
●事業譲渡の成約をサポート　●地域連携サポートについて　●「夢企業大賞」受賞者の魅力に迫る
●「さんしん3CC」「さんしんチャレンジクラブ」合同活動報告　●日曜住宅ローン相談会
●さんしんの相続対策相談　●無料相談室のご案内

　平成25年6月21日、業務用製麺業を営む株式会社ムロフシと株式会社丸勝食品が事業統合しました。

この事業統合により、株式会社ムロフシの製麺に関する独自技術（自社開発したミキサーや特殊製

麺機を所有）と、株式会社丸勝食品の「父ちゃんラーメン」などで培った地元知名度の高さという

両者の強みが活かされることとなります。統合後は、これまでの従業員の雇用を守りつつ、今まで

以上に商品安定力・技術・商品開発力に磨きをかけ、特に業務用中華麺で品質・規模を含め地域一

番の製麺所を目指します。

関心が高まる 事業譲渡の成約をサポート



　当金庫では、経営相談業務の一貫として事業承継支援に取組んでおります。事業承継は一般的に

①親族内承継　②従業員への承継　③第三者への承継の３パターンがあります。これら事業承継に

関する相談は最近増加傾向にあり、平成24年度においては77件の事業承継に関する相談に対応し

ました。うち16件が③第三者への承継（社内に後継者となる親族や従業員がいないパターン）に

関する相談で、今回の支援案件も、この③第三者への承継に該当します。

　支援内容としては、①事業統合に向けた全体的なスキームの構築、②今後の事業計画の策定支援、

③資金調達に向けた支援 が挙げられます。また、公的な事業引継ぎ支援機関である静岡県事業引

継ぎ支援センター及び税理士・社労士などの専門家との連携により、事業統合にむけた厚いサポー

ト体制を整えています。

　当金庫としては、今回のような取引先双方の事業譲渡を含めた事業承継の支援に、今後とも積極

的に取組んでいくことで、取引先企業の維持・発展に寄与し、地域の活性化に貢献していきます。

　静岡県事業引継ぎ支援センターの吉川（下記写真を参照）です。静岡県東部地区担当の私は、６

月21日に三島信用金庫お取引先の株式会社ムロフシ様と株式会社丸勝食品様の事業譲渡契約調印

式典に出席させていただきました。地元密着型の金融機関として、あるいは“地域のホームドク

ター”としては、後継者問題を解決し、従業員の雇用を確保する為の事業承継支援業務は非常に有

意義かつ重要であると思います。当センターとしても今後更に事業承継がスムーズに実施していけ

るようにサポート体制を強化し、地域経済の活性化に少しでも貢献出来ればと考えております。

　さて、ここからは静岡県事業引継ぎ支援センターの概要について触れさせていただきます。支

援センターは、平成24年1月に国（経済産業省）の事業承継支援策として、全国で3大都市圏以外

では初めて静岡商工会議所内に設置されました。開設より平成25年6月末で1年半経過し企業経営

者からすでに280件の相談を受付している状況です。結果として6月末までに社外第三者へのＭ＆

Ａ（企業合併・買収）成約件数は6件、及びその他従業員等への事業承継支援成約件数は5件となっ

ております。また、センターとしては第三者承継が基幹業務ではありますが、その他、親族内承継

や金融相談、経営改善等あらゆる相談に対応しております。したがって、よろず相談所のような位

置付けにあると感じております。経営者の方々は一人で悩まず、積極的に当センターを活用してい

ただければと思います。ご連絡お待ちしております。

事業譲渡の成約をサポート

お 問 い 合 わ せ 先

静岡県事業引継ぎ支援センター

東部地区担当：吉川



『静岡県陽子線ローン』・『静岡県先進医療ローン』の取扱を開始しました

　三島市が運営する通販サイト「FB良品みしま」8/8オープン

　「FB良品」とは、佐賀県武雄市が始めた自治体主体のイン

ターネットを利用した通信販売です。三島市も8月に三島版

「FB良品」である「FB良品みしま」を開設して、本市特産品

のPR及び地域ブランド力の向上を図っていきます。

■特徴
・ 初期費用が無料。(但し、販売手数料5%+送料がかかります。

　カード決済の場合にはこの他、カード決済手数料3.5%+情報処理料1件20円が別途かかります。)

