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袋 井 商 工 会 議 所 2 0 2 0 年 を 振り返 る
袋井新産業会館キラットがオープン
4月30日、袋井の新たなランドマークとして「袋井新産
業会館キラット」がオープンしました。商工会議所事務所
もキラット内に移転して、今まで以上の駅周辺の賑わい
づくり、地域経済活性化を目指します。

プレミアム付き商品券「ふくろい応援商品券」を販売
8月21日〜10月31日まで、袋井市内の登録店で使用できるプレミアム付き商品券「ふく
ろい応援商品券」
を販売しました。ふくろい応援商品券は新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた地域経済の回復を目的に、袋井市が発行した商品券です。販売に関し
ては「完売」
となるなど、多くの方にご購入、
ご利用いただきました。

「悪疫退散CheerUp！花火inふくろい」を打ち上げ
8月21日、
コロナ禍の早期終息を願い袋井市内で約300発の花火を打ち上げました。毎
年ふくろい遠州の花火を開催してきた 花火の町ふくろい としても、袋井市民に元気と希
望を届けるため「悪疫退散CheerUp！花火inふくろい」
を袋井商工会議所青年部が企画、
運営しました。三密を避けるため、開催日と打ち上げ場所の事前告知はしませんでした。

ふくろい応援プロジェクト、
LINE公式アカウント、オンライン経営相談をスタート

新型コロナウイルス相談窓口を設置

袋井市内の飲食店や美容院、エステなど安全に気を付けて元気に
頑張るお店をホームページとInstagramで紹介する
「ふくろい応援プロ
ジェクト」、行政の施策や商工会議所の取り組みをより迅速に伝える為、
SNS「LINE」
アプリの導入、
自社にいながら経営相談が可能となる
「オ
ンライン経営相談」
をそれぞれスタートさせました。ICTを活用し、
さらな
る会員サービスの向上を図ります。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け
た事業所支援として、持続化給付金、家賃
支 援 給 付 金 、雇 用調 整 助 成 金 、その他 各
種補助金、借入等、相談内容を強化しまし
た。
また、静岡県 経 営 革 新 計 画 認 定では、
21件（令和2年11月30日時点）
と過去最多
の認定がされました。
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経営革新計画承認企業 温室野菜ｓａｎｏ
テーマ

冬場も供給可能な
「新鮮生バジルソース」の
商品化による自園バジルの高付加価値化

自園バジルの高付加価値化を図るた
め、
イタリアン料理などに使用される
「新
鮮生バジルソース」
（ジェノベーゼソース）
を商品化しました。バジル本来の味を楽
しんでほしいとの思いから、原材料は自
家製栽培のバジルとオリーブオイル、岩
塩のみで添加物は一切加えておりませ
ん。バジルをふんだんに使用し、香り高く
濃厚な味わいが特徴です。
暖房設備の整ったガラス温室で栽培したバジルは年中収
穫ができます。土作りや水の量にこだわり、オーダーメードの有
機肥料で育てることで葉が柔らかくなり、なめらかなソースに仕
上がります。市販のバジルソースにはない鮮度と香りが好評を
得ております。
商品名は
「バジルアゲイン」
。鮮度を保つために現在は完全受
注販売のみで、注文を受けた分だけ生産しています。現在、袋
井市内では とれたて
食楽部 （袋井市山名
企業概要
町）にて取り扱いをして
【企業名】温室野菜ｓａｎｏ
おります。自家製バジル
【代 表】佐野 英敏
と
「バジルアゲイン」は、
【所在地】袋井市川会３５０
新たな取引先を募集し
【業 種】野菜作農業
ておりますのでお気軽
【 T E L 】090-2578-9628
にお問合せ下さるようお
【Ｅ-mail】
ｓａｎｏ＠ｏｎｓｈ
ｉ
ｔ
ｓｕｙａｓａ
ｉ．
ｊ
ｐ
願いいたします。

