
買って応援しよう！
好評予約受付中！
～10/22㈮まで 専用ホームページの申込フォームか

ら、または同封のチラシ（ＦＡＸ注文
書）にご記入のうえお送りください。

“CheerUp！花火２事業”はふくろい
遠州の花火2021代替イベントの
総称です。新型コロナウイルスの収
束、来年は花火大会を実施したいと
の願いを込めて 
①サプライズ花火の打上 
②デジタルコンテンツの作成 
③特産品詰合せギフトの販売
を行います。事業推進にあたり会員
企業の皆さまからご協賛をいただ
き、誠にありがとうございました。

URL : http://www.fukuroi-cci.or.jp　E-mail : fkcci@fukuroi-cci.or.jp
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2 … ㈱エムスクエア・ラボ 様が内閣府主催【女性チャレンジ賞】を受賞！！
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　　 「インボイス制度講習会」を開催
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8 … 経営革新承認企業　グラウンド・ワークス㈱／
　　　　　　　　　　　 "patisserie季季／有限会社宮本
　　 静岡県総合防災アプリ「静岡県防災」／編集後記

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
　　 令和3年10月2日㈯から時間額913円に改正
　　 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 … 経営革新承認企業　グラウンド・ワークス㈱／
　　　　　　　　　　　 "patisserie季季／有限会社宮本
　　 静岡県総合防災アプリ「静岡県防災」／編集後記

▶CONTENTS

No.324



株式会社エムスクエア・ラボ 加藤百合子社長が
内閣府主催【女性チャレンジ賞】を受賞されました！！

　この表彰は、平成15年4月に男女共同参画会議において決定された「女性のチャレンジ支援策」において、身近なチャ
レンジの事例を提示するために、活躍する女性を顕彰する「女性のチャレンジ大賞」制度創設の検討が提言されたことを
受け、起業、NPO法人での活動、地域活動等にチャレンジしている女性個人、女性団体・グループ及びそのようなチャレン
ジを支援する団体・グループを顕彰し、チャレンジの身近なモデルを示すことによって男女共同参画社会の実現のための
機運を高めることを目的として、平成16年度から実施しているものです。
◎今回応募された経緯
5月28日、内閣府から令和3年度女性のチャレンジ賞の候補対象に加藤社長が選ばれた旨、静岡

県に連絡が入り、静岡県から当社に連絡がありました。続いて、静岡県が内閣府宛てに推薦書を提出
されました。その後6月21日、静岡県より受賞決定の連絡が入りました。
例年、内閣府主催の表彰式が開催されていましたが、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み中止

となったことから、静岡県知事より表彰状の伝達が行われました。
◎表彰伝達式でのエピソードなど
当社独自の野菜共同配送システム「やさいバス」の構築事業が、大変高い評価

をいただきました。教育目的の事業も行っていて、次の世代の教育を含めた展開を
しているので、そこの部分も評価してくださったことでは、とても嬉しく思いました。
今回、表彰伝達式の様子が新聞掲載されたことで、地域企業の方々および友
人知人からお祝いのメッセージを沢山いただきました。

◎加藤社長のこれまでのご苦労や今後の展望　思い描いている夢など
私は静岡出身ではないですし、農業についてもド素人であったにもかかわらず、静岡県の方が本当に良くしてくださっ

たおかげで事業も軌道に乗り、今回の賞をいただくことが出来ました。心から感謝しております。
農業関係の事業者としては、地域のみならず各地で知られる存在になり、農家の皆さんが「エムスクエア・ラボがあっ

たから稼げるようになったよ」とか、「農業が良い方向に変わったよね」と、きちっと言っていただけるような規模で、これか
らも様々なサービスを提供して参りたいと考えています。
◎当会議所へのご要望や事業に対するご提案など
袋井市も優れた農業資源があるので、農業産業部会で農