・ 三島市が運営する通販サイトのため信頼性があります。

・ 商品の紹介ページ等も自分で作成する必要がない為、パソコン等の設備、技術が無くても出品できます。

■出品条件
　下記4つのうち、いずれかに該当すること。

Ⅰ.三島市内で製造された商品等を販売される事業者

Ⅱ.三島市内で生産された原材料を活用し、製造・販売される事業者

Ⅲ.三島ブランドに認定された商品を販売される事業者

Ⅳ.三島市のPRにつながる商品等を販売、もしくは企画される事業者

■応募方法
①三島市、三島商工会議所のいずれかのH Pより「商品応募用紙」、「出品者情報」をダウンロードし記入。

②記入した「商品応募用紙」、「出品者情報」を三島市商工観光課に提出。

※募集は随時実施しております。

※ご応募いただいた商品は偶数月末日に締切り、選定委員会で選定し決定します。

※商品の掲載は締め切り後の2カ月後、もしくは3カ月後の上旬予定です。

<お問い合わせ先>
三島市商工観光課　　　　　　　TEL：055-983-2655　FAX：055-983-2754

三島商工会議所まちづくり課　　TEL：055-975-4441　FAX：055-972-2010

地域連携サポート

「創業」や「経営革新」「資金調達」「各種補助・助成金制度活用」
多様化する相談にワンストップで対応!!
事業所の状況に見合った最適な解決策を提案します。

みしま経営支援ステーション M‐ステ (三島商工会議所)

 相談窓口　月〜金／ 9:00〜17:00（祝日は除く)

〒411-8644 三島市一番町2‐29　電話：055-975-4441　FAX：055-972-2010

E-Mai l：info@mish ima-cc i .or . jp   URL：http ://www.mish ima-cc i .or . jp

　三島市と当金庫は、平成24年9月にパートナーシップ協定を締結し、産業振興支援について相互協力を進

めております。今号では、三島市と三島商工会議所が8月に新たに開始する取組み「FB良品みしま」について、

ご紹介いたします。

三島市と三島商工会議所では4月からみしま経営支援ステーション「M ーステ」
を開設し、三島信用金庫をはじめとした地元金融機関と連携し、意欲ある事業者等を
支援しています。

