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2 … 事業再構築補助金・小規模事業者持続化補助金等説明会＆個別相談会
　　 Instagramフォトコンテストふくろい遠州の花火投稿募集中！！
　　 ふくろい応援商品券の使用・換金期限が延長しました
　　 働き方改革対応セミナー、生活習慣病検診のお知らせ
3 … 静岡県内商工会議所会頭と中部地方整備局との意見交換会
　　 第26回　会員親睦ゴルフ大会中止のお知らせ　
4 … 中小企業大学校研修 リーダーシップ強化講座
5 … 気軽にゼミナール
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
　　 新型コロナウイルスの影響を乗り越えるための経営支援策
　　 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㈱／㈱Ｒｉｐｐｌｅ
　　 ふくろい応援プロジェクト／公式LINE友だち募集中
　　 エコパイベントスケジュール／編集後記
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静岡県への「まん延防止等重点措置」・「緊急事態宣言」の適用に伴い、飲食店及び大規模集客施設等（1,000㎡
超）への時間短縮、終日酒類の提供停止及び市民の皆さまへの外出自粛などの要請により、市内中小企業等に売上減
少等の影響が広がっております。
要請に応じていただいた飲食店の皆さまには県から「協力金」が交付されます。また、今回の措置の影響を大幅に受け

た事業者の皆さまに国から「月次支援金」、月次支援金の給付要件に満たないものの、厳しい経営状況にある皆さまには
県から「応援金」が交付されます。
「協力金」の対象となる要件、各種支援金等の窓口は以下の通りです。また、月次支援金・応援金については今月号
のチラシをご覧いただき、不明な点等はお気軽にお問合せください。

静岡県 緊急事態宣言　８月２０日㈮～９月１２日㈰

本来の営業形態
緊急事態措置を受けた店舗での対応 協力金

酒類・カラオケ設備の提供 営業時間

提供している
（利用者による持込を含む）

例：居酒屋

メニューに酒類が
掲載されている料理店

午後8時過ぎ
まで営業

休　業 対　象
酒類、カラオケ設備提供をしない
かつ午後8時までの営業短縮 対　象

午後８時以前
に閉店

休　業 対　象
（まん延防止等重点措置では対象外）

酒類、カラオケ設備提供しない 対象外

提供していない

午後8時過ぎ
まで営業 午後8時以前まで営業時間を短縮 対　象

午後8時以前
に閉店

－
（通常の時間営業） 対象外

制　度 お問い合わせ先 連絡先
協力金 静岡県営業時間短縮要請コールセンター 050-5211-6111（9:00～17:00）
月次支援金 月次支援金相談窓口（中小企業庁） 0120-211-240  （8:30～19:00）
応援金 静岡県経済産業部経営支援課 0120-880-380  （9:00～17:00）

【協力金の対象となる要件等】

【制度に関する窓口】

8月24日現在の情報を基に作成しております。詳しくは静岡県のホームページ等でご確認ください。



詳しくは、今月号に同封の別途チラシをご覧ください。

【消費税・インボイス制度個別相談会】 9月21日㈫､10月5日㈫､10月26日㈫ 
　　　　　　　　　　　　　　　　全日とも13:30～16:30
【働き方改革対応セミナー デジタル化・業務効率アップ】  10月19日㈫ 14：00～16：00
【生活習慣病検診】 　　　　　　　  12月13日㈪14日㈫15日㈬17日㈮

