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2 … 日商による地元選出の与党国会議員への「全国一斉陳情」
　　 青年部11月定例会「会員交流事業～マイナースポーツ コーンホール大会～」を開催
3 … 静岡食セレクション　安間製茶、温室野菜sano　
4 … 袋井市就職情報サイト「ふくろいdeあつまろう」掲載企業募集
　　 「どまんニャか共済」加入推進キャンペーンのおしらせ
　　 「国の教育ローン」のご案内
5 … 内閣府の「デジタル田園都市国家構想実現会議」のメンバーに、
　　 株式会社エムスクエア・ラボの加藤百合子社長様が選ばれました！！
　　 大前さんに「2021年経済から見た今後の経済見通し」を学ぼう！
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6 … LOBO ―商工会議所早期景気観測調査―
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
　　 電子帳簿保存法が改正されました 
8 … 経営革新承認企業　㈱ウェッジ／レスぺランス
　　 商業部会幹事会・静岡理工科大学視察交流会を開催しました
　　 キラットブライダル第１号さのや会館プロデュース
　　 編集後記
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経営革新推進賞を
授与

中小企業大学校　
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 袋井 開講

「全国花火名人選
抜競技大会

ふくろい遠州の花
火」2年連続で中止

（５月２５日、ふくろい
遠州の花火２０２１検

討会議を開催

し、本年の花火大会
の開催を中止するこ

とに決定。昨年

に続き２年連続での
開催中止は苦渋の決

断）

ふくろい遠州の花
火

代替イベントサプラ
イズ花火

「Cheer Up 花
火２！』を開催"

（10/8サプライズ花
火「Cheer Up 花火

２！』を開催し、新池・
春

岡2箇所の会場から
各500発づつ合計1

，000発の花火打上
）

"ふくろい遠州の花火
代替イベント

 　　　　　　　  
ふくろい特産品詰合

せギフト限定販売"

"ふくろい遠州の花火
代替イベントデジタル

コンテンツ作成"

プレミアム付き商品
券

「第2弾 ふくろい
応援

  商品券」を販売
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青年部11月定例会「会員交流事業～マイナースポーツ コーンホール大会～」を開催しました

2021年11月　袋井商工会議所　日本商工会議所

日商による地元選出の与党国会議員への「全国一斉陳情」

中小企業の「事業継続・雇用維持」と「ビジネス変革等の挑戦」への強力な税制支援を！

　日本商工会議所による地元選出の与党国会議員への「全国一斉陳情」の一環として、去る１１月１８日、当所川越専務
理事が衆議院議員宮沢博行事務所（磐田市）を訪れ、本人留守のため秘書に、令和４年度税制改正要望書を提出して
参りました。要望事項は下記のとおりです。

◎据置き措置が廃止されると、来年度、多くの事業者の固
定資産税負担が増加する可能性。固定資産税は、コロナ
禍で資金繰りに困窮する赤字企業等にも課税される

◎コロナ禍の経営への影響が残り、資源価格の上昇や円
安、最低賃金引上げへの対応を強いられている中小企
業への固定費負担の増大は避けるべき

◎現行の特例措置（中小法人は800万円までの損金算入
等）は延長すべき

◎今後もコロナ対策が強いられる飲食店の客単価引上げを
支援するため、制度創設以来変わらない「交際費とされ
ない飲食費の上限」について、現状の１人あたり5,000円
から１万円程度に引上げるべき（※第三者認証を受けた
飲食店での飲食費に限る等でも可）

◎中小企業の生産性向上が求められる中、現行の特例制
度は、タブレットを活用したサービスの拡充、テレワーク環境
の整備等、中小企業のデジタル化に大きく寄与

◎特例措置の取得価額の上限（30万円）や取得合計額の
上限（300万円）について、これを超えた投資を行うケース
も多いため、それぞれを引上げたうえで延長すべき

◎同税制は、令和３年度改正において、コロナ禍の厳しい経
営環境下で、雇用維持・増加や賃上げに取り組む企業へ
の支援を強化する観点から、「新規雇用者も含めた企業
全体の給与等支給総額」（＝基本給だけでない）を要件
とするよう簡素化された。
◎同税制を拡充する場合、中小企業が使いやすい現行の
枠組みを維持しつつ、控除率を深堀りすべき。また赤字
法人も多い中、税制とあわせて、生産性向上への支援策
の拡充も必要である。

