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令和3年5月21日 　～8月31日 火金商品券の利用期間 令和3年5月21日 ～8月31日 火金商品券の利用期間

市内の登録取扱店舗 専用ホームページでご確認ください。
（A券とB券によって使える店舗がちがいますのでご注意ください）
令和3年5月21日（金）～8月31日（火）
専用ハガキ又はWEBによる事前申込。後日、希望者へ
引換通知書を郵送。（1人1回申込限り有効）
令和3年4月1日（木）～4月30日（金）必着
令和3年5月14日（金）以降順次発送
令和3年5月21日（金）～6月30日（水）
（申込時に引換場所を選択してください。）

問い合わせ先：ふくろい応援商品券申込事務局 ☎30-6561 4/8（木）～4/28（金）平日9：30～17：00

お１人様５冊までお１人様５冊まで

市内在住、在勤、在学
購入対象者

●商品券は市内の取扱店（登録制）でご使用いただけます。
●有効期限は令和3年8月３１日（火）までです。有効期限を過ぎた券は使用できません。
●商品券は交換、売買、現金と引換えできません。また、釣銭はでません。
●盗難、紛失または滅失等に対しては、発行者はその責を負いません。

●商品券はいかなる場合も再発行いたしません。
●商品券は次の場合には使用できません。
・ビール券、図書カード、切手、印紙、プリペイドカードなど換金性の高いもの及びたばこの購入、仕入れ等の事業資金
・株式・先物・宝くじなどの金融商品、土地・家屋等の不動産の支払い
・国や地方公共団体への支払い、公共料金の支払い
・担保に供し、または質入れすること

「ふくろい応援商品券」の
ご利用について
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令和3年5月14日（金）から
順次発送
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順次発送

商品券の
購入申込

令和3年4月１日（木）～
4月３0日（金）必着
令和3年4月１日（木）～
4月３0日（金）必着

2次募集は行いません。必ず事前にお申し込みください。

ハガキによる申込
申込専用ハガキ（※）に住所、氏名、電話
番号、購入冊数、引換場所（①～⑤を選ん
でください）、市内在勤者はお勤め先とお
勤め先の電話番号、市内通学者は学校名
を記入の上、郵送してください。

https://fukuroi-coupon.com

専用ホームページ

ＷＥＢからの申込

4月30日金木 ～4月1日
令和3年 必着

Ｎｏ. 引換場所

①

②

③

④

⑤

⑥

おすすめおすすめ

※申込専用ハガキ付きの応募チラシは、4月13日（火）に新聞折込、公共施設等に配架します。
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商品券の申込みから利用までの流れ商品券の申込みから利用までの流れ

袋井で

取扱店舗

利用期間
販売方法

申込受付期間
引換通知書の発送
引換期間

買って
食べて
利用して！！ 申込

受付期間

専用ハガキ、専用ホーム
ページの申込フォームから
お申込ください。

引換通知書を封書にて
お送りいたします。

引換通知書と代金を持参し、
申込時に希望された商品券の
引換場所にて、ご購入（引換）
をお願いします。

上記の期間において、取
り扱い店舗にてご利用
いただけます。

50,０００冊発行冊数

購入には事前の
申し込みが必要です！

１冊 10,000円10,000円（１,０００円×１２枚綴）
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商品券の引換場所
パティオ2階ホール
（袋井市上山梨4-1-2） 5/21（金）～5/23（日） 10：30～16：30

9：30～16：00

9：30～16：00

9：30～16：00

9：30～16：00

9：30～16：00

5/21（金）・22（土）

5/21（金）～5/23（日）

5/25（火）～6/30（水）平日のみ

5/25（火）～6/30（水）平日のみ

5/23（日）

メロープラザ
（袋井市浅名1027）

浅羽町商工会
（袋井市浅名979-1）

さわやかアリーナ袋井市総合体育館
（袋井市久能1912-1）
袋井市教育会館
（袋井市新屋1-2-1）

袋井商工会議所
（袋井市高尾1129-1 袋井新産業会館キラット2階）

時　間期　間

▲A券（共通券
）

A券（共通券）・・・商品券1枚当たりの額面は1,000円（8枚）全ての取扱店でご利用できます。
B券（応援券）・・・商品券1枚当たりの額面は1,000円（4枚）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。