募集期間　令和３年９月３０日㈭まで
詳しい情報は、ふくろい遠州の花火
公式ＨＰをご覧ください
アドレス：
www.fukuroi-hanabi.jp/

Instagram フォトコンテスト

ふくろい遠州の花火
 投稿募集中！！

事業再構築補助金・小規模事業者持続化補助金等
まるわかり説明会＆個別相談会を開催

●使用期限：９月３０日㈭まで
●換金期限：１０月１５日㈮まで

＃みんなのふくろいはなび

ふくろい応援商品券第２弾
使用・換金期限が延長されました
ふくろい応援商品券第２弾
使用・換金期限が延長されました

　去る8月3日㈫、上記補助金説明会を会議所会議室及びオンラインにて開催しました。

　本説明会では、補助金の定義や申請における注意点から始まり、事業再構築補助金・小規模事業者持続化補助

金とはどのようなものなのかをはじめ、申請書の記載の仕方

やポイントについて、㈱エイチ・エーエル取締役副代表の太

田敬冶氏より講演をいただきました。

　事業計画書作成のイメージを具体例や過去の支援実績

を交え、申請書においては表現をわかりやすく記入する、新

規性・革新性があるかなど具体的にわかりやすく説明をさ

れました。

　受講者からは、今後の経営計画の参考にしたい、自社の

課題を今一度見直してみるなど、前向きな感想をいただき

ました。
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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⬇



静岡県内商工会議所会頭と中部地方整備局との意見交換会

第26回　会員親睦ゴルフ大会中止のお知らせ

去る8月4日㈬、中島屋グランドホテ
ルに県内15商工会議所会頭が集ま
り、中部地方整備局の幹部職員とオ
ンラインで意見交換会が開催されまし
た。昨年は、コロナの影響により中止
となり、2年ぶりの開催となりました。従
来の意見交換会では、道路関係が8
割から9割を占めていましたが、今回
は熱海の土石流災害をはじめとする
防災関係、河川・港湾・まちづくり等
多岐にわたっての要望となりました。
当所水谷会頭からは、
①掛川・日坂バイパスの４車線化
静岡県下の国道一号線バイパスで唯一４車線化が進んでいないため、慢性的に渋滞が発生している。前倒しで進
めてほしい。
②掛川・日坂バイパス進入路の改善
バイパスの進入路が短く、危険な箇所がある。最近、八坂インター出口付近で工事しているが、西郷インターは短く危
険であるため、４車線化前に整備をしてほしい。
③高速道路からの一時退出を可能とする『賢い料金』の制度化
昨年３月から一時退出時間を１時間から３時間に延長し、全国２３の道の駅でETC2.0を使った社会実験が行われ
ているが、これが終了したら制度化してほしい。また、高速道路の休憩施設は、駐車マスが増設されているものの、土
日祝日・長期連休は満車で使えないことがある。道の駅以外にも、インター周辺の対象施設の範囲を広げて利用でき
るよう併せて制度化してほしい。
以上、３点について要望しました。
地方整備局からは、要望は聞き入れてくれたものの、その場では具体的な対応までは示されませんでした。

　毎年恒例行事として一昨年まで行って参りました「会員親睦ゴルフ大会」につきまして、会議所だより7月号・8
月号に開催案内を同封し周知させていただきました。
　しかし、先月中旬、静岡県内に新型コロナウイルス感染拡大防止のための「緊急事態宣言」が出され、感染防止
対策は待ったなしの状況であります。
　そうしたことから、実行委員会で協議をした結果、安心・安全な大会運営が困難との結論に至り、9月29日の大
会は中止というご判断をさせていただきました。楽しみにしておられた皆様には、大変申し訳なく思います。
　来年こそは開催が実現出来ることを、関係者一同切に願っております。
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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



～袋井商工会議所で、中小企業大学校の人気研修が受講できます～

静岡県で開催決定！！
「中小企業大学校 サテライト・ゼミin袋井」が

スタートします！

静岡県で開催決定！！
「中小企業大学校 サテライト・ゼミin袋井」が

スタートします！

袋井商工会議所では、ふくろい新産業会館キラットに移行したのを機に、令和3年度事業の一環として、中小企
業大学校東京校との連携事業『中小企業大学校 サテライト・ゼミin 袋井』をスタートさせます。第1弾としては、『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）を開催予定です。
これは、未来投資戦略2017（平成29年6月9日閣議決定）に基づき、全国各地にある中小企業大学校の人気
研修を行政機関・支援機関・大学・金融機関と連携して、そ
の機関の所在地で実施するプログラムであり、静岡県下で
は、サテライトゼミ会場は袋井のみとなります。