◎コロナ禍で売上減少した事業者から、承継時期を延期せ
ざるを得ないとの声が多い
◎事業承継税制の特例承継計画の提出期限（2023年３月
末）を延長すべき

　11月18日㈭19：30～さわやかアリーナ袋井市総合体育館にて11月定例会「会員交流事業～マイナースポーツ　コーン
ホール大会～」を開催しました。
　当定例会はスポーツを通じ、楽しみながらYEGメンバー同士の交
流を深めること、令和3年度新入会員による定例会運営でYEG活動
への理解を深めること、を目的に開催しました。今年度も上半期はコロ
ナ禍の影響から、小規模での定例会やソーシャルディスタンスの確保な
ど、やや暗い雰囲気も感じられておりましたが、ほぼ全員が初めて行う
コーンホールに和気あいあいとした雰囲気で参加されました。
　新入会員が主幹として事業を企画・運営することで、一人一人の役割を自覚し、YEGメンバー同士が互いにサポートし
合うことで親睦を深め、今後の青年部活動への弾みになる定例会となりました。

１．令和３年度に講じられた土地に
係る固定資産税の据置き措置の継続

２．飲食事業者等の救済に資する
交際費課税特例の延長・拡充

３．デジタル投資を促す
少額減価償却資産特例の延長・拡充

４．賃上げ等に取り組む中小企業支援に向けた
所得拡大促進税制の枠組み維持・拡充

５．事業承継税制の特例承継計画の
提出期限の延長
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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⬇



温室野菜ｓａｎｏ安間製茶

～「食の都」づくりを進める静岡県のブランド力向上を図るため、多彩で高品質な静岡県の農林水産物の中から、全国ひいては
海外に誇りうる価値や特長等を備えた商品を、県独自の認定基準に基づいて厳選の上、「しずおか食セレクション」として認定～

＜受賞の経緯＞
食セレクションの募集をしていることを富永さんに教えていた
だき、白葉茶が静岡県の事業で開発された経緯もあって、申
し込みを決めました。
通常のお茶とは色も味もまったく異なるこ
とや、静岡県のフーズサイエンスヒルズプ
ロジェクトの一環で開発されたこと、様々
なコンテストでの受賞や中田英寿さんの
取材などで注目されていることなどが評
価されたのではないかと思います。
＜白葉茶について＞
安間製茶の白葉茶「つきしろ」は、日光を完全に遮ることで
誕生した特別な高級茶です。
葉の色が白いだけでなく、うま味や甘味の成分が一般的な
煎茶の約3倍、玉露の約2倍も含まれていることが特徴です。
水色はシャンパングラスが似合う美しいプラチナゴールド。口
いっぱいに広がる旨みと甘み、飲み終えた後まで続く余韻が
「特別な時間」を創り出してくれます。
＜授賞式の様子＞
見た目も味も独特なお茶ということで、バイヤーよりもシェフ
からの反応が多かったように思います。
お茶と料理とのペアリングを行っている方もおり、直接安間
製茶に来て詳しい話を聞きたいというお話もいただきました。
＜今後の事業の展望＞
品質の良いお茶を作って卸すことがメインの業務ではあり
ますが、お茶だけにとどまらず、異業種
との連携で茶器や分析機器の開発な
ども現在進行形で進めています。
今後も、安間製茶だからこそ作ること
のできるような特別な商品の開発を続
けて、新たな価値を生み出していきた
いと思います。

当所会員の「安間製茶（白葉茶）」様、「温室野菜ｓａｎｏ（やわらかバジル）」様が、
しずおか食セレクションに認定されました！！

当所会員の「安間製茶（白葉茶）」様、「温室野菜ｓａｎｏ（やわらかバジル）」様が、
しずおか食セレクションに認定されました！！

＜受賞の経緯＞
袋井商工会議所で行われた相談会に参加し専門家の加
藤裕子先生に販路開拓について相談したところ自園バジル
のブランド化の一つの案として、しずおか食品セレクションの
応募を勧められ翌日、中遠農林事務
所に連絡を取り準備を進めてきました。
＜やわらかバジルについて＞
本商品のセールスポイントは三つです。
1，他に比べて明らかに品質が高い　
ガラス温室で栽培することにより風雨の影響が少なく、日
光を最大限取り入れることができ、大きく柔らかい葉の高
品質のバジルを栽培することができています。

