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中央会の専門家派遣事業のご案内
これからも安定した経営、事業活動を継続するために

特 集

山梨県中小企業団体中央会では、会員組合等や組合員企業が抱える課題解決のための専門家派

遣や講習会などに必要な経費を補助する事業を揃えています。

　先行きが見通しにくい経済の荒波の中で確実に舵取りを行うためには、適切な人員を確保し、

柔軟な事業の実施体制を整え、経営力を向上させるとともに、将来に渡る事業の継続性を維持し

ていくことが必要です。

　そのために、まず取り組まなければならない課題はなんでしょうか？

　課題解決のための手法、専門家に関するご相談は中央会までお寄せください。
例えば例えば

経産省が警鐘《デジタル時代に取り残されないためにやるべきこと》

　働き方改革やコロナウイルス感染症をきっかけに、テレワークや時

差出勤などビジネススタイルが変化するとともに、急速にデジタル化

が進んでいます。

　国は「デジタル変革が進まなければ、近い将来、日本企業が競争力

を失っていく」としています。事業者所の中からは「デジタル化のた

めに具体的に何から取り組めばいいのかわからない」という声も聞か

れます。今後、急速な変化が予想されるデジタル化の中でデジタル技術を活用した新しい事業活動の

可能性とそのための取り組み方法などを知るため専門家派遣を行っています。

コロナ時代に対応した《非接触の販路拡大》

　非対面・非接触型のビジネスに移行する動きが進んでいます。その結果、

これまでとは異なった営業方法で、自社の商品・サービスの魅力を消費

者や取引先に知ってもらうことが一層必要となっていくでしょう。

　少ない費用で高い広告効果を目指し、誰でも簡単に制作・発信ができ

る動画編集や、ＳＮＳ・ＨＰを活用した自社のＰＲやマーケティングの方

法について知ってもらうため専門家派遣を行っています。

消費税制度改正《インボイス制度の概要》

　2019年の消費増税と軽減制度の導入で、事業所では仕入税率を分

けて処理することになりました。また、2023年 10月からはインボ

イス制度が導入されます。この制度は、買手が仕入にかかった消費税

を控除するために仕入先から「登録番号」「適用税率」「消費税額等」

が記載された適格請求書（インボイス）を受け取り、保存をしておか

なければなりません。

　インボイスを交付するためには、課税事業者・適格請求書発行事業者として税務署へ登録する必要

があり、その登録が10月から開始されています。今後は、買手が仕入にかかる消費税を控除できない

免税事業者や適格請求発行登録をしていない事業者は、買手から取引を停止される恐れがあるなど様々

な影響が懸念されています。制度内容を把握し、実務上の対応や事業への影響を正しく理解するために、

インボイス制度について詳しく知るための講習会や専門家派遣を行っています。

適格請求書の発行には事前に登録手続が必要
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特 集

その他

　事業承継にも関わる民法改正、事業者の新たな協力の型を実現に導く連携型事業継続力強化計画の

策定、地域特有の課題解決対策のための特定地域づくり事業協同組合をはじめとする中小企業による

組織の設立、農林漁業の６次化…etc、中小企業経営に係わる問題・課題を解決へと導きます。

　弁護士、弁理士、社労士、中小企業診断士、税理士、その他各種専門家とのネットワークがあります。

中央会になんでもご相談ください。

事業活動を継続するための《ＢＣＰ策定》

　「ＢＣＰ（事業継続計画）」の策定や国が認定する「事業継続力強

化計画」は、感染症の流行や自然災害など経営に打撃を与える様々

なリスクに備えるだけでなく、安定的な事業継続に効果的です。

さらにＢＣＰ・事業継続力強化計画づくりのための自社の事業の把

握や見直しは、経営改善に活用することができます。これらの計

画策定支援などについて専門家派遣を行っています。

企業を維持するための《人材定着》

　時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金の導入、副業やダブ

ルワークなどで複数の事業所の労働時間を合算することによる雇

用保険の適用制度など、労働に関する法規制が大きく様変わりし

ています。こうした雇用・労働に関する課題への対応するため専

門家派遣を行っています。

《ハラスメントへの対応》「そのつもりはなかった」と加害者にならない働き方

　職場環境や社会環境は時代とともに変化し、従業員の教育方法も時代

の流れとともに変わっています。令和4年 4月から中小企業でも、職場

におけるハラスメント防止対策が義務化され、法律に基づいて、必要な