お気軽にご相談ください！



　平成 25 年 5 月 22 日、今年で 3 回目を迎えたビジネスプランコンテスト「夢企業大賞」の表彰式典を開催しました。

最優秀賞を受賞したのは、南伊豆にてユニークなお菓子を作る「ジオガシ旅行団」。今号では、応募総数 62 件の

中から見事最優秀賞に選ばれたジオガシ旅行団の魅力に迫るとともに、結成のきっかけとなった「伊豆半島ジオ

パーク」についてお伝えしていきます。

○ジオガシ旅行団について教えてください
　ジオガシ旅行団は、住む人が主体となって大地の恵みを学び、楽しみ、知らせ、シェアするというジオパークの

考え方をお菓子を通して実践する団体です。ジオサイトをモチーフにしたお菓子シリーズの企画製造販売ほか、ジ

オツアーの企画・催行などをしています。

　ジオガシ旅行団の結成は平成 24 年 1 月で、同年７月にジオガシの販売を開始しました。最初は拠点といえる場

所は無く、パン屋の工房やお菓子の加工場をジプシーのように渡り歩いて作っていましたが、メディアを使った PR

や営業効果により、伊豆半島では観光施設や土産物店、ビジターセンターなどで販売させていただいています。

○なぜジオ（風景）をお菓子にしようと思ったのですか？
　私達は「この伊豆地域の大地の面白さを分かりやすく伝えたい」との思いのもと、もっとこの地の魅力をアピー

ルし、そのためのツールを開発し、伊豆全体の活性化を図りたいと考えていました。そのひとつの帰結が、ジオ（風

景）を切りとってお菓子にするという発想でした。

　モノにはストーリーがあります。ジオパークの風景には隠れたストーリーがあり、

この地形であるからこそ生まれた歴史・信仰・文化・動植物も大切なストーリー要素

です。このストーリー性に人は惹かれ、モノを買う動機になるのではないでしょうか。

ジオ菓子はこのストーリー性を人へと伝える可能性を十分に秘めています。この小さ

なお菓子が地域活性化の一助となり、伊豆半島が大きなひとつのストーリーで語られ

るきっかけになれば、これ以上の喜びはありません。

○最優秀賞受賞のきっかけとなった「ジオ菓子」とはどんなお菓子ですか？
　ジオサイトがそのままそこに出現したかと思うほど、再現性にこだわったお菓子です。原材料には地元食材を使

用し、現在 8 種類のジオ菓子を展開中です。専門家の方から「アートとしても楽しめる」とお褒めいただいたり、

理科の教材として先生が購入されたりと、手ごたえを感じています。

ジオガシ旅行団／寺島春菜　鈴木美智子

所在地：賀茂郡南伊豆町加納 639

TEL：0558-62-0085　URL：http://geogashi .com/

本物そっくりの「伊豆市茅野 
鉢窪山スコリア焼きチョコ」

受賞者インタビュー
第３回夢企業大賞 最優秀賞受賞企業「ジオガシ旅行団」
～「ジオガシ旅行団」と「伊豆半島ジオパーク」の魅力に迫る～



続いて伊豆半島ジオパーク推進協議会の吉川氏にお話を伺いました。

○ジオパークとは？
　大地の物語を学び、楽しむ野外博物館とでも言いましょうか。ジオパークは、

地質学や地球科学の見地から重要とされる地層・岩石・地形などを貴重な遺産と

考え、保護と活用を図る「大地の公園」を示します。足元の大地には成り立ちの

物語が存在し、その物語を知ると、美しい風景や動植物、ご当地の食、温泉等地

域を形づくる要素が垣根を越えつながっていることが分かります。ここにジオ

パークの面白さがあると思います。

　現在、日本では 25 地域が日本ジオパークに認定され、そのうち 5 地域が世界

ジオパークに認定されています。ここ伊豆半島ジオパークは平成 24 年 9 月に日

本ジオパークに認定されました。しかし、「認定＝ゴール」ではありません。ジ

オパークを名乗るには、その価値を地元の人が知り・守り・伝えていく、この息

の長い取組が評価されます。

○川端康成が記す伊豆半島　～「火山の上に火山が重なって出来た地質の複雑さ」～
　約 2000 万年前、数百キロ南にあったフィリピン海プレート上の海底火山群が北上を続け、約 100 万年前に本州

