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袋井商工会議所
会頭  水谷 欣志

謹賀新年 2022年新年所感
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～袋井の未来へ向かってトライ！～
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感染症発生から約2年経過しましたが、昨年も会員企業の皆様には
様々な影響があったことと拝察いたします。
振り返りますと、昨年は年初から感染が拡大し、その後も拡大縮小が
繰り返されました。県下においても第５波の影響で8月20日に緊急事態宣
言が発令され、当初９月12日までの予定でしたが、9月30日まで延長され、
地元経済に多大な影響がありました。ワクチン接種が進んだこともあり、幸
い10月以降極めて沈静化しており、今まで通りのコロナ対策を継続する
中で、経済活動の再開・活性化が進むように期待したいところです。
当所においては、引き続き「新型コロナウイルス経営相談窓口」にて
会員企業の皆様からのご相談に対応しております。金融相談は前年度
に比較して大幅に減少しましたが、持続化給付金や持続化補助金の申
請などに関するご相談は継続的にサポートさせていただいています。また、
市との連携事業として、一昨年に続いて5月に2割のプレミアム付「ふくろ
い応援商品券第2弾」を発行・販売させていただいたところ、大幅に増冊
したにも拘らず好評を博し完売しました。今回は全ての取扱店で利用で
きるＡ券8枚とスーパー・量販店などで利用できないＢ券4枚の組み合わ
せとして、より多く地元企業で使っていただくよう配慮していただきました。
政策提言・要望活動としては、各部会・委員会・支部長会から提案され

た市行政への要望のうち、感染症に関するものを「新型コロナウイルスの
影響を踏まえた市行政に関する要望書」（8件）として取りまとめ、7月に袋
井市へ提出させていただきました。続いて10月には例年同様「令和4年
度 市行政に関する要望書」（新規要望17件、継続要望4件）を市へ提
出させていただきました。
昨年の明るい話題として、令和2年度の経営革新計画の承認件数が
33件となり経営指導員1人当たりの承認件数県下1位となったため、2年
連続して県より「経営革新推進賞」を受賞することができました。また、令

和2年度のマル経融資採択件数が70件と
なり、こちらも経営指導員1人当たりの承認
件数県下1位となったため、日本商工会議
所よりマル経資金関係表彰を受賞すること
ができました。
一方、ふくろい遠州の花火は2年連続で

中止を余儀なくされましたが、代替イベントとし
て、10月に市内2か所で計1,000発のサプラ
イズ花火「CheerUp！花火2」を打ち上げることができました。併せて「ふくろ
い特産品詰合せギフト」を企画し、期間・数量限定で販売しました。「ふく
ろい遠州の花火2022」の開催につきましては、コロナ禍の状況は勿論、
他の大規模イベントの動向を踏まえ関係各位と検討してまいります。
「新産業会館キラット」につきましては、感染症が沈静化している中、ホ
テルの稼働は堅調と伺っていますが、残念ながら2階「あきはホール」の
稼働は相変わらず低調です。会員企業の皆様にはウイズコロナの中でも
少しずつ会議・講習会・式典などでホールなどのご活用を宜しくお願いい
たします。
本年も引き続き「感染拡大防止と経済活動の両立」を最優先課題とし

て各種事業を推進してまいりますが、地方の中小企業・個人事業主の共
通の課題は「人手不足に対する生産性向上」であることに変わりありませ
ん。その対応の一つとして、昨年4月に開設された「ふくろい産業イノベー
ションセンター」と連携して、新産業・新商品・新サービスの創出と販路拡大
への取り組みを推進してまいります。また、この1月には改正電子帳簿保存
法が施行され、令和5年10月からインボイス制度が導入される予定ですの
で、当所「業務デジタル化プロジェクト」により、先ずは会員企業の皆様
の経理・税務業務のデジタル化からご支援を進めてまいりたいと存じます。
当所の諸事業・運営につきましては、会員企業の皆様の絶大なるご支
援・ご協力なくしては推進できません。本年も更なるご指導・ご鞭撻のほど
何卒宜しくお願いいたします。結びに、皆様の益々のご発展とご健勝を
衷心よりご祈念申し上げます。

新年明けましておめでとうございます。
年頭に当たり、新型コロナウイルス感染症の
終息を心より祈念いたします。



日本商工会議所
会頭  三村 明夫

明けましておめでとうございます。
2022年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。
昨秋以降、国内では新型コロナ新規感染者数が著しく減少

