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政策提言報告書を市へ提出しました
̶袋井商工会議所青年部̶

昨年1月に提出した「袋井をもっと元気に 若者よ集まれ!!」がテーマの政策提言書の実施に向けて、
本年は袋井商業高等学校と袋井市役所と協働し、アンケート・討論会を実施しました。
コロナ禍で活動が制限されました
が、袋井商業高校と市役所のマッチ
ングには、多くの青年部会員が協力
して実施できました。
政策提言委員長 松野裕貴

目的

令和元年度 政策提言書から
【提言１】
ヒトやしごとに関する情報の
発信力の強化と共有化
【提言２】デジタル（ＩＣＴ）の積極的な
活用でわかりやすく伝える

「情報の発信力」を高めるためには、一方通行の情報発信ではな
く、高校生と地元中小企業が何を求めているかをお互いに理解し合
う必要がある。
高校生との接点を持ち、意見や考えを共有できれば、地元企業に
何が足りないかを把握し、適確なアプローチに繋がる。結果として、
地元企業に魅力を感じ、地元に定着していく。

実践

若者が地元企業に魅力を感じ、地元に定着していくきっかけ作りをしよう！

中小企業の課題

若者とYEG がお互いを知る機会
「マーケティング調査」

後継者不足
人材確保 解消へ

討論会後

袋商生とYEG会員による
アンケート調査！

若者との接点を持ち考えを共有
「討論会」
袋井ＹＥＧと袋商生のホンネ討論会開催！
「就職するなら大企業と中小企業、どっち？」

１１月７日実施

◎直接、YEGから実態を聞くことができ、
イメージが変わった！
◎たくさん給料も欲しいが、
やりがいを重視したいというところを考えると中小企業で積める経験値や責任感にも魅力を感じる！
◎自分の実績を、評価してもらいたければ中小企業もよさそう
！ ◎やりがいに重きを置いているので、中小企業の方が面白そう
！
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経営革新計画承認企業
テーマ

池田園

晩茶を使用した後発酵茶の開発と
『菩提酸茶』の商品化

池 田 園は、市 内 豊 沢 地 区で営
む茶園を経営しています。有機質
肥料による土壌づくりと力強い芽を
育む芽 重 型 栽 培を行い、商 品 名
「 つゆひかり」は、2 0 1 8・2 0 1 9 年
続けて日本 茶アワード深 蒸し煎 茶
（無被覆）の部で、
ファインプロダクト
賞を連続受賞しています。
今回は、所属している晩茶研究
会の協力や元愛知大学教授の松
下智先生の指導を得て、乳酸菌等の微生物により発酵させた
「後発酵茶」づくりを試行錯誤の末に、独自製法技術の確立と
商品化を図るチャレンジに、経営革新計画申請を行いました。
菩提の地名を頂いた「菩提酸茶」は、柑橘系の香りと酸
味の強さが特徴で、テアニンやカテキンが少なく、
タンニンが
多いので、美容や健康に効果があるお茶となります。
代表の池田佳正さんは、今後は新たなジャンルとなるこの
お茶の生産量拡大と供給安定化を仲間と共にはかっていく
と共に、現在毎年増加して
企業概要
いる耕 作 放 棄 茶 園の再 生
に貢献することを目標として 【企業名】池田園
います。
【代表者】池田 佳正
ご興 味のある方は、ご一 【所在地】袋井市豊沢521-1
【業 種】茶・コーヒー製造業
報ください。

経営革新計画承認企業 ㈱ひしだいパックス
超小型ティーバッグ製造技術の確立と
販路拡大

テーマ

㈱ひしだいパックスは、ティーバッグ
茶の加工専門を得意として、業界トッ
プクラスの生産量を誇る市内企業の
1社となります。
お茶を巡る環境は、少子化やエコ
問題、ライフスタイルの変化に大きく
左右され、
また競合となる他の飲料も
数多く出回り、年々厳しくなってきて
います。
この度、
日本製の製造機械を導入
し、超小型や小容量にも対応できる
技術革新に挑戦しました。
また、省人化による生産性の向上も
加えて、顧客の要求に耐え得る品質管理・コストダウン・ダウン
サイジング・ゴミの減量化につながる製造技術を確立し、静岡
県の経営革新計画に採択されました。
今後は、商品ラインナップの多様化により、低価格茶から高
級茶までを提供できるティーバッグ受託製造の強みを生かし、
新たな商品展開や顧
客開拓に注力してい
企業概要
きます。
【企業名】㈱ひしだいパックス
ご興味があれば是 【代表者】寺田 光良
非ご連絡ください。
【所在地】袋井市高尾2689-1
【業 種】他に分類されない食品製造業
【 T E L 】0538-43-2929
【 U R L 】https://www.hishidai-p.com/

