
打上花火の動画を公開しています。
ふくろい遠州の花火公式サイト
https://www.fukuroi-hanabi.jp/から
ご覧ください。

インスタフォトコンテスト
＃みんなのふくろいはなび
入賞作品は袋井市公式アカウントを
ご覧ください。

ふくろい特産品詰合せギフトは
お歳暮にご利用いただけます。
お気軽にお問い合わせください。

URL : http://www.fukuroi-cci.or.jp　E-mail : fkcci@fukuroi-cci.or.jp
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秋の夜空に
サプライズ花火！！
秋の夜空に
サプライズ花火！！

１０月８日、コロナ収束祈願と
市民・花火業者・医療従事者等を応援する
『Ｃｈｅｅｒ Ｕｐ！花火２』を開催し、
２箇所の会場から各５００発ずつ、
合計1，０００発の花火が打ち上げられ、
袋井の夜空を彩りました。

袋井商工会議所　42-6151
Ａ・Ｂセット　とれたて食楽部　41-1100
Ｃセット　　丸福餃子本店　 42-8315 Ａセット 3,000円 Ｂセット 5,000円

Ｃセット 4,000円

お問い合わせ
お申込み



令和４年度　袋井市行政に関する要望

商工会議所では新規会員を随時募集しています。
お知り合いで非会員の方がいらっしゃいましたら、
ぜひご紹介ください。

会員数：1573事業所（令和3年10月14日現在） 敬称略

入会ありがとうございました。
新会員紹介新会員紹介 新規会員

募集中

（１）創業支援者のフォローアップ連携強化について
（２）事業継続力強化計画の取り組み推進について
（３）中小企業大学校の袋井サテライトゼミコースへの受講額助成
（４）農業事務の軽減に伴うＩＣＴ（デジタル）化処理の推進
（５）認定農業者の都市計画税減免について
（６）スポーツ合宿等誘致を促進するための助成制度の創設
（７）常林寺周辺のインバウンド客への対応整備
（８）ＮＨＫ大河ドラマ「どうする家康（2023年放送予定）」への袋井

地域の脚本作成依頼
（９）再生可能エネルギーの地産地消
（10）防災・減災に対する住宅・建築物安全ストック形成事業（瓦

屋根の耐風改修工事等）に係る対象区域の指定・国補助金
との連携及び申請窓口設置について

（11）設計・監理業務委託入札について

（12）設計・監理業務委託の評定点について
（13）上山梨平宇線　道路の整備
（14）市道の改修
（15）主要道歩道の休憩場所設置について
（16）市道掛之上禰宜弥線の道路整備計画に対する対応策

の検討
（17）地域資源であるふくろい遠州の花火の継続実施支援

（１）国の中小企業等経営強化法に基づく経営革新等支援体
制強化袋井版「ものづくり専門支援員」の設置について

（２）道の駅（温泉施設）の設置に向けて国への働きかけ
（３）どまんなか袋井まちづくり株式会社への出資について
（４）公共工事及び資材の地元業者への発注について

　１０月２０日㈬、水谷会頭、豊田副会頭、川越専務理事は「令和４年度袋井
市行政に関する要望書」を大場市長に手渡し、実現に向け意見交換を行い
ました。大場市長は「経済の活性化は最優先課題であり対応を検討したい。」
と述べました。市行政への要望は、当所６部会及び３総会等で出された意見
を集約し、１０月１４日に開催した常議員会にて承認をいただきました。ご協力
ありがとうござました。新規１７件、継続４件の要望項目は以下の通りです。

新規要望 １７件

継続案件 ４件

地　区 事業所名 代表者 業　種
徳光 NAKASHIMA SAULO SHIGUERU NAKASHIMA SAULO SHIGUERU 防水工事業
小山 Mos Faber 鈴木　剛史 自動車一般整備業
上山梨 ＣＥサロン　アンスリール 片桐　悦子 エステティック業・化粧品販売業
上山梨 諒工業 吉川　諒 鉄骨工事業
川井 ㈱高塚機械製作所 竹原産業 中村　将義 農業用機械器具小売業
川井 遠江長嶋屋 長嶋　佑介 包丁・砥石販売、刃物研ぎ業
高尾 ミライフ㈱ 袋井商工会議所パソコン教室 田中　宏之 パソコン教室
豊沢 サロン優美 木野　千江美 エステティック業・化粧品販売業