2，他産地の無い時期に出荷できる　バジルは低温に弱い
為、12月から4月に出荷されるバジルの9割以上は沖縄県
産です。当農園はガラス温室で栽培し、暖房機を使用し
て温室内を適温に保つことで、冬期の出荷が可能となり、
周年出荷が実現しています。

3，「安心・安全」　種子は耐病性品種を用いることで、化学
農薬を使用せず栽培することが可能となりました。また、土
壌医と2年かけて作り上げた「オーダーメイド植物性有機
肥料」を使用しています。

＜授賞式の様子＞
当日は川勝知事がお見えになり受賞
者に熱いエールが送られ喜びと今後
の期待に胸を膨らませました。その後
のプレゼンテーション、商談交流会では多くの飲食店経営
者、スーパー等の小売り業者の方々に㏚できました。
＜今後の事業の展望＞
多品目野菜・果物の自園販売　主に飲食店向けの販売と
し、問屋やスーパーで揃える食材を自園に来て気に入った
野菜や果物を好みの大きさや形のものを収穫して量り売り
の新鮮市場として開放し、またそこで新たな提案を出されれ
ば作付けし、更に期待に応える。自園では30品目を検討して
いるが、近隣の農家にも協力を得て150種類の食材を揃え
る事で地域全体が市場として活性に繋げたいと思います。
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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



袋井市就職情報サイト「ふくろいdeあつまろう」掲載企業募集袋井市就職情報サイト「ふくろいdeあつまろう」掲載企業募集
◇本年度、袋井市では、学生が学生目線で検索し、自分の価値観にある企業と出会う場づくりを行うサイトの構築を進め
　ております。県内外の学生に御社の企業情報を掲載してみませんか。
＜対象企業＞　袋井市内に本社または営業所があること
　　　　　　　　2023年３月以降卒業予定の大学・短大生等を対象とする採用募集の予定があること
＜申込フォーム＞　https://bit.ly/3lxZ6MM
＜問い合わせ＞　袋井市企業就職情報サイト整備運営事業　〔受託企業〕東海道シグマ　電話：053-424-5121

　当会議所では、会員事業所の皆様向けに福利厚生事業の一環として、「どまんニャか共済制度」をお勧めしており
ます。このたび１２月６日～１月３１日の期間において 『どまんニャか共済制度推進キャンペーン』 を実施いたします。
　「どまんニャか共済制度」におきましても「新型コロナウイルス感染症」対応となっております、この機会に是非ご
加入及びご拡充の検討を頂けますようお願い申し上げます。
　訪問の際は検温・消毒等新型コロナウイルス感染予防対策を十分行なった上でお伺いさせていただきますの
で、よろしくお願いいたします。

「どまんニャか共済」加入推進キャンペーンのおしらせ

お子さまの人数 1人 2人 3人 4人

世帯年収
（所得）

790万円以内
（600万円以内）

890万円以内
（690万円以内） 990万円以内

（790万円以内）

1,090万円以内
（890万円以内）

※5人以上の場合は、ＨＰをご
覧いただくか、コールセンター
にお問い合わせください。

上記金額を超えていても、一定の要件に該当すれば、
990万円以内（790万円以内）まで緩和されます

「国の教育ローン」は、高校、短大、大学、専修学校、各種学校や外国の高校、大学等に入学・在学するお子さまをお
持ちのご家庭を対象とした公的な融資制度です。
【ご利用いただける方】　◎ご融資の対象となる学校に入学または在学される方の保護者（主に生計を維持されて
いる方）で、世帯年収（所得）が次に該当する方

【ご融資額】　お子さま１人あたり３５０万円以内　※一定の要件に該当する場合は最大４５０万円以内
【金　　利】　年１．６５％　※「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円（所得132万円）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356万円）以内の方」は年１．２５％（令和３年１１月１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132万円）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356万円）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】　元利均等毎月払（ボーナス月増額返済も可能）
【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、「国の教育ローン」で検索していただくか、
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。

「国の教育ローン」のご案内
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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