経営革新計画承認企業
テーマ

㈱イクト

高精度太陽光発電量予測システムの
開発による環境エネルギー事業の拡大

再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT制度）が
2019年 11月以降に順次終了。
また、2020年 4月には送配
電の自由化（発送電分離）が始まり、新しい仕組みとして自
家消費や自己託送制度の活用による電力コストの削減が注
目されています。
（※自己託送制度とは太陽光発電した電
気を、電力会社の送電設備を利用して、自社施設や自社グ
ループの施設に送電して自家消費できるようになる制度）
自己託送には電力の需要と供給を常に一致させる
「同時
同量制度」の原則があり、計画値（年間、月間、当日、最短１
時間前）
をOCCTO（電力広域的運営推進機関）に提出す
る必要があります。
これを達成できない場合には、ペナルティ
として差 分に応じて高 額なインバランス料 金が発 生するた
め、自己託送制度を利用する企業や自治体は、精度の高い
太 陽 光 発 電 量の予
測が必 要となってき

企業概要

【企業名】株式会社イクト
【代 表】代表取締役 平井 辰憲
高精度な予測システ 【所在地】袋井市山科２８８６番地の２
ムを開 発し、静 岡 県 【業 種】電気工事業
経 営 革 新 計 画の認 【 T E L 】0538-84-6327
【 F A X 】0538-84-6328

ます 。ここに着目し、

定を受けました。

令和２年度
「高校生と企業を結ぶ合同企業説明会」企業募集
高校生と地元企業が「企業の魅力」や「求める人材」などを直接話すことができる
『 合同企業説明会 』に参加する
企業を募集します。今年度は、密集を回避するため、前半・後半の入れ替え制で実施いたします。
［日

時］令和3年3月19日㈮午後1時30分〜午後4時10分

［場
［内

所］袋井市総合体育館さわやかアリーナ
（袋井市久能1912-1）
容］○事前説明：午後1時30分〜午後1時35分 ○個別企業説明（前半）
：午後1時35分〜午後2時45分
○休憩・企業入替：午後2時45分〜午後3時00分 ○個別企業説明（後半）
：午後3時00分〜午後4時10分
［対 象］令和4年3月卒業予定の高校生の採用予定がある企業、袋井市・磐田市内に本社または事業所がある企業
［定 員］56社（申込多数の場合、袋井市・磐田市内の企業を優先とし、参加企業を調整させていただきます）
［参加費］5,000円 ［締め切り］令和3年1月15日㈮
［申 込］袋井市公式ホームページの応募フォームから直接お申し込みください。
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi/soshiki/14/03/koyo/1452577775559.html
［問い合わせ・申し込み先］袋井市産業政策課産業労政室
TEL：44-3136／FAX：44-3179 Ｅ-mail：sangyou@city.fukuroi.shizuoka.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

2 ふくろい商工会議所だより［Vol.314］

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

「日商簿記検定試験（２級・３級）」にネット試験方式が追加されます
日商簿記検定試験の２級と３級について、年３回（６月、11月、
２月）の統一試験日にペーパーで行う従来の試験方式
（統一試験方式）
に加えて、随時施行が可能なネット試験方式（CBT方式）
による試験を実施することが決定しました。
ネット試験方式による試験は、本年12月中を目途に施行開始を予定しており、商工会議所が認定した
全国100カ所（2020年９月現在）
に設置された「テストセンター」でご受験いただけます（自宅での受験は
不可）。試験は実施から採点、合否判定、
デジタル合格証の交付までをインターネット上で行います。
詳細については、商工会議所検定ホームページを通じて、逐次、情報を提供してまいります。
■日商簿記２・３級ネット試験の受験方法

