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2 … ふくろい遠州の花火２０２１ 中止のお知らせ
　　 ふくろいの地酒「驥山」献酒式を油山寺にて規模縮小開催
3 … 静岡製機株式会社様が「2021年 O-CHAパイオニア賞」を受賞
　　 経営革新計画承認　㈱ウインズ
4 … 最低賃金に関する商工会議所の主張 
5 … 「袋井市たばこによる健康への影響から市民を守る条例」が制定
6 … LOBO ―商工会議所早期景気観測調査―
7 … 「ふくろい経営支援ステーション」INFORMATION
　　 F-Ｓｔａｔｉｏｎ事業者向け支援のご案内
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▲A券（共通券）8枚 ▲B券（応援券）4枚
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引換期間　６月３０日㈬まで 9：30～16：00（平日のみ）
　　　　　袋井商工会議所または浅羽町商工会で引換ください。
利　用　期　間　８月３1日㈫まで
取扱店換金期間　９月１７日㈮まで
取扱店舗　５41店舗（5/31現在）　取扱店舗は随時募集中です。

　５月２１日㈮より、第２弾ふくろい応援商品券の引換が始まりました。
初日は、３会場とも多くのお客様が引換にみえました。会場では、新型コ
ロナウイルス感染予防対策として、入り口での検温と手指消毒、マスク
の徹底、間隔をあけて列に並んでいただきました。皆様のご協力、誠に
ありがとうございました。
　なお、今回は発行予定枚数を上回るお申込みをいただきましたが、市
と協議の結果、抽選は行わず、応募者全員に引換通知書を発送いたし
ました。商品券で買って、食べて、利用して、袋井を盛り上げましょう！！

1冊の中に商品券が2種類（A券8枚とB券4枚の１２枚綴）
A券（共通券）はすべての取扱店でご利用できます。
B券（応援券）はスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、
　　　　　　　家電量販店ではご利用できません。

第２弾 ふくろい
応援商品券
第２弾 ふくろい
応援商品券 たくさんのお申込みありがとうございました

2次販売はいたしません。

完売御礼 発行冊数 50,000冊超



商工会議所プロデュース　ふくろいの地酒

「驥山」献酒式を油山寺にて規模縮小開催

商工会議所プロデュース　ふくろいの地酒

「驥山」献酒式を油山寺にて規模縮小開催
きざん

ふくろい遠州の花火２０２１ 中止のお知らせふくろい遠州の花火２０２１ 中止のお知らせ
　昨年末より、コロナ禍における国のガイドラインに沿った開催方法を検討してまいりました

が、去る5月25日、ふくろい遠州の花火2021検討会議を開催し、本年の花火大会の開催を

中止することに決定いたしました。

　昨年に続き2年連続での中止となりますが、ご観覧いただく皆様、運営にご尽力いただく

皆様の安全、安心の確保が困難であると判断し、苦渋の決断となりました。

 今後は、感染症対策を施したうえで、来年につながる代替えイベントを検討してまいります。

　今年も5月20日、袋井が生んだ大書道家「川村驥山」

の生誕139年の記念の日に、ふくろいの酒「驥山」（国香

酒造）の献酒式について、感染症対策のため、規模を

大幅に縮小して開催しました。事務局のみ出席し、油山

寺の住職からは、「コロナ禍により二年連続規模縮小の

開催となり残念」とのご挨拶を頂きました。一年後こそ

は、社会が安定したうえで通常開催し、大人数で歓談し

ながら「驥山」を飲める日が来ることを祈念しました。市内

では、下記の商工会議所会員店舗で取り扱っておりま

す。事前にお問い合わせのうえ、お買い求め下さい。

■「驥山」取扱店（順不同）
武内酒店 袋井市上山梨４-１-２ パティオ内 0538-48-6035

㈲永田屋 袋井市太田６３-２ 0538-42-4418

㈲酒ハウス・ヤマヤ 袋井市方丈3-５-5 0538-42-2541

ヤマジ酒店 袋井市川井４１６ 0538-43-3534

よろずや酒店 袋井市高尾町２０-９ 0538-42-2311

リカーズ プラスワン 袋井市山名町３-１ とれたて食楽部内 0538-44-2441
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TEL：0538-43-4410  FAX：0538-43-8330
インテリア川島 ㈱川島 袋井市国本2946-1