中小企業大学校は、国の中小企業施策の実務機関であ
る独立行政法人　中小企業基盤整備機構が運営する研
修機関で、全国9ケ所に各大学校が設置され、中小企業の
経営者や後継者等を対象に、体系化された多彩な研修メ
ニューが提供され、企業の人材育成をサポートしています。ち
なみに、静岡県は関東ブロックに組み込まれ、東京校（東京
都東大和市）が研修エリアとなります。
　

研修の特色としては、
（１）少人数の参加型（定員：15名）で、演習やグループ・ディスカッションが多く組まれ、受講者が主体的

に考えながら進める参加型のコースが多い。
（２）国の政策として実施、受講料が安く設定されている。（国や自治体によっては、各種助成金支援制

度も設置されており、当所も袋井市に令和4年度の行政要望の１つに入れました。）
（３）メニューによっては、店舗診断や工場実習も取り入れられ、実践型の研修を行い、自社の経営課題

解決策を作成し、現場で使える成果物を持ち帰ることができます。
（４）昭和37年以降、延べ63万人が受講し、企業経営に必要な経営分析やマネジメント手法の体系的

な習得にとどまらず、研修仲間とのネットワークも魅力です。

※大学校に行かなくても、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

→

・子どもの出生後８週間以内に男性だけが利用できる出生時育休制度（男性版産休）を新設
・現在は原則１回しか取れない育休を、分割して２回まで取得可能に
・事業主に対して、育休を取得しやすい雇用環境の整備と、妊娠・出産（本人または配偶者）の
  申し出をした従業員（個別）に育休制度等の周知・意向確認を義務付け

　市では、男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、令和3年3月に、「第4次袋井市男女共同参画推進
プラン」を策定し、男女が共に参画し、個性と能力を十分に発揮できる持続可能な活力ある社会の実現を目指しています。
　第4次プランでは、女性の職業生活の活躍やＤＶ防止などの観点も盛り込みながら、全体目標である「多様な価値観を認め合
い、個性と能力を発揮できる社会の実現」を目指して、4つの基本目標、9つの基本方針を設定し、取り組んでいます。
　男女共同参画や女性活躍というと、女性の問題だと捉えられがちですが、男性にとっても大変重要で、男性がより暮らしやす
くなるもので、男女が共に進めていくものです。男女共同参画の意識を「地域と家庭」、「職場と家庭」という生活の場に広げるこ
とが重要であり、地域・家庭・職場の垣根をなくすことがワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現につながります。
　人生100年時代を見据えて、誰もが心身ともに健康で、多様で柔軟な働き方等を通じて、ワーク・ライフ・バランスの実現に向け
て取り組んでいきますので、事業所の皆様にもご協力をお願いします。

◆男女共同参画推進プランについて

　昨年度、市民を対象に実施した「男女共同参画に
関する市民意識調査」で、男性の育休について聞い
たところ、8割以上の方（「とった方がよい」33.4％・「どち
らかといえばとった方がよい」47.4％）が、男性の育休取
得を肯定的に捉えています。 　 
　しかし、市内事業所を対象に実施した「男女共同参
画に関する実態調査」では、女性（母親）の育休取得率は100％であるのに対し、男性（父親）の取得率は5.7％でした。
　我が国における共働き世帯は約7割となっており、核家族世帯も増加しています。頼れる親が近くにいなかったり、親も長く働くよ
うになってきて、家事・育児の担い手が限られる家庭が増えています。このような社会構造の変化から、男性も女性同様、家事・育
児に関わる必要性が高まっており、男性の育休取得や育児参加を促す育児・介護休業法が今年6月に改正されました。