検定ホームページ
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令和２年度

いわた・ふくろい就職フェア参加企業募集

［日

時］令和3年2月26日㈮午後１時00分〜午後5時00分 ※前半・後半の入れ替え制で実施

［場

所］
アミューズ豊田メインアリーナ
（磐田市上新屋304）

［内

容］会場内に企業ブースを設置し、令和4年3月卒業予定の学生等（県内在住者を中心とする）
を対象とした業界・企業
説明を行っていただきます。

［対

象］令和4年3月卒業予定の学生等を採用予定の磐田･袋井市等の企業

［定 員］50社程度 ※申込多数の場合は抽選となります。
［参加費］磐田・袋井商工会議所または磐田市・浅羽町商工会会員5,000円 非会員10,000円
［締め切り］令和3年1月15日㈮
［申 込］磐田・袋井商工会議所または磐田市・浅羽町商工会ホームページに掲載の出展申込専用フォームからお願いします。
［問い合わせ］ ・磐田商工会議所 ☎32-2261 FAX：32-2264

・磐田市商工会 ☎36-9600 FAX：35-4859

・袋井商工会議所 ☎42-6151 FAX：42-9871

・浅羽町商工会 ☎23-2440 FAX：23-4879

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

ふくろい商工会議所だより［Vol.314］

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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袋井商工会議所 会員企業の皆様へ

会員企業限定！ご利用は無料！

学校法人（大学・専門学校）就職指導担当者への
「2022 年 3月卒 大学生・専門学校生の採用企業情報一覧」ならびに
「2021年度 インターンシップ・職場体験の受入可能企業情報一覧」ご提供について
このたび、関東1都8県（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県）
にある103商工
会議所で連携して、会員企業の採用を支援するため、以下の情報をとりまとめ、管内の商工会議所に加入する学校法人
（大学・専門学校）に「企業情報一覧」として提供いたします。
当事業を利用することで、学校法人
（大学・専門学校）
の就職
指導担当や学生に貴社をＰＲすることができます。
①「2022 年 3月卒 大学生・専門学校生の採用企業情報一覧」
②「2021年度 インターンシップ・職場体験の受入可能企業情報一覧」
【お申込み方法】※今回より、
お申込み方法が変更となりますので、
あらかじめご了承ください。
■下記URLにアクセスの上、必要事項をご入力しお申込みください。
なお、
ご回答いただいた内容は照会できかねますので、必要に応じて、確認画面の内容を印刷等で各自保存くださいま
すよう、
よろしくお願いいたします。
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/jinzaikanshoren1/kigyou/
＜回答期間＞ 2020年11月16日㈪9：00 〜 2021年2月17日㈬17：00
＜ご参考＞
【当事業 前年度の実績について】

【インターンシップ・職場体験について】

■企業情報一覧提供先：135大学 31専門学校

■政府見解（※）
によれば、
「インターンシップ」は、就業体

企業情報一覧を提供した学校法人（大学・専門学校）

験（企業における業務の従事、課題の解決等を体験す

の多くが、提供リストをキャリアセンターにファイルしており、

ること）
を伴うものであることとされています。商工会議所

面談での活用や、学生への閲覧を行っています。
また、

は、政府見解を満たさない企業独自のプログラムも含

「インターンシップの受入先企業が見つかった」
「エント

め、広く
「インターンシップ・職場体験」
と呼び、受入れが

リーした学生がいる」等の声をいただいています。

可能な企業の情報を学校法人（大学・専門学校）
に提
供して参ります。

※文部科学省「インターンシップの推進等に関する調査研究協力者会議

議論の取りまとめ」
（2017年6月16日）
など

ご記入いただいた情報は、本サービスの管理・運営・連絡に使用するとともに、企業リスト
（電子媒体／Excel）
としてとりまと
め、
2021年3月1日㈪に、
学校法人
（大学・専門学校）
に提供させていただきますので、
ご了承ください。
また、
東京商工会議所よ
り当商工会議所にも、
企業リスト
（電子媒体／Excel）
として提供されますので、
お含みおきください
（2021年3月中旬頃を予定）
。
［本件担当］ 袋井商工会議所 担当者：森田 電話：0538- 42-6151
［お申込みに係るお問い合わせ］
関東商工会議所連合会（事務局：東京商工会議所 人材支援センター）
担当者：仁田原（ニタハラ）
TEL：03-3283-7640
MAIL：jinzai@tokyo-cci.or.jp