（旧国道松並木通り）

市内小中学校プール清掃に活用中

◎感染症対策
◎EM活用
◎事業所、ブラインド修理
◎事務所内リノベーション

環境に配慮した微生物土
壌改良資材、EMボカシ、
EM菌。お肌にやさしいプ
ロハーブ化粧品、シャン
プー、EMX飲料特約店。

●カーテン
●ブラインド
●ロールスクリーン
●ジュータン
●クロス、Pタイルetc.

健診結果
無料LINE相談
実施中！

健診結果 異常はありませんでしたか？

⬇こちらから⬇



　静岡製機株式会社（袋井市）は静岡県農林技術研究所茶業研
究センター（菊川市）とカワサキ機工株式会社（掛川市）との3共同
研究機関で「2021年O-CHAパイオニア賞」の「産業技術・商品開
発大賞」を受賞しました。O-CHAパイオニア賞は、茶に関する学術
研究、関連産業、文化の更なる発展に寄与することを目的とし、優れ
た成果を公益財団法人世界緑茶協会（会長：川勝静岡県知事）が
顕彰しています。5月12日にこの表彰式が静岡県庁で執り行われま
した。
　受賞した産業技術・商品開発大賞は、茶の生産や消費に関する
優れた技術や商品等の開発を対象
としており、タイトルは［煎茶・紅茶・

てん茶（抹茶）「近赤外成分分析計」の開発と普及］です。静岡製機株式会社をはじ
め同研究機関では、これまで煎茶・紅茶・てん茶（抹茶）の主要成分を短時間で同
時測定し品質評価する「近赤外成分分析計」を開発，普及させてきました。特に煎茶
の近赤外成分分析計は発売から30年もの間継続して導入され、広く活用されていま
す。この受賞はシリーズ化されたこれらの分析計が、成分・品質を数値で表すデファク
トスタンダードとして荒茶品質の高位安定化と適正取引に寄与し、茶の流通促進、国
内外の消費拡大、茶業の飛躍的振興が期待されるとして評価されたものです。

　㈱ウインズは、デイサービス・グリーンを中心に、福祉介護事業を展開しております。今後は、
「フレイル」という健康と要介護の間にいる方を対象とした予防に特化したサービスをはかってい
きたいと考えています。
　この度、機能訓練型要介護のノウハウをベースに、フレイル予防に最適なコンディショニングプロ
グラムを開発し、新たな事業展開をはかっていくことに挑戦し、袋井商工会議所の支援を受けて、静岡県の経営革新計
画に採択されました。
　日常生活での柔軟性やバランス、筋力維持・向上は、個人個人によって負荷
やメニューを変えることが重
要で、介護予防だけでなく、
アスリート向けのパフォーマン
スアップやケガの予防を図る
こともできます。
　ご興味があれば是非ご連
絡ください。

経営革新計画承認企業 ㈱ウインズ
テーマ フレイル予防に向けたコンディショニングプログラムの開発と提供

静岡製機株式会社 様が「2021年 O-CHAパイオニア賞」を受賞されました静岡製機株式会社 様が「2021年 O-CHAパイオニア賞」を受賞されました

企業概要企業概要
【企業名】株式会社ウインズ
【代表者】寺坂　ヱ
【所在地】袋井市下山梨1-13-11
【業　種】老人福祉・介護事業(854)
【 T E L】0538-49-3358
【URL】https://www.
　　　　conditioning-a-plus.com/

企業概要企業概要
【企業名】静岡製機株式会社
【代表者】鈴木直二郎
【所在地】袋井市諸井1300
【業　種】農業用機械製造業
　　　　（除く農業用器具）
【 T E L 】０５３８－２３－２０００

