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TEL .0538-42-6151
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令和3年度 市行政に関する
要望書を袋井市へ提出
10月22日㈭に原田英之袋井市長と戸塚文彦袋井市議会議長を訪問
し、各部会・委員会・支部長等から提案された意見をまとめた25件（新規要
望23件、継続要望2件）の要望書を提出しました。案件は以下の通りです。

新規要望案件
（１）首都圏からの移住、デュアルワークを推進するための
サテライトオフィスの設置及び補助制度の創設
（２）
（仮称）袋井市事業承継支援ネットワーク設置について
（３）袋井地域出向制度の創設（袋井版雇用シェアリング）
（４）ふくろい応援プレミアム商品券第２弾の発行
（５）飲食店のみ利用可能なプレミアム商品券発行
（６）商工業振興のための消費喚起イベント並びに
ふくろい産業まつり即売会の開催
（７）アフターコロナに対する袋井市独自の支援制度の導入
（８）市内ＰＣＲ検査体制の拡充
（９）ふくろい遠州の花火情報交換会の開催と今後の対応について
（10）国の中小企業経営強化法に基づく経営革新等支援体制強化
袋井版「ものづくり専門支援員」の設置について
（11）地元商業者の（仮称）袋井南認定こども園用品販売取扱いについて
（12）個店セミナー
「まちゼミ」及び個店めぐりスタンプラリーの開催について
（13）ふるさと納税の返礼品拡充及びＰＲ強化について

（14）高齢者の労働支援
（15）総務省情報月間への対応と、
５Ｇ活用コンテストの創設
（16）バーチャル袋井市内企業見学ツアーの実施
（17）川井徳光線（バイパス以南）に歩道の整備
（18）計画規模を超える局地的な大雨に対する
新たな雨水管理計画
（19）公共物件（建設）の災害対策
（20）道の駅（温泉施設）の設置に向けて国への働きかけ
（21）袋井駅北口市営駐車場のサービス時間設定
（22）袋井駅前の美観修復（ムクドリの撃退・歩道の整備）
（23）受動喫煙対策が施された袋井駅前喫煙所の設置
について

継続要望案件
（１）
どまんなか袋井まちづくり株式会社への出資について
（２）公共工事及び資材の地元業者への発注について

令和2年度後期分会費納入のお願い
12月3日㈭に後期分会費の口座振替を実地します。
口座振替をされていない事業所様には、納入通知書を送付しますので、銀行振り込みもしくは
会議所窓口まで直接お支払いください。
なお、口座・代表者・事業所所在地等の各種変更がありましたら総務振興グループまでご連絡
いただきますようお願い致します。
総務振興グループ TEL：0538-42-6151
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経営革新計画承認企業 ソルトスプラッシュ㈱
テーマ

携帯アプリ「DaLaCaキャンプ場マップ」の
開発と顧客誘導の仕組みづくり

経営革新計画承認企業
テーマ

荻原製茶

乗用防除機の改良と効率的農薬散布による
生産性向上及び環境負荷低減

当社は、ネットショッピング
当園は、明治18年（1885年）に袋
を活 用した物 品 販 売 業で、 井市山崎にて創業し135年の歴史を
キャンプ用品におけるウインド
誇る茶農家である。現在は、13ヘク
スクリーン、ロープなどの小物
タールの茶園を栽培し、お茶も販売し
を販売しておりますが、特に
ている。本年3月にJGAP認証を取得し2020年世界緑茶
自社 開 発したアルコールス
品評会に於いて、金賞を受賞するなど次世代に向けた茶
トーブ、
「 D a L a C a (ダラカ) 」 栽培・製造として、
「 安心･安全な茶の製造」
と
「環境に配
が当 社 一 番 の 人 気 商 品と
慮した農業」
を基本理念として活動を展開しています。今
なっています。
回の経営革新計画の承認を機に、
より効率的な薬剤散布
オーナー自身もキャンプを趣味としていることから、あれ
を実現し生産性向上及び環境負荷の低減を目指します。
ば助かる というツールとして、全国約 200 箇所のキャン 【経営革新計画の内容】
プ場情報 (マップ付き)、近隣の温泉、飲食店、道の駅、 ①乗用防除機の薬剤噴霧装置に、飛散防止カバーや送風
観光スポットをキャンプ愛好家に役立つ情報として紹介
穴を設けて、薬剤の飛散を防ぎ、且つ茶葉の裏面まで掛
する携帯アプリを開発し利用してもらう事で、自社のネット
かるようにして薬剤使用量を削減する。
ショップに 顧 客を誘
② 乗 用 防 除 機に G P S
導する仕組みを考え
企業概要
企業概要
発 信 機を搭 載し、6 4
ました。
【企業名】
ソルトスプラッシュ㈱
【企業名】
荻原製茶
箇所に点在する茶園
是 非 一 度 当 社 の 【代 表】牧野 優哉
【代
表】
荻原 克夫
（ 圃 場 ）の 散 布 履 歴
【所在地】
袋井市堀越2-18-1
【所在地】
袋井市山崎5693-2
ホームページをご覧く
（機械名、位置、時間、
ビ
ジネスパーク堀越1-1号
【業
種】
製茶業
ださい。
使用薬剤などのトレー
【業 種】
スポーツ用品玩具小売業
【 T E L 】0538-23-4033
サビリティ）
を管理する 【 U R L 】http://www.
【 T E L 】0538-84-7725
greentea-life.com/
【 U R L 】https://dalaca.co.jp/
システムを開発する。