旧浅羽町 久保田　康彦 久保田　康彦 その他の専門サービス業
旧浅羽町 環境経営相談所 溝口　知秀 コンサルティング業
周智郡森町 榊原工業 榊原　公雄 管工事業（さく井工事業を除く）
浜松市 エネうた 寺田　洋規 配管業
静岡市 袋井バイオマス発電（合） 小山内　靖 電気事業所（本社，営業所等）
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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⬇



「一般事業主行動計画策定等の義務」の対象事業主が拡大されます「一般事業主行動計画策定等の義務」の対象事業主が拡大されます

市公用郵便封筒の広告主を募集します
◆対　　　象／市内に事業所などがある企業・団体
◆広告の規格

　※応募者多数の場合は抽選となります。　
◆封筒使用予定期間　
　長形40号は令和４年４月頃から、長形３号は令和４年10月頃から
　約１年間使用します。
　（現在の封筒の在庫がなくなり次第、新しい封筒へ変わります。）
◆提　出　物
　（１）郵便用封筒広告掲載申込書（様式第１号）
　　　※市のＨＰからダウンロードできます。
　　　　アドレス：https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/
　　　　　　　　soshiki/suitou/suitou_kakari/1436247385869.html
　（２）広告原稿案
　　　※広告原稿作成費用は、広告主の負担となります。
　（３）法人または個人事業主・団体の概要が分かるもの
◆提出方法・期限
　令和３年11月30日㈫までにメール又は出納室窓口へ御提出ください。
◆問合せ　袋井市新屋一丁目１番地の１　袋井市役所出納室　
　　　　　ＴＥＬ　44-3137　　メール　suitou@city.fukuroi.shizuoka.jp

種類 広告の規格 募集枠 作成枚数 掲載料（１枠）

長形40号封筒 縦25ミリメートル×横70ミリメートル ５枠 ４万枚 20,000円

長形３号封筒 縦25ミリメートル×横90ミリメートル ５枠 ８万枚 25,000円

◇改正女性活躍推進法に基づき一般事業主行動計画策定等の義務が、常時雇用する労働者数が301人以上の
　事業主から101人以上の事業主へ拡大されます。
　取り組みに際して不明点等ありましたら、静岡労働局へご相談ください。

●常時雇用する労働者の数が101人以上300人以下の事業主

＜問い合わせ＞　静岡労働局雇用環境・均等室　　電話：054-252-5310

施行前　　（１）～（４）の取組が努力義務 施行後 施行日
（１）自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
（２）１つ以上の数値目標を定めた行動計画の策定、社内周知、公表
（３）行動計画を策定した旨の労働局への届出
（４）女性の活躍に関する１項目以上の情報公表

左記が義務
令和４年

（2022年）
４月１日
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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
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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

→

（１）事業目的
①ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援す
ることで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
②コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等を対象とします。申請後、審査委
員が審査の上、予算の範囲内で採択されます。

（２）申請要件
①売上が減っている
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高が、コロナ以前(2019年または、2020年

１～3月)の同3か月の合計売上高と比較して10％以上減少しており、(b)2020年10月以降の連続する6か月間のう
ち、任意の3か月間の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5％以上減少していること。
②事業再構築に取り組む
　事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
③認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
・事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関（銀行、
信金、ファンド等）も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。

・補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0％)以上増加、又は従業員一人当たり付

加価値額の年率平均3.0%(同上5.0％)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。

 
 
　最後に、申請にあたっては、最大15ページ（補助金額1,500万円以下の場合は10ページ以内）で事業計画書を提
出しなければなりません。作成にあたっては、袋井商工会議所や中小診断士もお手伝いをしますので、まずはお気軽に
お問い合わせください。
※注　第３回公募時点での内容であり、今後変更の可能性もあります。　第４回公募については１０月中に公募を開始し１２月中下旬頃まで、第５回
公募については１月中に公募を開始し３月頃まで実施することを予定しております。

中小企業診断士・特定行政書士　村越　誠也
事業再構築補助金を申請するには

vol.96
サービス業部会発
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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

（１）事業目的
①ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援す
ることで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
②コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等を対象とします。申請後、審査委
員が審査の上、予算の範囲内で採択されます。

（２）申請要件
①売上が減っている

2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高が、コロナ以前(2019年または、2020年
１～3月)の同3か月の合計売上高と比較して10％以上減少しており、(b)2020年10月以降の連続する6か月間のう
ち、任意の3か月間の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5％以上減少していること。
②事業再構築に取り組む
　事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
③認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
・事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する。補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関（銀行、
信金、ファンド等）も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。