【 T E L 】0538-42-3630

儲かる農業塾
2月2日㈫袋井新産業会館キラット2階あきはホールにて、農業産業部会主催「儲かる農業塾、
トヨタ生産方式による
農業の競争力強化」についての講演会を、全国の農家やJA職員に向け農業改善指導（生産性向上）で活躍されて
いる㈱経営技術研究所・代表取締役・藤井春雄氏を講師にお招きし開催、30名の参加者がありました。
本セﾐナーでは、
これからの農業経営を考える上で、最も重要なことは
「生産性の向上」であり、如何にして農作業のムダ・ムラ・ムリを改善し儲
かる農業の仕組みを構築するか、
トヨタ生産方式による生産管理手法
（生産性、品質、
コスト、納期、安全、やる気）
やトヨタ式人材（財）づくりに
よる、
いちごパックの詰め作業や大規模農園の農業改善の成功事例を
交え解りやすくお話いただきました。参加者からは、
「 農業者にとっても最
も重要なことは生産性の向上であり、小改善の繰り返しが大きな効果を
生むということなので、早速取り組みたい。」
との感想をいただきました。

「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

㈱THE BLUE OCEAN

経営革新計画承認企業

テーマ 地元ブランド牛
『森の姫牛』の もつ を使った新メニュー開発及びブランド普及に向けて
今回の経営革新は、当店「PAN de NIQ」の売りである地元のブランド
牛「森の姫牛」の新メニューとして、今まで市場に流通していなかった「森の
姫牛」の もつ を使用した、他店に無いオリジナルの もつ鍋 「森の姫牛ト
リュフもつ鍋」
を開発し提供します。
これにより顧客への訴求力を高め、他店
との差別化により販売拡大を図ると共に、
「森の姫牛」のブランド普及を促
進し、地域貢献を目指します。一般的に もつ鍋 には庶民的で低価格な商
品イメージがあるが、甘味のある「森の姫牛」の もつ の味を引き立たせ、
高級感を醸し出せる食材としてトリュフを使用することにより、洗練された大
人の味として、他 店や一 般の もつ
鍋 との差別化を図ります。
「森の姫牛トリュフもつ鍋」の特徴は、①地元森町産のブランド牛「森の姫牛」の
もつ を使用。当店でのみ提供、上品で甘味があるのが特徴。②イタリア産トリュ

企業概要

【企業名】㈱THE BLUE OCEAN
【代表者】竹原 興紀
フは「森の姫牛」の もつ と相性が良く、
また、高級感と大人の味を演出。
さらに、 【所在地】袋井市川井８６８番地の４
【業 種】酒場、
ビヤホール
ワインとのマリアージュ
（料理の組み合わせ）
も良い。③袋井市内の地場農産物店
【TEL】
０５３８-４４-０７７０

から仕入れた野菜を使用、
といったことがあります。ぜひ一度ご賞味ください。

釜石・東海・袋井3商工会議所とのオンライン交流会を開催
国から採択を受けた経営発達支援事業計画の一環で、令和2年度の伴走型小規模事業者支援推進事業補助金
で、釜石・東海・袋井3商工会議所とのオンライン形式での交流会を開催しました。令和2年11月〜令和3年1月までで合
計3回を実施、各回毎にホスト役を設定し、各市の概要、商工会議所事業の取組み、職員の紹介等を行い、友好交流
先となる他県商工会議所とオンラインでの交流会にトライしました。
個人的ですが、釜石・東海市ともに訪問歴はありませんが、釜石市に関して復興事業がほぼ完了したこと、昨年のラグ
ビーワールドカップでの盛り上がり状況等を知れたことや、東海商工会議所指定のオンラインツールWebex Meetingsが
初めての使用ながら、視認性が良かったこと、顔と名前がわかる交流の第一歩ができたこと等、非常に勉強になりました。
今回の交流会を通して、今後は、更なるスタッフ間の交流強化を図ると共に、事業連携・共同事業の実施・コラボ商
品開発につなげていきたいと思います。