し、本格的な日常生活回復に向けた動きが加速化する中で新年
を迎えられたことを皆さまと共に喜びたいと思います。
海外での感染再拡大などもあり、先行きの見通しは予断を許さ

ないものの、商工会議所は、本年を感染防止と社会経済活動を
より高い次元で両立させる年と位置付け、地域経済ならびにそ
れを支える事業者の皆さまの発展のため、引き続き全力を尽くし
てまいります。
さて、コロナ禍で急激に落ち込んだ経済もようやく回復基調に
転じましたが、依然力強さを欠き、業種や規模により回復度合い
が異なる「Ｋ字型回復」の状況が続いています。国民全体を覆う
閉塞感を真に打開するためにも、昨年政府が決定した「新たな経
済対策」の着実な実行はもとより、国民が日本の将来について明
るい希望を抱けるような、新たな成長と発展への道筋を明確に示
す必要があります。
第２次岸田内閣の発足以降、政府は「新しい資本主義」を掲

げ、「成長と分配の好循環」「コロナ後の新しい社会の開拓」に向
けて議論を重ねてきました。私はコロナ禍を通じて、「強く豊かな国
でなければ有事の際に国民を守ることができない」と改めて認識
しましたが、日本を危機に対するレジリエンスを備えた強い豊かな国
にするためには、コロナ禍で明らかになった社会課題の解決と経
済成長を車の両輪として同時に実現することが必要です。
少子高齢化に向かう人口動態等、様々な構造的課題を抱え

るわが国が、社会課題を解決すると同時に経済成長を図るため
には、一国の豊かさを示す総合的な指標である「１人当たりＧＤ
Ｐ」の引き上げを国全体の目標として掲げ、あらゆる分野での生
産性向上と潜在成長率の底上げを図る必要があります。特に、
雇用の約７割を占める中小企業の生産性を引き上げることは、ひ
いてはわが国全体の生産性の向上につながる重要な課題です。
他にも、経済・医療安全保障、成長を支える基盤である人材育
成や科学技術研究への投資、デジタル化の推進、「Ｓ＋３Ｅ」の
原則を踏まえたバランスの取れたエネルギー政策と技術革新等が
不可欠です。通商面では、TPPやRCEPの成果を踏まえ、同じ
考えを持つ国 と々の連携を深めつつ、引き続き日本が自由貿易
体制推進において主導的な役割を果たすべきです。
こうした課題認識を踏まえ、われわれ商工会議所は本年、特に
以下３点について重点的な取り組みを実行してまいります。
第一は「デジタル活用による中小企業の生産性向上」です。こ

れまでも幾多の困難を乗り越えて
きた日本の中小企業は、様々な変
化に柔軟かつ迅速に対応できる
潜在的な変革力を有しています。
中小企業経営へのデジタル活用
は、生き残りをかけた自己変革の
有力な手段であり、コロナ禍で加
速したデジタル化の流れを、業務
効率化に留まらず、越境ＥＣ等を
通じた販路拡大、さらには業態転換などのビジネス変革にまで広
げる経営力向上の柱として強力に支援してまいります。
第二は「事業再構築、取引適正化等を通じた付加価値の向

上」です。商工会議所による伴走型の経営相談体制の強化によ
り、事業承継や事業の再生・再構築を後押しし、経営の効率化
や付加価値創出力の向上を強力に支援してまいります。また、大
企業と中小企業で構成されるサプライチェーン全体で、創出した
付加価値やコストをフェアに分かち合う取引適正化も不可欠で
す。登録企業が４千社を超えた「パートナーシップ構築宣言」は、
官民連携でこれを実現するための有力なプラットフォームであり、
今後は宣言の実効性をより高め、中小企業の付加価値向上、ひ
いては日本全体の成長力の底上げに寄与してまいります。
第三は「地域ぐるみの地方創生の推進」です。東京一極集中

と言われますが、実際には一次産業の成長産業化、インフラ整備
を通じた製造業の集積、インバウンド需要の取り込みなどを進めて
きた地方圏の方が、東京圏よりも高い経済成長率を実現しており
ます。コロナ禍を契機としたさらなる地方分散化の動きもみられる
中、政府の「デジタル田園都市国家構想」も踏まえ、こうしたモメン
タムを地方創生の加速化につなげていくことは、レジリエントな日本
の国土形成のためにも不可欠です。商工会議所は、地域総合
経済団体として地域の多様な主体との連携を深め、地域ぐるみ
の地方創生をさらに後押ししてまいります。
最後に、日本商工会議所は今年で創立１００周年を迎えます。