　現在も、育休は、男性・女性を問わず取得できますが、取るのはほとんどが女性（母親）です。男性が育休を取らない理由として、
職場の理解が得られない、取りにくい雰囲気がある、育休中の家計が不安など、様々な要因が挙げられますが、就職活動にあたっ
て、会社選びの条件として、男性の育休取得率に注目する学生が増えているといいます。男性の育休取得を、性別を問わず優秀
な人材を確保し、定着させるための経営戦略と位置付け、男性の育休取得を進めることができれば、属人化している業務の見直
しや職場改善のきっかけにもつながるのではないでしょうか。男性の育休取得には、会社や周りの皆さんの理解と協力、取りやす
い雰囲気づくりが何よりも大切です。女性（母親）だけでなく、みんなで子育てできる環境をつくりましょう。

◆男性の育児休業取得について

育児・介護
休業法（改正）の
ポイント

◆育児・介護休業法に
　ついては
　厚生労働省ＨＰ

問合先　袋井市協働まちづくり課
　　　　コミュニティ推推室　
　　　　0538-44-3107

◆第４次袋井市男女共同
　参画推進プランに
　ついては、袋井市ＨＰ

もっと身近に！男女共同参画～男性の育児休業（育休）取得を応援する社会へ～
袋井市　協働まちづくり課

vol.95
サービス業部会発

袋井市調査（令和2年度調査）　　回答者数=1,324



～袋井商工会議所で、中小企業大学校の人気研修が受講できます～
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静岡県で開催決定！！
「中小企業大学校 サテライト・ゼミin袋井」が

スタートします！

袋井商工会議所では、ふくろい新産業会館キラットに移行したのを機に、令和3年度事業の一環として、中小企
業大学校東京校との連携事業『中小企業大学校 サテライト・ゼミin 袋井』をスタートさせます。第1弾としては、『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）を開催予定です。
これは、未来投資戦略2017（平成29年6月9日閣議決定）に基づき、全国各地にある中小企業大学校の人気
研修を行政機関・支援機関・大学・金融機関と連携して、そ
の機関の所在地で実施するプログラムであり、静岡県下で
は、サテライトゼミ会場は袋井のみとなります。

中小企業大学校は、国の中小企業施策の実務機関であ
る独立行政法人　中小企業基盤整備機構が運営する研
修機関で、全国9ケ所に各大学校が設置され、中小企業の
経営者や後継者等を対象に、体系化された多彩な研修メ
ニューが提供され、企業の人材育成をサポートしています。ち
なみに、静岡県は関東ブロックに組み込まれ、東京校（東京
都東大和市）が研修エリアとなります。
　

研修の特色としては、
（１）少人数の参加型（定員：15名）で、演習やグループ・ディスカッションが多く組まれ、受講者が主体的

に考えながら進める参加型のコースが多い。
（２）国の政策として実施、受講料が安く設定されている。（国や自治体によっては、各種助成金支援制

度も設置されており、当所も袋井市に令和4年度の行政要望の１つに入れました。）
（３）メニューによっては、店舗診断や工場実習も取り入れられ、実践型の研修を行い、自社の経営課題

解決策を作成し、現場で使える成果物を持ち帰ることができます。
（４）昭和37年以降、延べ63万人が受講し、企業経営に必要な経営分析やマネジメント手法の体系的

な習得にとどまらず、研修仲間とのネットワークも魅力です。

※大学校に行かなくても、同じ研修が受講できます。是非、ご参加ください！
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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

・子どもの出生後８週間以内に男性だけが利用できる出生時育休制度（男性版産休）を新設
・現在は原則１回しか取れない育休を、分割して２回まで取得可能に
・事業主に対して、育休を取得しやすい雇用環境の整備と、妊娠・出産（本人または配偶者）の
  申し出をした従業員（個別）に育休制度等の周知・意向確認を義務付け