小笠山総合運動公園エコパ

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

4 ふくろい商工会議所だより［Vol.314］

◉ 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

J2 ジュビロ磐田FC VS 町田ゼルビア
ラグビー ヤマハ発動機ジュビロ VS
12/19㈯
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
12/26㈯ スパルタンレース ※園内道路通行規制あり
12/31〜1/3まで休園
1/9㈯〜17㈰
全国大陶器市
12/16㈬

編集
後記

今年も残すところあとわずかになってしまいました。
今年はコロナの年で、
あっという間でした。
皆様はどのようなお年でしたか？

TEL.0538-42-6151

毎年、1月に開催しております「会員親睦旅行」ですが、本年度は新型コロナウイルス感染拡大防止
会員親睦旅行
の観点から誠に残念ではございますが、
中止とさせていただきます。
中止のお知らせ 楽しみにされていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

青年部が11月定例会「袋井YEGと袋井商業生のホンネ討論会」を開催しました
11月7日㈯13:00〜袋井新産業会館キラットにて、
「 就職するなら大企業と中小企業、
どっち？」
をテーマに袋井商業高校
の生徒と討論会を行いました。
地元企業の魅力を理解してもらうことを目的としたこの定例会では、
コロナウイルス対策を十分に講じた上で4グループに
分かれてグループディスカッションを実施、大企業
と中小企業の利点について意見を交わしました。
袋井商業生としても現場の生の声を聞くいい
機会になり、中小企業を知るきっかけになったの
ではと思います。
今後もこのような機会を設け、将来の地元中小
企業の後継者不足解消や人材確保に生かして
いきます。

お子さまの教育資金を
（日本政策金融公庫）
「国の教育ローン」
がサポート！
高校、大学等への入学時・在学中にかかる
費用を対象とした公的な融資制度です。
【ご 融 資 額】お子さま１人あたり３５０万円以内
【金
利】年1.68％ 固定金利 ※「母子家庭」、
「 父子
家庭」、
「 世帯年収200万円（所得122万円）以内の方」
または「子ども
３人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得346万円）以内の方」は
年１．2８％
（令和2年１１月２日現在）

【 ご 返 済 期 間 】１５年以内

※「交通遺児家庭」、
「母子家
庭」、
「父子家庭」、
「世帯年収200万円（所得122万円）以内の方」
また
は「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得346万円）以内
の方」は１８年以内

【お使いみち】入学金、授業料、教科書代、
アパート・マン
ションの敷金･家賃など
【ご返済方法】毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
【保

証】
（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証

人による保証も可能）

詳しくは、HP（「国の教育ローン」で検索）または
教育ローンコールセンター〈0570-008656（ナビダイヤル）
または（03）5321-8656〉
までお問い合わせください。

貸 切 バス・旅行のことなら

さくら交通株式会社
袋井市下山梨2384-3
TEL．0538
（49）1101
FAX．0538
（48）6200

〒437-0123
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新会員紹介

入会ありがとうございました。

会員数：1584事業所（令和2年11月11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、ぜひ
募集中
ご紹介ください。
地 区
川会
延久
上山梨
上山梨
春岡
堀越
堀越
泉町
高尾町
掛之上
大門
旧浅羽町
旧浅羽町
磐田市
磐田市
浜松市
菊川市

事業所名
温室野菜ｓａｎｏ
身体ケア温MORI〜ぬくもり〜
㈲田代薬局
伊藤建設
re．
Salt
石川設備
chocotto
ｎｏｂｕｈａ
ｉ
ｒｓ
ｔ
ａｎｄ
㈲アドプト はなの舞袋井駅前店
静岡ビルド㈱
アモリールローブ
溝口ファミリークリニック
OCCAA
Ani ＆ Ivan
アーク㈱
㈱ミヨシ
静岡ダイハツ販売㈱法人部 小笠法人室

