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会員 紹介キャンペーン中

〜お知り合いの事業所をご紹介ください〜
袋井商工会議所ではより多くの皆様にご活用いただくため、会員紹介キャンペー
ンを実施しています。
この機会に皆様のお引取先やお知り合いの方で、
まだ袋井商
工会議所にご入会いただいていない方がおられましたら、是非ご紹介ください。

経営
相談

融資

人脈
形成

令和3年

1月 29日㈮まで
補助金
活用

事業に役立つ多くのサービス・交流の機会が得られます。
※袋井市外の事業所様も特別会員としてご加入いただけますが、
一定の条件がございます。詳しくはお問い合わせください。

ご紹介特典

入 会 特 典

※ご紹介いただいた事業所がご加入いただいた場合

★「さわやか」
のお食事券
1,000円分を贈呈
★さらに5件以上のご紹介で
「QUOカード」3,000円分を贈呈

※期間中ご加入いただいた全ての事業所様が対象

★加入金（10,000円）免除
のお食事券
★「さわやか」
1,000円分を贈呈
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F-Station オンライン経営相談

スタート！

中小企業相談所「F-Station」では、
「新しい生活様式」での経営相談強化をはかる為に、静岡県が新型コロナウィ
ルス感染症対策で新設した補助金「オンライン経営相談環境事業費補助金」に申請採択を受けて、
『オンライン経営相
談』
を本格的にスタートさせました。
第 1 弾としては、袋井商工会議所公式サイトのトップページに、
「オンライン経営相談」の申込フォームとその説明動画
を作成しました。
従来の相談形式である
「窓口相談」
「巡回訪問」に続く、
第 3の相談スタイルとして是非ご活用ください。オンラインツー
ルの人気ソフト
「ZOOM」
「MS-Teams」
「Google Meet」
のいずれかで相談することが可能です。
また、
インターネットを使う環境がなくても、通信機能付きの
情報端末「i-Pad」の貸出も可能です。
今後の予定として、当所の登録専門家による「仮称：経
営課題気付きミニセミナー」を作成し、動画配信を行ってい
きます。
「非接触」
「遠隔」でも、当所の経営相談サービスをご利
用くださいませ。

静岡県商工会議所連合会専務理事・事務局長会議が袋井で開催されました。

袋井とベトナムの関係を示すセミナーを実施！
袋井商工会議所では、9月11日㈮に、新産業会館キラットの見学も含めて、静岡県商工会議所連合会が主催する
専務理事・事務局長会議が「あきはホール」で開催されました。
毎月1回実施している通常会議の後は、袋井とベトナムの関係を示す3 種類のセミナーを実施しました。
まずは、当所とMOU 協定を結んでいるVCCI(ベトナム商工会議所 )に協力いただき、
「ベトナムオンラインセミナー」を
実施。講師には、VCCI 副会頭兼ホーチミン支部長のヴォ・タン・タイン氏に、
『最近のベトナムー日本間の経済協力とベ
トナム経済への新型コロナウィルス
「Covid 19」の影響』
をお聞きし、その後で、VCCI-ITB（情報技術研究所）副所長
のグェン・ゴック・キィエム氏に、
『ベトナムのビジネスコミュニティにおけるICTの利活用状況について』
をテーマにした講
演をしていただきました。
次に、一昨年（平成 30 年）上皇・上皇后が袋井の地
に行幸啓していただいた、袋井とベトナムの友好の経緯と
これまでの取組みを新しく発足した新組織「袋井・ベトナ
ム友好協会」の浅羽一芳会長がファンボイチャウ公と浅
羽佐喜太郎公の友情を中心に、紀念碑建立と日越相互
訪問の歴史について触れられました。
最後は、当所川越専務理事より当所とVCCIとの今日
まで行ってきた相互訪問の内容や数多くの参加者があっ
た各実施事業の紹介を行いました。