▲B券（応援券）
一冊の中に
商品券が2種類
ございます。
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1冊

2,000円
お得！！

URL : http://www.fukuroi-cci.or.jp　E-mail : fkcci@fukuroi-cci.or.jp
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2 … 第56回通常議員総会を開催／令和２年度 優良従業員表彰
3 … 新会員紹介／経営改善普及事業発足６０周年記念表彰
　　 高年齢者雇用安定法の改正 
4 … 経営革新計画承認企業 水月・㈱地域をつなぐ
 　　 補助金・助成金活用セミナー
5 … 商工会議所の記帳指導のご案内／健康優良法人2021認定
　　 珠算能力・暗算検定試験１級合格／袋井商工会議所会頭賞受賞
6 … LOBO ―商工会議所早期景気観測調査―
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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／同一労働同一賃金とは
　　 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
8 … ☆きらりと光る経営者☆　キラット保育園さん
　　 職員人事異動／エコパイベントスケジュール／編集後記
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袋井市では、新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが大幅に減少している市
内店舗等の支援のため、昨年7月の第一弾に続き、今年も応援商品券を販売します。生活
を豊かにしてくれる地域のお店を守るため、また地域経済の回復のため、多くの方のご
購入・ご利用をお願いします。

ふくろい応援商品券第２弾を販売します！ふくろい応援商品券第２弾を販売します！
最新情報は
こちら！

登録店舗希望者は、こちらの
QRコードからお申し込み下さい。

●商品券は次の場合には使用できません。　・ビール券、図書カード、切手、印紙、プリペイドカー
ドなど換金性の高いもの及びたばこの購入、仕入れ等の事業資金　・株式・先物・宝くじなどの金
融商品、土地・家屋等の不動産の支払い　・国や地方公共団体への支払い、公共料金の支払
い　・担保に供し、または質入れすること

（水）



令和２年度 優良従業員表彰令和２年度 優良従業員表彰

第56回通常議員総会を開催第56回通常議員総会を開催
　去る3月24日㈬、袋井新産業キラット2階あきはホールにて第56回通常議
員総会が開催され、第1号議案「2021年度　事業計画書（案）について」、
第2号議案「2021年度　収支予算書（案）について」、第3号議案「定款の
一部変更（案）について」を上程し、原案通り可決承認されました。新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため、出席者はご来賓、正副会頭、監事、6部
会長、3層会長、優良従業員被表彰者とさせていただき、議員の方々におか
れましては、動画配信をご視聴いただく形式で、開催を致しました。

2021年度実施事業
●企業の未来をひらく“伴走型の多角的な経営支援で
ビジネスチャンスを共創！”
1．会員企業に対する巡回・窓口相談の積極的な推進
2．「中小企業等経営強化法」、「中小企業強靭化法」、
　「改正小規模事業者支援法」に基づく伴走型支援
　の継続実行
3．国際化への支援
4．人手不足・創業・事業承継への対応
5．新産業・新商品・新サービスの創出、販路拡大へ
　の取り組み

●地域の未来をひらく“地域の多様な主体（市民、企
業、団体）が集い、経営・地域資源が集積する地方創
世の中核拠点を創出！”
1．中心市街地活性化・賑わいづくりに対する貢献
2．地域資源の活用と観光力の強化
3．地域課題解決に対する政策提言・要望活動の積極的展開
4．防災・減災対策に取り組む

●組織の未来をひらく“課題解決力を向上して求められ
る商工会議所へ！”
1．ネットワーク力・情報発信力の強化
2．強い組織・財政・運営基盤の確立
3．関係機関、関係団体との連携・協力の促進

　今年度の優良従業員表彰では、永年勤続かつ勤務成績優
秀な22名の方々が被表彰者に選ばれました。 
　被表彰者の皆様の功労を称えると共に、さらなるご活躍をお祈
り申し上げます。    