アクティブシニアを応援 袋井・森地域シルバー人材センター会員の就業開拓を進めています
シルバー人材センターは、袋井市、森町にお住まいの60 歳以上の方で、健康で働く意欲があり、
これまでの経験、能
力を活かして地域社会づくりに貢献することを目的に、企業や事業所、一般家庭、公共団体などから、高齢者にふさわ
しい仕事を引き受けています。
企業や事業所等において、
これまで正社員が行っていた軽易な作業を切り取り、その作業をシルバー会員が担うこと
で、正社員の皆様の負担軽減を図り、生産性向上に寄与できればと思います。
現在、当センターでは、会員（もしくは会員になっていただく方）が就業するために、
「しごと見学会」や「しごと体験会」
を行っていただける企業・事業所等を募集しております。
趣旨に賛同していただけます企業等がございましたら下記問合せ先まで、
もしくは、シルバー人材センターのホーム
ページ上で「仕事を依頼したい方（お仕事依頼申し込み）のフォームに入力の上、備考欄に「見学会もしくはしごと体験
会 開催希望」
と記載してください。
問合せ先 （公社）袋井・森地域シルバー人材センター
後日、担当者からご連絡させていただ
ＴＥＬ：0538-43-1314 ＦＡＸ：0538-43-7133
き、具体的な開催日時や内容等について
Ｅ-mail：fukuroi.mori@sjc.ne.jp
打合せをさせていただきます。
ＨＰ：https://fukuroi-mori-sjc.or.jp

「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

株式会社長谷川

経営革新計画承認企業

テーマ 樹木葬霊園販売を活用した自社葬儀会員への誘導と見込み顧客の獲得
大正 2 年 4月設立の老舗葬儀社で袋井市内に3 つの自社斎場を保有し、
ご遺族の要望をヒアリングして最適なプラ
ンを提案しております。ISO 認証格付機関のJECIAにおいて、最高ランクの5 つ星評価を獲得した実績があり高い評
価も頂いております。
袋井市高尾の累徳寺では本堂の建て替えに合わせて、境内に樹木葬霊園を造成する事になり、樹木葬霊園の販
売業務を受託することになりました。
近年の葬儀形態の変化に伴い、家族葬や小規模葬などのお葬儀が増えてきたところにコロナの影響でさらに小規
模なお葬儀へと業界が変貌しています。そこで、終わりの棲み処であるお墓に着目し新規顧客の発掘に期待します。
離婚や未婚、少子化の影響でお墓供養の方法がお葬儀と直結するので樹木葬という入り口から葬儀のご依頼につ
なげます。
企業概要
未 婚や少 子 化など家 族 構 成が変 化
し、お墓を維持していく事が難しくなって 【店 名】株式会社 長谷川
きているため、駅から近くて歩いてお墓 【代表取締役】長谷川 佳典
参りができる環境のご案内ができます。そ 【所在地】袋井市川井３番地
【業 種】葬儀業
して車いすでも散策できる霊園で、足元
【 T E L 】0538-43-3100
ではなく目線の高さでお参りできます。
【 U R L 】http://hasegawa-sougi.jp/
樹木葬霊園のイメージ