→

内閣府の「デジタル田園都市国家構想実現会議」のメンバーに、
当所会員 株式会社エムスクエア・ラボの加藤百合子社長様が選ばれました！！

内閣府の「デジタル田園都市国家構想実現会議」のメンバーに、
当所会員 株式会社エムスクエア・ラボの加藤百合子社長様が選ばれました！！
　地方からデジタルの実装を進め、新たな変革の波を起こし、地方と都市の差を縮めていくことで、
世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」の実現に向け、構想の具体化を図るとともに、デジ
タル実装を通じた地方活性化を推進するための会議。

議　長 岸田  文雄  内閣総理大臣 
副議長 若宮  健嗣  デジタル田園都市国家構想担当大臣 
　　　 牧島かれん  デジタル大臣 
　　　 松野  博一  内閣官房長官 
構成員 野田  聖子  内閣府特命担当大臣（地方創生） 
　　　 金子  恭之  総務大臣 
　　　 末松  信介  文部科学大臣 
　　　 後藤  茂之  厚生労働大臣 
　　　 金子原二郎 農林水産大臣 
　　　 萩生田光一 経済産業大臣 
　　　 斉藤  鉄夫  国土交通大臣 
　　　 石山  志保  福井県大野市長 
　　　 井澗　  誠  和歌山県白浜町長 
　　　 太田  直樹  株式会社 New Stories 代表取締役 

　　　 加藤百合子  株式会社エムスクエア・ラボ
　　　　　　　　　代表取締役社長 
　　　 正能   茉優  株式会社ハピキラ FACTORY 代表取締役
　　　　　　　　   慶應義塾大学大学院特任助教 
　　　 竹中   平蔵  慶應義塾大学名誉教授 
　　　 冨田   哲郎  東日本旅客鉄道株式会社取締役会長 
　　　 野田由美子  ヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役会長 
　　　 平井   伸治  鳥取県知事/全国知事会会長 
　　　 増田   寛也  東京大学公共政策大学院客員教授 
　　　 村井   　純  慶應義塾大学教授 
　　　 柳澤   大輔  株式会社カヤック代表取締役 CEO 
　　　 湯﨑   英彦  広島県知事 
　　　 若宮   正子  特定非営利活動法人 ブロードバンドスクール協会理

◆デジタル田園都市国家構想実現会議 名簿

広域連携オンラインセミナー新春特別企画
あの大前さんに「2021年経済から見た今後の経済見通し」を学ぼう！

募集人数　３００名（先着順）
開催日時　2022年1月13日㈭ 14:00～16:00 （13:50接続可能）
申込締切　2022年1月11日㈫
参 加 費　無 料
講　　師　大前研一氏（ビデオ）／丹羽亮介氏（㈱マインドシーズ代表）
Ｗｅｂ申込先　https://coubic.com/jtua-kinki/638169#pageContent
参加方法　申込時にアクセスＵＲＬをメールにてお送りいたします。
※ 商工会議所等からのご紹介の方は、ユーザ協会への伝言記入欄に商工会議所等名を必ずご記入ください。
※ お知り合いの経営者の方にも、是非、ご紹介ください。

新型コロナ禍で難しい舵取りを迫られている経営者のみなさん。大前さんは2021年
経済をどう総括されて、今後の経済はどうなると考えているのでしょうか。 今後の経済
展望が大変気になるところです。2021年を振り返り新年のスタートに合わせて考える
いい機会です。今後の事業経営のヒントは、このセミナーにあります。 お見逃しなく。

㈱ビジネス・ブレークスルー
代表取締役会長 
　　　  大前 研一氏

申込QRコード

【問い合わせ先】東海事業推進部 電話 052-222-9086
主催：（公財）日本電信電話ユーザ協会 静岡支部　共催：袋井商工会議所、西日本電信電話株式会社 静岡支店



袋井市就職情報サイト「ふくろいdeあつまろう」掲載企業募集袋井市就職情報サイト「ふくろいdeあつまろう」掲載企業募集
◇本年度、袋井市では、学生が学生目線で検索し、自分の価値観にある企業と出会う場づくりを行うサイトの構築を進め
　ております。県内外の学生に御社の企業情報を掲載してみませんか。
＜対象企業＞　袋井市内に本社または営業所があること
　　　　　　　　2023年３月以降卒業予定の大学・短大生等を対象とする採用募集の予定があること
＜申込フォーム＞　https://bit.ly/3lxZ6MM
＜問い合わせ＞　袋井市企業就職情報サイト整備運営事業　〔受託企業〕東海道シグマ　電話：053-424-5121

