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2 … 青年部4月度定例会「通常会員総会」を実施しました
　　 エコアクション２１の認証取得を支援します 
　　 女性会第29回通常総会実施
3 … 事業継続力強化支援計画に係る変更承認
　　 自転車通勤推進企業宣言プロジェクト 
5 … 「どまんニャかＭＡＰ」VOL.３　発刊のお知らせ
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
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　　 F-Ｓｔａｔｉｏｎ事業者向け支援のご案内令和3年度
　　 事業者向け補助金
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エコアクション２１の認証取得を支援しますエコアクション２１の認証取得を支援します
「エコアクション２１」とは、中小企業等の環境への取
組を促進するため、環境省が策定した国内版環境マネ
ジメントシステムです。
取得することのメリットは、
①経営面での効果も期待！
②取引や補助の条件に適合！
③社会からの信頼を獲得！
袋井市・掛川市・菊川市では、認証取得支援セミナー

（７月～12月の全5回）を合同で実施します。セミナーで
は、審査人のサポートが受けられますので、取得をお考え
の皆様は、ぜひ御参加ください。

袋井商工会議所女性会
第２９回通常総会実施
袋井商工会議所女性会
第２９回通常総会実施

袋井商工会議所青年部4月度定例会「通常会員総会」を実施しました

　去る4月26日㈪、袋井新産業会館2
階あきはホールにて、女性会通常総会
を実施しました。
　来賓として、豊田副会頭および川越
専務理事にご臨席賜り、令和2年度
事業報告、令和3年度収支予算計画 
等4件の議案を上程し、全て原案通り可決されました。
　総会終了後、豊田副会頭より「三浦 環さん」をテーマに
したご講演をいただき、続いて毎年恒例のスローエアロビッ
クダンスを全員で行いました。
　今年度は会員26名でスタートし、会員増強を図りながらコ
ロナ禍に負けない元気が出る事業・参加したくなる事業を、

女性の視点で
展開して参り
ます。

　去る4月22日㈭袋井新産業会館キラットあきはホールにて青年部4月度定例
会「令和3年度第29回通常会員総会」が開催されました。
　来賓には、原田英之袋井市長・水谷欣志袋井商工会議所会頭・宮沢博行
衆議院議員・伊藤和子静岡県議会議員・豊田浩子袋井商工会議所副会
頭・高木英伸青年部OB会長・赤堀宏静岡県連会長・山下智輝静岡県連専
務理事の8名にご臨席いただき、令和2年度事業報告・収支決算、令和3年度

事業計画・
収支予算をはじめとした議案が承認されました。
　今年度は白井会長のもと令和3年度スローガン『【勇
気をもって夢に挑む】～未来を創るのは俺たちだ！～』を
掲げ、地域・駅前の活性化や会員、異業種間の交流、
地域との連携を図った事業運営などを重点事業として
活動します。
　明るい未来を夢見る創造者として、新たな時代への
挑戦者として、地域、企業の希望となるよう勇気を持っ
て前進できるよう精進して参ります。

＜事前説明会＞
【日　時】2021年6月11日㈮　13:30～15:30
【会　場】袋井市役所３階302会議室
　　　　袋井市新屋１-1-1
【参加料】無料
【申　込】5月28日㈮までにファクス・または
　　　　Eメールでお申込みください。
【問合せ】袋井市環境政策課環境企画係
　　　　電話 44-3135　FAX 44-3185
E-mail  kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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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⬇



　近年、大規模な自然災害に加えて、新型コロナウイルスなどの感染症リス
クも顕在化しています。これらの影響は、個々の事業者の経営だけでなく、取
引先などにも大きな影響を及ぼすおそれがあります。

　このため、中小企業庁は、「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する
法律（中小企業強靱化法）」を提出。令和元年7月16日に施行し、中小企業の防災・減災への取組を「事業継続力強化
計画」としてとりまとめ、国が認定する制度を創設しました。

　認定を受けた中小企業は、税制措置や金融支援、補助金の加点などの
支援策が受けられます。 
　計画に記載する項目の事例は以下の通りです。

　◇ハザードマップ等を活用した自然災害リスクの確認方法
　◇安否確認や避難の実施方法など、発災時の初動対応の手順
　◇人員確保、建物・設備の保護、資金繰り対策、情報保護に向けた具体的な事前対策
　◇訓練の実施や計画の見直しなど、事業継続力強化の実行性を確保するための取組　等

　袋井商工会議所は、静岡県から事業継続力強化計画の認定を受けまし
た。今後、災害等が発生した場合は、この計画をもとに袋井市等と連携して皆
様の支援にあたる他、強化計画の作成への支援や広報も行っていきます。