代表者
佐野 英敏
森下 幸恵
田代 昌之
伊藤 聡也
柴田 将人
石川 貴章
進
千賀
原
伸幸
山口
稔
大田 真一
大杉 里美
溝口 哲弘
竹原けい子
SUPARNI
虫生
勉
井上 弥生
山口 秀和

業 種
野菜作･果樹作サービス業
エステティック業
医薬品・化粧品小売業
電気工事業
一般飲食店
建設業
美容業
美容業
一般飲食店
建築リフォーム工事業
医薬品・化粧品小売業
医療業
一般飲食店
一般飲食店
コンサルティング業
コンサルティング業
自動車卸売業

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

0538-43-1212
e-mail：info@hotel-kanze.com

TEL.0538-42-6151
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10月のポイント「業況DIは、持ち直しの動きもまだら模様先行きは慎重な見方も、回復への期待感続く」
10月の業況指数（ＤＩ指数）
■ LOBO 調査

業況天気図（前年同月比：2020 年 10 月）
全業種

建設

製造

卸売

小売

サービス

全国
▲５０．
２ ▲２５．
８ ▲６３．
９ ▲４７．
８ ▲４５．
３ ▲５７．
２

雇用維持や家賃負担軽減のための助成金など、政策効果が剥落した
後の経営悪化や都市部から地方への感染再拡大への懸念が続く。一方
で、年末年始を含む旅行需要の回復やGoTo商店街などによる消費喚起
への期待感もうかがえる。
また、海外向けの自動車関連や、
５G向けなど半
導体関連、中国向けの工作機械の持ち直しに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】
「 道路拡張などの公共工事に伴う工事用設備の解体および建
て替え工事の受注により、売上が増加している」
（建築工事業）
「都市部
の大規模事業の延期・中止の影響を受けた地域外の事業者が地元の
▲５０．
８ ▲２８．
８ ▲６１．
３ ▲５５．
９ ▲３６．
６ ▲６１．
３
入札案件に参入するようになり、今まで新型コロナウイルスの影響を受
■ LOBO 調査 業況天気図（先行き見通し：2020年11月〜2021年1月）
けていなかった地元の事業者に影響が出始めている」
（一般工事業）
【製造業】消費者の内食需要の拡大により、
スーパーマーケット等の小売向
全業種 建設
製造
卸売
小売 サービス
けの売上が堅調に推移した。
ネット通販やふるさと納税返礼品への対応な
全国
ど、
新たな販路開拓を通じて今後の売上増加を目指したい」
（水産食料品
▲３８．
０ ▲２８．
１ ▲３９．
１ ▲３６．
３ ▲４３．
９ ▲３９．
３
製造業）
「北米向けなどの完成車の生産台数が持ち直しつつあることか
ら、
主力商品であるヘッドランプの受注が増加した」
（自動車部品製造業）
関東
【卸売業】
「9月の連休以降、GoToトラベル、GoToイートの効果もあり、観光
▲４０．
４ ▲３３．
８ ▲４０．
３ ▲４０．
７ ▲４５．
２ ▲４０．
８
地や飲食店向けの売上が増加傾向にある」
（飲食料品卸売業）
「ウイル
ス対策に特化した空調機の引き合いが好調。新型コロナウイルスやイン
〈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
フルエンザの感染拡大が懸念される冬に向けて、
さらなる需要を見込ん
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
でいる」
（電気機械器具卸売業）
を引いたものです。
０．
１以上 ▲１０未満 ▲２０未満 ▲２０以上
【小売業】
「消費者の外出自粛による来客数の減少が続いている。巣ごもり
需要に対応した調理用品の販促や全国の名産品・特産品を販売する催
新型コロナウイルスの影響が長期化する中、巣ごもり需要の拡大に下
事の開催などにより、売上・採算の改善を図る」
（百貨店）
「GoToトラベル
支えされた飲食料品関連が堅調なほか、東京が追加されたGoToトラベ
の地域共通クーポンを利用する来店客が続いており、売上が増加。現金
ルやGoToイートの政策効果により宿泊業、飲食業でも利用客の増加が
化には時間がかかるため、資金繰りに注意したい」
（土産品小売業）
みられた。
また、オンライン会議の普及などによるデジタル投資の増加を受
「 GoToトラベルにより客足が戻りつつあるものの、団体客
け、電子部品製造業やソフトウェア関連で受注が伸びているほか、中国 【サービス業】
は低調。先行きもGoToトラベル終了後の利用客減少を懸念してい
向けを中心に生産が回復しつつある自動車関連でも持ち直しの動きが
る」
（ 宿泊業）
「 小中学校向けのPC・ネットワーク整備関連の受注が伸
続く。一方、衣料品や化粧品をはじめ、不要不急の商品を買い控えるな
びている。今後、オンライン教育に対応したサービスを開発・販売し、
さ
ど、一部では消費者の生活防衛意識の高まりを指摘する声も聞かれて
らなる売上増加を図りたい」
（ソフトウェア業）
おり、
コロナ禍からの回復に向けた動きはまだら模様の状況が続く。
関東