事 業 所 名 氏　名 勤続年数
株式会社佐野 柴田　大介 20年10ヶ月
松本油脂製薬株式会社 静岡工場 松永　和己 20年10ヶ月
フクロイ乳業株式会社 北原早也佳 13年2ヶ月
サンワ化学株式会社 萩原　康介 11年11ヶ月
サンワ化学株式会社 西野　友善 11年2ヶ月
塚本建設株式会社 秋山　恭広 10年9ヶ月
さくら交通株式会社 稲垣　隆治 8年10ヶ月
さくら交通株式会社 廣岡　和好 6年6ヶ月
株式会社ユタカ工業 小木　信哉 6年2ヶ月
株式会社ビルドマルメイ 袴田　晃代 5年11ヶ月
株式会社ユタカ工業 星野　優也 5年1ヶ月

事 業 所 名 氏　名 勤続年数
65年

丸尾興商株式会社 片田　淳司 42年
塚本建設株式会社 前田　宏二 39年
ネオファーマジャパン株式会社 袋井工場 春岡　高浩 39年
ネオファーマジャパン株式会社 袋井工場 加藤　芳毅 39年
ポーラ化成工業株式会社 袋井工場 田中　義典 38年11ヶ月
丸尾興商株式会社 鈴木ナミエ 36年
株式会社サンワネッツ 新 村　 篤 23年10ヶ月
株式会社竹原園製茶場 榑 松　 豊 23年
株式会社竹原園製茶場 倉島　正裕 21年10ヶ月
静岡製機株式会社 原　 千 恵 21年6ヶ月

※令和3年3月末日時点での勤続年数【被表彰者一覧】（敬称略・勤続年数順）
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高年齢者雇用安定法の改正～70歳までの就業機会確保～
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその

能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律」（高年齢者雇用安定法）の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。 
今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢

を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。
申請・お問い合わせ先

◆改正法や高年齢者就業確保措置について詳しくは、ハローワーク磐田へお問い合わせください。 電話0538-32-6181

商工会議所では新規会員を随時募集しています。
お知り合いで非会員の方がいらっしゃいましたら、
ぜひご紹介ください。

会員数：1584事業所（令和2年3月10日現在） 敬称略

入会ありがとうございました。
新会員紹介新会員紹介 新規会員

募集中

経営改善普及事業発足６０周年記念表彰経営改善普及事業発足６０周年記念表彰
　去る3月18日㈭、日本商工会議所におきまして、経営改
善普及事業発足60周年記念表彰式がオンラインで行わ
れました。
　優良商工会議所としまして全国515商工会議所中、10
の商工会議所が経済産業大臣表彰を受けられ、当所がそ
のうちの一つとして、過去10年間の会員・非会員を問わな
い小規模事業者への経営支援業務を中心に非常に高い
会員組織率など総合的に判断された結果、この度、大変
名誉ある賞をいただきました。
　今後も引き続き、企業の成長ステージに応じた最適な解
決策を提案して参ります。

地　区 事業所名 代表者 業　種
上山梨 石川造園 中山　義仁 造園工事業
天神町 輝塗装 鈴木　稜輝 塗装工事業
堀越 Ａ ｓｍｉｌｅ ｉｓ．． 山口　裕美 美容業
田町 ドットコムリード 山本　敏匡 ホームページ製作・インターネット随サービス業
国本 ㈱マックスジャパン 村松　　篤 宿泊業・旅行業
方丈 Ｍｏａｎｉ 後藤さやか エステティック業
川井 ㈱SL－SWITCH 酒井　大輔 美容業
高尾町 HINA助産院 鈴木　映美 助産所
浜松市 I．B．エンタープライズ 荒井　　豊 経営コンサルタント業
浜松市 鈴木宜二技術士事務所 鈴木　宜二 経営コンサルタント業