　「難しい」「関係ない」と思われるかもしれませんが、まずはハザードマップの確認や連絡網の作成など、簡単な事から取り
組んでいきましょう。

「事業継続力強化計画」の
認定を受けましょう

「事業継続力強化計画」が
認定されると

「事業継続力強化支援計画」の
認定を受けました

事業継続力強化支援計画に係る変更承認

通勤手当や社有車や駐車場の維持にかかる
固定費などの削減が期待されています。

時間管理力や集中力の向上による仕事の成果や対人関係
など、生産性がアップするといわれています。

環境に優しい、健康的など事業者のイメージアップや
社会的な評価につながることが期待されています。

自転車通勤を認めることで、雇用の対象範囲が広がり、
雇用の拡大につながるといわれています。

自転車は約500mから5km弱の近・中距離での通勤時間の
短縮に効果的であり、定時制にも優れているといわれています。

自転車による運動は、内臓脂肪を燃やし、体力や筋力の
維持・増進に効果的であり、がんや心臓疾患による
死亡・発症リスクの軽減が期待できるといわれています。

適度な運動に加え、電車やクルマの移動では得られない心地よさ
が得られるため、気分・メンタルの向上につながるといわれています。

すべての基準を満たす企業・団体を「自転車通勤推進企業」宣言プロジェクトの「宣言
企業」に認定します。宣言企業に認定されると、自転車通勤を推進する企業・団体として
企業・団体名が紹介されます。
自社のホームページや名刺等に宣言企業の認定ロゴマークが使用できます。
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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



アクサ生命保険株式会社 静岡支社 遠州営業所　〒436-0079 静岡県掛川市掛川551-2  掛川商工会館2F  TEL 0537-23-1097
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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

→

「どまんニャかＭＡＰ」VOL.３　発刊のお知らせ「どまんニャかＭＡＰ」VOL.３　発刊のお知らせ
　袋井商工会議所では、過去２回、商工会議所推奨品プレミアム認定

品として市内名産品を掲載した冊子「どまんニャかＭＡＰ」を作成し、Ｐ

Ｒしてきました。この度、新型コロナウィルスの影響を鑑み、市内のお土

産品・飲食店をなるべく多く掲載し、市民のみならず袋井市に遊びに来

た方に買ってもらえる、食べてもらえるよう広くＰＲしていきたいと考え、

「どまんニャかＭＡＰ　ＶＯL.３」を3/22発刊することになりました。市内

会員事業所から掲載品として「我が社の自慢の逸品」を募集し、掲載

しております。

　袋井市役所他、市内ビジ

ネスホテル等に配架してお

りますので、是非ともお手に

とってご覧ください。

①「クラウンメロン」　静岡県温室農業協同組合　クラウンメロン支所
②「マドレーヌ」　ラウンドテーブル
③「丸福の肉餃子」　有限会社丸福
④「國香酒造　純米吟醸　日本酒ケーキ」　patisserie季季
⑤「法多山名物厄除だんご」　法多山名物だんご企業組合
⑥「どまんニャか袋井　季節のジェラート」
 　有限会社げんき（じぇらーとげんき）
⑦「ふくろい遠州の花火弁当」　株式会社さのや会館

⑧「お茶のパウダー」　にしたな株式会社
⑨「お湯だし煎茶　ティーバッグ」
 　にしたな株式会社
⑩「月夜摘み茶」　荻原製茶
⑪「新　鬼番ほうじ茶」　荻原製茶
⑫「白葉茶『つきしろ』」　安間製茶
⑬「復刻熟成紅茶Papa Tea」　西村農園
⑭「２９６１BLEND」
 　２９６１COFFEE（フクロイコーヒー）
⑮「カフェオレベース」
 　自家焙煎珈琲豆まめやかふぇ
⑯「純米吟醸　國香」　國香酒造株式会社
⑰「ふくろいの酒　驥山」　袋井商工会議所

袋井商工会議所

推奨品プレミアム
認定品

１７品
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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。
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3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－
3月のポイント「業況DIは、持ち直しの兆しも、依然厳しい状況先行きは回復への期待感みられるも、警戒感続く」
LOBO －商工会議所早期景気観測調査－