５月１日より、本社が移転しました。
移転先：袋井市諸井１３００

近赤外成分分析計

3ふくろい商工会議所だより［Vol.320］� TEL.0538-42-6151

浜松市中区砂山町336-4
Tel.053-454-1199  Fax.053-456-4864

http://www.teikei-sh.jp

～ 人間力で安全、安心をご提供します ～
創業　昭和55年12月

浜松帝国警備保障株式会社



最低賃金に関する商工会議所の主張最低賃金に関する商工会議所の主張
2021年5月

袋井商工会議所
日本商工会議所

1.危機的な経済情勢を反映した新たな政府方針の設定を
◎「より早期に全国加重平均1,000円になることを目指すとの方針を堅持する」という政府方針に対し、多くの
中小企業から、「コロナ禍で昨年度と同様に危機的な経済情勢であるにも関わらず、再び中小企業の経
営実態を超える大幅な引上げが行われるのではないか」といった不安の声が聞かれている。

◎政府は、企業における「事業の存続」と「雇用の維持」が最優先課題であるとの認識のもと、最低賃金に関
しては現下の危機的な経済情勢や賃上げの実態を反映した新たな方針を設定すべき。

2.コロナ禍の危機的な経済情勢を踏まえ、「現行水準の維持」を
◎コロナ編の収束が見通せない中、幅広い業種の企業が現在の最低賃金額を負担に感じており、特に「宿
泊・飲食業」では8割の企業が負担を感じている。

◎最低賃金は下方硬直性が強く、たとえ景気後退局面であっても実質的に引下げることはできない。このた
め、更なる景気後退により業況が悪化すれば、企業は雇用調整せざるを得ない状況になることが十分に予
見される。

◎最低賃金は、政府方針に基づく「引上げありき」ではなく、明確な根拠のもとで納得感ある水準を決定すべき。
◎今年度は、中小企業の経営実態や足下の景況感、地域経済の状況や雇用動向を踏まえ、「現行水準を
維持」すべき。

3.中小企業が自発的に賃上げできる環境の整備を
◎政府は賃金水準の引上げに際して、強制力のある最低賃金の引上げを政策的に用いるべきではない。
◎生産性向上や取引適正化への支援等により中小企業が自発的に賃上げできる環境を整備すべき。

4.地域の経済実態に基づいたランク制の堅持を（全国一元化には反対）
◎仮に、最低賃金を全国で一元化すれば、地方では、雇用の担い手である中小企業が経営不振に陥り、労
働者は仕事を求めて都市部へ移動することが予見される。

◎そうなれば、地方創生はおろか、地域経済の一層の衰退、中心市街地の更なる疲弊、地域間格差の拡大
に一層拍車をかけることになるため、全国一元化には反対。

◎各地域の経済実態を反映し、目安額を決定している現在のランク制は堅持すべき。
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剪定・伐採・外構工事

〒437-0065　袋井市堀越3-7-8
TEL 090-1476-4065

gmail : niwairoha4432@gmail.com

戸田  義満

い ろ 　 　 は 　 　 て い

彩葉庭

→

国や県で受動喫煙防止対策が進められる中、日本一健康文化都市の実現を
目指す袋井市では、受動喫煙防止対策に加え、喫煙者の減少に努めるほか、
たばこによる健康への影響から、「未来を担う子どもや妊婦」を守ることに重点
を置き、更に一歩踏み込んだ対策を講じていくため、本条例を制定しました。
今後は、制定した条例に基づき、市、市民、保護者及び事業者の協働により、た
ばこによる健康への影響のないまちを目指して取り組んでいきます。

たばこ事業法に規定する
製造たばこ及び製造たばこ
代用品をいいます。

たばこの
定義

袋井市総合健康センター
健康づくり課健康企画室

電話:0538-84-6127 
FAX:0538-42-7276
E-mail:
kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp
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募集対象
０歳児～２歳児