3ふくろい商工会議所だより［Vol.318］� 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



補助金・助成金活用セミナー
　去る3月16日㈫、㈱エイチ・エーエルの太田敬冶氏による「補助金・助成金活用セミナー」をハイブリット形式により
開催、袋井新産業会館キラットでの会場受講者が10名、オンライン受講者が19名ありました。内容としては補助金と
助成金の違いからその申請方法、現在公募中の「小規模事業者持続化補助金一般型（6月4日締切）」の審査基
準や加点要素、令和3年度実施見込みの「ものづくり補助金」「ＩＴ導入補助金」「事業承継補助金」の過去の採
択事例による申請書作成ポイントを詳しく説明いただき、新年度新たに創設される予定の「中小企業等事業再構築
促進事業（4月15日申請開始予定）」についての最新情報と採択されるための事業計画作成の手順(自社の強み・
弱み、市場及び需要の動向分析、数値計画の立て方、写真やフロー図の活用）などを具体的にご教授頂きました。
今後は受講者アンケートに基づき、毎月第3木曜日開催のなんでも経営相談会(よろず)、4/7からスタートする新型コ
ロナウイルス感染症対応のための経営相談体制強化事業等を活用し支援を行います。

企業概要企業概要
【企業名】水月
【代表者】鈴木 隆彦
【所在地】袋井市中590-1
【業　種】米作農業(111)
【 T E L】0538-23-5211
【URL】http://www.sui-getsu.jp/

企業概要企業概要
【企業名】㈱地域をつなぐ
【代表者】近藤 佳裕
【所在地】浜松市中区千歳町91-1
　　　　遠鉄モール街ビル1階
【業　種】分類不能の産業(999)
【 T E L】050-5362-9956
【URL】https://www.chiiki-tsunagu.com/

　㈱地域をつなぐは、袋井市や浜松市の
みならず、全国の市町や政府機関が行う
行政サービスのサポートサービスを得意とす
る企業です。
　この度、開発した「お祭・イベント支援ア
プリ」を袋井商工会議所の経営支援を受
けて、県の経営革新計画に申請し、無事
に採択をうけました。
このアプリは、新型コロナウィルス感染症に
より、イベント自粛や中止からの脱却を目指
して、自社で開発した携帯GPS機能を使
い、３密を避けながら安心してお祭りやイベントに参加したり、主
催者・演者に寄付が出来る“投げ銭”機能を持っています。ま
た、ライブ映像も配信できるので、家に居ながら、全国のどこか
らでも一体感を持ってイベントに参加もできます。
　当社は、袋井市や浜松市を手始めに、更なる地域活性化
や貢献を目指して、国際交流・環境・農業・デジタル分野に挑
戦し、行政と民間や
地域とのブリッジ役を
果たしていきたいと考
えております。
　ご興味があれば是
非ご連絡ください。

　水月は、袋井市内浅羽地
区で、お米・キャベツ・ブロッ
コリー・白菜・カリフラワー等
の農産物を家族で栽培から
生産・販売を行うファミリー
ファームです。
　自然環境にやさしい特別

栽培に力を入れて栽培しており、袋井市内はもとよりイン
ターネットを通じて全国に提供しています。
　この度、キャベツのオリジナル栽培技術を確立して新たに
「太陽キャベツ」と名付けて商品化に成功し、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申請し、採
択を受けました。このキャベツは、田圃の稲作跡地に植えて
熱ストレスを与えることで、大きく育ちながら、甘くてジューシー
な、さわやかな食感が得られます。
　今後は、環境やICT技術をもっと研究して、スマート農業
化や販路開拓にチャレンジして、市内を代表する農園づくり
を目指したいと考えてい
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 水月
テーマ 水稲裏作を活用した特殊栽培

「太陽キャベツ」の栽培技術確立と収益拡大

経営革新計画承認企業 ㈱地域をつなぐ
テーマ お祭・イベント支援

アプリの開発と事業化
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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

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.

健康優良法人2021認定健康優良法人2021認定

袋井商工会議所会頭賞
受賞おめでとうございます！

商工会議所の記帳指導のご案内

珠算能力・暗算検定試験
１級合格 おめでとうございます！！
　去る2月14日㈰、全国一斉に行なわれました「第221回
珠算能力検定試験」におきまして、竹谷　昇馬さん（入手
そろばん教室所属）、が、難関の
１級に見事合格しました。
　袋井会場はもとより、全国的
にみてもハードルの高い試験で
すが、皆さん、これまで研鑽を積
まれてきた甲斐あって好成績を
収められました。
　今後も精進され、段位取得を
目指して更に努力を続けていた
だけるよう願っております。 竹谷　昇馬さん