袋井商工会議所青年部10月定例会
「落語で学ぶ ふく笑い まちづくり講座」を開催しました。
10月24日㈯袋井新産業会館キラット
「あきはホール」にて落語家三遊
亭遊喜氏を講師に、
「落語で学ぶ ふく笑い まちづくり講座」を開催
いたしました。開催にあたっては新型コロナウイルス対策として、
ソーシャ
ルディスタンスの確保・マスク着用の義務化・入口でのアルコール消毒・
検温などを行いました。
講師の三遊亭遊喜氏は、島田市のふるさと大使としてご活躍されて
おり、島田を落語の街にする
「お店落語」など、町おこしイベントの企画・
制作などにも活動の場を広げています。
今回は、そういった実体験をもとに継続的なまちづくりの重要性やヒン
トをご講演、最後には落語を一席語って
いただき、落語家のその場に適した演目を
瞬時に決める対応力、話術に驚かされま
した。
袋井市を活性化させるためにも講演で
得た内容を吸収し、今後の青年部活動に
繋げていければと思います。

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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アジア産業交流委員会だより

第２回オンライン会議開催とベトナムＷＥＢセミナー参加
アジア産業交流委員会
（委員長：野中太郎 浜松いわた信用金庫 袋井ビジネスセンター長）
では、10月19日㈪に委員会
事業として第２回オンライン会議を実施しました。今回の会議は、役員室に川越専務理事・野中委員長・片山委員・事務局３
名がいて、他の参加メンバーは自社及び自宅からインターネットにて会議に参加しました。
第２回目のビジネストーク協力者として、①タイ国バンコク市から、浜松いわた信用金庫
バンコク駐在員事務所所長 都筑照博氏 ②中国上海市から、
静岡県上海事務所所
長 浅原敏治氏 ③インドネシア国西ジャワ州バンドン市から、
PT. WaGoMu Kreatif
Asia CEO
（㈱はまぞうインドネシア現地法人）
Edis Jun 氏の３名に参加してもらいました。
会議のテーマは、
「現地での新型コロナウィルス感染症対策を経験して感じること日本との交流 現況と課題-」
として、
コロナ禍の最新情報と人の往来が開始し出し
たそれぞれの国と都市の現況をお聞きしました。
また、
袋井ベトナム友好協会に協力して、
前駐越日本国大使 梅田邦夫氏が講師を務め
るベトナムＷＥＢセミナー
（10/9・10/16・10/23）
全３回に参加してきました。特に、
菅新総理大
臣が最初の訪問国にベトナムを選んだ理由を含めた両国間の最新情報と、
全国からの参
加者に向けて、
袋井とベトナムとの関係も紹介していただき、
質の濃いセミナーとなりました。

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
18,000 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
高等学校長
事業主推薦
一般入学
区分
高等学校長推薦入学試験
一般入学試験
推薦入学試験 入学試験※
試験
令和２年
令和３年
出願受付期間
令和２年 11月25日㈬〜 12月９日㈬
10月７日㈬〜 10月21日㈬
１月19日㈫〜２月３日㈬
令和３年２月14日㈰
令和２年 11月１日㈰
令和２年 12月20日㈰
試験日
試験科目
数学Ⅰ、面接
試験会場
清水技術専門校（静岡市清水区楠 160）
※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

貸 切 バス・旅行のことなら

さくら交通株式会社

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

サービス業部会発

vol.91

行政手続における押印の見直しについて
袋井市役所 総務部総務課
1

概要
行政手続については書面・対面による申請等を前提とし、慣例的に申請等の本人の意思確認の手段として「押印」
を

求めている例が多い状況の中、市では、印鑑を持参しなくても申請などの手続ができるよう申請の際の負担を軽減するた
め、令和2年9月以降、段階的に慣例的な押印（認印）の廃止を行う。
さらに、行政手続のデジタル化の推進への効果も期待されることから、市の内部文書の押印も廃止するとともに、押印の
見直しに合わせて、市民サービスの向上を図るため、電子申請への対応も進めていく。

2

押印見直し基準について
行政手続の簡略化による申請負担の軽減及び市民の利便の向上を図るため、市民等が行う申請手続において、次の

方法によって本人確認が可能な場合など、慣例的に求めてきた押印（認印）は原則として「廃止」する。
（1）単に事実・状況を把握することを目的とするもの
（2）運転免許証その他公的証明書（パスポート、個人番号カード等）の提示等により本人確認が可能なもの
（3）申請等の行政手続が継続的に行われる場合（押印を求める必要性が低いため）
（4）行政決定の審査過程や添付資料において、本人からの申請であることを確認できるもの

