制度

〒410-8691 沼津市米山町6-5
（沼津商工会議所会館3Ｆ）

現地示談代行もサポート
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地域の資源と企業の強みを生かした新たな取り組みを国が認定！！
農商工等連携事業計画3件・地域産業資源活用事業計画1件が新たに認定されました

「ふじのくに子育て応援リーディングカンパニー」
商工会地区から4社が表彰されました

写真左から 岡村千代次氏、青野社長（ア
オノフレッシュミート）、平松社長（たこ満）、
二村支所長（温室農業㈿）

【認定証を手にする事業者のみなさん】

県が指定を行った地域産業資源を活用し、
新商品の開発などの新たな取り組みを行
うものです。

中小企業者と一次産業者がそれぞれの強みを生かし、連携して新商品の
開発など新たな取り組みを行うものです。

写真左から 浅原氏・種本社長（ダイマツ）、
片山社長（片山）

（川勝知事を囲んで記念撮影）
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お茶の朝日園と手作り味噌醤油のマルイエ醤油川根本家の川根コラボ商
品の「味噌羊羹」。甘さ控え目の羊羹にほんのりと味噌が香る、絶妙なバラン
スです。ぜひ一度お試し下さい。

1個１５０円（税込み）５個箱入８５０円（税込み）
８個箱入１,３５０円（税込み）
今回、この『味噌羊羹』５個箱入を12名の方に抽選でプレゼントします。
官製ハガキに、①住所、②氏名、③年齢、④電話番号、⑤性別と⑥本広報誌

への意見・要望を必ず書き添えて、下記までご応募下さい。締め切りは平成
26年5月30日（金）です。※当日消印有効

なお、当選の発表は発送をもって代えさせて頂きます。

＜応募先＞〒420-0853　静岡市葵区追手町44－1
	 静岡県産業経済会館６階
	 静岡県商工会連合会　広報⑤プレゼント係宛

訂正　　商工連だより３月号２ページの県連合会長表彰の受賞者で榊原昇次氏は大井川会長でした。お詫びして訂正します。

アンケートに答えて、もらっちゃいましょう!!

羊羹と味噌の 絶妙なバランスが魅力
「味噌羊羹」

＜商品のお問い合わせ先＞
㈱朝日園〈島田市商工会所属〉
〒428-0104　
島田市川根町家山３７２－１
電話　０５４７－５３－４４８８
FAX　０５４７－５３－２１６３ 
マルイエ醤油川根本家〈島田市商工会所属〉
〒428-0104　
島田市川根町家山７９６
電話　０５４７－５３－２２１２
FAX　０５４７－５３－４１２７

地
区 開 催 日 時 イベント名 会　　場 問い合わせ先

東
部

7/19（土）
13：00〜21：00 第35回戸田港まつり 戸田港　周辺 戸田観光協会

℡0558-94-3115
8/2（土）
9:00〜20:30

第37回 
原・浮島ふるさと夏まつり 原地区センタ− 沼津市商工会

℡055-966-1331
中
部

5/4・6/1（日）
9：00〜13：00

第163回・第164回
小山城楽市 小山城広場 吉田町商工会

℡0548-32-3366

西
　
部

7/27（日）
8：00〜15：30 第25回掛川遠州灘“砂の祭典” 掛川市国安

大東ビ−チスポ−ツ公園
大東町商工会　
℡0537-72-2701

5/24・25（土・日）
10:00〜16:00

B級グルメスタジアムinエコパ
※浅羽町商工会「おはたき
研究会」がおはたき肉まき
を販売

小笠山総合運動公園
小笠山総合運動公園

「エコパハウス」営業企画部
℡0538-41-1800

5/25（日）
10:00〜15:00

第4回
オ−ルドカ−in K'zROAD 春野町ふれあい公園 天竜商工会春野支所

℡053-989-0182
7/26（土）予定
16:00〜21:00 フェスタ天竜 クロ−バ−通り商店街 天竜商工会天竜支所

℡053-925-5151
8/2（土）
17:00〜21:00

七夕歩行者天国・みさくぼ
じゃがた祭り 水窪町商店街通り 天竜商工会水窪支所

℡053-987-0432
8/3（日）
16:00〜20:00 はるのふれあい七夕まつり 気田商店街

(田村商店〜尾上商店)
天竜商工会春野支所
℡053-989-0182

8月中〜下旬 夏休み親子木工教室 浦川キャンプ村 天竜商工会佐久間支所
℡053-965-0325

5/18（日）
11:00〜17:00

「第8回出逢い学園」
商工会青年部婚活イベント

湖畔の家
(浜松市天竜区月)

天竜商工会青年部
℡053-925-5151

8/23（土）
13:30〜20:30 第21回こさいおいでん祭 鷲津駅前周辺・鷲津公園 湖西市商工会

℡053-576-0637
8/2（土）
19:45〜20:30 湖西湖上花火大会 鷲津駅北側浜名湖上 湖西市商工会

℡053-576-0637

特産品プレゼント特産品プレゼント
し
ずお か

抽選で12名様
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