業振興に関する研修会等主催されたらどうでしょうか。人出不
足が叫ばれているなか、スマート農業を進めようとの話もあちら
こちらで出ています。　
これは、農商工が連携して取り組んでいかなければならない
分野です。国が推進している事業等もありますので、プロジェク
トを立ち上げるために商工会議所で取りまとめ役をやっていた
だけたら有り難いと思います。

　◎会社概要
　　設立：２００９年１０月　資本金：４，０２５万円　所在地：牧之原市布引原１０７６－２：URL　http://m2-labo.jp
　　代表取締役社長：加藤百合子氏　社員：３名（グループ全体では１４名）　事業内容：農業シンク＆アクションタンク
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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⬇



「インボイス制度講習会」を開催「インボイス制度講習会」を開催

消費税 インボイス制度は、令和3年10月1日から登録申請書受付開始！消費税 インボイス制度は、令和3年10月1日から登録申請書受付開始！

日本商工会議所マル経資金関係表彰を受賞
去る９月１６日、日本商工会議所第１３３回会員総会が開催され、水谷会頭、豊田副会頭、松下副会頭、川越専務理

事がオンラインで参加しました。
昨年から実施しているオンライン開催以来初めて、全国５１５商工会議所の全会議所が参加して行われ、来賓祝辞で

は、菅総理大臣と梶山経済産業大臣によるビデオメッセー
ジ、会場の都内のホテルには、二階幹事長、各党党首が出
席し、それぞれ挨拶しました。三村会頭は挨拶の中で、商工
会議所におけるワクチン接種の取組状況に触れ、１９１商工
会議所約７１万７千人分が共同接種を実施したと話されまし
た。マル経資金関係表彰では、１９商工会議所が選ばれ、そ
の内の１会議所として当所が受賞しました。これは、採択件数
が例年の２倍以上の７０件で県下４位、経営指導員1人当た
りでは県下トップの実績が評価され、表彰に至りました。

去る9月15日㈬、インボイス制度講習会を袋井商工
会議所2階あきはホール及びオンラインにて開催しま
した。
令和5年に適格請求書等保存方式（インボイス制

度）が導入され、インボイスの保存がなければ原則仕
入控除ができなくなることから、本講習会では、早め
の準備対応として、中小企業診断士・社会保険労務
士である河合正尚氏を講師に招き、インボイス制度の
概要から導入の影響と対策、電子帳簿保存法など
の説明をされ、オンライン受講を合わせて40名の受
講をいただきました。

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。適格請求書発行事業者（登録
事業者）のみが適格請求書（インボイス）を交付することができます。
免税事業者は今のままでは取引先が仕入額控除できないことから、将来、取引先が減ってしまう。課税事業者は損をして

しまう状況から、免税事業者は取引先に対して「①消費税分を徴収しない、②課税事業者になって仕入税額控除できるよう
にする」必要がでてきます。制度の概要やご相談は、定例なんでも相談会［11/11㈭］税務相談をご利用ください。

川越専務理事と経営指導員
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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



中小企業大学校とサテライト・ゼミ開催に関して、
オンライン調印式を実施しました。

中小企業大学校とサテライト・ゼミ開催に関して、
オンライン調印式を実施しました。

袋井商工会議所では、12月に開催予定の「サテライト・ゼミin袋井」に関して、中小企業基盤整備機構・中小企
業大学校東京校と、令和3年9月10日㈮にオンライン調印式を行いました。
調印式では、当所水谷会頭がMOU（覚書）に押印し、中小企業大学校東京校の仁科隆久校長が、中小企業
大学校サテライト・ゼミの概要報告と当地域への期待を話されました。
サテライト・ゼミは、全国にある中小企業大学校の人気研修プログラムが出張して地方会場で受講できるカリキュ

ラムで、袋井商工会議所会場は管轄の東京校では静岡県では唯一の会場となります。
当所では、ふくろい新産業会館キラットに移行したのを機に、中小企業大学校やその上部機関となる中小企業
基盤整備機構との連携強化を目指し、その第
1弾として、『中小企業大学校　サテライト・ゼ
ミin　袋井』を開講させました。
最初の研修は、『リーダーシップ強化講座
　～リーダーが取るべき行動を学ぶ～』
（2021年12月8・9・16日の3日間開催）とな
ります。
経営管理・幹部人材育成・営業やIT能