住所 〒437-0023 袋井市高尾町２６-２ 浅羽ビル１階
電話 ０５３８-３１-２９１１  ＦＡＸ ０５３８-３１-２９１２

商工会議所会員企業・
事業所の皆様へ

園児募集
年間を通じて随時募集中！！

キラット保育園は、どまんなか袋井まちづくり㈱が
運営する袋井市認定の保育園です。

国や県で受動喫煙防止対策が進められる中、日本一健康文化都市の実現を
目指す袋井市では、受動喫煙防止対策に加え、喫煙者の減少に努めるほか、
たばこによる健康への影響から、「未来を担う子どもや妊婦」を守ることに重点
を置き、更に一歩踏み込んだ対策を講じていくため、本条例を制定しました。
今後は、制定した条例に基づき、市、市民、保護者及び事業者の協働により、た
ばこによる健康への影響のないまちを目指して取り組んでいきます。

たばこ事業法に規定する
製造たばこ及び製造たばこ
代用品をいいます。

たばこの
定義

袋井市総合健康センター
健康づくり課健康企画室

電話:0538-84-6127 
FAX:0538-42-7276
E-mail:
kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp



4月の業況指数（ＤＩ指数）

ＬＯＢＯ調査とは

LOBO －商工会議所早期景気観測調査－
4月のポイント「業況DIは、回復基調続くも、厳しさ残る 先行きは感染再拡大に伴い、警戒感強まる」
LOBO －商工会議所早期景気観測調査－

4月のポイント「業況DIは、回復基調続くも、厳しさ残る 先行きは感染再拡大に伴い、警戒感強まる」

【2020年度の採用実績の動向】【新型コロナウイルスによる経営への影響】
【改正高年齢者雇用安定法への対応状況】

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。

〈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
した割合から「不調」と回答した割合
を引いたものです。

　今回の業況DIは▲２５．３ポイント。中国・米国などの海外経
済の回復により半導体・電子部品関連の製造業が生産増によ
り牽引したほか、巣ごもり需要関連で売り上げが堅調な小売業
など全体を押し上げた。一方、まん延防止等重点措置の実施に
伴う営業時間短縮や観光需要は低迷。依然厳しさは残る。
　先行きはワクチンによる感染抑制効果や、海外経済回復に
伴う自動車・電子部品関連の生産増に期待する声が聞かれ
る。小売業などはコロナウイルスの感染状況により業況がかなり
変わってくる。先行きは厳しい見方が広がっている。

【各業種から寄せられた特徴的なコメント】
【建設業】「リフォームや店舗のリニューアル工事の案件が増えてき

ているが、米国の新築住宅の需要急増やコンテナ不足を背景
に輸入木材の仕入価格が上昇しており、今後の収益圧迫を懸
念している」（一般工事業）「若手従業員確保のため、昇給や労
働時間短縮など待遇改善を検討しているが、民間工事減少な
ど先行き不透明な経営環境で進められずにいる」（管工事業）

【製造業】「ネット販売や業績が好調な取引先からの受注により
売上を確保しているが、砂糖の仕入価格が上昇し、採算は悪
化。今後、新商品や現行商品のリニューアルに伴う価格転嫁
を進めていきたい」（調味料製造業）「鋼材価格の値上げでコ
スト増となっているが、物流がストップしていた前年同月比では
売上・採算ともに改善」（自動車部品製造業）

【卸売業】「前年同月は新茶の販売前の緊急事態宣言で売上
が落ち込んだが、今年は巣ごもりによる家庭内の需要増加や
ネット販売の受注増加により、売上は改善。今年の新茶は好
天により品質がよいため、予約特典や贈答用の販促に力を入
れ、さらなる売上改善を図りたい」（茶類卸売業）「吸音材や
絶縁材料など、自動車や電子部品製造業向けの製品の引き
合いが伸びており、売上は改善」（繊維品卸売業）