3月のポイント「業況DIは、持ち直しの兆しも、依然厳しい状況先行きは回復への期待感みられるも、警戒感続く」

【2020年度の所定内賃金（正社員）の動向】【新型コロナウイルスによる経営への影響】

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、持ち直しの兆しも依然厳しい状況。▲３５．
３ポイントで前月比＋１１．５ポイント。飲食料品・家電製品を中心
に巣ごもり消費に下支えされた小売業での業況感が改善した。
しかし、影響が続く企業は６割を超え、オンライン活用や業態転
換で対応を図っている。経営上の対策としては、「製品・サービ
スの生産・販売計画の見直し」が３３．７％で最も多く、次いで
「従業員の勤務体制の見直し」「価格の見直し」になった。３密
を避けるための対策を行いつつ、生き残りを図ろうとする中小企
業の姿勢がうかがえる。

【各業種から寄せられた特徴的なコメント】
【建設業】「公共工事は国土強靭化の予算増額を受け、今後も受注
増を見込んでいる。ただし、企業の設備投資については減少傾向

が続いているほか、鋼板等の建設資材の価格上昇による採算の
悪化を懸念している」（一般工事業）「給排水設備など公共工事
の受注により売上を確保しているが、民間工事の減少に伴い、公
共工事の入札事業者が増え、競争は激化している」（管工事業）

【製造業】「新型コロナウイルスの影響を受け始めた前年同月比
では業況は改善。新規顧客の開拓を続けてきた結果が出始
めており、販売先増加により、売上を確保している」（水産食料
品製造業）「産業用ロボット、半導体製造用、プラスチック成型
機の受注が伸び、売上は改善。ただし、原材料価格が上昇し
ているため、今後は販売価格を交渉し、採算確保を図る必要
がある」（金属熱処理業）

【卸売業】「1都3県の飲食店からの引き合いが鈍かったが、宣言
解除後は売上回復を見込んでいる。従来はBtoBの取引を主に
行っていたが、今後はBtoCの販路開拓をしていくため、ECサイ
ト構築を予定している」（農畜水産物卸売業）「光ファイバーケー
ブルやネットワーク機器を商材として扱っており、コロナ禍でも売
上は堅調。今年度は県・市からの受注が大半を占めたが、今後
は民間からの受注に期待したい」（一般機械器具卸売業）

【小売業】「地域の新規感染者数が減少に転じたこともあり、若年
層、ファミリー層を中心に週末の来店客数が増加し、業況は改善。
先行きについても、新生活の準備や贈答品の需要増による売上
増加を期待している」（百貨店）「マスク着用が習慣化されたことか
ら、今後は消費者からの需要が高まっているスキンケア商品の品
揃えを強化し、売上改善を図る。昨年は新型コロナウイルス感染拡
大の第一波により3月から休業を余儀なくされたため、前年同時期
との比較では、先行きは改善する見込み」（化粧品小売業）

【サービス業】「自治体による地元住民限定の宿泊割引キャン
ペーンの効果で、客数が増加し、売上の大幅な改善につながっ
た」（宿泊業）「貸切パーティーなど、大人数での売上が見込め
ないため、ランチメニューの充実などを含め、『おひとりさま』に対
応したサービスを検討し、今後の売上確保を図る」（飲食業）

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲３５．３ ▲１８．４ ▲３３．６ ▲３５．０ ▲３３．９ ▲４８．５

関東 　 　 　 　 　

▲３４．０ ▲２４．７ ▲２６．６ ▲３５．１ ▲２８．４ ▲４９．６

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲２９．１ ▲２６．９ ▲２１．２ ▲２５．８ ▲３３．６ ▲３５．７

関東 　 　 　 　 　

▲２３．３ ▲２８．８ ▲７．３ ▲２９．８ ▲２８．４ ▲２９．０

　 　 　 　
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3月）

■ LOBO調査　業況天気図（先行き見通し：2021年3月～2021年5月）
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お問合わせ：

令和3年度　事業者向け補助金

●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5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

■ 小規模事業者持続化補助金「一般型」「低感染リスク型ビジネス枠」
■ 小規模企業経営力向上事業費補助金
■ 中小企業等事業再構築促進補助金
■ ものづくり・商業・サービス補助金
■ ＩＴ導入補助金

お問合せ　袋井商工会議所 Ｆ-Ｓｔａｔｉｏｎ　TEL 0538-42-6151
詳細は各専用サイトでもご確認いただけます。

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

■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

■事業承継個別相談会（会場：袋井商工会議所）　完全予約制

■融資相談会（会場：袋井商工会議所）　完全予約制

■その他の経営支援（会場：袋井商工会議所）

■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

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

〇詳細はお問合せください〇

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

6月11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
6月17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

日時 内容 専門家等
6月2日㈬・8日㈫
16日㈬・22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
6月10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
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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