力強化に関して、大学校で開催するのと同じ
研修が受講できます。是非、ご参加ください。 
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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

→

「袋井商工会議所・ベストウイズクラブ秋季福祉制度キャンペーン」実施中！

会員紹介キャンペーン
令和3年12月24日㈮まで

～お知り合いの事業所を　
ご紹介ください～

☆「さわやか」のお食事券1,000円分を贈呈
☆さらに5件以上のご紹介で「QUOカード」3,000円分を贈呈

※ご紹介いただいた事業所がご加入いただいた場合

☆加入金(10,000円)免除
☆「さわやか」のお食事券1,000円分を贈呈

※期間中ご加入いただいた全ての事業所様が対象

袋井商工会議所ではより多くの皆様に
ご活用いただくため、会員紹介キャン
ペーンを実施しています。この機会に皆
様のお引取先やお知り合いの方で、ま
だ袋井商工会議所にご入会いただいて
いない方がおられましたら、是非ご紹介
ください。

ご入会の特典

ご紹介の特典

　当所では、「秋季福祉制度キャンペーン」を10/1～
11/30の期間で実施致します。
　本キャンペーンは、「商工会議所福祉制度」を会員の
みなさまにご理解いただき、会員事業所の福祉向上にお
役立ていただく事を主な目的としております。

　「商工会議所福祉制度」は経営者・役員の皆さまの
保障や退職金準備他、入院、介護、老後に備えた様々
な保障ニーズにお応えするものです。商工会議所職員
およびアクサ生命保険㈱の推進員がお伺いした際に
は、是非ご協力いただきますようお願い申し上げます。
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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。

2021年7月～12月限定

あきはホール
会場費
50%OFF!!
JR袋井駅から徒歩1分！！どなた様でもご利用いただけます！！

お問合せ先：どまんなか袋井まちづくり株式会社　0538-31-2961
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8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－LOBO －商工会議所早期景気観測調査－
8月のポイント「業況DIは、感染急拡大により悪化先行きは、感染収束が見通せず、厳しい見方続く」8月のポイント「業況DIは、感染急拡大により悪化先行きは、感染収束が見通せず、厳しい見方続く」

【電力料金の上昇（東日本大震災以降）による
 経営への影響】

【新型コロナウイルスによる経営への影響】
【2050年カーボンニュートラルへの対応】

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。

　新型コロナウイルス変異株の感染拡大により、緊急事態宣
言とまん延防止等重点措置の期間延長・対象地域の拡大が
実施された。これに伴う外出自粛、イベントの中止、営業時間の
制限により、客足が減少し、サービス業を中心に業況感が悪化
した。ワクチン接種の進展による経済活動の正常化に期待する
声が聞かれる一方で、新型コロナウイルスの感染収束が見通
せず、長引く受注・売上減少や客足回復の遅れから、業績悪
化の継続を懸念する企業は多い。今後も厳しい見方が続く。

【各業種から寄せられた特徴的なコメント】
【建設業】「ウッドショックによる材料価格の高騰が続いており、採

算は悪化。また、地域における公共事業の受注機会が減少し
ており、今後の業績悪化を懸念している」（一般工事業）「受注
競争が厳しく、本来は受注しない収益確保の難しい案件でも受
けざるを得ない。また、先の見通しが立たない中、コスト削減のた
め、人材育成に取り組めずにいる」（内装仕上工事業）

【製造業】「東南アジアの新型コロナウイルス感染拡大の影響に
よる取引先の自動車メーカーの生産調整の影響により、受注
量に影響が出ている」（自動車・附属品製造業）「砂糖や小麦
粉などの原材料価格の上昇が続く中、販売価格への価格転
嫁を検討している。ただし、コロナ禍で苦戦しているサービス業
の取引先がどの程度許容してくれるか判断が難しい」（調味料
製造業）