　去る3月4日㈭、経済産業省が認定する「健康経営優良
法人認定制度」より、「中小規模法人部門」における「健康
経営優良法人2021」に、昨年に引き続き認定されました。
　健康経営優良法人認定制
度とは、地域の健康課題に即し
た取組や日本健康会議が進め
る健康増進の取組をもとに、特
に優良な健康経営を実践して
いる法人を顕彰する制度です。

◯袋井商工会議所では記帳指導を実施しております。青色申告される方(個人事業者)で記帳方法・源泉税事務処理
や決算書・確定申告の作成等について下記による記帳指導の受付をしております。
◯ご希望の方は袋井商工会議所経営支援グループ窓口にて受付期間内に手続きをして下さい。

【申込締切】　令和3年5月31日㈪
【必要なもの】　①契約書2部、申込書承諾書（同封）　②委託手数料　③印鑑（シャチハタは不可）
【委託手数料】　①記帳継続指導を希望される方
　　　　　　　　年間手数料 　無料（非会員  16,500円）
　　　　　　　②記帳代行を希望される方（会員事業所様のみ）
　　　　　　　　年間手数料　月間取引 100件未満  66,000円（月額5,500円×12ヶ月）
                　　　　　　　　月間取引 100件以上  92,400円（月額7,700円×12ヶ月）
【注1】年度途中での受付はしませんので、ご希望の方は受付期間内に申込手続をしてください。
【注2】原則として受付後の委託手数料の返還はいたしません。
【注3】原則として委託手数料は前納でお願いします。

【問合せ先】　経営支援グループ　岩本衿子　ＴＥＬ0538-42-6151
①記帳継続指導　商工会議所が契約した税理士による定期的に実施する記帳継続指導会（年間４回開催、個
別相談約30分予定）へ出席して頂くと共に職員により常時指導が受けられます。これは、記帳方法の指導、助
言ですので記帳事務処理はご自身で行って頂きます。

②記帳代行　ご自身で元帳・決算書・申告書等の作成・源泉税事務処理ができない方の為に現金出納帳及び
振替帳（本会指定様式）にご記入頂き、提出して頂く事により職員が代行して事務処理（コンピューター処理）を
致します。

当所では毎年度、静岡県立袋井商業高等学校の人格・
学業ともに優秀な卒業生を表彰しております。
令和2年度の会頭賞は次の３名です。おめでとうございます。

商業科　小林 優明さん
商業科　加倉 茉優さん
商業科　溝口 愛織さん
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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。

健康優良法人2021認定健康優良法人2021認定
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にみてもハードルの高い試験で
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まれてきた甲斐あって好成績を
収められました。
　今後も精進され、段位取得を
目指して更に努力を続けていた
だけるよう願っております。 竹谷　昇馬さん

　去る3月4日㈭、経済産業省が認定する「健康経営優良
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た取組や日本健康会議が進め
る健康増進の取組をもとに、特
に優良な健康経営を実践して
いる法人を顕彰する制度です。

◯袋井商工会議所では記帳指導を実施しております。青色申告される方(個人事業者)で記帳方法・源泉税事務処理
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　　　　　　　　年間手数料 　無料（非会員  16,500円）
　　　　　　　②記帳代行を希望される方（会員事業所様のみ）
　　　　　　　　年間手数料　月間取引 100件未満  66,000円（月額5,500円×12ヶ月）
                　　　　　　　　月間取引 100件以上  92,400円（月額7,700円×12ヶ月）
【注1】年度途中での受付はしませんので、ご希望の方は受付期間内に申込手続をしてください。
【注2】原則として受付後の委託手数料の返還はいたしません。
【注3】原則として委託手数料は前納でお願いします。

【問合せ先】　経営支援グループ　岩本衿子　ＴＥＬ0538-42-6151
①記帳継続指導　商工会議所が契約した税理士による定期的に実施する記帳継続指導会（年間４回開催、個
別相談約30分予定）へ出席して頂くと共に職員により常時指導が受けられます。これは、記帳方法の指導、助
言ですので記帳事務処理はご自身で行って頂きます。