企業概要企業概要
【企業名】有限会社お茶の宝玉園
【代　表】寺田 直樹
【所在地】袋井市豊沢860番地
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】0538-43-2417
【 Ｕ Ｒ Ｌ 】http://hougyokuen.com/

駐日ベトナム大使から表彰される

◉ 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

経営革新計画承認企業

テーマ エリア配達支援員による
高齢者向け宅配弁当への事業展開

当社は、㈱はままつ給食の関連会社として40年前より県西
部の企業や養護学校向けに宅配弁当の製造・販売を行って
おります。上食、特上食、ヘルシー弁当、ロイヤル弁当、特別メ
ニューなど各種弁当を取り揃えており、防腐剤は入れずに食
材はその日に処理しています。「うまい」「安い」「安全」をモッ
トーに、健康と安全を最優先に考え、お客様に喜ばれるお弁当
作りを目指しております。
近年、高齢者人口の増加に伴い、高齢者向けの買い物

サービスや宅配サービス事業は伸びてきております。また、高齢
者の孤独死が社会問題となってきており、地域老人の見守り
の一つとして弁当の宅配サービスが注目されてきています。そ
こで、新しい仕組みとしてエリア配達支援員を育成し、高齢者
向け宅配弁当への展開を図ります。
【経営革新のポイント】

①近隣の高齢者宅にお弁当を届け、見守り
　サービスをするエリア配達支援員の仕組み構築
②「柔らか食」「カロリー・
　塩分の管理食」などの
　高齢者向け宅配弁当
　の開発。

企業概要企業概要
【企業名】株式会社西部給食
【代　表】藤原 徹
【所在地】袋井市徳光１５番地の１
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】0538-43-4600
【 Ｕ Ｒ Ｌ 】https://seibukyushoku.jp/

㈱西部給食

開催日 開催イベント
全日本U-18フットサル選手権大会静岡県大会5/16㈰
全国高校総体バレーボール競技静岡県大会5/22㈯
矢崎榛原/島田ジュニア/羅針盤5/23㈰

全国高校総体バスケットボール競技静岡県大会5/29㈯・30㈰

先月より、会議所だよりを担当させていただくこ
ととなりました。一人でも多くの会員の皆様に
目を通してもらえるような紙面作りに努めて参り
たいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

　VN静岡（「在静岡県ベトナム人会」代表・ドアン・ソン・トウン）と袋井ベトナム友好協会
（会長・浅羽一芳）はこのほど、ヴ―・ホン・ナム駐日ベトナム大使から表彰を受けた。昨
年夏、コロナ禍に苦しむ在日ベトナム人にお米やベトナム食品の配布、度重なる水害に苦
しんだベトナム中部のトアン・ティエン・フエ省の越日友好協会に救命胴衣の提供、中学
校にパソコン関連資材の提供などの活動が評価されたもの。
　VN静岡の本部は袋井市内にあり積極的な活動をしている。表
彰式にはコロナ禍が心配されたためVN静岡の代表者が出席した。

経営革新計画承認企業

テーマ お茶文化振興に向けた取り組み
「お茶マイレージ」作戦による販売拡大

当社は創立明治31年、茶製造販売業とし
て主に緑茶の他、食茶、発酵茶を取り扱って
いる。農薬無散布一番茶の自園産茶葉から
各種茶商品を自製・自販する茶専門店であ
り、世界緑茶コンテストで金賞・フロンティア賞、国際銘茶品評会で金
賞・銀賞も受賞した。商品開発にも力を入れ「ほうじ茶かりんとう」「お
茶っこ茶だんご」「和紅茶」「白茶」「和製美発酵茶 黒寿眉」などの
新商品を市場に出して、お茶の普及に取り組んでおります。
近年、お茶には健康増進、免疫力アップなどの効用が報告されて

おります。この程、奈良県立医科大学から「お茶で新型コロナウイル
ス無害化、１分で最大９９%」というニュースも報道されています。この
ようなお茶の良さを若者に訴え掛け、習慣的に飲んでもらえるよう普
及を図りたいと願っております。
そこで、消費者にお茶への興味を持ってもらい、お茶を飲む事が習
慣となるように「お茶マイレージ」という仕組みを提供することで、お茶文
化の振興と共に、お茶の販売拡大を計画しました。具体的には、お茶を
飲む毎にスマホでQRコードを読み取ることで１ポイントのお茶マイレージ
を獲得し、目標ポイントに到達するとクーポンが貰える仕組みを提供しま
す。クーポンは実店舗だけで
なく、ネットショップでも使える
ようにして、若者や遠方の顧

客を誘導する
事で販売拡大
に繋げられる
よう努めます。

㈲お茶の宝玉園
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