対策を講じることが事業主に求められます。

　ハラスメントと指導の境界線、ハラスメントといわれないためのコミュ

ニケーション方法、世代や性別による価値観の違いからトラブルを招か

ない考え方などについて学ぶため専門家を派遣しています。

対象経費

専門家謝金：66,000円 / 回（上限）

専門家旅費：�当会旅費規程に基づき、開催地までの旅費を補助します

補 助 率

事業費の2 / 3 を補助

問い合わせ

０５５－２３７－３２１５

詳しくは
連携組織課
まで
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A C T I V E  K U M I A I活 動 あ れ これ

防災は常に備え続けること
～県庁内の防災井戸の定期点検を実施～

　山梨県地質調査事業　
　協同組合　

防災の日の９月１日に、山梨県地質調査事
業協同組合（萩原利男理事長　組合員６

社）では、平成 28 年に県庁の中庭に掘削し
寄付した防災井戸の定期点検を行った。
　この防災井戸は地下 85 ｍまで掘られ、毎
分 150ℓの揚水能力のあるポンプと 2.2t の貯
水タンクも組合が寄付し設置している。停電
時には県庁内の自家発電機からの給電により
給水することも可能で、災害等の緊急時に防
災拠点として活動しなければならない県庁を
支える重要な役割を果たすことになる。
　点検作業は防災の日である９月１日に毎年
実施してきたが、今年も組合員企業の代表者
と社員に加えポンプメーカーなども参加し、

井戸の貯水
状況や電気
機器の運転
確認などの点
検とメンテナ
ンスを行い、
緊急時に確
実に稼働で

きるよう整備を
行った。
　萩原理事長
は「新型コロ
ナウイルス感
染 症 の 拡 大
で、各地や各
団体がこれま
で行ってきた防災訓練が規模縮小になってし
まったことは止むを得ない。しかし、防災設
備は万が一にも動かないということがあって
はならず、いかなる時も点検整備を怠っては
ならないことから、今年も例年通り実施し
た。県庁の防災井戸も設置してから５年にな
るが、設備に問題はなく水量も安定している
ことが確認できた。毎年、組合員やポンプ
メーカーには大きな負担をかけメンテナンス
作業をボランティアとして続けてきた。しか
し、私達の組合が水源を確保し維持するプロ
フェッショナルであることのプライドに
かけて、これからも続けていきたい。」と
抱負を語った。

担

当：知見寺
山梨県事務機文具商協同

組合（小林茂樹理事長

組合員 16社）の組合員は、

文房具用品からＯＡ機器の

販売、官公庁等への事務用

品納入、中小企業のオフィ

ス環境の整備提案を積極的に行っています。

　これまで組合では、新入学期や年度始めの需要

期にあわせた『のぼり』の共同購入、「文具の日」

キャンペーン事業、「文具券」の発行による消費

拡大の取り組みなども行ってきました。しかし、

デジタル化や流通経路の変革で、組合員は小売中

心から事業所への納入事業へと業態を大きく変化

せざるをえませんでした。更に、2010年に政府

が入札の「競り下げ方式」導入を決めたことで、

組合員を取り巻く経済環境は一層厳しい状況とな

りました。そこで全国各地の組合が中央会等の協

力を得て力をあわせて国への陳情などを積極的に

働きかけた結果、文具事務用品の官公需調達や中

央一括購入等が見直されることになりました。

　急速に進むデジタル化、大型店・量販店との価

格競争、経営者の高齢化による廃業等により中小・

小規模の事業者が減っています。そこで、組合組

織を取引先や組合員にも再認識してもらうため、

組合名と組合員企業名の入った大型カレンダーを

作成し、組合員が直接、取引先に配布に伺いまし

た。遠くからもよく見えて書き込みもできるとお

客さんからも好評でしたので、今年は数量を増や

したいと計画しています。また、文具を通して子

供達に書く楽しみを伝えるために他業界と連携し

てキャンペー事業を行うなど、業界を積極的にＰ

Ｒしています。

　コロナ禍を含め経営環境の厳しい時こそ原点に

もどり、お客様のニーズにあった商品提案、個企

業では難しい展示会の実施や他の業界と

連携した事業展開など、組合の組織力を

最大限に発揮してこれからもいろいろな

チャレンジをしていきたいと思います。

経済環境の変わる時にこそ組織を活用してチャレンジ
山梨県事務機文具商協同組合　理事長　小林　茂樹 氏株式会社小林事務機　代表取締役社長

Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｏ
Ｎ

ポンプの電気系統を点検

放水確認に合わせて設置碑を清掃

担当：笠井
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A C T I V E  K U M I A I活 動 あ れ これ

