
焼津商工会議所ってどんなところ？
焼津商工会議所は、昭和26年9月に設立さ
れました。商工会議所の生みの親である
渋沢栄一の「企業と社会を結ぶ」という精神
を原点に、地域事業所のサポーターとして市
内商工業の振興発展に努めると共に、地域の
商工業者の代表として行政をはじめ関係諸団
体への働きかけを行っています。
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経営を一歩前へ！そして一歩先へ！経営を一歩前へ！そして一歩先へ！
2020年 8月焼津商工会議所ニュース「市民広報版」

焼津商工会議所 〒425－0026 静岡県焼津市焼津4丁目15番24号
TEL.054－628－6251　FAX.054－628－6300 最新情報掲載中！ 焼津商工会議所│総務課・会員サービス課

焼津中小企業相談所

焼津市
「新しい生活様式」対応型ビジネス導入助成金
事業者に
最大100万円を補助

新型コロナウィルス対策に取り組む事業者を支援します新型コロナウィルス対策に取り組む事業者を支援します 新たな需要の開拓等を支援します
小規模企業経営力向上支援事業費
補助金 第３次募集
新たな需要の開拓又は生産性の向上を目指し、経営革新計画の承認取得を
目指して行う事業に対し、補助事業対象経費（税抜き）の2/3以内（上限
50万円）を補助します。

小規模事業者持続化補助金

事業承継相談会ネット販売システムを構築したい
新たにPOSレジソフトウエアを購入し、
売上管理業務を効率化したい など

・補助率　補助対象経費の2/3以内（または3/4以内）
・補助額（上限）　　50万円（一般型）　100万円（コロナ特別対応型）

8月 28日（金）・9月 24日（木）
10月 23日（金）
9：00～12：00・13：00～16：00

・3営業日前までにご予約ください
・原則 50分間
・会場：焼津商工会議所
・担当：中小企業相談所

９月24日（木）午前10時～
※9月30日までの間で事業所独自で行う同訓練も参加対象となりま
　すので事前登録をお願いします（実施報告は不要です）。

それぞれの職場、学校、自宅など
３つの安全確保行動（１分間）の実施
※可能な方は、安全確保行動の後に、避難、安否
　確認、情報収集などの訓練もお願いします。

1分間の市内一斉行動訓練

焼津市シェイクアウト訓練焼津市シェイクアウト訓練
～ 自分の命は自分で守る　大地震発生時の安全確保行動 ～

この訓練は、事業所の大小に関わらず大地震発生時に“まず行わなければならないこと”を身につけるものです。
たった1分間、会社存続の貴重な1分間です。是非ご参加ください！

　シェイクアウト訓練とは、地震発生時に、慌てず、揺れが収まるまで机の下に入るなど、
自分の身を守る安全確保行動（「まず低く、頭を守り、動かない」）の訓練です。
　従来の防災訓練と異なり、一つの会場に集まり、実施するものではなく、それぞれの職場、
学校、自宅などで行うものです。
　この訓練では、防災意識を高めていただくとともに、参加者の
人数を把握するため、事前の参加者登録をお願いしています。
　９月24日まで市ホームページ、FAX等で登録を受け付けま
す。登録方法等は広報やいづでお知らせします。
訓練に関するお問い合わせは、
　焼津市地域防災課（☎054-623-2554）までお願いします。 

事業主、経営者 様
日頃、防災訓練は
やっていますか？

事前登録受付中！！

（相談員：　　　　　　平野高史 氏（中小企業診断士））

補助金概要

日　時

場　所

内　容

雇用調整助成金相談会
8月 26日（水）・ 9月 2日（水）
9月 23日（水）・10月 19日（月）
11月 9日（月）
13：00～ 16：00（ 8月、9月）
9：00～ 12：00（10月、11月）