【新型コロナウイルスによる経営への影響
同一労働同一賃金への対応状況】

■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
61.5％と2020年9月調査から1.4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90.9％となった。
■同一労働同一賃金の対応状況については、
「対象になりそうな社員がい
る」
が13.2％となった。
このうち、対応状況については
「既に必要な対応は
終えた」
が18.1％、
「具体的な対応に取り組んでいる最中」
が27.7％、
「具
体的な対応が決まり、今後取り組む予定」
が6.2％で、対応済・対応中を
合わ せて5 2 . 0％となっ
た。
また、
「 具体的な対応
に関する検討をしている
最中」が41.8％と最も多
かった。
■新型コロナウイルスによる
経営への影響が続いて
いる企業は2カ月ぶりに
増加し、依然として6割超
と高止まりの状態が続く。
また、同一労働同一賃金
に対応できている企業は
約半数の52.0％にとどま
り 、検 討 中 の 企 業 が
41.8％とのことから、就業
規則や賃金規定の見直
しをはじめとした対応に
苦慮している状況がうか
がえる。

担当者
コメント
ＬＯＢＯ調査とは

【2020年度の設備投資の動向】

■2020年度に設備投資を
「行う
（予定含む）」企業は41.6%と、2019年10月
調査からほぼ横ばいとなった。
「見送る
（予定含む）」
は32.6%と、2.4ポイン
ト増加。
「現時点では未定」
は25.8%と、2.9ポイント減少となった。
なお、設
備投資の規模としては、
「 規模を縮小して実施予定」
と回答した企業が
40.9%と最も多かった。
■設備投資の目的の上位3項目は
「既存設備の維持・定期更新」
が46.0%
で最も多かった。次いで「省力化・合理化」が40.3%、
「 能力増強」が
31.9%となった。
また、
「新型コロナウイルス感染防止対策」
は17.9%との結
果になった。
■2020年度の設備投資
予定は、実施予定と回
答した企 業の割 合は
ほぼ横ばいだったもの
の、投 資 規 模は縮 小
傾向にあることが読み
取れる。企 業からは、
新型コロナウイルスの
影響により、先行きが
見通せないという不安
の声が多く寄せられ、
設備投資は既存設備
の維 持・定 期 更 新や
感染防止対策に留ま
るという結果となった。

新型コロナウイルスによる影響が続く企業は６１．
５％と高止まり。
「経済活動の停滞が長期化すると影響が出る懸念がある」
と合わせると９０．
９％となる。
経営への影響が続いている企業は２か月ぶりに増加し、依然として６割超。同一労働同一賃金に対応できている企業は約半数で、検討中の企業
が４１．
８％とのことから、就業規則や賃金規定の見直しをはじめとした対応に苦慮している状況が伺える。
一方で、年末年始を含む旅行需要の回復やGoTo商店街などによる消費喚起への期待感も伺える。
また、海外向けの自動車関連や、
５Gむけなど
半導体関連、
中国向けの工作機械の持ち直しに期待する声も聞かれた。
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