介護サービスの充実でみんなが
住みやすい山梨づくりを

　甲府市介護サービス事業者　
　連絡協議会　

甲府市介護サービス事業者連絡協議会（根津
宏次代表幹事）には、甲府市内で介護サー

ビスを営む事業者 50 社が加入し、介護保険制
度の円滑な推進や地域への定着など公的な役割
を担う他、会員の介護サービスの向上を目的に
した講演会や介護フェア inこうふの開催等の活
動を行っている。
　昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大によ
り欠品が続いていた防護衣の代用品となる「未
使用品の雨合羽」を会員から募り、約 1,200 個
を希望する介護事業所へ配布する等の活動も
行った。
　また、核家族化や高齢化の進行で、多岐にわ
たる介護サービスが求められる時代となってい
ることから、各事業所の提供できる介護サービ
スの内容や特色等を掲載したガイドブックの作
成・配布を行い、利用者に介護サービス事業所
を選ぶ際の分かりやすい情報を提供している。
このパンフレットは、介護業界への就職希望者
にも各法人の事業内容や特徴を知るために役立
つなどの効果も上げている。
　介護サービスは、高齢者や要介護者だけでな
く家族の生活も支える上で欠かせないものと
なっているが、新型コロナウイルス感染症は介

護業界の仕事の進め方にも大きな影響を与え
た。介護現場の職員はコロナウイルスへの感染
予防対策として消毒や換気を始め、プライベー
トでも感染を避けるために３密を避け家族も含
めた体調管理に気を配るといった行動を徹底す
る高いプロ意識を持ち続け業務を続けている。
　根津代表幹事は、「これからも介護サービス
は『人』にしかできない気遣いや思いやりを大
切にした働きがいのある仕事であるという魅
力発信を行い、住み慣れた地域で自分ら
しく生活が出来るよう、みんなが住みや
すい山梨づくりを目指していきたい。」と
語った。