と衝突。陸上での火山活動を経て現在の伊豆半島へと形を変え、豊かな温泉や日本一深い駿河湾等の大地の恵み、

地形・風景の美しさを作り出しました。現在まで続く地殻変動が生み出す地形・地盤の複雑さと多様さが伊豆半島

の特異性であり、世界に類を見ないものです。これを作家川端康成は「火山の上に火山が重なって出来た」と記し

ています（昭和 6 年発行「日本地理体系中部篇 下巻 伊豆序説」より抜粋）。

○最後に、「ジオガシ旅行団」の魅力を教えてください
　ジオガシ旅行団様の作るジオ菓子は写真や実物と見比べるとそっくりで面白いですよね。ガイドツールとしても、

伊豆半島ジオパークに興味を持つ入口としても魅力的であり、「なぜ伊豆半島にこんな風景が？」という疑問、気

付きへのきっかけになっていると思います。

ジオパーク推進協議会　吉川 馨 氏
「日本ジオパーク」の次は「世界ジオ
パーク」加盟を目指しています！

○今後の展望を教えてください
　今後は、地域の製菓店さん等とともに伊豆半島の新しいスポットを発掘しながら、「体験型地域活性ツール」と

しての、ジオ菓子シリーズの開発をしていきます。ジオ菓子化したい風景や、ジオ菓子に使用する地元食材を探し

ていますので、発見したらジオガシ旅行団までご連絡いただけたら嬉しいです。

　現在、6 月にネットショップをスタートさせたり、渋谷ヒカリエ「 ｄ -47 

des ign trave l  store」で販売をしたりしていますが、こうした首都圏やネッ

トでの販売を通じて、より多くの観光客が伊豆半島へ足を運んでくれるきっか

けを作りたいと思っています。

　また、伊豆半島認定ジオガイドという立場を生かし、大地の成り立ちを感じ

ながら、まったく新しい伊豆の旅を提案する、ジオツアーを随時受付・開催し

ていきます。

　今後も人が訪れて楽しめ、ジオパークの面白さが伝わる仕組みづくりを行っ

ていきます。
8 ジオ入りコンプリート BOX

伊豆半島ジオパーク推進協議会
〒 414-8555　伊東市大原 2-1-1

TEL：0557-32-1784　 URL：http://izugeopark.org/

伊豆半島ジオパークを知ろう！



　土肥の土肥温泉旅館協同組合が新しい形の1つとし

て経営管理をしている地域密着型ショップ『土肥特産

市ありがとう』さまは、土肥で収穫または加工された

ものに特化し販売されています。複数の関係者の方々

が駆けつけ地場

産品を販売する

苦労や、想定外

のメリット・デ

メリットまで掘

り下げてお話を

頂きました。

「さんしん3CC」「さんしんチャレンジクラブ第2期」合同活動報告

　平成25年6月26日に｢さんしん3CC企業視察ツアー ｣を行いました。今回のツアーは伊豆の様々な業種の企業を

訪問し、違った観点から企業を見て勉強し、新たな｢気づき｣を得ることが目的です。さんしんチャレンジクラブ第

2期生も参加のもと、1日かけて伊豆にある企業5社を視察させていただきました。今回の視察ツアーにご協力いた

だきました企業の皆様、ありがとうございました。

○さんしん3CC活動報告

このツアーの様子や今までの活動を

facebook ページ『さんしん3CC』にて掲載して

おります。是非ご覧ください。

(facebook の登録がなくてもご覧いただけます。) 