・補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0％)以上増加、又は従業員一人当たり付

加価値額の年率平均3.0%(同上5.0％)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する。
※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。

 
 
　最後に、申請にあたっては、最大15ページ（補助金額1,500万円以下の場合は10ページ以内）で事業計画書を提
出しなければなりません。作成にあたっては、袋井商工会議所や中小診断士もお手伝いをしますので、まずはお気軽に
お問い合わせください。
※注　第３回公募時点での内容であり、今後変更の可能性もあります。　第４回公募については１０月中に公募を開始し１２月中下旬頃まで、第５回
公募については１月中に公募を開始し３月頃まで実施することを予定しております。

中小企業診断士・特定行政書士　村越　誠也
事業再構築補助金を申請するには

vol.96
サービス業部会発



9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－
9月のポイント「業況DIは、緊急事態宣言延長の影響が続き、悪化先行きは、日常生活回復への期待感も、厳しさ続く」9月のポイント「業況DIは、緊急事態宣言延長の影響が続き、悪化先行きは、日常生活回復への期待感も、厳しさ続く」

【事業継続計画（BCP）の策定状況】【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。

　業況DIは、▲３３．２ポイント。緊急事態宣言やまん延防止等
重点措置の期間延長に伴う、営業時間制限、イベント中止等の
影響が続く中、客足が遠のく飲食店・宿泊などのサービス業や
小売業が悪化した。先行きは、ワクチン接種の進展に伴い、政
府から日常生活回復の方針が示され、経済活動正常化への期
待感が広がっている。半導体不足や部材調達難を受けての生
産調整、原材料の価格転嫁遅れなどもあり、中小企業の先行
きへの見通しは厳しい見方が続く。

【各業種から寄せられた特徴的なコメント】
【建設業】「防災・減災の土木を中心とした公共工事の受注によ
り売上を確保しているものの、木材や鉄鋼などの資材価格上
昇が収益を圧迫している」（一般工事業）「設備投資関連の受
注減が続く中、最低賃金の引き上げや労働時間上限規制へ
の対応を迫られ、雇用環境は厳しい状況」（職別工事業）

【製造業】「電子部品や鋼材の調達が困難になっていることに加
え、仕入れ価格の上昇が続いている。取引先への販売価格転
嫁の交渉に向け、従業員教育に力を入れていく予定」（特殊
産業用機械製造業）「前年同月と比べて売上は改善している
ものの、原材料の高騰が著しく、販売単価への転嫁が追い付
かない」（水産食料品製造業）

【卸売業】「夏の天候不順による生育不良から、じゃがいもなどの北
海道産野菜や葉物野菜の価格が上昇しており、引き合いが鈍
い」（農産物卸売業）「ウッドショックや東南アジアの新型コロナウ
イルス感染拡大による資材の入荷遅れから、売上は悪化」（建築
材料卸売業）

【小売業】「都市部の緊急事態宣言の延長に伴い、飲食店向けの
需要低迷が続くほか、イベントや冠婚葬祭の自粛・規模縮小によ
る売上減が続いている」（酒類小売業）「内食需要による売上は
堅調。ただし、地域の感染拡大により折込チラシでの販促を停止
するなど、大規模な販促イベントを自粛している」（総合スーパー）

【サービス業】「県の要請に従い、19時までの酒類提供と20時ま
での営業を行っているが、来店客数が落ち込んでおり、売上は
前年同月比50%の悪化となった」（飲食業）「緊急事態宣言の
対象地域となったことから、低稼働ではあるものの売上を確保で
きていた宿泊の利用客が激減した。ホテル内レストランの営業を
1カ所のみとし、人件費等のコスト削減を図っている」（宿泊業）

30

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲３３．２ ▲１８．７ ▲１８．１ ▲３５．０ ▲４８．０ ▲４３．８

関東 　 　 　 　 　

▲３０．２ ▲１８．５ ▲７．３ ▲３１．６ ▲５１．９ ▲４０．８

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲３１．０ ▲１９．９ ▲２２．２ ▲２９．５ ▲４０．２ ▲３９．６

関東 　 　 　 　 　

▲２９．１ ▲２７．２ ▲１６．３ ▲２１．１ ▲３９．８ ▲３７．６

　 　 　 　
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9月）

■ LOBO調査　業況天気図（先行き見通し：2021年10月～12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11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

国の月次支援金については、2021年9月30日に緊急事態宣言が解除された静岡県を含む19都道府県において、
政府の基本的対処方針に基づき、当該19都道府県が要請する飲食店への時短要請や外出自粛の影響により、
売上が大きく減少している事業者を対象に、10月分まで支援を行います。