お客様を美しくする仕事

である美容師は、国家

資格を必要とする職業とし

てヘアカットやカラーリン

グ、パーマ、ネイル・まつ

げエクステ等、一昔前に比

べ多岐に渡るサービスを提供するようになってい

ます。

　美容業界は美を創造する職業として若者に根強

い人気がある一方、29歳までの離職率が他業種

と比較しても非常に高くなっています。また、近

年では美容師もライフスタイルに合わせて働くよ

うになり、特定の店舗に所属せずフリーで活躍す

るという働き方も出ています。

　現在はコロナウイルス感染症拡大の影響により

組合活動が制限されている状況ですが、例年どお

り若手美容師の技術向上のための美容競技大会や

技術講習会、経営者を目指す美容師を対象とした

経営講習会などを、感染対策に留意しながら実施

し、次世代を担う美容師や経営者・後継者育成に

取り組んでいます。

　また、今年度は山梨県美容専門学校と連携し高

校生を対象にオンラインで美容業界のＰＲ活動や

学校説明会を行うなど、新たな取り組みにもチャ

レンジしました。その他にも、無料職業紹介所を

設置し、山梨県美容専門学校の卒業生等に県内の

美容室への就職斡旋を行っています。組合員の美

容室からの求人情報等を公開し、学生の就職希望

やニーズに沿った美容室を提案することで離職率

を改善させていくことにも取り組んでいます。

　今後の組合活動においても組合員の課題やニー

ズを把握し、若手美容師の人材育成、変化する働

き方に対応した職場環境作りをサポートするなど

共同で取り組んでいきたいと考えています。若手

の美容師や美容師を目指す若者には、や

りがいのある美容業界で創造性と技能を

備えた業界リーダーとなることを目指し

て欲しいと思っています。

次世代を担う業界のリーダー育成 ～共同で取り組むべき組合活動を目指して～
山梨県美容業生活衛生同業組合　理事長　橋本　光隆 氏

Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｏ
Ｎ

担当：鈴木

担当：鈴木
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業界の動き業界の動き
データから見た

業界の動き
令和３年

8月

８月報告のポイント

業界からのコメント

売上は堅持されつつも先行き（景況感）に不安諸資材・原材料の確
保に大きな課題

　８月の県内景況の D.I 値は、製造業・非製造業をあわせた全体で売上高＋６ポイント（前年同
月比＋54）、収益状況▲10 ポイント（前年同月比＋40）、景況感▲12 ポイント（前年同月比＋36）
となった。
　先月に引き続き前年比ではすべての項目で回復傾向を示しているが、山梨県内においてもま

ん延防止等重点措置が発令されるなどの影響から、先月比では売上高は－16、収益状況は－12、景況感－
６と単月では景況の悪化となった。
　業種別では、製造業は売上高▲10（前年同月比＋60）、収益状況▲20（前年同月比＋45）、景況感▲25（前
年同月比＋40）となった。水産加工品、洋菓子、生産用機械器具製造業では売り上げが回復傾向を維持、業
務用機械器具製造業でも受注が増え景況感が好転しているとの報告がされた。一方、原材料の値上がり傾
向に加え、半導体の供給不足と増産の見通しが立たないことから、先行きの不安が報告された。織物製品
や宝石・貴金属の業界からは十分な営業活動ができず、例年より悪かった昨年度からさらに９割減の売上
しか確保できなかったとのコメントもあった。
　非製造業では、売上高＋17（前年同月比＋50）、収益状況▲３（前年同月比＋37）、景況感▲３（前年同月
比＋33）となった。
　８月上旬は来県客や買い物客の増加に期待がされたが、感染抑止のための協力要請やまん延防止措置に
より商店街や各種小売店は売上が減少したとの報告が多かった。反対に自動車中古部品や廃棄物、建設関連、
介護関連の事業者からは順調な事業活動が行えているとの報告がされた。
　本年４月以降、売上高の D.I 値は全体ではプラスを堅持しているが、景況感はマイナスのまま。天候不
順により野菜類が高騰、9月以降は食品類をはじめ生活に欠かせないモノの値上げが相次ぎ消費者の財布
のヒモはさらに固くなることが予想される。鉄鋼、木材、半導体など生産に必要な資材も値上がり傾向に
あり、確保も難しく需要先企業の設備投資も様子見の状態が生まれている。新型コロナウイルス感染症の
収束が景気回復の大きなきっかけになることは間違いなく、ワクチン接種の進展、治療薬の早期開発が切
に望まれる。
　中央会では厳しい経営環境の中において、限られた資源を効率的に活用するために必要な事業継続計画
の策定支援にあらためて力を入れている。ご相談はお早めに。

概況

●製造業

食料品（水産物加工業） 売り上げが前年同月比 112％となったが、一昨年同月比では 70％程度に留まっており新型
コロナウイルス感染拡大前の水準には戻っていない。

食料品（洋菓子製造業） 天候不順から冷菓の売り上げは今一歩だが、新店舗出店展開をしている組合員は全体の売
り上げが好調で、前年同月比 129％となった。

食料品（酒類製造業）
新型コロナウイルスの影響により業界全体が不況であるが、政府の対応策が見えてこず憤
りを感じている。事業活動が制限されているため今後も景況は低下すると考えている。家
飲み需要も大事にしているが、大きな売り上げの増加には繋がらない。

繊維･同製品（織物）

前年同月と比べ売り上げは約 30％の減少となった。裏地部門やインテリア部門では注文が
少なく厳しい状況。ネクタイ部門でも、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令され
ていることに加え、クールビズやテレワークが浸透していることから、売り上げが伸びな
い。一方、傘地部門では一部の組合員がＥＣサイトでの取引に活路を見出そうと考えてい
る。