「技能実習生を特定技能で再雇用したい」
「留学生をエンジニアや通訳で雇用したい」
etc

外国人在留資格（VISA）のご相談承ります。

行 政 書士 法 人みそら
静岡県浜松市東区篠ケ瀬町1324
TEL 053-545-9171（夜間・土日もOK）
出入国在留管理庁 申請取次行政書士
塩﨑宏晃 宇佐美陽子
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磨優着物着付け教室 生徒募集
着物の着方を専門的にお教えいたします。
お稽古はじめませんか。
お気軽にお問い合わせください。

装道 磨優の会 太田秀子

〒437-0012 袋井市国本1616-16
TEL：080‒2612-5800
FAX：0 5 3 8 ‒ 4 3 - 3 9 9 7

着物の着付けも承ります。

TEL.0538-42-6151

桜ネットジャパン㈱

経営革新計画承認企業

テーマ 行政、医療・介護関係者、事業者、地域住民をつなぐ「医療と介護を守ろうプロジェクト」の運営
当プロジェクトは、貴社のお客様である地元住民が、住み慣れた地域で安心して暮らすための企業参加型啓発プロ
ジェクトです。参加企業はウェブサイ
トで紹介するほか、地元のフェイスブック・インスタグラムユーザーに向けて、啓発広
告を貴社名入りで配信します。
●多くの企業の参加が地域の医療と
企業概要
介護を守る
【企業名】桜ネットジャパン㈱
●年間10万回以上の広告配信
【代表者】村田 朝子
●地域貢献度が高く現代にマッチ
【所在地】袋井市袋井308-17
した啓発事業
【業 種】
インターネット附随サービス業
として、県・国も注目のプロジェクトで
【 T E L 】0538-86-5113
【 U R L 】http://sakuranetjapan.co.jp/
す。ぜひご参加ください!

力をつけて、ビジネスに活力を。

秋の検定試験情報

（袋井商工会議所実施分）

資格取得を通じて習得した知識やスキルは、社会人として活躍するための実務能力に直結しており、企業や
教育機関から高い評価と信頼を得ています。
※令和2年度は新型コロナウイルス拡大により、定員制や申込受付期間の変更、試験の中止等がございます。
詳細は、袋井商工会議所までお問い合わせください。
法律知識をビジネスに活かす

日商簿記検定
11月15日

東商ビジネス
実務法務検定
12月6日

社会と環境を考える 人 のために

ビジネスで通用するパソコンスキルが身につく

未来をこの手でつくる

お問合せ 袋井商工会議所
総務振興グループ
0538-42-6151
パソコン教室
0538-30-6712

企業が求める資格、第1位！

日商PC検定
随時受験可能

（詳細は袋井商工会議所パソコン教室まで
お問い合わせください。
）

日商プログラミング検定
随時受験可能

（詳細は袋井商工会議所パソコン教室まで
お問い合わせください。
）

東商環境社会
（ＥＣＯ）
検定
12月13日

袋井商工会議所共済・福祉制度
商工会議所はアクサ生命保険と共に、会員事業所
の皆様の保障や退職金準備金、入院・介護・老後に
備えた様々な保障ニーズにお応えするため、積極的に
ご加入を推進しています。
【商工会議所共済制度】
●袋 井 商 工 会 議 所
●アクサ生命保険㈱袋井分室

☎0538-42-6151
☎0538-44-0504

※アクサ生命は商工会議所共済制度を通じて皆さまの生活をサポートしています

浜松帝国警備保障株式会社
〜 人間力で安全、安心をご提供します 〜
創業

昭和55年12月

浜松市中区砂山町336-4
Tel.053-454-1199 Fax.053-456-4864
http://www.teikei-sh.jp
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プロパンガスの
トヨネン
営業品目：灯油・重油・軽油・富士の湧水・住設機器