【小売業】「緊急事態宣言による買いだめなどの影響で売上が
大幅に増加した前年同月比では売上・採算ともに悪化」（スー
パー）「家電製品やインテリア、園芸用品などの在宅時間を充
実させる製品の売上が堅調に推移しており、業況は改善。来
月にかけて花や野菜の苗の品揃えを強化し、春のガーデニン
グ需要の取り込みを図る」（ホームセンター）

【サービス業】「主要顧客である自動車関連の生産回復に伴
い、輸送量が持ち直している」（運送業）「緊急事態宣言の影
響により、90近く売上が落ち込んだ前年同月比では売上は改
善。ただし、例年であれば大きな売上を見込める歓送迎会など
の宴会予約がほぼゼロとなっており、依然厳しい状況が続い
ている」（宿泊業）

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲２５．３ ▲１５．５ ▲２４．１ ▲２７．０ ▲２３．５ ▲３３．５

関東 　 　 　 　 　

▲２５．１ ▲２５．３ ▲１９．２ ▲２４．６ ▲３０．８ ▲２６．５

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲２９．０ ▲２０．６ ▲２３．５ ▲３１．５ ▲３２．９ ▲３５．６

関東 　 　 　 　 　

▲２５．５ ▲２６．６ ▲１６．９ ▲２８．１ ▲３４．６ ▲２５．０

　 　 　 　
良好 ほどほど 不調 極めて不調
０．１以上 ▲１０未満 ▲２０未満 ▲２０以上

■ LOBO調査　業況天気図（前年同月比：2021年4月）

■ LOBO調査　業況天気図（先行き見通し：2021年5月～2021年7月）

1.6

30 1.5

3.1
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お問合わせ：

源泉所得税納付手続き指導会

●貸付対象　小規模事業者
●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
●資金使途　運転資金、設備資金

●金利　1.21％（令和3年6月1日現在）
　※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

　個人事業者の専従者、従業員の
源泉所得税納付手続きは7月12日
㈪までです。
　右記のとおり指導会を開催いたし
ますのでお気軽にご利用ください。

【日　時】7月1日㈭～12日㈪9：00～12：00／13：00～16：30
【会　場】袋井商工会議所1 階F-Ｓｔａｔｉｏｎ（袋井市高尾1129-1）
【持　物】①一人別の源泉徴収簿（又は給与明細） 
　　　　②給与所得者の扶養控除移動申告書　③納付書
【駐車場】まちなかにぎわい駐車場（袋井市三門町：駅前ローソンの北西）
【問合せ】袋井商工会議所 Ｆ-Ｓｔａｔｉｏｎ TEL 0538-42-6151