「地域とともに、未来を創る」をスローガンに、次の１００年に向け
て、中小企業の活力強化と地域活性化による日本経済の持続
的な成長の実現を目指し、５１５商工会議所と連合会、青年部、
女性会、海外の商工会議所とのネットワーク力を最大限活用し、
新しい時代を皆さまと切り拓いてまいりたいと思います。引き続き
のご支援、ご協力をお願いして、私の年頭のあいさつとさせてい
ただきます。

以上
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（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⬇



中小企業大学校サテライトゼミin袋井が開講されました

袋井商工会議所青年部では、令和３年７月に熱海市伊豆山で発生した大規模土石流に
おいて、被災地の支援活動に役立ててもらうため静岡県商工会議所青年部連合会（以下、
静岡県連）を通じて熱海商工会議所青年部へ支援金を届けました。
これらの活動は、静岡県内12の青年部・約1,600名の青年経済人で構成される静岡県連
より、心を同じくする商工会議所青年部の同志への支援を目的に実施され、その功績から、静
岡県連より感謝状をいただきました。
熱海市伊豆山土石流災害で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに一日も

早い復興をお祈り申し上げます。

　12月8・9日と同16日の3日間、袋井新産業会館キラット２Fあきはホールにおいて、中小企業大学校サテライトゼミin
袋井が開講されました。これは、今年度の当所新規事業の一環で、中小企業大学校東
京校との事業連携第1弾として、14社18名の参加を得て、実施いたしました。
　今回のテーマは、「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～」と題
し、一般社団法人グローアップフォーラム代表理事　飯山晄朗氏をお招きし、リーダーの
役割とリーダーシップ、チームの力を引き出すリーダーシップ、職場で生かす自己行動計
画の作成を掲げて、全日多彩な演習を通じ受講者は学びました。
　特に、飯山氏は、最新の脳科学理論に基づくスポーツアスリートのメンタルコーチも手
掛けており、非常にわかりやすくて、大変刺激に富む講義となりました。
　以下に、受講者の方の感想をご紹介させていただきます。

飯山晄朗先生の講義「リーダーが取
るべき行動を学ぶ」を受講させてもらいま
した。スポーツ分野でもメンタルコーチと
して活躍されている方なので、ビジネス＝
スポーツという共通点のなさそうな感じが
しましたが、同じ感覚でメンタルトレーニン
グを行なう事に驚きました。コミュニケー
ションを取る事の必要性・大切さが理解
でき、実践していきたいと思います。また、
ポジティブな考えの必要性も大変勉強
になりました。今後
は少しでも、今回の
講座を活かしていき
たいと思います。

【熱海市土砂災害】静岡県商工会議所青年部連合会より感謝状をいただきました

今回の研修では、理想とするリー
ダー像や、必要な知識、スキル、チー
ムの士気の高め方、コミュニケー
ションの取り方、脳の仕組みなども
教えていただき、イメージトレーニン
グの重要性など多くの事を、演習を
通じて楽しく学ぶことができました。
今後は、研修内容を振り返り、

リーダーシップを発揮できるリーダー
になれるよう努めていきます。

㈱モア・リビングの鳥居と申しま
す。理想のリーダーになるために必
要な事項等に関して、3日間にわた
り熱心で実践的なご指導をいただき
ました。このような機会をいただきま
した、袋井商工会議所の方々及び
講師の飯山先生に深く感謝いたし
ます。また今後もこのような機会が
ありましたら、是非勉強させていただ
きたいと思います。

リーダーシップ強化講座を受講して

ネオファーマ
　ジャパン㈱
丸山 博氏

㈱西山板金工業
杉原 信利氏

㈱モア・リビング
鳥居 仰氏
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浜松市中区砂山町336-4
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～ 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