（相談員：社会保険労務士　増田房代 氏）
日にち

時　間

申
込
方
法

日にち

時　間

BCP相談会
9月 16日（水）・10月 21日（水）
11月 18日（水）
13：00～ 16：00

（相談員：東京海上日動火災保険㈱）
日にち

時　間

申込締切

※詳細はお問合せください。

10月 2日（金）

担　　当 中小企業相談所

※お願い：上記期日の最低 2週間前までにご相談ください。

焼津市HP

▲

昨年の訓練の様子（当所）

第4回

ブロック
コーディネーター

市内に事業所（事務所・店舗など）を有する中小企業または個人事業主
補助金の詳細については、市のホームページや市役所・公民館などで配布する資料によりご確認ください。

対　象

焼津市役所 商工課 やいづワーク推進室　TEL 626-9411
※焼津商工会議所と大井川商工会では、提出書類の確認や申請に関する相談を受け付けます。
　●焼津商工会議所　TEL 628-6251　　●大井川商工会　TEL 622-0393 焼津市ホームページ

問合先

市では、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、非対面
型ビジネスへの業態転換や感染拡大防止（3密回避）のための施
設整備や改修、設備導入などに係る経費の一部を補助します。

（
予
約
制
）

相談
無料

令和２年８月３日（月）～９月23日（水）

詳しくは、焼津商工会議所ホームページ をご覧ください。担当：中小企業相談所

申請期間
申請にあたり商工会議所による計画作成支援を受けて頂きます。９月10日（木）までにご相談ください。
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ご商売の
お話しをしましょう

地域に根差した
身近な相談場所
焼津商工会議所

一緒になって元気になっていきましょ！
ご商売を始めたら
商工会議所メンバーズになろう

第12回 焼津水産ブランド認定商品 ＜8商品＞
水産・焼津の逸品！　是非ご賞味ください！

アクサ生命は商工会議所と協力して健康経営を推進しています。

健康経営は、アクサ生命がサポートします！

お問合せ先 ☎

～さらなる企業の発展のために～～さらなる企業の発展のために～～さらなる企業の発展のために～

健康経営に取り組みませんか？健康経営に取り組みませんか？健康経営に取り組みませんか？

健康経営優良法人認定の
申請までサポート

AXA-A2-2004-0145/847 2020.04.17

藤枝営業所 054-644-7835
※「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

家賃支援給付金地代・家賃（賃料）の
負担を軽減します
地代・家賃（賃料）の
負担を軽減します

（下記の全てに当てはまる事業者）

資本金10億年未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランス含む個人事業者、医療法人、農業法人、NPO法人、
社会福祉法人なども対象
5月～ 12月の売上高について、
・“1か月” で前年同月比 “マイナス 50％以上” または
・連続する “3か月” の合計で前年同期比 “マイナス 30％以上” 
自らの事業のために占有する土地、建物の賃料を支払い

法人：最大600万円　　個人事業者：最大300万円

申請時の直近1か月における支払賃料（月額）に基づき算定した給付額（月額）の6倍

法　　人

支払賃料（月額） 給 付 額（月額）

個人事業者

75万円以下

75万円超

37.5 万円以下

37.5 万円超

支払賃料×2/3
50万円＋〔支払賃料の75万円の超過分×1/3〕
※但し、100万円（月額）が上限
支払賃料×2/3
25万円＋〔支払賃料の37.5 万円の超過分×1/3〕
※但し、50万円（月額）が上限

必要書類や、よくある質問「個人事業者の“自宅 兼 事務所”の
家賃は対象？」などは次のQRをご参照ください。経済産業省HP

▲

支給対象

給付額

算定方法

まぐろオリーブオイル煮
㈱山政
まぐろとオリーブオイルの洋
風佃煮です。まぐろをオリーブ
オイル、ブラックペッパー等を
加えて、柔らかく炊き上げた
欧風の商品です。柔らかな味
わいは、サラダやパスタ、パン
食に非常に良く合います。

【取扱店舗】山政直売店、静鉄
ストア、静岡伊勢丹など

かつおの華
㈱山政
鰹節から細かく削ったウェッ
トタイプのふりかけ風佃煮で
す。鰹本枯節を細かく削り、醤
油で煮詰めて、胡麻やきくら
げを加えて、しっとりと香ばし
い風味に仕上げました。