　市では、男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、令和3年3月に、「第4次袋井市男女共同参画推進
プラン」を策定し、男女が共に参画し、個性と能力を十分に発揮できる持続可能な活力ある社会の実現を目指しています。
　第4次プランでは、女性の職業生活の活躍やＤＶ防止などの観点も盛り込みながら、全体目標である「多様な価値観を認め合
い、個性と能力を発揮できる社会の実現」を目指して、4つの基本目標、9つの基本方針を設定し、取り組んでいます。
　男女共同参画や女性活躍というと、女性の問題だと捉えられがちですが、男性にとっても大変重要で、男性がより暮らしやす
くなるもので、男女が共に進めていくものです。男女共同参画の意識を「地域と家庭」、「職場と家庭」という生活の場に広げるこ
とが重要であり、地域・家庭・職場の垣根をなくすことがワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現につながります。
　人生100年時代を見据えて、誰もが心身ともに健康で、多様で柔軟な働き方等を通じて、ワーク・ライフ・バランスの実現に向け
て取り組んでいきますので、事業所の皆様にもご協力をお願いします。

◆男女共同参画推進プランについて

　昨年度、市民を対象に実施した「男女共同参画に
関する市民意識調査」で、男性の育休について聞い
たところ、8割以上の方（「とった方がよい」33.4％・「どち
らかといえばとった方がよい」47.4％）が、男性の育休取
得を肯定的に捉えています。 　 
　しかし、市内事業所を対象に実施した「男女共同参
画に関する実態調査」では、女性（母親）の育休取得率は100％であるのに対し、男性（父親）の取得率は5.7％でした。
　我が国における共働き世帯は約7割となっており、核家族世帯も増加しています。頼れる親が近くにいなかったり、親も長く働くよ
うになってきて、家事・育児の担い手が限られる家庭が増えています。このような社会構造の変化から、男性も女性同様、家事・育
児に関わる必要性が高まっており、男性の育休取得や育児参加を促す育児・介護休業法が今年6月に改正されました。

　現在も、育休は、男性・女性を問わず取得できますが、取るのはほとんどが女性（母親）です。男性が育休を取らない理由として、
職場の理解が得られない、取りにくい雰囲気がある、育休中の家計が不安など、様々な要因が挙げられますが、就職活動にあたっ
て、会社選びの条件として、男性の育休取得率に注目する学生が増えているといいます。男性の育休取得を、性別を問わず優秀
な人材を確保し、定着させるための経営戦略と位置付け、男性の育休取得を進めることができれば、属人化している業務の見直
しや職場改善のきっかけにもつながるのではないでしょうか。男性の育休取得には、会社や周りの皆さんの理解と協力、取りやす
い雰囲気づくりが何よりも大切です。女性（母親）だけでなく、みんなで子育てできる環境をつくりましょう。

◆男性の育児休業取得について

育児・介護
休業法（改正）の
ポイント

◆育児・介護休業法に
　ついては
　厚生労働省ＨＰ

問合先　袋井市協働まちづくり課
　　　　コミュニティ推推室　
　　　　0538-44-3107

◆第４次袋井市男女共同
　参画推進プランに
　ついては、袋井市ＨＰ

もっと身近に！男女共同参画～男性の育児休業（育休）取得を応援する社会へ～
袋井市　協働まちづくり課

vol.95
サービス業部会発

袋井市調査（令和2年度調査）　　回答者数=1,324



7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－
7月のポイント「業況DIは、持ち直しの動きも力強さ欠く先行きは、変異株への警戒感から厳しい見方続く」7月のポイント「業況DIは、持ち直しの動きも力強さ欠く先行きは、変異株への警戒感から厳しい見方続く」

【正社員の副業・兼業に関する状況】【新型コロナウイルスによる経営への影響】
【ワクチン休暇等への対応状況】

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による経営への影響について「影響が続
いている」「今後マイナスの影響が出る懸念がある」と回答した
企業は８７．９％となった。緊急事態宣言が新たに発令されたり、
一部延長されたりと、経営への悪影響が長期化している。
ワクチン休暇等については、検討中を含め約８割の企業が対
応を行っている結果となった。高齢者を中心にワクチン接種が
進み、経済活動の正常化に伴う需要の回復など期待する声が
聞かれる。一方、変異株による感染再拡大への警戒感が増す
ことで長期化に伴う受注・売上減少による業績悪化の継続や、
客足回復の遅れなど採算悪化を懸念する企業は多く、先行き
は依然として厳しい見方が続く。