豊田肥料株式会社

静岡県袋井市広岡1388-1
TEL 0538-43-2171 FAX 0538-42-9080
TEL.0538-42-6151
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静岡 県立工科短期大学校 入 学 生 募 集【 令 和３年４月 開 校 】
企業の海外展開や科学技術の進展など、社会の変化に対応できる
人材を育成するため、清水技術専門校及び沼津技術専門校の教
育内容を高度化し、静岡県立工科短期大学校を開校します。
□学科及び定員
【静岡キャンパス】 〒424-0881 静岡市清水区楠160
機械・制御技術科（30人） 電気技術科（20人） 建築設備科（20人）
【沼津キャンパス】 〒410-0022 沼津市大岡4044-24
機械・生産技術科（20人） 電子情報技術科（20人） 情報技術科（20人）
□授業料等
入校料
授業料（年額）
入校検定料
県内 84,600 円／県外 219,900 円

234,600 円

※別途、教科書・作業服・資格試験受験等の諸経費が必要です。

□募集日程、試験科目
区分

高等学校長推薦入学試験

出願受付期間
試験日
試験科目
試験会場

18,000 円

高等学校長
推薦入学試験

事業主推薦
入学試験※

一般入学
試験

令和２年
令和２年 11月25日㈬〜 12月９日㈬
10月７日㈬〜 10月21日㈬
令和２年 11月１日㈰
令和２年 12月20日㈰
数学Ⅰ、面接
清水技術専門校（静岡市清水区楠 160）

一般入学試験
令和３年
１月19日㈫〜２月３日㈬
令和３年２月14日㈰

※事業主推薦入学試験 中小企業の高度なものづくり人材の育成を支援しています。熱意のある優秀な従業員や入社内定者を
積極的に受け入れるための特別推薦枠を用意しておりますので、
ご利用ください。

□問合せ先 静岡県経済産業部職業能力開発課 TEL：054-221-2821
Eメール：syokunow@pref.shizuoka.lg.jp ホームページ：https://scot.shizuoka.jp

新会員紹介

入会ありがとうございました。
地

区

川会
上山梨
下山梨
堀越
堀越
三門町
高尾
高尾
神長
浜松市
磐田市
磐田市

名

称

3 PALAVRINHAS
俊工業
佐藤 真梨子
学研教室袋井堀越教室
しん会計事務所
㈱タカコ
Kitchen YOSHI
村上創建
Peaceful Olive
デュプロ販売㈱浜松営業所
古田司法書士事務所
Tsコンサルタンツ㈱

会員数：1572事業所（令和2年9月9日現在）敬称略
商工会議所では新規会員を随時募集しています。

新規会員
お知り合いで非会員の方がいらっしゃいましたら、
募集中
ぜひご紹介ください。
代表者

ペレイラ ダコスタ ダニエレ
古田 俊大
佐藤真梨子
富田
心
進
史雄
河野 貴子
鈴木 由巳
村上 卓優
松本 達哉
六井
淳
古田
治
鈴木 敏光

貸 切 バス・旅行のことなら

さくら交通株式会社

業

種

保育所
建設業
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師
教養・技能教授業
税理士事務所
エステティック業
一般飲食店
建設業
農業
書籍・文房具小売業
公証人役場，司法書士事務所
経営コンサルタント業

JR袋井駅より歩いて1分

http://www.hotel-kanze.com

ご宿泊・パーティー・会議

袋井市下山梨2384-3
TEL．0538
（49）1101
FAX．0538
（48）6200

0538-43-1212
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TEL.0538-42-6151

〒437-0123

e-mail：info@hotel-kanze.com

クーポン取扱店舗として Go To トラベルに参加して観光を盛り上げましょう！
！

「Go To トラベル事業地域共通クーポン取扱店舗登録のご案内」
Go To トラベルとは

Go To トラベルとは、宿泊・日帰り 国内旅行の代金総額の1／2相当額（1人1泊あたり2万円が
上限）を国が支援する事業です。支援額の内、70％は旅行代金の割引、30％は旅行先で使える
地域共通クーポンとして付与されます（
。例えば、
2 万円の旅行商品であれば、
7 千円の旅行代金の
割引、
3千円の地域共通クーポンを受けられます。）