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

ふくろい商工会議所だより［Vol.317］

（文責：佐野）

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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女性会主催〜初心者でもかんたん動画作成セミナー（初級編）
〜を開催しました
去る2月18日㈭袋井商工会議所女性会主催で、㈱ THE BLUE OCEAN 代表取締役の竹原興紀氏を講師にお
招きし、
【初心者でもかんたん動画作成セミナー（初級編）】
を開催しました。非会員を含めた20 名に参加いただき、
スマ
ホでも簡単に動画製作ができる方法を学びました。
製作上の基本、撮影、編集についてそれぞれ 4 つのス
テップが大事であるとの基礎知識を学んだ後、動画編集
アプリをインストール、各自のスマホに保存している動画を
繋いで実際に動画製作を行いました。
セミナー終了後のアンケートでは、
「撮影のコツやおススメ
のアプリが知れて良かった」、
「早速試してみたい」等、好
評のお声やランクアップした第 2 弾の開催の希望等を頂き
ました。

令和3年度 日商・東商検定試験日程表
感染症拡大や天災等の理由により、募集期間が変更になる場合もございます。
受験申込にあたっては、袋井商工会議所のホームページ等でご確認ください。
検定試験名

簿記検定

回数

級
実施日
1
158
6月13日㈰
2・3
1
159
11月21日㈰
2・3
2022年
160 2・3
2月27日㈰

簿記検定
（ネット試験）

珠算・暗算
検定

2・3

募集期間
4月26日㈪〜
5月17日㈪
10月5日㈫〜
10月25日㈪
2022年1月11日㈫〜
2022年1月31日㈪

2 級、3 級のネット試験の試験日は、
右記 QRコードのリンク先を参照

合格発表日
8月2日㈪
6月28日㈪
2022年1月11日㈫
12月6日㈪

合格証書配布
調整中です。
商工会議所まで
お問い合わせください。

CBT 試験受験サポートセンター
TEL：03-5209-0553
（09：30 〜 17：30）

5月10日㈪〜
5月27日㈭

7月2日㈮

7月23日㈮より

223 10月24日
（日）

9月6日㈪〜
9月24日㈮

10月29日㈮

11月19日㈮より

12月20日㈪〜
2022年1月13日㈭

2022年2月18日㈮

2022年3月11日㈮より

2022年
2月13日
（日）

1級
2級
3級

7,850
4,720
2,850

2級
3級

4,720
2,850

2022年3月14日㈪

222 6月27日
（日）

224

検定料（円）

珠算 1 級 2,340
珠算 2 級 1,730
珠算 3 級 1,530
珠算 4 〜 6 級
1,020

暗算 1 〜 10 級
910

ネット試験（施行日は随時試験施行機関が設定、詳細は右記QRコードのリンク先を参照）

簿記初級・原価計算初級、
リテールマーケティング
（販売士）、電子会計実務、
日商PC（文書作成・データ活用・
プレゼン）、
キータッチ2000テスト、
ビジネスキーボード、
日商ビジネス英語、
日商プログラミング
（※電子会計実
務、
日商PC、
日商ビジネス英語の1級は、統一試験日
（10月3日㈰、2022年2月20日㈰となります。）
となります。）
東商検定試験（IBT（インターネット経由での試験）

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.93

ふくろい商工会議所だより［Vol.317］

TEL.0538-42-6151
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LOBO −商工会議所早期景気観測調査−

1月のポイント「業況DIは、緊急事態宣言再発令の影響により悪化先行きも懸念拭えず、厳しい見方広がる」
1月の業況指数（ＤＩ指数）

【建設業】
「 新型コロナウイルスの影響により、業績悪化となった
主要取引先からの受注が減少し、売上に打撃を与えている。
ま
た、新型コロナウイルス感染拡大前に比べ発注側のコスト削減
の意識が強まり、厳しい価格競争を強いられることが多くなっ