<押印廃止の例外>
1

法令や国通知等により押印が義務付けられているもの

2

本人の意思による申請であることを押印により担保する必要性があるもの

（文書の真正性担保や訴訟等の証拠として押印が必要なもの）
※現在、国において、法令や国通知等により押印を求めているものについても、押印見直しの検討をしていることから、
今後、
ガイ
ドラインや法改正等が示された時点で、押印廃止に向けた検討を行う。

3

特例規則等の制定について
令和2年9月1日に、押印見直しの特例規則等を制定したことにより、特例規則等が、個々の規則等で定める規定より

優先して適用されるため、申請書の押印は省略されることとなる。
なお、個々の規定については、
「 押印が必要である」旨の規定の削除や、様式中の㊞マークの削除等の所要の改正を
年度内に順次行う。

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

ふくろい商工会議所だより［Vol.313］

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

11/21㈯
エコパカップ キッズサッカー大会
袋井商業高校 マラソン大会（26日㈭予備日）
11/25㈬
11/28㈯
10Ｋマラソン in エコパスタジアム
11/29㈰
静岡トヨペットカップ キッズサッカー大会
12/6㈰ 静岡県バスケットボール連盟U-12部会 東海ブロック育成センター

編集
後記

今年も残すところ1ヶ月と少しですね。今年は事務所
引っ越し、
コロナとバタバタした年でした。
まだまだ気を抜
かずに公私ともに頑張ります！

TEL.0538-42-6151
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LOBO −商工会議所早期景気観測調査−

9月のポイント「業況DIは、持ち直しの動きあるも、力強さ欠く先行きは慎重な見方続くも、回復に期待感」
9月の業況指数（ＤＩ指数）
■ LOBO 調査

業況天気図（前年同月比：2020 年 9 月）
全業種

建設

製造

卸売

小売

サービス

喚起策の東京追加や、順次開始される飲食業支援策による需要喚起
への強い期待感がうかがえるほか、欧米向けを含む自動車関連、
５G 向
けなど半導体関連の持ち直しを期待する声も聞かれた。

【各業種から寄せられた特徴的なコメント】

【建設業】
「 新型コロナウイルスの影響により、取引先から２×４住宅用の
木材価格の値上げ要請があった。建築費のコストアップが見込まれる
▲５６．
５ ▲３０．
７ ▲６８．
３ ▲５１．
２ ▲５２．
５ ▲６７．
８
ほか、割高となることで消費者が新築を控える懸念があるため、他の
関東
工法を検討している」
（ 建築工事業）
「 民間の大型設備投資案件は
減少しているものの、焼却処理施設や市民会館の新築など、公共工
▲５７．
０ ▲３５．
３ ▲６１．
０ ▲６８．
３ ▲４７．
０ ▲６９．
４
事が牽引している。
また、一部では持ち家・借家にも動きが出始めてい
■ LOBO 調査 業況天気図（先行き見通し：2020年10月〜12月）
る」
（ 一般工事業）
【製造業】
「自動車向けは、新型コロナウイルスの感染が拡大する前の３月
全業種 建設
製造
卸売
小売 サービス
頃の水準まで回復。11月までは土曜も稼働して対応する」
（工業用プラス
全国
チック製品製造業）
「イベントやセールの中止により、小売業から販促用の
▲４４．
０ ▲２８．
１ ▲４３．
７ ▲３９．
０ ▲４９．
８ ▲５２．
５
POP商品やのぼり等の引き合いが激減。売上回復を図るため、新型コロ
ナウイルスの感染防止対策製品の開発を進めている」
（紙製品製造業）
関東
【卸売業】
「 飲食店・ホテル向けは厳しいものの、消費者の内食需要の拡
▲４１．
８ ▲３６．
５ ▲３７．
４ ▲４７．
６ ▲４１．
０ ▲４７．
０
大に牽引され、
スーパーや量販店からの引き合いは好調」
（ 農産物卸売
業）
「 顧客であるメーカーの業績が悪化しており、
コスト増加分の価格転
〈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
嫁がしづらい。
また、先行きの不透明感が増す中、現在の状況が長期化
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
すれば、当社でも採用や設備投資に慎重にならざるを得ない」
（ 一般機
を引いたものです。
０．
１以上 ▲１０未満 ▲２０未満 ▲２０以上
械器具卸売業）
「内食需要の拡大から、総菜や生鮮食品、冷凍食品など、飲食料
新型コロナウイルスの影響により、巣ごもり消費が拡大する中、
ネット通 【小売業】
品の売れ行きが好調を維持しており、普段であればピークを迎えるはず
販やデリバリーを活用する消費者の増加も追い風となり、飲食料品の売
だった秋物衣料の不振をカバーしている」
（総合スーパー）
「台風9号、10
れ行きが堅調だった。
また、自動車関連で、経済活動をいち早く再開した
号の影響により、消費者が外出を控えたことに加え、台風通過後は店舗
中国向けの生産が持ち直しつつあるほか、建設業では台風などの災害
や周辺の清掃作業などに追われ、営業することができず、売上が大きく落
復旧を含む公共工事の下支えが続く。一方、消費者のマインド低下や観
ち込んだ」
（衣料品小売業）
光需要の低迷から、飲食・宿泊をはじめ関連産業の経営は依然厳しく、
「 観光客は依然として少ないが、GoToトラベルを利用した
コロナ対策のコスト増を指摘する声も聞かれる。中小企業の景況感は持 【サービス業】
宿泊予約が入ってきている。東京が対象となる10月以降、一段の売
ち直しに向けた動きがみられるものの、力強さに欠く状況が続いている。
上増を期待したい」
（ 宿泊業）
「 売上が前年の半分にも届かない中、
コロナ禍の影響長期化により、売上回復の見通しが立たない中、助成
給付金・助成金だけでは足りず、借入でしのいでいる状況。支援策が
金等の政策効果が剥落したあとの急激な業績悪化を懸念する経営者も
なくなれば、経営はより一層厳しくなると懸念している」
（ 飲食業）
多く、先行きの不透明感から、慎重な見方が続く。一方、政府による旅行
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
60.1%と2020年8月調査から3.1ポイント減少し、
「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92.2%となった。
■新型コロナウイルスの影響を踏まえた雇用・採用関連の対応について、
「雇用調整助成金を検討・申込」
が2020年6月調査から5.3ポイント増加の
46.0%で最も多く、次いで
「採用・派遣労働者の人数を縮小・見送る」
は
同7.6ポイント増加の39.4%となった。
また、
「従業員の人員整理を検討・実
施」
は同0.4ポイント増加の
4.3%となった。
■経営への影響が続いてい
る企業は2カ月ぶりに減少
したが、依然として6割超
と高止まりの状態が続く。
ただし、厳しい経営環境
下でも
「従業員の人員整
理を検討・実施」は約4%
と引き続き低 水 準にとど
まった。雇用調整助成金
の特例措置が12月末まで
延長されたこと等の政策
効果もあり、引き続き雇用
を守ろうとする中小企業
の姿勢がうかがえる。