②記帳代行　ご自身で元帳・決算書・申告書等の作成・源泉税事務処理ができない方の為に現金出納帳及び
振替帳（本会指定様式）にご記入頂き、提出して頂く事により職員が代行して事務処理（コンピューター処理）を
致します。

当所では毎年度、静岡県立袋井商業高等学校の人格・
学業ともに優秀な卒業生を表彰しております。
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2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－
2月のポイント「業況DIは、緊急事態宣言の影響続き、一進一退先行きは、不透明感続くも、持ち直しを見込む」
LOBO －商工会議所早期景気観測調査－

2月のポイント「業況DIは、緊急事態宣言の影響続き、一進一退先行きは、不透明感続くも、持ち直しを見込む」

【事業者向け（ＢtoＢ）販売における販売先との取引条件】【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。

　業況DIは、前月よりも若干よくなったが▲４６．８ポイント。緊急
事態宣言の影響続き、不透明感が続く。コロナ禍の収束が見通
せない中、新たな借り入れへの懸念や、雇用調整助成金の特
例措置などの政策効果後の資金繰りの悪化、春の観光需要喪
失を不安視する声は多く、先行きの不透明感から、中小企業に
おいては身長は姿勢を崩していない。先行きについては、新型
コロナワクチンによる感染抑制に期待する声も聞かれる。

【各業種から寄せられた特徴的なコメント】
【建設業】「土木工事を中心に公共工事の受注が多く、売上は
改善。一方、技術者不足が慢性化し、自社の働き方改革を進
めるうえで課題となっている」（一般工事業）「今年度は新型コ
ロナウイルス感染拡大前の受注により売上を維持していたもの
の、来年度に向けた受注が激減しており、先行きが不安。さら

に、民間工事の減少により、公共工事の案件に事業者が集中
することによる競争の激化を懸念している」（管工事業）

【製造業】「巣ごもり需要により、お取り寄せ商品の売上が好調。
引き合いが鈍いBtoB向けの新商品開発や新事業展開は当
面見送り、BtoC向けのネット販売に力を入れ、収益を確保して
いきたい」（水産食料品製造業）「自動車メーカーの生産回復
により、売上は堅調に推移している。一方で、急激な生産水準
の引き上げから車載向け半導体の不足による生産調整が生
じており、今後の業績への影響を懸念している」（自動車・付
属品製造業）

【卸売業】「堅調な内食需要により、冷凍食品や加工食品の売
上は増加しているものの、人件費や物流費の増加を販売価
格に転嫁できず、採算は悪化」（農畜水産物卸売業）「省エネ
に対応した空調システムの受注が伸び、売上は改善。ただし、
海外の仕入れ先企業が新型コロナウイルスの影響から、工場
の人数を削減して操業しているため、仕入れに通常の倍以上
の時間を要しており、長期化すれば在庫管理に影響が出てく
る」（建築材料卸売業）

【小売業】「堅調な『宅飲み』需要により、売上は改善。ただし、13日に
東北地方を中心に発生した地震により、商品の破損や建物設備
の故障が発生したため、現在は休業を余儀なくされている状況」
（酒類小売業）「バレンタインデー商戦のイベントを店舗とオンライン
の特設サイト上で開催した結果、オンラインの売上は好調だったも
のの、新型コロナウイルスの影響から来店客数が伸び悩んだ店舗
の売上減少分までカバーできず、全体の売上は悪化」（百貨店）

【サービス業】「緊急事態宣言の対象地域ではないものの、書
き入れ時である夜の時間帯の街の人通りが少なく、売上は前
年同月比50の悪化。自治体独自の補助金を申請し、資金繰
りの改善を図る」（飲食店）「ガス供給部門では、在宅時間の
増加から住宅のガス使用量が増加しており、売上は改善。一
方、地域の飲食店や宿泊施設では、ガス使用量が前年同月
比60と大幅に減少している」（生活関連サービス業）

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲４６．８ ▲２４．９ ▲４４．８ ▲４７．７ ▲４５．８ ▲６３．０