【卸売業】「喫茶店やホテル向けの業務用コーヒーメーカーへの売
上は減少したものの、家庭用コーヒーメーカーへの売上は増加。
ただし、コーヒー生豆の相場上昇に伴い、家庭用コーヒーの値上
げが相次いでおり、今後の消費者の買い控えを懸念している」
（農産物卸売業）「建築資材の価格上昇により採算は悪化。ま
た、ウッドショックによる木材不足で、取引先の着工に影響が出て
いる」（建築材料卸売業）

【小売業】「新型コロナウイルス感染拡大に伴う入場規制を実施す
ることを公表して以降、客数・売上ともに大きく落ち込んだ」（百貨
店）「例年大きな売上が見込めるお盆期間において、緊急事態
宣言と天候不順が重なったため、客足が伸び悩み、売上は悪化
した」（菓子小売業）

【サービス業】「時短営業に加え、酒類提供の停止も行っている
が、客単価が低下しており、採算は悪化している。緊急事態宣
言やまん延防止等重点措置に伴う営業制限が長引き、経営
は厳しい状況」（飲食業）「新型コロナウイルス感染急拡大の
影響を受け、宿泊予約のキャンセルが相次ぎ、業況は悪化」
（宿泊業）

30

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲２９．４ ▲２０．９ ▲１２．５ ▲３０．７ ▲４４．４ ▲３７．９

関東 　 　 　 　 　

▲２６．６ ▲２４．４ 1.6 ▲３５．７ ▲４４．４ ▲３７．９

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲３２．３ ▲２６．１ ▲１７．６ ▲３１．１ ▲４３．０ ▲４２．１

関東 　 　 　 　 　

▲３１．８ ▲３５．９ ▲１０．１ ▲２６．８ ▲４９．５ ▲３５．８

　 　 　 　
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8月）

■ LOBO調査　業況天気図（先行き見通し：2021年9月～11月）
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お問合わせ：

●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10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

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

～令和3年10月2日㈯から時間額913円に改正～

■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

■国の月次支援金・県の応援金・市の特別支援金 申請サポート相談会　完全予約制

■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

　静岡県内の事業場で働く（パート・アルバイト等含む）すべての
労働者に適用される「静岡県最低賃金」は、時間額913円（令
和3年10月2日発効）となりました。
　詳細については、静岡労働局労働基準部賃金室(電話
054-254-6315)又は最寄の労働基準監督署へおたずねください。

最低賃金額(時間額) 発行年月日

令和３年10月２日
（土曜日）913円

静岡県の最低賃金

去る9月15日㈬、インボイス制度説明会を袋井商工会議所2階あきはホール及びオンラインにて開催しました。
令和5年に適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入され、インボイスの保存がなければ原則仕入控除ができ

なくなることから、本講習会では、早めの準備対応として、中小企業診断士・社会保険労務士である河合正尚氏を講師
に招き、インボイス制度の概要から導入の影響と対策、電子帳簿保存法などの説明をされ、オンライン受講を合わせて
40名の受講をいただきました。
免税事業者は今のままでは取引先が仕入額控除できないことから、将来、取引先が減ってしまう。課税事業者は損を

してしまう状況から、免税事業者は取引先に対して「①消費税分を徴収しない、②課税事業者になって仕入税額控除
できるようにする」必要がでてきます。
当所では今後、9/21・10/5・10/26に「消費税に関する個別相談会」を、10/19には当セミナーでお招きした河合正
尚氏による「働き方改革対応セミナー」をそれぞれ開催します。
早めの準備として引き続き会員への支援を行っていきますので、是非、ご参加いただきますようお願い致します。

日時 内容 専門家等
11月12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
11月18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
毎週火曜日・木曜日開設
9：00～16：00

国の月次支援金、県の応援金・
市の特別支援金の申請サポート　ほか

中小企業診断士・特定行政書士
村越誠也　氏

各種補助金・助成金、支援金、応援金、
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

11月9日㈫・17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
11月11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

11月11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（インボイス制度、記帳、節税　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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経営革新計画承認企業