　当会議所では、会員事業所の皆様向けに福利厚生事業の一環として、「どまんニャか共済制度」をお勧めしており
ます。このたび１２月６日～１月３１日の期間において 『どまんニャか共済制度推進キャンペーン』 を実施いたします。
　「どまんニャか共済制度」におきましても「新型コロナウイルス感染症」対応となっております、この機会に是非ご
加入及びご拡充の検討を頂けますようお願い申し上げます。
　訪問の際は検温・消毒等新型コロナウイルス感染予防対策を十分行なった上でお伺いさせていただきますの
で、よろしくお願いいたします。

「どまんニャか共済」加入推進キャンペーンのおしらせ

お子さまの人数 1人 2人 3人 4人

世帯年収
（所得）

790万円以内
（600万円以内）

890万円以内
（690万円以内） 990万円以内

（790万円以内）

1,090万円以内
（890万円以内）

※5人以上の場合は、ＨＰをご
覧いただくか、コールセンター
にお問い合わせください。

上記金額を超えていても、一定の要件に該当すれば、
990万円以内（790万円以内）まで緩和されます

「国の教育ローン」は、高校、短大、大学、専修学校、各種学校や外国の高校、大学等に入学・在学するお子さまをお
持ちのご家庭を対象とした公的な融資制度です。
【ご利用いただける方】　◎ご融資の対象となる学校に入学または在学される方の保護者（主に生計を維持されて
いる方）で、世帯年収（所得）が次に該当する方

【ご融資額】　お子さま１人あたり３５０万円以内　※一定の要件に該当する場合は最大４５０万円以内
【金　　利】　年１．６５％　※「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円（所得132万円）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356万円）以内の方」は年１．２５％（令和３年１１月１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132万円）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356万円）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】　元利均等毎月払（ボーナス月増額返済も可能）
【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、「国の教育ローン」で検索していただくか、
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。

「国の教育ローン」のご案内
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募集対象
０歳児～２歳児

住所 〒437-0027 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

内閣府の「デジタル田園都市国家構想実現会議」のメンバーに、
当所会員 株式会社エムスクエア・ラボの加藤百合子社長様が選ばれました！！

内閣府の「デジタル田園都市国家構想実現会議」のメンバーに、
当所会員 株式会社エムスクエア・ラボの加藤百合子社長様が選ばれました！！
　地方からデジタルの実装を進め、新たな変革の波を起こし、地方と都市の差を縮めていくことで、
世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」の実現に向け、構想の具体化を図るとともに、デジ
タル実装を通じた地方活性化を推進するための会議。

議　長 岸田  文雄  内閣総理大臣 
副議長 若宮  健嗣  デジタル田園都市国家構想担当大臣 
　　　 牧島かれん  デジタル大臣 
　　　 松野  博一  内閣官房長官 
構成員 野田  聖子  内閣府特命担当大臣（地方創生） 
　　　 金子  恭之  総務大臣 
　　　 末松  信介  文部科学大臣 
　　　 後藤  茂之  厚生労働大臣 
　　　 金子原二郎 農林水産大臣 
　　　 萩生田光一 経済産業大臣 
　　　 斉藤  鉄夫  国土交通大臣 
　　　 石山  志保  福井県大野市長 
　　　 井澗　  誠  和歌山県白浜町長 
　　　 太田  直樹  株式会社 New Stories 代表取締役 

　　　 加藤百合子  株式会社エムスクエア・ラボ
　　　　　　　　　代表取締役社長 
　　　 正能   茉優  株式会社ハピキラ FACTORY 代表取締役
　　　　　　　　   慶應義塾大学大学院特任助教 
　　　 竹中   平蔵  慶應義塾大学名誉教授 
　　　 冨田   哲郎  東日本旅客鉄道株式会社取締役会長 
　　　 野田由美子  ヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役会長 
　　　 平井   伸治  鳥取県知事/全国知事会会長 
　　　 増田   寛也  東京大学公共政策大学院客員教授 
　　　 村井   　純  慶應義塾大学教授 
　　　 柳澤   大輔  株式会社カヤック代表取締役 CEO 
　　　 湯﨑   英彦  広島県知事 
　　　 若宮   正子  特定非営利活動法人 ブロードバンドスクール協会理