給付額：中小法人等…上限20万円　　個人事業主等…上限10万円
ＵＲＬ ： https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
問合せ：月次支援金事務局相談窓口　☎0120-211-240

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感染症で経営にお困りの事業者の皆様へ

＜国の月次支援金　10月分に関するお知らせ＞

■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

■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
12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
12月16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
12月1日㈬・14日㈫

・15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
12月9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

7ふくろい商工会議所だより［Vol.325］� TEL.0538-42-6151



 

青年部10月定例会「ホームページを自社ブランドに！」を開催しました

編集
後記
編集
後記

経営革新計画承認企業
テーマ 廃プラスチックの地産地消マティリアルリサイクルに向けた展開
袋井市では「その他のプラスチック」は「燃やせるごみ」として焼却処分（サーマルリサイクル）されております。しかし、バケ
ツやプランターなどマティリアルリサイクル可能な廃プラスチックが多く含まれています。今回の経営革新は、地元（袋井市近
郊）で出た廃プラスチックを再生ペレット化し、更に、樹脂成形して再生プラスチック製品として生まれ変わらせて地元に還
元することで、地産地消のマティリアルリサイクルを構築すると共に事業拡大を図るものです。一気に廃プラスチックから製
品化までのシステムを構築するのはリスクが大きいため、次の通り２段階に分けて実施します。
【①廃プラスチックの再生ペレット化】　事業所や家庭から出される一般・産業廃棄物から廃プラスチックを分別し、破
砕、選別（比重選別）、溶融、再生ペレット化して、プラスチック成形業者、プラスチッ
ク素材メーカー、海外メーカーなどに販売します。
【②再生プラスチックの製品化】　再生ペレットを使用して樹脂成形を行い、家
庭や小学校で使用されるプランター、バケツ、人工木材などの再生プラスチック製
品を製造・販売する。製品化に当たっては、
市場調査を行った上で、ニーズ、販路、販売
方法、採算性などを考慮して商品化を企画し
ていきます。

山美商店㈱

　10月21日㈭19：00～袋井新産業会館キラットあきは
ホールにて、「ホームページを自社ブランドに！」を開催し
ました。
　7月に開催した「集客アップのホームページ活用法を
学ぼう！」の次なるステップとして、グラウンドワークス株
式会社代表取締役　山下英俊様、グラウンドワークス
様のホームページ作
成編集に長年携わ
る株式会社エッジ
　代表取締役　杉

本靖和様、そしてお二人のトークセッションを円滑に進めるため、SBS静岡放送
アナウンサーを進行役に3名をお招きし、ホームページの有効活用や作成意欲に
繋げるご講演をいただきました。
　ホームページをどう活かしていくか？期待できる効果は？過去の失敗談は？など、
実に多くの質問が挙がり、参加者にとって今後の発展に結び付く有意義な定
例会となりました。

１０月上旬までは夏のような日差しが照り付けていたのに、中旬以降は一気に最高気温・最低気温が下がりました。
このところ、夏と冬が長い半面、秋と呼べるような期間が本当に短くなった気がします。秋の日はつるべ落としと言いま
すが、夕刻にはあっという間に太陽が西へ沈んでいく今日この頃。この会報が皆様のところへ届く頃には更に気温が
下がり、既に冬支度が始まっていることでしょう。季節の変わり目、体調を崩さないようお互いに気を付けましょう！（Ｎ．T）

企業概要企業概要
【企業名】山美商店株式会社
【代　表】山田 直司
【所在地】袋井市国本２５５０番地の２
【業　種】廃棄物処理業
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】０５３８-４４-３３５３

【将来イメージ】
デンマークにある
再生プラスチックで
造られた遊具のある公園

　2021年秋の叙勲で、産業振興功労により当所の元副会頭 井谷安秀氏 が旭日双
光章を受章いたしました。誠におめでとうございます。

H10.11. 1～H25.10.31　常議員
H25.11. 1～R 1.10.31　副会頭
H26. 7. 4～R 2. 3.31　まちづくり委員会委員長
H29. 8.30～H31. 3.31　袋井駅北口市有地開発事業推進委員会委員長

祝 旭日双光章受章　井谷安秀元副会頭（丸明建設株式会社 取締役会長）祝 旭日双光章受章　井谷安秀元副会頭（丸明建設株式会社 取締役会長）

袋井商工会議所に
関する主な経歴
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