窯業・土石（山砕石） 工事量の減少により資材の販売量が落ち込んでいる。前年同月に比べ売り上げ、収益とも
に減少した。

鉄鋼・金属
（金属製品製造業）

前年同月と比べると売り上げは回復してきたが、今後は半導体の供給不足により需要先に
対する納期に影響が出てくると考えている。

一般機器
（業務用機械器具製造業）

受注が増え景況感が好転している一方、材料価格が高騰し収益を圧迫しているため状況は
厳しい。

一般機器
（生産用機械器具製造業）

前年同月と比べ売り上げは 135％、収益は 125％と増加したが、昨年の売り上げ等が非常
に悪かったためで、状況は良くない。今後も厳しい状況が続くと考えている。

電気機器
（電気機械部品加工業）①

仕事量が減少していることから受注競争が激化し、受注価格が低下している。昨年同月と
比べ収益が▲10％となった。

次ページにつづく
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●非製造業

卸売（自動車中古部品）
中古車部品の買取価格は過去 10 年で最高値となるなど高値で推移しているが、廃車の生
産量は変わらず減少傾向にある。各メーカーでは半導体不足による自動車の減産で納期が
遅れており乗り換え需要がストップし、廃車が減少している。

小売（青果） ８月前半の高気温、後半の長雨などにより、一部の青果は入荷量が減少。ニンジンやジャ
ガイモなどが高値となり収益を圧迫し、収益は前年同月比▲20％となった。

小売（食肉）
お盆は県外からの宿泊客が多く売り上げが増加していたが、本県でも感染拡大防止への協
力要請及びまん延防止等重点措置が適用されるなど、盆休み明け以降は各種飲食店の多く
が休業し売り上げが伸び悩んだ。

小売
（電気機械器具小売業）

前年同月と比べ売り上げが 40％ほど減少した。前年同月は猛暑によりエアコン需要が拡大
したことや新型コロナウイルス関連の補助金等により空気清浄機等の売り上げが伸びてい
たことから、通常の実績に戻ったと言える。

小売（事務機小売業）
アクリルのパーテーションやアルコールなどの新型コロナウイルス感染予防対策関連商品
による売り上げの増加と、全体的な買い控えによる売り上げの減少が均衡している。今後
の動向は楽観視できない。

小売（ガソリン） 近県の緊急事態宣言や山梨県のまん延防止等重点措置の影響により売り上げは前年同月比
▲20％程となった。また、天候不順の影響から洗車の売り上げも前年同月と比べ半減した。

商店街
新型コロナウイルスの影響は大きく、収益は前年同月よりさらに悪化した。一昨年の同月
と売り上げを比べると約 30％減、駐車場の売り上げは 64％減となり大変苦しい状況であ
る。この状況が続けば小売店、さらには商店街の継続が厳しい状況となる。

一般廃棄物処理 事業系一般廃棄物処理の契約更新の際の値上げ交渉の成果により、売り上げ、収益ともに
増加したが、業界の景況に変化はない。

警備業
まん延防止等重点措置により県内の夏期イベントのほとんどが急遽中止され売り上げが減
少した反面、土木・建築工事が増加し受注価格もわずかながら上昇したことから、全体的
な売り上げは増加した。しかし、８月中旬の天候不順による工事の延期から、複数の工事
現場と予定が重複し人員不足が発生、新たな受注に対応できない事態となった。

建設業（総合） 公共工事は前年同月と比べ件数は８％増加、請負金額では４％増加している。８月末累計
では件数は 1.4％、請負金額は 16％のそれぞれ増加となった。

建設業（型枠） 公共、民間ともに工事量が増えている。特に民間工事については、コロナワクチンの接種
が進みアフターコロナを見据えた設備投資が増えたことが理由だと考えている。

設備工事（管設備） 公共・民間ともに工事量の回復が見られる。一方、懸念していた継手などの配管資材の高
騰が現実化しており、今後の事業活動への影響を心配している。

運輸（タクシー）
新型コロナウイルスの影響による外出の自粛要請、テレワーク、飲食店等の営業時間の短
縮、観光・出張等の激減などから人の動きが止まっている。９月以降の景況はさらに落ち
込むと考えている。

その他（介護）
事業所の知名度や信用性が向上したことで新規取引の依頼が増えているが、人手不足によ
り受け入れができない状況。雇用者数が増加することによりさらなる売り上げの増加が見
込めるが、求人に応募がない。