◆デジタル田園都市国家構想実現会議 名簿

広域連携オンラインセミナー新春特別企画
あの大前さんに「2021年経済から見た今後の経済見通し」を学ぼう！

募集人数　３００名（先着順）
開催日時　2022年1月13日㈭ 14:00～16:00 （13:50接続可能）
申込締切　2022年1月11日㈫
参 加 費　無 料
講　　師　大前研一氏（ビデオ）／丹羽亮介氏（㈱マインドシーズ代表）
Ｗｅｂ申込先　https://coubic.com/jtua-kinki/638169#pageContent
参加方法　申込時にアクセスＵＲＬをメールにてお送りいたします。
※ 商工会議所等からのご紹介の方は、ユーザ協会への伝言記入欄に商工会議所等名を必ずご記入ください。
※ お知り合いの経営者の方にも、是非、ご紹介ください。

新型コロナ禍で難しい舵取りを迫られている経営者のみなさん。大前さんは2021年
経済をどう総括されて、今後の経済はどうなると考えているのでしょうか。 今後の経済
展望が大変気になるところです。2021年を振り返り新年のスタートに合わせて考える
いい機会です。今後の事業経営のヒントは、このセミナーにあります。 お見逃しなく。

㈱ビジネス・ブレークスルー
代表取締役会長 
　　　  大前 研一氏

申込QRコード

【問い合わせ先】東海事業推進部 電話 052-222-9086
主催：（公財）日本電信電話ユーザ協会 静岡支部　共催：袋井商工会議所、西日本電信電話株式会社 静岡支店



10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－
10月のポイント「業況DIは、改善も、依然として厳しさ続く先行きは、回復への期待感広がるもコスト増に懸念」10月のポイント「業況DIは、改善も、依然として厳しさ続く先行きは、回復への期待感広がるもコスト増に懸念」

【2021年度の設備投資の動向】【新型コロナウイルスによる経営への影響】

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。

　緊急事態宣言の解除等を受けて、業況IDは改善も、依然として
厳しさが続く。時短要請や行動制限が緩和され、外食・観光関連
のサービス業では利用客の増加がみられた。しかし、半導体不足や
東南アジアでの感染拡大を背景とした部品の供給制約による、生
産活動への影響が継続している。鉄鋼などの原材料費や、原油価
格を含む資源価格の上昇、最低賃金の賃上げに伴う人件費の負
担増加など、幅広い業種でコスト増加などが足かせとなっており、中
小企業の業況改善に向けた動きは厳しさが続く。
　先行きは、活動制限緩和に伴う日常生活による、国内の観光需
要回復、年末年始の個人消費拡大への期待感が伺える。

【各業種から寄せられた特徴的なコメント】
【建設業】「公共工事の案件が減少傾向にある。木材や鉄、原油等

の価格上昇による今後の業績への影響を懸念している」（一般
工事業）「海外からの電気機器の納期遅れにより工期に影響が
出ている。また、銅の価格上昇により、ケーブル等の電材価格が
上昇しているが、販売価格に転嫁できておらず、収益を圧迫して
いる」（管工事業）

【製造業】「自動車向けの売上が堅調だったものの、半導体不足に
よる自動車メーカーの減産の影響により、今後の受注量は減少
する見込み。鉄鋼の仕入価格上昇による収益圧迫もあり、先行き
に対する不安感が拭えない」（ボルト・ナット等製造業）「観光用の
土産菓子の受注が入ってきており、売上は改善したものの、例年
の受注量より少ない状況が続いている。活動制限緩和に伴う今
後の売上増加を期待したい」（菓子製造業）

【卸売業】「地域の感染者数の減少に伴い、観光施設や遊園地か
らの受注が増加した。一方で、今後原油価格の高騰が続けば、
仕入れコストへの影響は避けられず、販売価格への転嫁を検討
せざるを得ない」（食料・飲料卸売業）「衣類の需要低迷が続い
ているほか、工場のあるベトナムでの感染拡大やコンテナ不足に
より、秋冬物商品の入荷が遅れており、販売機会の損失が生じ
ている」（衣服・日用品卸売業）