【各業種から寄せられた特徴的なコメント】
【建設業】「木材・鋼材の価格上昇や品不足の影響により、新規
案件の受注に至らないケースが増えている」（一般工事業）「民
間工事の受注低迷が続いており、公共工事の受注競争が厳し
くなっている。また、新型コロナウイルスの感染対策や熱中症対策
などの衛生管理のコスト負担が増大している」（管工事業）

【製造業】「自動車用ワイヤハーネスなどの車載用部品の受注は堅
調なものの、半導体不足による自動車メーカーの生産調整もあ
り、先行き不透明感は強い」（電線・ケーブル製造業）「昨年から
オンライン販売に力を入れていることもあり、売上は改善。ただし、
食用油や大豆などの原材料の仕入れ価格上昇が相次いであっ
たため、今後は商品の販売価格の値上げや包装資材の見直し
により採算を確保していく」（菓子製造業）

【卸売業】「緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令された
地域の飲食店への売上減少が続いている。量販店向けの売上
は確保できているものの、低価格商品が中心のため、採算確保
に苦慮している」（酒類卸売業）「東南アジアにおける新型コロナ
ウイルス感染拡大の影響により、合板の品不足が発生している
ため、販売ができずに売上が激減している」（建築材料卸売業）

【小売業】「昨年から取り組んでいる新たな販促策の成果もあり、売
上は増加しているものの、コロナ禍前の売上までは回復していな
い。年内に設備投資に踏み切るためにも、夏季商戦を乗り切りた
い」（贈答品・生活雑貨小売業）「巣ごもり需要による住まい関連
の商品の売上は好調な一方、衣料品の売上の苦戦は続いてい
る。先行きが見通せないコロナ禍での今秋に予定される最低賃
金の引上げによる経営への影響を懸念している」（百貨店）

【サービス業】「地域のお祭りの規模縮小や宴会需要低迷によ
る来店客数の減少が続き、厳しい経営状況が続いている」（飲
食業）「宅配需要増加に伴い、売上は改善。ただし、ガソリン価
格が高騰しており、今後の採算悪化を懸念している」（運送業）

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲２４．１ ▲１８．２ ▲９．７ ▲２８．３ ▲３７．６ ▲２８．９

関東 　 　 　 　 　

▲２１．３ ▲２６．９ 3.3 ▲３３．３ ▲３７．６ ▲２２．８

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲２７．２ ▲２２．９ ▲１７．２ ▲２８．７ ▲３６．５ ▲３１．３

関東 　 　 　 　 　

▲２８．６ ▲３４．６ ▲１３．２ ▲３３．３ ▲３８．６ ▲２９．４

　 　 　 　
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7月）

■ LOBO調査　業況天気図（先行き見通し：2021年8月～2021年10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9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

新型コロナウイルスの影響を乗り越えるための経営支援策

■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

■ＢＣＰ（事業継続計画）個別相談会　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

日時 内容 専門家等

10月8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
10月21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
10月14日㈭
10：00～16：00

BCP策定、事業継続力計画、
感染症対策、BCP見直し ほか

静岡県ＢCP
コンサルティング協同組合専門家

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
10月6日㈬・12日㈫
20日㈬・26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
10月14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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LINE公式アカウント
友達募集中!!

ふくろい応援プロジェクト
　会員さんのお店を掲載した「ふくろい応援プロジェク
ト」のホームページです。
　テイクアウト、デリバリー、美容院、エステ
など、業種問わずお店を紹介しています。イ
ンスタグラムも行っています。お気軽にフォ
ローお願いします。

◉ 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 地元工務店向け
新築住宅長期保証型プログラムの提供

グラウンド・ワークス㈱
は、地盤調査や地盤改
良の専門サービスを提供
し、不同沈下や液状化
に強い「HySPEED350
工法」は一定の評価を
いただいております。