　さんしん3CCメンバーでもある『有限会社アルファ』

さまでは、土肥ペンションとして、時代やお客さま

のニーズによって移り変わってきたペンション経営の

(失敗や反省点も含めた) 飾らない素晴らしい内容

のお話しを聞

いた後、施設

内を見学させ

て い た だ き、

オーナー手作

りの露天風呂

からの絶景を

見させていた

だきました。
有限会社アルファ 勝呂オーナーによる講話

有限会社アルファ5

　三島信用金庫が障がいのある方に雇用機会を提供

し、社会的・経済的自立を援助することを目的に設立

した『さんしんハートフル株式会社』さまでは、企業

の業務内容をお聞きした後、少人数に分かれて施設内

を見学させていただきました。仕事に従事している社

員の皆さんの仕事ぶりを見て、社員さんのやりがい度

を感じました。

さんしんハートフル株式会社1

　チャレンジクラブ2期生でもある『青木興業株式会

社』さまでは、沼津土肥線道路災害復旧工事の現場を

視察させていただきました。あいにくの天候となり、

バスの中で青木常務と小針現場監督から工事工程の説

明を受けた後に

現場を視察しま

し た。 大 変 危

険な現場での苦

労や安全への配

慮、地元への貢

献等詳しくお話

を頂きました。

青木興業株式会社
青木常務による工事現場の説明

青木興業株式会社3

土肥特産市ありがとう4

土肥特産市ありがとう 外観

株式会社光徳2

　戸田で高足ガ

ニ専門店を営む

『株式会社光徳』

さまでは、高足

ガニ専門店とし

て特殊な商材の

販売方法やこだ

わりを持った山田社長のビジネスモデルの講話をお聞

きしました。企業秘密とまで言える微妙なお話しまで

熱く語っていただき、山田社長のアイデアの豊富さに

驚きました。

株式会社光徳 山田社長による講話



また、ローンセンターには、お子さま連れのお客さまも安心してご相談い

ただけるよう、キッズコーナーをご用意しておりますので、是非ご利用く

ださい。

ローンセンターでは、住宅ローンを中心に、自動車ローン・教育ローン等、各種ローンのご相談を承っております。

【日曜日住宅ローン相談会】
　ローンセンターでは、平日や土曜日にご来店できないお客さまのために定期的に日曜日住宅ローン相談会を開催

しております。平成 25 年度は、既に平成 25 年 4 月 21 日 ( 日 )・平成 25 年 7 月 21 日 ( 日 ) に日曜日住宅ローン相

談会開催し、多くのお客さまにご来店いただきました。今後は、下記日程にて日曜日住宅ローン相談会の開催を予

定しています。

ローンのご相談なら三島信用金庫へ

開催予定日 開 催 予 定 店 舗

平成 25 年 10 月 20 日（日）

平成 26 年  1 月 19 日（日）

本店営業部・原町支店・函南支店・岡宮支店・清水町支店・松崎支店・
南伊東支店・ローンセンター

本店営業部・幸町支店・修善寺支店・韮山支店・下土狩支店・片浜支店・
伊東営業部・ローンセンター

各ブロックの営業店にて同時開催いたしますので、是非ご利用ください。

さんしんチャレンジクラブ 第 2 期生の声

株式会社小河屋商事　取締役 小河鉄平

　バスツアー最初の訪問先、さんしんハートフル株式会社、森

田社長の説明の時の一言で「障がい者が持つ障がいは個性の一

部として考えています」という言葉がとても印象的でした。良

い個性は全面に引き出し伸ばしてあげ、悪い個性はカバーし合

う。そんな従業員教育の基本を改めて気付かされた一言でした。

三島食品株式会社　専務取締役 伊丹大地

　私は昨年 4 月から経営者予備軍になり、今回の伊豆バスツアーに参加させて頂きました。東部伊豆地区

を牽引している経営者の方々のホスピタリティー・きめ細かな配慮と情熱を感じました。この情熱こそ

が県東部、伊豆地区の力の源泉だと思います。この地域に住んでいる事に感謝すると共に、きちんと恩

返しが出来るような自分になりたいです。

静岡労務経営研究所　社会保険労務士 前田太希

　悪天候でのバスツアーでしたが、そんな天候を忘れてしまうほどの刺激をたくさん受け、懇親会やバ

スの移動中まで 1 日中勉強をさせていただきました。また、さんしんチャレンジクラブの魅力を改めて感

じた会になりました。1 期生の「こんなに良い会は他にない !」言葉だけではなく、実感することができ

ましたし、私も 2 期生として、これから益々良い会になっていくのがより楽しみになりました。

さんしんハートフル株式会社にて 



相続発生時に起こり得る課題の抽出や対策の提案、その他各種相談にお応えします。

○お近くの店舗または下記お問い合わせ先までご連絡ください。

○サポート営業部に所属するファイナンシャルプランナー・中小企業診断士がご相談を承ります。

お問い合わせ先

三島信用金庫 サポート営業部

遺産分割（争続）対策

誰が相続するの？

事業を息子に継がせる為にはどんな準備が必要？

相続（遺産分割）をスムーズに行う準備がしたい。

遺言書の作り方を知りたい。

節 税 対 策

税負担を少なくする対策とは？

生前贈与の活用の方法を知りたい。

財産の評価額を引き下げるには？

納 税 対 策

相続税はいつまでに納めるの？

相続税はどうやって計算するの？

将来の相続に備え、納税資金の準備をしておきたい。

納税資金を準備する方法のアドバイスが欲しい。

事 業 承 継

子供に事業を継がせるにはどうしたら良いか知り
たい。

後継者がいないが、会社は残したい。

さんしんの相続対策相談