関東 　 　 　 　 　

▲４０．８ ▲２５．６ ▲３１．７ ▲５１．９ ▲３９．６ ▲５５．２

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲３９．３ ▲２８．７ ▲３２．４ ▲３７．４ ▲４２．８ ▲５０．５

関東 　 　 　 　 　

▲３４．９ ▲３５．９ ▲１６．７ ▲３８．９ ▲４４．８ ▲４２．４

　 　 　 　
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２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：

同一労働同一賃金とは

●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4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

　同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者） と非正
規雇用労働者（有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
　同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのよう
な雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。
●パートタイム・有期雇用労働法：大企業2020年４月１日、中小企業2021年４月１日より施行
●労働者派遣法：2020年４月１日より施行
パートタイム・有期雇用労働法に関するお問い合わせは、静岡県労働局雇用環境・均等室へ　電話054-252-5310

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（会場：袋井商工会議所）　完全予約制

■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

■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

5月14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
5月20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

5月13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（働き方改革 ほか） 中村社会保険労務士事務所
ＩＴ相談（パソコン指導、HP、ZOOM活用 ほか） 遠州パソコン寺子屋

日時 内容 専門家等
5月11日㈫

19日㈬・25日㈫
10：00～17：00  

中小企業診断士
　竹内康博 氏
　村越誠也 氏
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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

氏名 役職

角替 直樹 どまんなか袋井まちづくり㈱出向　→
　総務振興グループ主査

清水かおり 経営支援グループ（補助員）　→
　総務振興グループサブリーダー

佐野 侑基 総務振興グループ主任　→
　経営支援グループ（補助員）

村上 亜紀
契約職員　退職
　　　　 （どまんなか袋井まちづくり㈱勤務）

◉ 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
労福協フェスタ（駐車場）4/25㈰
第36回　静岡国際陸上5/3㈪

BikeNavi GP 2021ツール・ド・エコパ5/5㈬
太陽生命ウィメンズセブンズ静岡エコパ大会5/15㈯

来月から会報担当者が変更となります。会員紹
介を毎月欠かさず掲載したり、会員さんにとって
より良い情報を掲載したいと取り組んできまし
た。ありがとうございました。　　　　　　 佐野

今月は、4月1日より開園した袋井市認可小規模保育事業B型
「ふくろい駅前キラット保育園」をご紹介します！

☆きらりと光る経営
者☆ キラット保育園 さんキラット保育園 さん

職員異動のお知らせ
令和3年4月1日付にて、異動がありましたのでお知らせします。

事業母体であるどまんなか袋井まちづくり株式会社は、袋井地域が持続
的に繁栄・発展し、賑わいと活力みなぎるまちとなるために、2014年8月に
袋井商工会議所の議員企業が中心となり設立された会社です。また、その目
的を実現するため、令和2年4月に、JR袋井駅前に新産業会館「キラット」を
オープンいたしました。今後も、駅前周辺の活性化や賑わいの創出、滞在型
観光の定着を図るため、様々な事業を展開していかれます。
こうした中、女性の社会進出、待機児童の解消、袋井市の未来を担う子どもたちの育成などを目的に、袋井
市の認可を受け、小規模保育事業B型「ふくろい駅前キラット保育園」が設立されました。
小規模保育園ならではの「一人ひとりの個性にあった愛情あふれる保育」を通し、子供たちが健やかに、そ

して豊かな心を持つ子供を合言葉に、成長する基礎を育んでいかれます。
保育園内部には、お子様を預けている間いつでも見守っていただける設備として、見守りカメラを設置して

おります。このカメラは、保育園に通っているお子様の親御様がパソコン
からでもスマートフォンからでも遊んでいる姿、給食を食べている姿、お
昼寝している姿等をご確認いただけます。
園長先生は、ふくろい駅前キラット保育園が目指す保育園は、乳幼児に

しかできないことをしっかり見つめ、そして心豊かな子どもに成長できる
よう、 職員一人ひとりが愛情をもって保育することだとお話してくれまし
た。袋井市の未来を担う「人づくり」。
それは、保育園が目指す大きな事業目
的の一つであり、地域の皆様のご協力

を得て、多くの方々に喜ば
れ、愛される保育園を目指し
てくれることと思います。
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