寺田直樹 ６代目園主

ふくろい産業イノベーションセンター 医療・介護・福祉業界交流会を開催！ふくろい産業イノベーションセンター 医療・介護・福祉業界交流会を開催！

世界緑茶コンテスト2021は、（公財）世界緑茶協会の主催で開催され、斬新でお茶の未来を感じさせる商品であるこ
とを審査の主眼におき、国内外から応募のあった７９点（国内４０点、国外３９点）を審査、最高金賞・金賞・フロンティア
賞が決定。　
国際銘茶品評会は、茶の品質を競う国際的な品評会で、世界緑茶協会は
主催の世界茶連合会の依頼を受け、第７回（2008年）から協力団体として日本
の審査員の推薦や出品茶の取り纏めなどを行い、日本茶の品質の高さを世界
に広く発信している。
この度第１３回が開催され、日本から出品のあったお茶２１点が入賞。
　以下は、寺田直樹６代目園主のお話
　世界緑茶コンテストの方は、商品として優秀であることを認められまし
た。自社茶園のお茶を商品化したものが、今年、金賞を受賞することが出
来ました。
　一方の第１３回国際名茶品評会では、お茶の「質」が優秀であることの評
価をいただきました。この品評会は長い間開かれているもので、入賞した
場合は国際的に一定の評価を得ることができる国際品評会です。
　今回の２つの受賞を励みとし、今後生まれてくるであろう新しいアイデ
アの商品化に繋げて参りたいと考えます。（商は人なり　茶は心なり　飲
む人　造る人のふれあいを大切に）これに尽きます。今年も心を燃やせ！

ふくろい産業イノベーションセンターでは、12月17日㈮に袋井新産業会館キラット　あきはホールにおいて、医療・介護・
福祉業界交流会を開催しました。
これは、センター事業として実施する少人数参加形式で、大学や参加者間の意見交換の幅や深みを形成することを
目的に、業界別に催しています。
今年度2回目の交流会は、袋井市と磐田市内の医療・介護・福祉分野の企業

や団体関係者36名が参加しました。
大学からは、静岡理工科大学　機械工学科　准教授の飛田和輝氏が、「介
護施設内における車椅子の移動補助用誘導ロボット」について、同大学　電気
電子工学科　准教授の本井幸介氏が、「無拘束・無意識生体計測による次世代
型ヘルスケアシステムの医療・福祉支援へ
の展開」について、研究発表を行いました。
意見交換も予定の時間を大幅に越える
活発なやり取りとなり、今後の産学官金連
携活動の促進に期待を抱かせる機会創出
となりました。

受賞した盾と証書　等

世界緑茶コンテスト２０２１「金賞」 第１３回国際名茶品評会「優質産品賞」をW受賞！
㈲お茶の宝玉園さん

世界緑茶コンテスト２０２１「金賞」 第１３回国際名茶品評会「優質産品賞」をW受賞！
㈲お茶の宝玉園さん
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税理士法人　土屋会計事務所
税理士　土屋尚子電子帳簿保存制度が始まりました

vol.97
サービス業部会発

①電子メールで請求書や領収書を送受信している
②アマゾン等のインターネットサイトで物品購入している
③公共料金の請求内容は紙ではなく、インターネット
で確認している
④クレジットカードの利用明細をインターネットで入手
している
⑤電子マネーの電子決済サービスを利用している
⑥従業員がネットで購入した旅費を立替払いで精算
している

⑦電子請求書や電子領収書を受領している
⑧複合機でFAXを電磁的に受け取って紙を出力して
いない
⑨請求書や領収書等のデータをDVDやフラッシュメ
モリで受領している
⑩大手メーカーとの取引に専用のシステムを（EDIシ
ステム）を利用している
⑪運送会社の請求データをネットで入手している

　令和4年１月１日から「改正電子帳簿保存法」が施行され、電子取引の取引情報に係る電磁的記録（電子取引データ）
については、オリジナルデータの保存が義務化されました。
　これは、インターネットショッピングサイトでの購入も該当するので、ショッピングサイトの領収書等がWeｂ上で表示される場
合は、その領収書等を電子的に保存しなければ、法人税法上・所得税法上の証拠書類として認められないということに
なります。
　更に、令和５年１０月から導入される「インボイス制度（適格請求書等保存方式）」についても、領収書等の発行や受領
に関する事柄を具体的に検討しておかなければならないことが多数あります。
　しかし、電子帳簿保存法やインボイス制度について事細かくお伝えしてもかえって混乱してしまうかもしれませんので、まず
事業所においてどれだけの電子取引が存在するのかを確認していただくことがスタートです。
　事業者の中には「取引のすべてを紙ベースでやり取りしている。」と勘違いされている方もいらっしゃるのではないかと
思いますので、次のチェック項目を確認してみてください。