【小売業】「食料品を中心に売上を確保できている。今後は、地域
の賑わいの拠点となるべく、専門店を充実させたリニューアルエ
リアをオープンする予定であり、来店客数の増加を期待してい
る」（百貨店）「客足は回復傾向にあるものの、例年の来店客数
には及ばない。非接触のニーズが高まる中、営業時間外におけ
る販売促進策として路面に自動販売機を設置し、収益確保を
図る」（菓子小売業）

【サービス業】「緊急事態宣言の解除に伴い、出張などのビジネス
目的の利用客が増加した。今後は県内旅行を促進する地元の支
援策の再開が予定されており、さらなる売上の増加を期待してい
る」（宿泊業）「原油価格の高騰により、コスト負担が増加している
ことに加え、自動車メーカーの減産の影響により、原材料・部品の
輸送量が減少している」（運送業）

30

30

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲２８．９ ▲２２．１ ▲１４．７ ▲３２．１ ▲４２．２ ▲３４．８

関東 　 　 　 　 　

▲２６．４ ▲２３．５ ▲０．９ ▲３２．８ ▲４４．７ ▲３３．３

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲２１．６ ▲１８．４ ▲１６．０ ▲２４．４ ▲３０．２ ▲２０．９

関東 　 　 　 　 　

▲１８．６ ▲２１．２ ▲５．２ ▲２２．４ ▲２３．３ ▲２３．２

　 　 　 　
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10月）

■ LOBO調査　業況天気図（先行き見通し：2021年11月～2022年1月）
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お問合わせ：

　経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産
性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和３年度の税
制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係
帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律（平成10年法
律第25号。以下「電子帳簿保存法」といいます。）」の改正等
が行われ（令和４年１月１日施行）、帳簿書類を電子的に保存
する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。 

F-Ｓｔａｔｉｏｎ事業者向け支援のご案内

電子帳簿保存法が改正されました
≪令和４年１月１日施行≫ 

■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

■年末調整手続き指導会

■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

日時 内容 専門家等
1月14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
1月20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

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

1月19日㈬
10：00～17：00  

中小企業診断士
　村越誠也 氏

日時 内容 専門家等
1月13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

1月13日㈭
13：30～ 16：00

法律相談（トラブル、整理ほか） 弁護士法人 佐々木・髙平法律事務所
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

日時 内容 専門家等
1月4日㈫～20日㈭
9：00～ 17：00

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-Ｓｔａｔｉｏｎ経営支援員
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商業部会幹事会・静岡理工科大学視察交流会を開催しました

レスペランスでは、近年推進されているＳＤＧｓにあります「ジェ
ンダー平等」の実現に向けた取組みを行っており、スタッフ教
育、環境整備など、性的マイノリティにも対応したメニューの作
成を行っております。この取り組みにより、今回の静岡県の経
営革新計画の承認を受けました。今後も自治体へのパートナー
シップ制度導入の働きかけなど、ＳＤＧｓへの理解や取組がより
一層進んでいくよう、活動をしてまいります。　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高級で格式高いイメージのあるフレンチ料理。そんなフレンチの
味を皆様にぜひ知ってほしい。㈱未来計画では、そんな想いで、
「お箸 De 食べる」カジュアルフレンチをご提供しています。
フレンチに対するこだわりが感じられ、楽しい時間を家族、友
人、そして大切な人と過ごせるアットホームなレストランを目指し
ています。貸切りでのパーティー・ご宴会も受け付けております。
コース料理・ビュッフェ料理・フリードリンクなど、ご要望に合わせ
て対応いたします。