収
益
状
況
（
前
年
同
月
比
）

●ＤＩ値
▲10（前年同月比＋40）

●業種別ＤＩ値
製造業　▲20（前年同月比＋45）
非製造業▲  3（前年同月比＋37）

●前月比ＤＩ値
製造業　▲  5
非製造業▲16

景
況
感
（
前
年
同
月
比
）

●ＤＩ値
　▲12（前年同月比＋36）
●業種別ＤＩ値
　製造業　▲25（前年同月比＋40）
　非製造業▲  3（前年同月比＋33）
●前月比ＤＩ値
　製造業　▲20
　非製造業＋  4

売
上
高（
前
年
同
月
比
）

●ＤＩ値
＋6（前年同月比＋54）

●業種別ＤＩ値
製造業　▲10（前年同月比＋60）
非製造業＋17（前年同月比＋50）

●前月比ＤＩ値
製造業　▲25
非製造業▲10

ＤＩ値＝ ×１００
良数値－悪数値

調査対象組合数（ ）

令和２年８月 令和３年８月

好転
8%
好転
8%
不変
36%
不変
36%

悪化
56%
悪化
56%

好転
28%
好転
28%

不変
50%
不変
50%

悪化
22%
悪化
22%

令和２年８月 令和３年８月

好転
4%
好転
4%
不変
42%
不変
42%

悪化
54%
悪化
54%

好転
14%
好転
14%

不変
62%
不変
62%

悪化
24%
悪化
24%

令和２年８月 令和３年８月

好転
4%
好転
4%
不変
44%
不変
44%

悪化
52%
悪化
52%

好転
10%
好転
10%

不変
68%
不変
68%

悪化
22%
悪化
22%

電気機器
（電気機械部品加工業）②

半導体製造関連の受注は変わらず順調だが、新規の発注では価格をかなり下げなければ受
注に至らない。受注するまでに時間がかかると納期が短くなってしまい、対応できずにキャ
ンセルとなることもある。

宝飾（貴金属）
新型コロナウイルスの影響により、取引先である商社が出張に出られないことに加え小売
店への来客数も減少し、売り上げ、収益ともに前年同月比 90％程減少した。組合員は職人
であるため販売に出ることができず、経済活動が再開されることを待つのみの状況である。
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中央会では、国が行う「ものづくり補助金」
の山梨県地域事務局として、試作開発等に
取り組む事業者への補助金交付や事業推進
の支援に取り組んでいます。このコーナー
では、「ものづくり補助金」を活用し、新た
な事業展開のための試作開発に取り組んで
いる事業者を紹介します。