※電子取引チェック項目※

　以上１１項目を挙げましたがいかがでしたか。電子帳簿保存法は関係ないと思われていた事業所も必ず１～３項目くらい
は、当てはまったのではないでしょうか。
　この制度は１月１日から既に始まっていますが、今からでもまだ間に合います。もう一度、事業
所のすべての取引を見直してみて下さい。
　なお、この制度への準備期間が足りないことから、実施延長等の柔軟な対応を望む声があ
がっており、令和4年度税制改正大綱で見直される可能性が出ていますが、いずれにしまして
も電子帳簿保存法は始まっていますので、事業所の事務の効率化のために進めてください。
　詳しくは国税庁のＨＰに「電子帳簿保存法一問一答」等が掲載されていますので参考にし
て下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱TKC出版「電子取引・インボイス対応ワークブックVol.1」参照
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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
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年間を通じて随時募集中！！
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運営する袋井市認定の保育園です。
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会場費
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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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11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－
11月のポイント「業況DIは、2カ月連続の改善先行きは、改善見込むもコスト上昇圧力が重荷」11月のポイント「業況DIは、2カ月連続の改善先行きは、改善見込むもコスト上昇圧力が重荷」

【コスト増加分の価格転嫁の動向】【新型コロナウイルスによる経営への影響】
【1年前と比較したコスト増の状況】

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。

　今月の業況DIは▲２１．１ポイント。全業種において業況は改善。
時短要請や活動制限の緩和に伴い、客足が戻りつつある。民間工
事が持ち直しつつある建設業などで業況改善の動きもみられる。日
常生活の回復に伴い、改善傾向にあるが、感染拡大への配慮から
回復への動きは緩やかであり、依然として、６割超の企業で影響が
継続している。半導体不足や、原材料費上昇分の価格転嫁の遅
れなど、コスト上昇圧力が重荷となり、中小企業においては、先行き
への慎重な姿勢が続く。

【各業種から寄せられた特徴的なコメント】
【建設業】「銅の価格上昇により、電線やケーブルの価格が上昇し

ているが、顧客とは価格上昇前の見積もりで契約しているため、
価格転嫁が難しく対応に苦慮している」(電気通信工事業)「住環
境の充実を求める消費者が増えており、住宅リフォームの受注に
より売上を確保している。ただし、東南アジアでの感染拡大により
給湯器や温水便座などが入手困難となっており、納期に影響が
生じている」(一般工事業)

【製造業】「半導体不足や海外からの原材料の納期の遅れにより、
製品を納品できず、売上は悪化」(金属加工機械製造業)「化粧
品会社向けのパッケージの受注が回復しており、売上は改善。今
後、制限緩和による消費者の外出機会の増加に伴い、売上が回
復していくことを期待している」(紙製品製造業)

【卸売業】「イベント向けの売上が少しずつ改善しており、今後の一
段の売上増を期待している。ただし、原油価格の上昇により取引
先から包装資材の値上げ要請がきており、コスト増加に苦慮して
いる」(食料・飲料卸売業)「IT機器関連の受注が堅調なものの、
仕入先の半導体不足や海外製造部品の供給制約により、納期
に遅れが生じている」(電気機械器具卸売業)

【小売業】「地域の新型コロナウイルス感染者数が減少したため、
物産展を開催したところ、客足が伸び、売上は改善。来月にかけ
て、クリスマスケーキやお歳暮の予約会を開催し、さらなる売上増
を目指す」(百貨店)「緊急事態宣言等の解除以降、客足は回復
しているものの、客単価が低下しており売上は伸び悩んでいる。
内食需要も落ち着きつつあり、今後は非接触化など生活様式の
変化に対応した販促・営業活動を検討していく」(総合スーパー)

【サービス業】「制限緩和により、宿泊需要が戻りつつあるが、従業
員が不足しているため、定員客数の対応ができずにいる。また、カ
ニの仕入価格が上昇しており、今後の収益圧迫を懸念している」
(宿泊業)「売上は改善傾向にあるものの、食用油など食料品の価
格上昇や最低賃金引上げによる人件費の上昇が負担となって
おり、改めて価格転嫁を検討している」(飲食業)

30

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲２１．１ ▲１８．２ ▲１３．７ ▲２０．８ ▲３５．２ ▲１８．９

関東 　 　 　 　 　

▲２０．１ ▲１６．５ ▲７．１ ▲１３．０ ▲３９．４ ▲１８．９

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲１７．５ ▲１７．６ ▲１６．７ ▲１５．８ ▲２５．９ ▲１２．３