キラットブライダル第１号
さのや会館プロデュース

編集
後記
編集
後記

 去る11月25日㈭に商業部会幹事会にて静岡理工科大
学に訪問し、視察交流会を開催しました。本大学社会連
携課課長代理 池田達哉様、同地域創生担当 中村翔
様、同ＵＲＡ 伊藤寛章様と名刺交換の後、会議室にて
静岡理工科大学の紹介をご説明いただきました。県内
唯一の市立理工系総合大学として1991年に開校した
本大学は、開学30周年を迎え、2学部6学科の構成で
1,500人を超える学生が在学しています。2017年に建築
学科開設、2022年には土木工学科の開設を予定し、技
術者の育成に注力しています。
　また、学生フォーミュラ大会等の学生
活動、モータドライブ応用研究会等の地
域貢献、産学官民が連携したふくろいイ
ノベーションセンターの開設など、地域社
会に貢献している様子が窺えました。
　学内見学では、学生ホール・建築学科
棟・土木工学科工事現場・やらまいか創造工学センター
等を見学し、参加者は興味深く質問をされていました。
　コロナ禍で県外視察が自粛されておりますが、市内の
企業等への視察交流会を通じてビジネスチャンスに繋げ
られることを期待しています。

　去る11月6日の大安吉日
に、あきはホールにて結婚披
露宴が行われました。
　この披露宴は、2020年4月
20日に袋井新産業会館がＯＰＥＮしてから初めて開催さ
れたもので、当所会員の「さのや会館（代表取締役 井谷 
茂 氏）」さんが主体となって準備が進められました。
　当日は、新郎新婦の親族・ご友人・会社関係の方々
が出席され、終始和やかな雰囲気のなかで２人の門
出を祝福されました。
　会員の皆様方におかれま
しても、最新設備が整い、広
くてきれいな「あきはホール」
を是非ご利用ください。様々
なニーズにお応え致します。

企業概要企業概要
【企業名】ハウスウエディング＆レストラン
 　　　  レスペランス
【所在地】袋井市堀越382-1
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】0538-43-0100
【URL】http://www.lesperance.co.jp/

経営革新計画承認企業
テーマ ＳＤＧｓの実現に向けた取り組み

レスぺランス

企業概要企業概要
【企業名】株式会社ウェッジ
【所在地】袋井市川会７９９－１
【代表者】大場 和明
【業　種】広告代理業
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】０５３８-４８-５２５２

経営革新計画承認企業
テーマ 壺焼き芋の製造販売と夏場対策による売上拡大
今回の経営革新は、習得した壺焼き芋の製造技術と当社の
強みである販売、宣伝広告に関するノウハウを活かして、壺焼き
芋の製造販売を行う事です。また、秋～春にかけて温かい壺焼き
芋の販売だけでなく、余った壺焼き芋を冷凍保存し、夏場向けの
商品の開発と販売の無人化により、フードロス対策と無人販売に
よる売上・収益拡大を図ります。具体的な内容は次の通りです。
①法多山尊永寺の門前通りの空き店舗に壺焼き芋店を開
業。②秋～春は壺焼き芋を対面販売（主に土日）。売れ残った
余剰品及び夏場用の焼き芋を冷凍保存。③一般的な壺焼き
芋店では夏場は営業しませんが、冷凍保存した焼き芋を解凍し
て「冷やし壺焼き芋」や「壺焼き芋アイス」として夏場も販売を継
続。また、地元のパティシエとコラボして壺焼き芋スイーツを開発
して商品化します。④夏場の販売は冷蔵ショーケースに商品を
置き、IPカメラやセルフレジなどのネットワークシステムを導入し、
隣の店舗の協力を得るなどして、無人販売システムを構築しま
す。⑤ネットショップにて年間を通して冷凍保存した冷凍壺焼き
芋の販売を行う予定です。
法多山門前通りの活性化、
地域振興に貢献したいと考え
ています。

㈱ウェッジ

袋井新産業会館キラット【あきはホール】にて  結婚披露宴開催！！
～駅前にぎわいづくりにつながれば  との思いから～

問合せ先：どまんなか袋井まちづくり㈱
電話 0538（31）2961

歓送迎会・忘新年会・同窓会・謝恩会など、
お気軽にお問い合わせください。

先月、作家の瀬戸内寂聴さんが９９歳で天国へ旅立たれました。駆け落ち・離婚・作家・出家と、本当に波乱万丈な人生を
送られており、紆余曲折が多々あったことが推察されます。そんな寂聴さんの数ある名言のなかにこんな言葉があります。
「私は、多く傷つき、多く苦しんだ人が好きです。挫折感の深い人は、その分、愛の深い人になります。」読んでみて、「う～
ん、確かに・・・」と共感できる言葉ですね。重みがあります。愛の深い人になれれば、相手を幸せに出来ると思います。（Ｎ．T）
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