テーマ グラスファイバーのブローイング工法による
高性能、低価格な断熱施工サービスの提供

グラウンド・ワークス㈱は、地盤調査や地盤改良のプロとし
て、県内外800店の工務店ネットワークを保有し、施工前だ
けでなく住宅保証サービスの強化充実に努めております。
この度、従来のセルロースからグラスファイバーを用いたブ
ローイング断熱工法のサービスを開始して、高断熱・高気密
は家づくり「ZEH（ゼッチ＝ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）」
をサポートしていきます。このサービスは、安い・早いの工期
短縮やコスト削減だけでなく、素材を吹き付けることで、産
業廃棄物を出さない、環境にやさしい住宅づくりにもつな
がっていきます。
この県内初の試みは、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。
ご興味があれ
ば是非ご連絡くだ
さい。

グラウンド・ワークス㈱

東京パラリンピック2020で金メダルを獲得された
静岡県内出身の佐藤選手（陸上）、鈴木選手
（水泳）、杉村選手（ボッチャ）、杉浦選手（自転
車）。県民に希望と活力を与えたとされ、県民栄

誉賞を授与すると川勝平太知事より発表がありました。本賞
の第１号は、1992年バルセロナオリンピック競泳で金メダルを
獲った岩崎恭子さんとのことです。皆さんそれぞれに、ここま
での道のりが長く険しいものだったことは、想像に難くないとこ
ろです。本当におめでとうございます！（Ｎ．T）

企業概要企業概要
【企業名】"pâtisserie季季
【代　表】渡邊 有希子
【所在地】袋井市堀越1丁目15-4
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】0538-31-3813企業概要企業概要

【企業名】グラウンド・ワークス株式会社
【代　表】山下 英俊
【所在地】袋井市川井873番地の4
【業　種】土木建築サービス業（742）
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】0538-45-3313
【 Ｕ Ｒ Ｌ 】https://www.ground-works.biz/

経営革新計画承認企業

テーマ 料亭の味と地元遠州の食材を活かし、持ち
帰りやネット販売に適した本格料理の提供

有限会社宮本『四季の庵宮本』は
袋井に店を構えて23年の日本料理
店です。今まで地元ではお慶び事や
ご法要・接待など礼儀を重んじる場と
してご利用いただいておりました。
この度のコロナ禍社会において親しい方にも会えないと
いう状況が続いています。そんな中でも親しい方にはおもて
なしの心を届けたい！そんな想いから料亭の味をそのままに
皆様のご自宅まで料理が届けられるように商品開発をして
おります。
地元袋井産のお米を使用し京風の御出汁で仕上げる釜め

しや独自の製法で柔らかく仕上げたちりめん山椒柔らか煮は
当店を代表するおもてなしの料理です。食材を最大限に活か
し、手間を惜しまず丁寧に一品一品仕上げた本格料理の持ち
帰りやネット販売を
始めます。お問合
せやご注文是非お
待ちしております。

有限会社宮本

企業概要企業概要
【企業名】有限会社宮本
　　　　（四季の庵宮本）
【代　表】宮本 裕充
【所在地】袋井市田町2丁目4-15
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】0538-44-0414
【 Ｕ Ｒ Ｌ 】https://www.miyamoto7.jp/

経営革新計画承認企業

テーマ 超高付加価値な「まるごとクラウンメロンケーキ」
の開発と予約販売による製造の平準化

"pâtisserie季季は袋井バイパス堀越
インターチェンジ近くに店舗を構え、地元
食材を使用した商品に注力した洋菓子
を製造販売いたしております。
特に近年SNSで注目されている"まる

ごとメロンケーキ"を製造販売している店舗は全国に多数あ
りますが、メロンの産地でないお店ばかり。地域特産品であ
るクラウンメロンの産地に店を構えて
いる以上やらない理由はないと思い
立ち、完全予約販売で受注生産を
はじめました。
いつものクラウンメロンとは一味違

う贅沢な味をぜひ一度お試しください。"

"pâtisserie季季
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