関東 　 　 　 　 　

▲１３．５ ▲１５．２ ▲１２．７ ▲１１．１ ▲２２．２ ▲７．９

　 　 　 　
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11月）

■ LOBO調査　業況天気図（先行き見通し：2021年12月～2022年2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4年1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

■確定申告指導会

■静岡県よろず支援拠点「なんでも経営相談会」　完全予約制

■融資相談会　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

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

日時 内容 専門家等
2月10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
2月17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
2月16日㈬～
3月15日㈫
10:00～16：00

個人事業主の決算・所得税等確定申告手続き 
※同封のチラシをご覧ください。
※消費税及び地方消費税は 3月31日㈭まで

東海税理士会磐田支部派遣税理士 
F-Ｓｔａｔｉｏｎ経営支援員

9月

第6回締切　3月9日㈬　17：00第8回調整中
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編集
後記
編集
後記

企業概要企業概要
【企業名】株式会社アート総合設計
【所在地】袋井市旭町２丁目１０番地の１２
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】0538-42-1813
【URL】https://www.artsogo-sekkei.com/

経営革新計画承認企業

テーマ

在留フィリピン人に向けて現地多言語に
対応した完熟カラバオマンゴーのネット販売

㈱フジアシストは物流倉庫内梱包請負を主な生
業としています。また、フィリピン、ネパール、スリランカ、
ベトナムの外国人雇用管理コンサルでもありますが
彼ら外国人財の潮流が滞っている昨今、モノの潮
流への事業転換・参画することに致しました。
フィリピンなどの東南アジア諸国ではマンゴーは一
般的な果物です。一方、日本に輸入される海外産
の生果マンゴーは殆どが船便のため成熟前のマン
ゴーを出荷しており、甘味や旨みが完熟ものに比べ
てとても劣ります。完熟品は空輸で輸入されます。し
かし品質は良いものの高価です。この度、在留フィリ
ピン人が郷里で食べたのと同じ最高品質の完熟カラバオマンゴーを提供
する為に、現地で完熟したマンゴーの皮を剥いて種を取り、冷凍した状態
で輸入します。とても食べやすくひとつひとつ小分け包装されています。
購買ターゲットとして在留フィリピン人に着目しました。完熟マンゴーの販

売取り扱いはネット通販が主体となります。約28万人の在留フィリピン人に
とって、自国のマンゴーを購入しようとしても日本のショッピングサイトの殆ど
が日本人向けに作られており、ネットでマンゴーを購入するには言葉の壁
が障害となっています。フィリピン人に向けて現地の多言語に対応した
ショッピングサイトを構築して、冷凍のフィリピン完熟マンゴー販売はネット販
売形式をとりました。
また、現地物を知らない日本人にも味わっていただきたいと考えていま
す。既に小分け包装されているため、マンゴーのさばき方を知らなくても美
味しく食べることができます。贈答用としてのニーズも取り込めると期待し
ております。
現地でしか味わえな

い最高品質の完熟マン
ゴーをぜひご賞味頂け
ればと思います。
令和４年新春に販売

開始。食べてみます？ほ
んと、おいしいです。

㈱フジアシスト
テーマ

２０２２年がスタートしました。令和に入り４年目の今年は「寅年」です。これを読まれている皆様の中に、年男・年女
の方もいらっしゃると思いますので、寅年生まれの人の特徴を調べてみたところ、①勇敢で正義感が強い②完璧
主義③情熱的でロマンティスト④単独行動を好む⑤ムードメーカー⑥チャレンジ精神に富む⑦冷静さに欠ける　と
いったものが見受けられました。ただ、強がる傾向にあるため１人で思い悩む面もあるようです。他の干支の方にも、
複数当てはまるものがあるのでは？？今年も１年間、どうぞ宜しくお願い致します。（Ｎ．T）

企業概要企業概要
【企業名】株式会社フジアシスト
【所在地】袋井市栄町１２番地の１６
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】0538-31-8758
【URL】https://mango.japan-onlinestores.com/