【取扱店舗】山政直売店、静鉄
ストア、田子重、イオン（焼津
店）など

かつおでんぶ
㈱山政
鰹節から粉状に削ったウェッ
トタイプのふりかけ風佃煮で
す。鰹本枯節を粉状に削り、甘
口醤油で煮詰めて、まろやか
に仕上げました。

【取扱店舗】山政直売店、静鉄
ストア、田子重、イオン（焼津
店）など

プリンス キハダマグロ油漬
三洋食品㈱
弊社人気の赤缶をよりリーズ
ナブルに、焼津のお土産に、キ
ハダマグロを使用。高級料亭
で使用される綿実油を使用す
ることで、価格を抑えながらも
ご贈答でも喜ばれるような味
を実現しました。焼津で愛さ

れている魚河岸シャツの魚河岸柄を全面にデザインしました。フ
レークになっているので、様々な料理シーンで使用出来ます。

【取扱店舗】三洋食品直売所（ネット通販含む）、市内土産店など

鰹つなカレー・鮪つなカレー
カネオト石橋商店
焼津の魚屋が作ったヘルシー
な魚肉カレーです。
肉の代わりに魚肉を使い、ヘ
ルシーなツナ・カレーに仕上
げました。魚肉を使っているの
で、ライスカレーはもちろん

の事、和風カレーうどんやロコモコ丼も、美味しく
簡単に作る事が出来ます。

【取扱店舗】カネオト石橋商店販売所（WEBショッ
プ含）、新東名・清水 SA、新東名・沼津 SA（上下線）

さばカレー
㈱あまる齋藤商店
今までありそうでなかったさばカ
レーです。当社自慢の伝統の塩さば
を使い、骨まで食べられるよう加工し
ました。魚独特の生臭さが出ないよ
うにする製法と、さばの甘みと旨みが
上手く出るよう、甘口よりのテイスト
にこだわりました。さばの食感を出し
たかったので、あえて大きめのサイコ
ロ切りのさば切身を使用しています。

【取扱店舗】あまる齋藤商店直売所、さかなセンター内「マルヨウ」

SKOホワイトミートフレーク
三共食品㈱
缶詰じゃないよ。パウチだよ。おい
しくて使いやすい、新感覚のツナ
パウチです。良質なビンチョウマ
グロを使用し、まぐろ本来の油の
うまみを感じていただけます。ま
た缶詰ではなくレトルトパウチに
入っているので、取り扱いがしや
すく場所も取りません。

【取扱店舗】三共食品直売所、
Yahoo! ショッピング

鰻のバラ肉のアヒージョ
㈱カネヨシ水産
大人のためのご褒美！鰻のバ
ラ肉のアヒージョです。焼津市
の加工場で加工した静岡県産
の鰻のバラ肉を、焼津市で水
揚げされた鰹の内臓で作った
塩辛をアンチョビペーストの
代わりに使用して作った鰻の
バラ肉のアヒージョです。

【取扱店舗】百貨店、カタログ
ギフトなど

　昨年の11月28日に公募による一般審査員、市内ホ
テルの料理長・市内外のスーパーのバイヤーの皆様他
の専門家によります専門審査員による審査会を実施し
ています。その結果をもとに 2 月
26 日の焼津商工会議所　焼津市
水産業クラスター協議会において
認定が決定いたしました。

焼津水産ブランドHP

▲

担当：会員サービス課

深層水ミュージアム（鰯ケ島136-24）9：30～15：30（月曜日定休）
完全予約制（webまたは電話にてお申し込みください。）

　 0120-150-413　9：00～18：00

焼津市申請
サポート会場

焼津市プレミアム付生活応援利用券

どこでもチケット3000
焼津市プレミアム付生活応援利用券

どこでもチケット3000 当選者の皆様へ
チケット購入引換は8月31日までです！お忘れにご注意ください。
※チケットの使用期限は 12月 31日です。
販売郵便局 焼津・豊田・大富・石津浜・大井川の 5つの郵便局にて販売中

見　本