担当者
コメント
ＬＯＢＯ調査とは

【事業継続計画（BCP）の策定状況】

■BCPの策定状況は、
「策定済み」
が2019年9月調査から0.1ポイント増加
の14.6％、
「策定中」
が同3.2ポイント増加の16.6％となった。
なお、
「策定済
み」
または
「策定中」
と回答した企業に対し、BCPの内容を聞いたところ、
「自然災害等を想定したBCP」
は71.1%、
「 感染症を想定したBCP」
は
46.1%となった。
■BCPを策定していない理由では
「策定したいが、必要なノウハウ・スキルが
ないため」
が51.8%で最も多く、
「策定したいが、人的余裕がないため」
が
39.4%、
「 家族経営などで企業規模が小さく、柔軟に対応できるため」
が
27.2%で続いた。
■企業のBCPの策定状況
は、前年調査から大きな
変化はなく、策定済みと
策定中の企業を合わせ
ても約3割にとどまった。
必要性を感じながらも策
定に未着手の企業は約6
割で、
その多くはノウハウ・
スキルの不足を理由とし
て挙げている。
また、BCP
を策定済み・策定中の企
業においても、感染症を
想定したBCPの整備を
進めている企業は5割に
届かず、
自然災害等を想
定したBCPと比べると整
備に遅れがみられる。

今月の業況DIは、巣ごもり消費が拡大する中、
ネット通販やデリバリーを活用する消費者増加も追い風となり、飲食料品の売れ行きが堅調だっ
た。
自動車関連でも経済活動をいち早く再開した中国向けの生産が持ち直しつつあり、建設業では台風などの災害復旧を含む公共工事の下支
えが続く。新型コロナウイルスによる影響が続く企業は６０．
１％と前月と比べると減少も高止まり。飲食・宿泊をはじめ関連産業の経営は依然厳し
い。
コロナ対策のコスト増を指摘する声も多く聞かれる。業況感は持ち直しに向けた動きがみられるものの、力強さに欠く状況が続いている。
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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TEL.0538-42-6151