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（働き方改革 ほか）
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 ほか） 東海税理士会磐田支部派遣税理士
Ｉ
Ｔ相談
（パソコン指導、
HP、
ZOOM活用 ほか）
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

1月8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
1月21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
専門家等
・事業資金お借入れ
・持続化給付金※申請期限は令和3年1月15日まで
F-Ｓ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏｎ経営支援員
・小規模事業者持続化補助金
・ものづくり補助金ほか

■年末調整手続き指導会
日時
1月4日㈪〜
1月20日㈬
9：00〜16：30

内容

専門家等

個人事業主の年末調整手続き
※同封のチラシをご覧ください。

F-Ｓ
ｔ
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12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

（12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.314］

TEL.0538-42-6151
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瓦粋さん

2020グッドデザインしずおか 金賞受賞！
明治38年創業以来115年にわたり、瓦の製造から施工販売を営ん
でいる瓦粋さん。
「日本の伝統文化である瓦を守り、後世に残すことが使命である」と語る塚本社長は、瓦を日常生活に取
り入れるため、食文化との融合に着目し、瓦素材で作られた食器の開発を始め、試作品の開発から5年を経
て2017年、瓦製食器「粋瓦」
（SUIGA）が完成、ビアカップ・焼酎カップ・お皿等の販売を開始しました。
いぶし瓦は炭素を纏います。粋瓦は炭素を半永久的に器に染み込ませる独自の焼成方法で製作されて
います。炭と同等の効果が期待できることから、苦みや臭みを消し、飲みやすさやまろやかさが生まれま
す。また、瓦特有の高級感のある重圧な雰囲気を醸し出し、耐久性も抜群です。
この度、安間製茶さんの独自商品である白葉茶「つきしろ」
（太陽光を遮り、旨味成分となるアミノ酸の
含有率が高い茶葉）とコラボし、専用急須として開発した「粋月」が【2020グッドデザインしずおか】にて金
賞を受賞されました。全体的なデザインは日本人に馴染みがあり美しい比率と感じる白銀比（＝1：1：414別
名 大和比）を採用しています。持ち手を無くすことから利き手に関係なくどちらの手でも持ちやすくし、他
の急須にはないスライド式の蓋を採用することで、蓋を横に動かした時に白葉茶の白い茶葉が黒い急須に
映えて月の満ち欠けが現れます。また、蓋の形を富士山、押さえの部分は駿河
湾を模す等の静岡らしさを取り入れ、今回の受賞につながりました。
普段のお食事をワンランクアップさせる「粋瓦」。本物にこだわりを持たれる
方や、退職や還暦などの自分への、または大切な人への特別なプレゼントに是
非、お求めください。
事業所名 ㈱瓦粋
代表取締役 塚本 勇人
所 在 地 〒437-0062
袋井市泉町1丁目4-4
TEL／FAX共通 0538-43-8624
営業時間 9：00〜17：00
定 休 日 土日祝
Email : info@ka-wa-ra.jp

グッドデザインしずおか表彰状と粋月

粋瓦

ホームページ

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10月25日㈰、全国一斉に行なわれました「第 220 回珠算能力検定試験」におき
まして、小林叶空さん（袋井北小 5 年 神谷珠算教室所属）、近藤瑞莉さん（袋井北小
5 年 入手そろばん教室所属）、松山新奈さん（袋井北小 5 年 入手そろばん教室所属）
の３名が、難関の１級に見事合格しました。
また、小林さんにおかれましては、同日行われた「暗算検定試験」でも同じく難関である
１級に合格されました。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。

小林 叶空さん

8 ふくろい商工会議所だより［Vol.314］

近藤 瑞莉さん

松山 新奈さん

TEL.0538-42-6151