商品・サービス

クーポン
換金請求

地域共通クーポン
取扱店舗

旅行者
クーポン利用

クーポン配布

振込
例

物品販売施設
土産物店

飲食施設

等

レストラン、
カフェ
交通関連施設

サポート

等

鉄道、バス、タクシー、ハイヤー、
レンタカー、
船 等

旅行業者・
宿泊施設

地方
事務局

レジャー・観光関連施設等

アクティビィティ、遊園地、博物館、
美術館、動物園、水族館 等

登録から精算までの流れ

地域共通クーポンとは
旅行先の都道府県とその隣接都道府県において、
旅行期間中に限って、
Go To トラベル事務局の
登録を受けた地域共通クーポン取扱店舗で
使用できるクーポンです。
●1枚1,000円単位で発行する商品券で、
お釣りは出ません。
●事務局で発行し、旅行者が旅行・宿泊商品を購入した
旅行業者や宿泊事業者より配布していただきます。

地域共通クーポンは紙クーポンと
電子クーポンの２種類ございます。
取り扱うクーポンはお選びいただけます。
（両方お選びいただくこともできます）
1.紙クーポン

券種：1,000円

地域事務局がサポートいたします！
手順

1

手順

2

マニュアル・スターターキットの受け取り

スターターキットには、ポスター、ステッカー等が入っています。

手順

3

取扱店舗登録申請

オンラインでも郵便でも登録申請いただけます！

ポスター掲示等の事前準備

業種別感染症対策ガイドラインの遵守を宣言するポスターを掲示していただきます。

手順

4

2020.11.1

Go To
トラベル
事務局

店頭等に掲示したポスターの写真を事務局へ提出
郵送料の負担なし！ホームページからもご提出いただけます。

地域共通クーポン取扱開始

2020.11.3

利用エリア、有効期間等をご確認ください！

2.電子クーポン

券種：1,000円、2,000円、5,000円

手順

5

受け取った紙クーポンの換金請求

締め日は月2回。受け取った紙クーポンと必要書類をお送りいただくだけ！
（電子クーポンはクーポン利用をもって自動的に換金請求されます）
郵送料の負担なし！

手順
※電子クーポン取扱の準備は、登録完了後に提供されるQR コード
を置くのみ。
一定の通信環境下では、
特段の設備は不要です。

6

事務局より登録口座へ振込

締め日から30日以内に、指定の口座へ振り込みます。

こちらから地域事務局をご案内させていただきます。その他、お困りの場合はお気軽にお問い合せください。
●お問い合わせ先

Go To トラベル事務局コールセンター （受付時間10時〜19時

ふくろい商工会議所だより［Vol.312］

※年中無休）

0570-017-345
03-6747-3986
TEL.0538-42-6151
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LOBO −商工会議所早期景気観測調査−

8月のポイント「業況DIは、感染拡大の影響から足踏み先行きも強い警戒感から、慎重な見方続く」
8月の業況指数（ＤＩ指数）
■ LOBO 調査

業況天気図（前年同月比：2020 年 8 月）
全業種

建設

製造

卸売

小売

サービス

る新型コロナウイルスの感染拡大への懸念から、消費者のマインド低下や
資金繰りの悪化など、影響の長期化に対する警戒感が強まっており、先
行きに対して慎重な見方が続く。