F-Ｓｔａｔｉｏｎ事業者向け支援のご案内

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

■定例なんでも相談会　完全予約制

■静岡県よろず支援拠点「なんでも経営相談会」　完全予約制

■事業承継個別相談会　完全予約制

■融資相談会　完全予約制

■その他の経営相談

■新型コロナウイルス対応のための経営相談会　完全予約制

会場：袋井商工会議所　予約、お問合せ ＴＥＬ0538-42-6151  Ｅ-mail fkcci@fukuroi-cci.or.jp

〇詳細はお問合せください〇

日時 内容 専門家等

7月9日㈮
13：30～ 16：00

コロナ特別貸付、創業融資、
運転資金、設備資金　ほか

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

日時 内容 専門家等
7月15日㈭
9：30～ 16：00 販路開拓、各種補助金ほか 静岡県よろず支援拠点

コーディネーター

日時 内容 専門家等
月曜日～金曜日
9：00～ 17：00

・事業資金お借入れ　・販路開拓
・経営革新計画　　　・新事業展開　ほか F-Ｓｔａｔｉｏｎ経営支援員

各種補助金・助成金、経営改善、
事業転換・再構築、
BCP作成・見直し（事業継続力強化計画）  ほか

日時 内容 専門家等
7月7日㈬・13日㈫
21日㈬・27日㈫

10：00～17：00  

中小企業診断士
　竹内康博 氏
　村越誠也 氏

日時 内容 専門家等
7月8日㈭
9:00～ 15：30

親族内承継、第三者承継、
事業承継税制ほか

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

日時 内容 専門家等

7月8日㈭
13：30～ 16：00

法律相談（トラブル、整理ほか） 佐々木法律事務所
むつみ司法書士事務所

労務相談（助成金、働き方改革 ほか） 中村社会保険労務士事務所
税務相談（節税、贈与税、相続税 ほか） 東海税理士会磐田支部派遣税理士
ＩＴ相談（パソコン操作、ＨＰ、ＺＯＯＭ活用 ほか） 遠州パソコン寺子屋
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袋井商工会議所共済・福祉制度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　☎0538-42-6151
●アクサ生命保険㈱袋井分室　☎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

主な支援策
●経営革新計画とは●

　経営革新計画とは、中小企業・小規模事業者が「新事業活動」に取り組み、「経営の
相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。策定計画を通
して現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できるほか、県に計画が承認され
ると様々な支援策の対象となります。
　「新商品のアイデアがある。」、「他にはないサービスを展開したい。」などの考えをお持ち
の会員の皆さま、「経営革新計画」に挑戦してみましょう！

◎保証･融資の優遇措置
◎補助金による支援措置
◎販路開拓の支援　他

◉ 主なイベントスケジュール
 〈その他予定はエコパHP（http://www.ecopa.jp/）へ〉

※予定は変更になる
　場合があります。

小笠山総合運動公園エコパ小笠山総合運動公園エコパ小笠山総合運動公園エコパ編集
後記
編集
後記

開催日 開催イベント
静岡県ユースサッカーリーグ6/19㈯

慶應義塾大学VS東海大学JUNE PRIDE（静岡県ラグビー協会）
6/20㈰

6/26㈯

静岡県成年国体予選（ハンドボール）
東京２０２０オリンピック　聖火リレー

第７回静岡県レディースバドミントントリプルス競技大会
静岡県庁距離・投てき記録会

静岡県陸上中学校選抜兼国体選考会
静岡県西部フットサルリーグ

静岡県アーチェリー協会　記録会

6/23㈫

6/27㈰

　５月以降、県内で新型コロナウイルス感染者数の高止ま
り傾向が続いています。会員事業所の皆様におかれて
は、収入減少や業種転換を強いられるなど、苦境が続いて
いることと思われます。　
　当所では、様々な支援策をご提案させていただきますの
で、どうぞ遠慮することなく積極的にご利用ください。

経営革新を推進した当所役職員一同

　私は、笠原地区にて、地域に密着した事業を営んでいます。
　またそのかたわら、市内の陸上クラブに所属し、「しずおか市町対抗駅伝」という大会に出場するた
めに、朝晩、長距離走の練習に励んでいます。
　補欠の年が続いた中で、2018年に9年ぶりに正選手として大会に出場することができました。その
ような挑戦が聖火ランナーという舞台につながりました。
　当日は、地域の方に感謝し、また部活を頑張る子どもたちに「あきらめない心」を伝えながら、できる
だけゆっくり走りたいと思います。

～聖火リレーランナーに選出されて～
有限会社高橋モータース（袋井市山崎5363）　代表取締役社長　高橋俊明 氏

2年連続！ 令和３年度 経営革新推進賞を授与2年連続！ 令和３年度 経営革新推進賞を授与
　去る5月28日㈮、静岡県が令和2年度における中小企
業の経営革新計画策定支援に功績があった商工団体
や個人に授与する「経営革新推進賞」授与式が磐田
商工会議所にて行われました。
　当所は令和元年度に続いて2年連続の受賞となり、
令和元年度比21件の増加である33件の承認や、経営
指導員一人あたりの承認件数が県内1位となるなど、県
内でもトップクラスの成績を収めることができました。
　今後も会員の皆さまの新たな挑戦を強力に後押しす
るべく、これまで以上に経営革新計画の作成支援に取
り組んでまいります。
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