経営革新計画承認企業
忍者修行体験型アトラクション「チャレン忍ジャー」
の開発と分散式アトラクションへの展開

当社は熱帯魚や水槽のレンタル、メンテナ
ンス、移動式水族館を主力事業とし、ショッピ
ングモールや遊園地での集客イベントなどを
展開、温泉施設でのドクターフィッシュなど独
自の新商品開発にも注力しています。今回
コロナ終息後を見据えて、子供向け、将来のインバウンド需要に向けて、
改めて“忍者”に注目した新たな集客イベントとして、ミッションをクリアして
の達成感や、ビニール刃を使い魔物をたおす爽快感が得られる日本初
の忍者修業体験型アトラクション「チャレン忍ジャー」を企画・開発し、舘
山寺パルパルで運営を開始します。
本アトラクションは複数ブース（基礎体力修業、手裏剣修業、初任務

など）で構成されていま
すが、大きなスペースが
無い施設向けに、各
ブースを離れた場所に
分散させても運用できる
仕組みとなっており、今
後は商店街やショッピン
グモールへの事業展開
を図っていきます。是
非、一度ご体験ください。

㈱スクラム クリエイション
テーマ

企業概要企業概要
【企業名】株式会社 スクラム クリエイション
【所在地】袋井市高尾2651-1
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】0538-44-0903
【代表者】山田年長
【業　種】イベント企画･運営、移動式水族館
【U R L】http://www.e-scrum.co.jp

経営革新計画承認企業
河川管理の効率化に向けた水陸同時測量と
クラウド管理システムの提供

当社は、昭和58年に創業し、建築設
計から、開発用地の不動産企画・土地
仲介、測量・土木設計、許認可申請・
行政手続き、土地利用・開発行為等の
コンサルタント、行政書士業、土地家屋
調査士業、など用地取得から工事管
理まで一貫したトータル設計業務を
行っております。また、いち早くドローン搭載型レーザースキャナによる
3D測量や測量・設計データの3D化に取り組んでおります。
近年の異常気象による台風・大雨により河川の堤防決壊、橋の
流出など災害の激甚化に伴い、河川の維持管理の重要性が増して
います。堤防変状調査、河床状況調査、植生調査を目的として、一
級河川や重要な河川区間では河川定期縦横断測量が5年以内の
サイクルで実施されており、堤防や河原など陸域の測量にはドローン
などのUAV（無人航空機）によるレーザー測量が行われ、水域の水
深の深い所は音響測深機で測量している。しかし、水深の浅いところ
はロッド（目盛り付き棒）やレッド（鉛塊の付いた紐）を使用して人手で
測量しており、時間と手間が掛かり、危険を伴う作業となっています。
そこで、河川維持管理の業務を効率化する為に、水に吸収され難
い波長のグリーンレーザースキャナを長時間飛行可能なドローンに搭
載し、陸域（樹木下の地形）から水域（水底の地形）まで同時に広域
な測量が可能なシステムを導入し、測量データや解析データをクラウド
に保管して、現場でもパソコンやスマホなどで確認できるクラウド管理
システムを提供します。以上により当社の測量の工期短縮、原価低
減、高精度測量な
どのＱＣＤ面や危
険作業の解消を
図ると共に、顧客
の河川管理の効
率化に向けたサー
ビスを提供します。

㈱アート総合設計

テーマ

企業概要企業概要
【企業名】株式会社中遠外構
【所在地】袋井市国本915-6
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】0538-84-9910
【URL】https://chuuen-gaikou.jp/

体験型エクステリア展示場を活用した販売強化
当社は、県西部エリアを中心に活動す

るエクステリア専門店です。
従来のエクステリア店では、「カーポートを

つけたい」などの要望に応じて対応する場
合がほとんどです。しかしながら、当社は従
来の店舗よりも多くの時間を打ち合わせに割き、潜在的な要望もしっ
かりとヒアリングしてご提案しております。3Dイメージや施工例の写真
を活用しご提案させていただくことで、3年連続でLIXILからファサー
ドデザイン賞をいただくなど多くの実績を残すことができました。
逆に、ファサード（建物正面）で賞をいただくことは継続できておりま

すが、お庭空間は優良な物件を継続的に獲得できていない状態で
した。そこで、周智郡森町に所有しておりました資材置き場に、家族
や仲間でデイキャンプやBBQが出来、ドッグランを併設した施設を作
りました。実際に遊びや生活の中で庭空間を実体験できる体験型エ
クステリア展示場を提供する事で
顧客満足度向上と販売拡大を目
指す事業を開始。この事業によ
り、今回の静岡県の経営革新計
画の承認を受けました。
現在、体験型展示場はプレ

オープン状態ですが、ご利用希望
の方はお気軽にご相談ください。

経営革新計画承認企業 ㈱中遠外構
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