【各業種から寄せられた特徴的なコメント】

【建設業】
「 個人の住宅や飲食店の店舗などの建築工事は中止・延期
が出ているが、猛暑の影響もあって空調設備工事は伸びている」
（建
▲５９．
０ ▲３４．
９ ▲６９．
６ ▲５６．
７ ▲５３．
２ ▲７０．
２
築工事業）
「 新型コロナウイルスの影響により、夏休みに予定されてい
関東
たお祭りやイベントの中止が相次ぎ、例年受注していた会場設営など
の案件がゼロになった。来期に向けた動きも鈍く、見通しが立っていな
▲６０．
７ ▲３９．
５ ▲６９．
３ ▲７０．
３ ▲４９．
５ ▲６９．
５
い」
（ 一般工事業）
■ LOBO 調査 業況天気図（先行き見通し：2020年9月〜11月） 【製造業】
「米国・欧州向けは低調なものの、
中国向けは回復傾向にある。
ただし、今後の国内外における需要予測が難しく、先行きは不透明」
（自
全業種 建設
製造
卸売
小売 サービス
動車部品製造業）
「 飲食店向けや観光客のお土産用などの受注は大
全国
幅減となっているが、
スーパー向けの加工食品や総菜などを製造する企
▲５２．
９ ▲３４．
１ ▲５４．
８ ▲５２．
０ ▲５６．
６ ▲６０．
５
業からの引き合いが伸びており、新規顧客からの問い合わせも増えてい
る」
（調味料製造業）
関東
【卸売業】
「８月に入り猛暑が続いていることで、
ようやく夏物衣料に動きが
▲５１．
３ ▲４１．
９ ▲５５．
９ ▲５７．
８ ▲４４．
６ ▲５４．
６
出始めたが、売上は前年度実績を大きく割り込んでいる」
（ 衣料品卸売
業）
「 長梅雨に伴う日照不足や８月以降の記録的な猛暑により、野菜等
〈ＤＩ指数（景気判断指数）とは〉
調査対象企業のうち、
「好調」
と回答
の出荷に影響が出ている。
ただ、小中学校の夏休み短縮を受け、例年
良好
ほどほど
不調
極めて不調 した割合から「不調」と回答した割合
より早い時期から学校給食の引き合いが増えている」
（食料品卸売業）
を引いたものです。
０．
１以上 ▲１０未満 ▲２０未満 ▲２０以上
【小売業】
「消費者の在宅時間の増加により、低価格でカジュアルな服の需
要が高まる一方、主力である高価格帯の外出用の洋服が売れない」
（衣
新型コロナウイルスの影響による在宅時間の増加に伴い、飲食料品
料品小売業）
「自宅でお酒を楽しむ
『宅飲み』
ニーズが高まっており、乾き
のほか、家具・家電などの需要も伸びている小売業や、公共工事に下支
物やチーズ、総菜などのおつまみと酒類の売れ行きが好調。
また、在宅で
えされた建設業が堅調に推移した。一方、主に都市部を中心に感染が
の食事機会が増えていることから、
すぐに調理できる冷凍食品の品揃えを
拡大する中、消費者のマインド低下や帰省・旅行の自粛、一部の自治体
強化し、需要を取り込みたい」
（スーパー）
における飲食店への営業時間短縮の要請などが下押し要因となり、観
「お盆の４日間にわたり行われる全国でも有名なイベント
光関連の業況は厳しい状況が続く。
これまで経済活動の再開に伴い、 【サービス業】
が中止されたことで、観光客・帰省客が大幅に減少。開店休業の状
持ち直しの動きがみられたものの、足元では感染拡大の影響から足踏み
況で、経営は厳しい」
（ 飲食業）
「７月に比べれば、GoToトラベルキャン
となった。中小企業の景況感は依然として厳しく、回復に力強さを欠く。
ペーンによる予約が多少増えたものの、新型コロナウイルスの感染拡
自動車関連をはじめとする中国向けの輸出持ち直しへの期待感がう
大防止のため、近隣の海水浴場が閉鎖されたほか、小学校の夏休み
かがえるほか、
ネット販売の強化やIT活用など新たな生活様式への対応
短縮の影響もあり、売上は前年同月比で５割にとどまる」
（ 宿泊業）
を進める企業から前向きな声も聞かれる。一方、主に都市部を中心とす
全国