や
ものづくり最前線！
まなし

革新的な地盤調査機を導入し、地盤の見える化で
地盤改良サービスの受注拡大を図る

株式会社 アースフレンドカンパニー 代表取締役 有田 譲 氏

化を図り新たな受注と既存事業の拡大を目指した。

　従来の地盤調査機では、ロッドの先端にかかる

荷重や回転数によって地盤の強度を測定、地盤の

土質はロッド貫入時の摩擦音で調査員が砂質土か

粘性土かを判別していた。

　新たに導入した地盤調査機では、ロッドの先端に

かかる荷重と１回転の沈下量に加え、ロッドを25

㎝貫入ごとに１㎝引き上げた際の最大・最小・平

均トルクを計測しその深度の土そのものの強度を

推定でき、土質もローム・砂質土・粘性土・腐植

土・盛土の５種類を判別できるようになった。また、

同時に導入した土壌採取治具で土壌を採取し試験

して、土地に含まれる水分量を測ることで沈下量

も計算できるようになった。

　導入した機械による検証結果は、専門家による

測定結果と比較しても誤差10％以内の正確な土質

判定、地盤強度・圧密沈下量の算定が可能となった。

また、軟弱地盤の地盤改良工法「ハイスピード工法」

は、地盤補強材にコ

ンクリートでなく天

然の砕石を使用する

ことで環境に優し

く、元の地盤より透

水性が高く雨水を素

早く地中に浸透させ

ることができ、地震

発生時に地中の水を

素早く地上に排水させることで、地盤の液状化被

害を抑制させる効果がある。

　また、検査結果を地盤調査報告書と圧密沈下検

討書としてより正確な地盤の状態を提示すること

ができるようになり、「地盤の見える化」によって

顧客満足度も向上し、高精度な地盤調査サービス

から地盤改良までの一貫提供が可能となった。

　有田社長は、「県内の地盤改良率は 15%とそ

れほど高くありませんが、その中でシェア全体の

50％を当社が手掛けています」と語った。

株式会社アースフレンドカンパニー（中央市）は、

昭和 41年に建設会社として創業、多くの公

共工事や民間工事を手掛けてきた。公共工事の減少

など建設業界を取り巻く状況が厳しさを増す中で、

新たな事業展開として戸建住宅等の小規模建築物

における軟弱地盤の地盤改良のためのハイスピー

ド工法の技術を導入し、住宅建設会社を顧客とし

た地球環境に配慮した新たな地盤改良工事に着手

した。

　2011 年の東日本大震災では、不均等な地盤に

よって戸建住宅が傾く「不同沈下」による甚大な被

害があった。大規模な地震が相次ぐ中、住宅地盤の

安定性に対する建築主の意識は高まっている一方、

こうした社会的ニーズに対して業界が十分に応え

られていない現状もあった。

　地盤の安定性を評

価・判断する基準に

は、「許容支持力」と

「許容沈下量」の２点

がある。従来、戸建

住宅の地盤調査で行

われてきたスウェー

デン式サウンディン

グ試験では、土質の

正確な把握と土壌採取ができず、許容沈下量を測

定することができなかった。そのため、宅地地盤

の60%は、安定性について正確な判断ができない

グレーゾーンと捉えられていた。

　こうした現状を踏まえ、ものづくり補助金で最

新のスウェーデン式

サウンディング地盤

調査機と土壌採取治

具を導入、高精度な

地盤調査から地盤改

良工事までをワンス

トップで提供するこ

とで、他社との差別

導入した最新型スウェーデン式
サウンディング地盤調査機

ハイスピード工法による
地盤改良工事

土壌採取治具
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情報ＢＯＸ１ 情報ＢＯＸ２求人申し込みをお考えの事業主の皆さまへ

求人申込窓口の受付時間が変わります
ハローワークへの窓口来所による求人受付の時間を
変更します。

　待ち時間の縮減や、非接触による感染症対策の徹底を
目的に、オンライン求人申し込みの利用を推奨していま
す。今後は 16時以降にオンライン求人を集中処理し、よ
り迅速な求人公開を目指します。

※ �16 時以降も求人申し込みは可能ですが、16時以降は、
オンライン受付分を集中的に処理するため、窓口体制
を通常より縮小することがあります。

会社・事業所のメールアドレスをご用意の上、会社・事
業所のパソコンからお手続きください。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

受付時間
変更時期

８：30～ 16：00（原則）

ハローワークインターネットサービス 検索

令和３年９月１日

オンライン求人申し込みのご案内

●��３６５日（いつでも・どこでも）申し込みができます
●��過去の求人情報を呼び出して、２回目以降は手軽に求
人申し込みができます

●��応募者の管理や採否の登録など、求人業務を軽減・効
率化できる便利な機能が満載です

●��求人条件にマッチした求職者を情報検索で迅速に探す
ことができます

オンライン求人申し込みは、求人者マイページの開設から

山梨労働局・ハローワーク

情報ＢＯＸ３ 情報ＢＯＸ４

障害者雇用
助成金のご案内
納付金制度に基づく

　障害者の雇入れや雇用の継続を行うため
に必要となる施設・設備の整備や雇用管理
の整備等の措置を行う事業主に対して、助
成金を支給しています。

※�各種助成金の要件等について、詳しくはＨＰ
（https://www.jeed.go.jp/）をご覧ください。

※�お問合せや申請は、山梨支部高齢・障害者業務課
までお願いします。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
山梨支部　TEL055-242-3723