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

内容

1月14日㈭
13：30 〜 16：00

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

内容

12月11日㈮
13：30 〜 16：00

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

コロナ特別貸付、創業融資、
運転資金、設備資金 ほか

■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
12月17日㈭
9：30 〜 16：00

内容

静岡県よろず支援拠点

販路開拓、各種補助金ほか

■事業承継個別相談会
日時
1月14日㈭
9:00 〜 15：30

専門家等
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11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

中小・小規模企業向け補助金制度
【国】

【市】

①小規模事業者持続化
補助金
（通常型）
②ものづくり・商業・サービス
生産性向上促進補助金
新型コロナウイルス感染症
拡大防止支援事業補助金

（11月1日現在）

○生産性向上等と併せて行う販路開拓等の取組みを支援
○補助上限 50 万円 補助率 2/3
○中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・
生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援
○補助上限 1,000 万円 補助率 1/2 〜 3/4
○新型コロナウイルス感染防止対策に要する経費の一部を支援
○補助上限 20 万円 補助率 1/2

お問合わせ：
ふくろい商工会議所だより［Vol.313］
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トヨモト洋服店さん

卓越した技能者（現代の名工）表彰を受賞
袋井市袋井で長年紳士服製作に取り組んできたトヨモト洋服店さん。この
度、同店に勤務されている竹下銑三（86）さんが、厚生労働省による卓越した
技能者（現代の名工）表彰を受賞されました。長年従事して培った高い知識、
技能を有しており過去にも、静岡県優秀技能者静岡県知事賞、経済産業大臣
賞、ものづくりマイスター等、名誉ある賞を受賞されております。特に採寸、補
正技能は卓越しており、
【機能性の良い方づくりの技能】、
【怒肩撫方前肩の補
正技能】、
【剣衿作成技能】が評価されての受賞となりました。
また、各種セミナーや技能検定に対する勉強会の開催や地元小学生の職場体験の受け入れ、技能大会
の審査員を務める等、地域貢献や後進指導育成にも
積極的に取り組んでおられます。
この度の受賞について、竹下さんより「名誉ある表
彰に年齢は関係ない。日々の努力を絶やさず元気に
仕事を続けていきたい」と語ってくれました。今後一
層のご活躍をお祈
事業所名 トヨモト洋服店
りいたします。

受賞された竹下さん（中央）
代表の豊本さん（右）
豊本さんの奥様（左）

代 表 者 豊本 豊
所 在 地 〒437-0026
袋井市袋井158-1
TEL／FAX共通 0538-42-2030
営業時間 9：00〜18：00
定 休 日 土日祝

郷土資料館で「ミニ企画展 三浦環と三浦政太郎」
が開催されました
NHK連続テレビ小説「エール」で、俳優 柴咲コウさんが演じるソプラノ歌手・双浦環のモデルは、
オペラ
「蝶々
夫人」で世界的に有名になった、
日本初の国際的オペラ歌手 三浦環（みうらたまき）
であり、夫の政太郎は掛川
市出身で墓が正観寺（袋井市国本）
にあるなど、袋井市にもゆかりのある人物でした。
環の従姪（いとこめい）
にあたる丸尾文子さん
（旧姓：永田）
は幼少の頃、環の養女とな
ることが決まっていたためよく環の家を訪れていたりと、生前の環の様子を知る人物で
す。
「環さんは私のことをよくかわいがって下さり、私も
『環おばちゃま』
と呼んで慕って
いました」
とのことです。
また、母である登波は、環の夢を後押しした影の功労者でした。
環の音楽の原点である日本舞踊、長唄、琴を習わせ、実家の永田家の協力を得なが
ら環を東京音楽大学（現在の東京芸大）
に入学させ、娘が世界で活躍するようになっ
てからも精神的な支えとなったりと、環の努力もあるがここまで脚光を浴びるようになっ
たのも、母の登波の助力があってのことでした。
日本が生んだ不世出のプリマドンナ・三
浦環。
その存在は世を去って70年以上経った今も、世界の人々に勇気を与え続けて
います。
9月30日まで開催された企画展では、
環直筆の手紙や短冊、写真が公開さ 日本が誇る世界的なプリマドンナ
れ、
その多くはご親戚の豊田浩子副会 三浦環（蝶々夫人）
頭 が 、文 子さん
永田家家系図
のご実 家にあた
る菊川市の永田
家よりお借りした
数々の資料をご
提 供されたよう
です。
丸尾文子さん（右）
と娘の豊田浩子副会頭
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