【新型コロナウイルスによる経営への影響】

■新型コロナウイルスによる経営への影響について
「影響が続いている」
は
63.2%と2020年7月調査から3.8ポイント増加し、
「経済活動の停滞が長期
化すると影響が出る懸念がある」
と合わせて93.0%となった。
■2020年度のIT・デジタル投資の動向では、2019年度と比較し、
「規模を
拡大して実施」
が16.6%、
「同水準で実施」
が19.1％、
「規模を縮小して実
施」
が4.7%と、合わせて40.4%の企業がIT・デジタル投資を実施するとい
う結果になった。
なお、投資の目的では
「非接触での会議・社内連絡」
が
52.2%と最も多く、次いで
「 社 内 業 務の効 率 化 」が
41.5%となった。
■経営への影響が続いてい
る企業が3カ月ぶりに増加
し、再びの6割超となった。
また、IT・デジタル投資は
約4割の企業が実施予定
で、投資の目的では、
コロ
ナ禍の影響から
「非接触」
関連の項目が多く挙げられ
たほか、社内業務の効率
化やシステム化など、厳しい
経営環境が続く中で、新型
コロナウイルス感染拡大を
契機とした社会変化に対
応しようという企業の姿勢
が読み取れる。

担当者
コメント

ＬＯＢＯ調査とは

【電力料金の上昇（東日本大震災以降）による経営への影響】

■東日本大震災以降の電力料金の上昇による経営への影響について、
「悪影響がある」
は26.8%と、2019年8月調査から2.5ポイント増加し、
「今の
ところ影響はないが、震災前より高い状態が続けば悪影響が懸念される」
と合わせて78.3%となった。
■今後も高い料金が続いた場合の対応は、
「既存設備での節電の実施な
ど人件費以外のコスト削減」
が45.0%で最も多かった。次いで、
「料金の安
い 電 力 会 社 への変 更 」が
39.1%、
「省エネ性の高い設
備（照明・自家発電設備を
含 む ）の 導 入・更 新 」が
38.8%となった。
■電力料金の上昇が経営に
「悪影響または懸念がある」
とする企業の割合は8割弱と
なり、新型コロナウイルスの影
響により厳しい経営環境が
続く中、高止まりする電力料
金が経営の足かせとなって
いるものとみられる。企業から
は、記録的な猛暑の影響を
指摘する声のほか、新型コ
ロナウイルス対策で換気を行
うことで、冷房効率が下がり、
電気代が高騰することへの
懸念の声も聞かれた。

今回の業況DIは、▲５９．
０ポイント。影響が続く企業は６３．
２％と３か月ぶりの増加。経営に悪影響だと感じる企業は約８割と非常に多く、感染防
止策の換気による電気代の高騰も懸念の声が上がった。厳しい状況が続くも、約４割の企業がIT企業投資を実施。
コロナ禍の影響から
「非接触」
関連んお項目が多く挙げられたほか、社内業務の効率化、
システム化など新型コロナウイルス感染拡大を契機とした社会変化に対応しようとする
企業の姿勢が読み取れる。
先行きは、中国向けの輸出持ち直しへの期待感がうかがえるほか、
ネット販売、IT活用など新しい生活様式への対応を進める企業から前向きな
声も聞かれる。
しかし、影響の長期化に対する警戒感が強まっており、先行きに対して慎重な見方が続く。
商工会議所のネットワークを活用して、各地域の「肌で感じる足元の景気感」
を全国ベースで毎月ヒアリング調査し、
その集計結果をリアル
タイムで調査実施会議所へ提供することにより、商工会議所としての景気対策等に関する意見活動に資することを目的としています。
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新型コロナウィルス感染症等

F-Ｓｔａｔ
ｉｏｎ事業者向け支援のご案内

■定例なんでも相談会（会場：袋井商工会議所） 完全予約制
日時
11月12日㈭
13：30 〜 16：00

内容

専門家等
佐々木法律事務所
法律相談（トラブル、整理ほか）
むつみ司法書士事務所
労務相談（雇用調整助成金等）
中村社会保険労務士事務所
税務相談
（記帳、源泉所得税、確定申告、相続税等） 東海税理士会磐田支部派遣税理士
Ｉ
Ｔ相談
遠州パソコン寺子屋