ており、採算確保が今後の懸念材料となっている」
（ 電気通信
工事業）
「 新型コロナウイルスの影響により、設備投資を抑制
あるいは先送りする取引先が多く、民間工事は売上改善が見
込めない状況。一方、公共工事は補正予算に基づくインフラ関
係の土木工事の発注増加に期待している」
（ 一般工事業）
【製造業】
「 GoToトラベルの停止により観光地向けの受注が激
減。売上が好調な海外向けとネット通販の販促を強化し、採算
確保に努めたい」
（ 酒類製造業）
「 昨年から今年にかけて半導
体関連製品の受注が伸び、売上が増加した。
ただし受注の大
半は中国向けであり、欧米向けの受注は安定していないため、
先行きの不透明感は否めない」
（ 計量器測定器等製造業）
【卸売業】
「 新型コロナウイルス感染再拡大により、海外出張が
できず、現地での木材の品質確認ができないため、輸入して
いる建築用資材・DIY用資材の仕入に影響が出ている」
（建
築材料卸売業）
「 内食需要により、冷凍食品などスーパーや
量販店向けの売上が好調。一方で、飲食店向けなど業務用
食材の売上は厳しく、取引先によって売上が大きく異なる状
況」
（ 農畜水産物卸売業）
【小売業】
「1月2日から初売りを行ったが、来店客数は前年同月比4
割以上の減少となり、売上も大幅に悪化。新型コロナウイルス感
染再拡大に伴い、主要顧客である年配層が外出を控えており、
当面は服飾雑貨などの販売不振は続く見込み」
（百貨店）
「年末
年始の帰省自粛や外出を控える動きが強まっており、帰省客用
の土産品や贈答品の売上が過去最悪となった」
（菓子小売業）
【サービス業】
「 年末年始は出前やテイクアウトが増加したことか
ら売上を確保できたものの、新年会等の宴会を控える動きは
当分続く見込みであり、今後の経営が見通せず、先行きが不
安」
（ 飲食店）
「 年末までの予約はGoToトラベルの恩恵を受
け、売上が回復していたものの、同事業の一時停止により１月
以降のキャンセルが増加。特に、年末年始の客数は例年の3
割程度まで落ち込んだ」
（ 宿泊業）

【新型コロナウイルスによる経営への影響】

【2020年度の新卒採用（2021年4月入社）の動向】

■ LOBO 調査

業況天気図（前年同月比：2021 年 1 月）
全業種

建設

製造

卸売

小売

サービス

全国
▲４９．
５ ▲２７．
１ ▲４８．
５ ▲４９．
０ ▲４９．
５ ▲６４．
７
関東
▲４６．
６ ▲３３．
８ ▲３６．
１ ▲４５．
６ ▲４８．
５ ▲６２．
９

■ LOBO 調査 業況天気図（先行き見通し：2021年2月〜2021年4月）
全業種

建設

製造

卸売

小売

サービス

全国
▲４９．
４ ▲３５．
３ ▲４４．
３ ▲４７．
３ ▲５３．
８ ▲６０．
５
関東
▲４７．
４ ▲４２．
５ ▲３９．
５ ▲３８．
６ ▲４７．
５ ▲６１．
４
〈ＤＩ指数（景気判断指数）とは〉
良好
０．
１以上

ほどほど
▲１０未満

調査対象企業のうち、
「好調」
と回答

不調
極めて不調 した割合から「不調」と回答した割合
を引いたものです。
▲２０未満 ▲２０以上

今月の業況 DIは緊急事態宣言再発例の影響が強く悪化、先
行きも懸念拭えず、厳しい見方が続く。企業のデジタル投資や５
G 向けの需要増を背景に受注が伸びている電子部品関連、中
国・米国向けの輸出が増加している自動車関連、巣ごもり需要
による飲食料品関連の製造業が堅調に推移。
しかし、Gotoキャ
ンペーンの一時停止により客足が減少した飲食・宿泊業や小売
業で業況感が悪化した。先行きは不透明感が強い。

【各業種から寄せられた特徴的なコメント】

※

（）内：

ＬＯＢＯ調査とは

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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F-Ｓｔａｔ
ｉｏｎ事業者向け支援のご案内
■融資相談会（会場：袋井商工会議所） 完全予約制
日時

内容

4月9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

■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
日時

内容

4月7日㈬・13日㈫
21日㈬・27日㈫
10：00〜17：00

専門家等

中小企業診断士
各種補助金・助成金、経営改善、
竹内康博 氏
事業転換・再構築、
村越誠也 氏
BCP作成・見直し
（事業継続力強化計画） 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
4月15日㈭
9：30 〜 16：00

内容

専門家等
静岡県よろず支援拠点

販路開拓、各種補助金ほか

コーディネーター

■その他の経営支援（会場：袋井商工会議所）
日時

内容

月曜日〜金曜日
9：00 〜 17：00

専門家等

・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-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