障害者作業施設設置等助成金

障害者福祉施設設置等助成金

障害者介助等助成金

職場適応援助者助成金

重度障害者等通勤対策助成金

助成金の説明動画はこちら⇒

厚生労働省からのお知らせ
最低賃金を引上げた中小企業における
雇用調整助成金等の要件緩和について

　厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により事
業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、雇用調整助成
金の特例制度を設けること等により支援策を講じております。
この度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって
特に厳しい業況にある中小企業等による雇用維持のための取組
の継続を図っていただく観点から、下記のとおり、業況特例等
の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間あたり賃金を
一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年 10
月から 12 月までの 3ヶ月間、休業規模要件を問わずに支給す
る特例を設けることとしました（雇用保険被保険者、被保険者
以外ともに、緊急雇用安定助成金で対応。）。活用を検討されて
いる中小企業事業主の方は、最寄りの都道府県労働局またはハ
ローワークへご相談ください。
（1）令和 3年 10 月から 3ヶ月間の休業について、業況特例又は地域特

例の対象となる中小企業（令和 3年 1月 8日以降解雇等を行ってい
ない場合に限ります。）が、事業場内最低賃金を、令和 3年 7月 16
日以降、同年 12 月までの間に、30 円以上引き上げた場合、休業規
模要件を問わずに支給を行います。

（2）令和3年度地域別最低賃金の発効日以降に賃金を引き上げる場合は、
発効後の地域別最低賃金から 30 円以上引き上げる必要があります。

　新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特
例情報や具体的な手続きの流れについては、厚生労働省・都道
府県労働局のホームページでご案内しております。

（雇用調整助成金に関する厚生労働省HP）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

ご不明な点がございましたら下記のコールセンターまでお問合せください。
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
0120-60-3999  受付時間 9:00 〜 21:00  土日・祝日含む

雇用調整助成金等について

ホームページでのお知らせ
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令和２年度環境標語最優秀作品

がんばろう甲府！まん延防止月次応援金
甲府市まん延防止月次応援金

　本年８月、山梨県に発出された、まん延防止等重点措置に伴い、国の月次支援金の交付決定
を受けた市内の事業者の事業継続を支援するため、応援金を支給します。
▶対象となる事業者
国から支給される令和３年８月・９月分の国の月次支援金の交付決定を受けた市内の事業者。

▶支給額 ▶申請期間・申請方法
・月次支援金給付額の 1/2 の金額（1000 円
未満は切り捨てとします）を支給します。
・上限　法人：月 10 万円、個人：月 5万円

・令和３年９月 10 日～令和４年１月 31 日（当日の消印
有効）
・申請書、必要書類を添えて郵送にて申請をお願いします。

▶手続きに必要な書類
①応援金申請書兼請求書　　②月次支援金の決定通知の写し
③商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）、営業許可証など市内に事業所があることが確認できる書類
④応援金の振込先が分かる通帳の写し　　⑤誓約書　　⑥チェックリスト

▶申請相談窓口 ▶問い合わせ先（申請先）
国の月次支援金を申請する事業者の相談窓口を市
役所内に設置します。
期間は、9月下旬から 11 月末までの間、週に 2回
開設します。
詳細は市ホームページをご確認ください。

甲府市役所産業部商工課（本庁舎８階）
住所：甲府市丸の内１－１８－１
電話：０５５－２３７－５６９４・５６９５

詳細については、甲府市ホームページにてご確認ください。

がんばろう甲府！まん延防止月次応援金 検索

全国健康保険協会

協会けんぽ 山梨支部
ご存じですか？事業者健診結果の保険者への
提供は、 法律により義務付けられています！

　事業主様が実施している事業者健診（定期健診）
結果の保険者への提供については、「高齢者の医療の
確保に関する法律（第 27 条）」により義務付けられ
ています。
　また、令和2年12月23日の厚生労働省通知により、
事業者健診結果の提供を円滑に行うため、新たに「健
診機関を通じて保険者に健診結果を提供する」内容
を含んだ「健康診断委託契約書」（ひな形）が示され
ました。
　厚生労働省のホームページからダウンロードでき
ますので、健診機関との契約の際にはこのひな形を
ご利用ください。また、協会けんぽや健診機関から
依頼がありましたら、「事業者健診結果のご提供」を
お願いいたします。
▶法律により提供義務があるため、健診を受けた方（従
業員様）の同意は必要ありません。
▶提供された健診結果に基づき、生活習慣の改善が必要
な方に特定保健指導を行います。
▶『インセンティブ制度』により、健診結果をご提供いた
だくことが保険料率の引き下げの一因となります。

全国健康保険協会 山梨支部 保健グループ　　
電話：０５５－２２０－７７５４

お問い
合わせ先

からのお知らせ
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