■融資相談会（会場：袋井商工会議所） 完全予約制
日時
11月13日㈮
13：30 〜 16：00

内容
コロナ特別貸付、創業融資、
運転資金、設備資金 ほか

専門家等
日本政策金融公庫
国民生活事業
静岡県信用保証協会浜松支店

■静岡県よろず支援拠点「なんでも経営相談会」
（会場：袋井商工会議所） 完全予約制
日時
11月19日㈭
9：30 〜 16：00

内容
販路開拓、各種補助金ほか

■事業承継個別相談会
日時
11月12日㈭
9:00 〜 15：30

専門家等
静岡県よろず支援拠点

コーディネーター

完全予約制

内容
親族内承継、第三者承継、
事業承継税制ほか

専門家等
静岡県事業引継ぎ支援センター
ブロックコーディネーター

■その他新型コロナウィルス感染症に伴う支援（会場：袋井商工会議所）
日時
月曜日〜金曜日
9：00 〜 17：00

内容
・事業資金お借入れ
・持続化給付金
・小規模事業者持続化補助金
・ものづくり補助金ほか

専門家等
F-Ｓｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏｎ経営支援員

予約、お問合せ ＴＥＬ 0538-42-6151 Ｅ-mail fkcci@fukuroi-cci.or.jp

無担保・無保証人の融資制度「マル経融資」を利用しましょう

1.21％

●貸付対象 小規模事業者
（令和2年10月1日現在）
●金利
●貸付限度額 2,000万円
※新型コロナウイルス対策マル経 1,000万円
※新型コロナウイルス対策マル経▲0.9％引下げ
一定の条件で当初3年間実質無利子
●資金使途 運転資金、設備資金

〇詳細はお問合せください〇

静岡県最低賃金は改正されません 〜時間額は現行通り885円〜
静岡労働局長は、県内の事業場で働く全ての労働者に適用される地域別最低賃金である
「静岡県最低
賃金」
を、改正しないと発表しました。
現在適用されている静岡県最低賃金は、時間額 885 円（発効日令和元年 10月4日）であり、静岡県な
いで事業を営む又は静岡県内の事業場に労働者を派遣する使用者は、使用する労働者に対し、
時間額 885 円以上の賃金を支払わなければなりません。

お問合わせ：
ふくろい商工会議所だより［Vol.312］

TEL.0538-42-6151
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،؟ؙ欰ㄏ⥂ꤹ吳䒭⠓爡
アクサ生命保険株式会社
ӧӧ佄爡խӧӧ㌀噟䨽
遠州営業所 袋井分室
տխӧӧӧӧӧӧ
〒437-0023
袋井市高尾1129-1
5&-
TEL 0538-44-0504

3階

ふくろい応援商品券
商品券の使用期間は

令和2年10月31日㈯までです。
お早めにご使用下さい。
※換金期間は11月30日㈪までとなっております。

小笠山総合運動公園エコパ
◉ 主なイベントスケジュール ※予定は変更になる
場合があります。

〈その他予定はエコパHP（http://www.ecopa.jp/）へ〉

開催日

開催イベント

10/24㈯・25㈰

スポーツパーク2020

11/1㈰

静岡県高校 駅伝競走大会

11/3㈫

第14回ツール・
ド・エコパ
園内道路通行規制あり

11/7㈯

全国高校サッカー選手権大会
静岡県大会 準決勝

11/8㈰

静岡県中学校 駅伝競走大会
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第10期1号議員補欠選挙
にしたな株式会社 当選
去る9月10日に告示された「袋井商工会議所第 10 期
1 号議員補欠選挙」は、候補者が選挙する議員の数を
超えませんでしたので、候補者をもって当選人とすること
を第 2 回選挙委員会で決定し、にしたな株式会社（袋井
市友永14-2）が当選されました。
議員執行者は代表取締役の鈴木治氏、任期は令和 4
年10月31日までです。

編集
後記

毎年、
この会報誌が届くころはお祭りの時期ですね。
今年はお祭り含め多くのイベントが中止となり寂しくも
感じますが、季節的には過ごしやすくなります。新し
い趣味など初めて見るのも良いかもしれませんね。

TEL.0538-42-6151