令和3年度 労働保険年度更新手続きのご案内
日頃から労働保険事務手続きにご理解ご協力を賜り、心より御礼申し上げます。
労働保険年度更新手続きを下記の通り受け付けいたします。
ご多用のところ恐れ入りますが、書類の提出期限等の厳守にご協力くださいますようお願い申し上げます。
月 日 令和３年４月１４日㈬〜4月２０日㈫（土・日を除く）
時間 ９：００〜１２：００、
１３：３０〜１６：００

会場

袋井商工会議所３階

会議室４

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送でのご提出にご協力くださいますようお願い申し上げます。
※書類の発送は4月初旬を予定しております。
※特別加入者の脱退がある場合は3月末までに手続きが必要となりますので、
ご確認のうえ事前にご連絡くださいますようお願い致します。

（問合先）袋井商工会議所経営支援グループ 担当：馬場智子・清水かおり TEL：0538-42-6151 ＦＡＸ：0538-42-9871

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3年3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▲0.9％引下げ
※新型コロナウイルス対策マル経 1,000万円
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
お問合わせ：
ふくろい商工会議所だより［Vol.317］

TEL.0538-42-6151
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☆きらりと光

る経 営 者

☆

安間製茶

さん

令和2年度 ふじのくに未来をひらく農林漁業奨励賞 受賞
第2回ビジネスコンテスト「フォトニクスチャレンジ」静岡中小企業優秀賞 受賞
豊沢地区で70年以上という歴史を持つ、安間製茶さん。基本的に栽培と
荒茶の加工をし、お茶さんへの卸を生業としていますが、代表の安間孝介
さんが白葉茶の研究で農林水産大臣賞を受賞したことをきっかけに、静岡
県茶業研究センターの協力を得ながら白葉茶の栽培・製造を開始しました。
「白葉茶」とは読んで字のごとく「白い葉のお茶」のことであり、通常の
茶園を被覆資材で覆って日光を完全に遮ることで葉を白葉化させていま
す。旨みや甘みのもとになるアミノ酸が一般的な煎茶の約3倍（玉露の約2
介氏
代 表の安 間 孝
倍）にまで高まり、苦味成分であるカテキンが減少することも大きな特徴
です。味は従来のお茶とは大きく異なり、まるで上質な出汁やお酒のように変化します。希少性はもちろん
のこと白葉茶の中でも群を抜いた品質の高さ（葉の白さ・アミノ酸の含有量・味の良さ）から、さまざまなコ
ンテストで賞を受賞し続けています。
茶農家数の減少・後継者不足・新規就農が困難という茶業界が解決すべき課題に対して、
「茶葉の評価を
数値化する」
「従来の勘と経験が通用しない気候変動や天災でも品質を安定させる」という方向性から改
善を検証したという安間さん。
農家の「つくりたい」を叶えるために「茶葉挟み込み型透過分光分析装置」によるハンディ分析機器の開
発を始めました。装置の間に茶葉を挟み込むだけで茶葉の状態を視える化し、最適な収穫時期の把握が可
能となる商品です。まだ試作段階ですが、向こう数年の間に精度を高め
た完成品の製作・営業・販売をキーアクティビティとしています。
農業を盛り上げる安間さんの挑戦
事業所名 安間製茶
はまだまだ続きます。

白葉 茶「つき
しろ」

代 表 者 安間 孝介
所 在 地 〒437-0032
袋井市豊沢491-30
T EL 0538-88-8893
FAX 0538-42-7692
E-mail tea@ammaseicha.com

お茶の旨み・甘味を極限
まで抽出する機能性を実
現した瓦製急須「粋月」。ク
ラウドファンディングによ
るご支援をお願いします！

職場deランチ帰りにテイクアウト！
週に一度は利用しよう！
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食店
を応援するため、デリバリー・テイクアウト情報をまとめま
した。職場の皆さんで、
ご自宅のご家族で・・・週に一度
はランチを楽しみませんか？詳しくはQRコードリンク先の
専用ページ、
もしくは同封のチラシをご覧ください。

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

3/27㈯

開催イベント

J2ジュビロ磐田VSレノファ山口FC

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。

編集
後記

春の暖かさが心地良く過ごしやすい気温になってき
ました。
しかし！この季節は花粉症が本当に辛いで
す。
オススメの花粉症対策があれば教えてください。
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【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

TEL.0538-42-6151