この度、近隣の中小工務店に向けて独自に新築住宅
長期保証プログラムを提供する予定。大手ハウスメーカー
に負けない住宅の点検・補修・ハウスクリーニングを組み合
わせた安価で自由度が高いサービスを受けることができま
す。特に、白アリ予防処理や5年ごとの定期点検に合わせ
たクリーニングは大きなメリットを感じられると思います。
この度、既存住宅状況調査技術資格者・ウッドリペア
マイスター・ハウスクリーニング技能士の専門サービスで、
定期点検・補修・クリーニングの一貫した長期保証が受
けられるのは、住宅購入者にとっては大きな安心感が得
られるものと思い
ます。
ご興味があれ
ば、是非ご連絡く
ださい。

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/

グラウンド・ワークス㈱

　　　　　　袋井商工会議所から経営に役立つ
融資制度や各種支援制度、各相談会
等の役立つ情報をお届けします。

　　　右のQRコードから→　
　　　友達追加をお願いします。

開催日 開催イベント
静岡県高等学校新人バドミントン大会西部地区予選

9/18㈯ 高円宮杯　静岡県U－15サッカーリーグ
静岡県社会人バスケットボールリーグ戦

9/19㈰
全日本U－18女子サッカー選手権　静岡県大会

9/20㈪
静岡県高等学校新人バドミントン大会西部地区予選
高円宮杯　静岡県U－13サッカーリーグ
エコパカップ小学生（キッズ）サッカー大会

9/23㈭
全日本ハンドボール選手権大会静岡県予選会
高円宮杯　静岡県U－18サッカーリーグ

静岡県高校アーチェリー選手権
9/25㈯

秋季西部小学生陸上競技大会inエコパ
9/26㈰ 全日本U－18女子サッカー選手権　静岡県大会

静岡県サッカーチャレンジドリーグ
遊楽真剣秋季練成会

10/2㈯ 高円宮杯ＪＦＡ U‐18　サッカーリーグ2021静岡 スルガカップ
静岡県アーチェリーWIN＆WINカップ

新体操アートカップ10/3㈰
エコパマーチングフェスティバル練習会10/9㈯

静岡県内フットサルリーグ10/10㈰

東京オリンピック2020は、開催に賛否ありました
が日本勢がオリンピック史上最多のメダルを獲得
して閉幕しました。連日、ＴＶの前で一喜一憂さ
れていた方も多いのではないでしょうか？個人的

には、中学・高校と水泳に取り組んでいたため、大橋悠依選
手の２種目制覇のシーン、瀬戸＆萩野選手がレース後に笑顔
でお互いを称え合ったシーンがとても印象的でした。（Ｎ．Ｔ）

経営革新計画承認企業

テーマ リモート販売システム「いつでもフィオ
レンティーナ」の構築と新規顧客開拓

㈱Rippleは、可睡斎近くの人
気イタリアンレストラン「フィオレン
ティーナ」を中心に、飲食店事業
やウェディング事業を展開しており
ます。

イタリアから輸入した高級食材でつくるパスタやピザは、
美味しいとの声をいただいていますが、最近は地元の食
材活用と健康志向のレストランメニュー開発にも力を入れ
ており、最近では静岡県が県内素材を活かす健康食づく
り「メディシェフ×静岡県」の採択企業にも本年選ばれま
した。
この度、コロナ禍社会の対応として、ＴＶ会議システムを
活用したリモート販売システムを構築し、お店の数キロ圏内
にあるドラッグストアやホームセンターの駐車場にある移動
販売車から注文ができ、買い物帰りに受け取れる「いつで
もフィオレンティーナ」を始めます。
イタリアン専門店の本格的な料理を、日々の買い物つい
でに自宅で楽しめます。
ご興味があれば是非お
召し上がりください。

企業概要企業概要
【企業名】株式会社Ripple
【代　表】川瀬 喜和
【所在地】袋井市久能2871-1
【業　種】専門料理店(762)
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】0538-44-1117
【 Ｕ Ｒ Ｌ 】https://fio-style.jp

㈱Ripple
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