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2 … 新会員紹介／ハラスメント防止セミナーを開催しました
3 … 第58回通常議員総会／優良従業員表彰 
4 … ＴＳＫ㈱、静岡県ＳＤＧｓビジネスアワード「静岡県知事賞」
　　 ㈱内田建設「中部DX大賞 奨励賞」受賞!!　
　　 安間製茶さまが新会社を設立しました！！
5 … 「健康経営優良法人2022」として、本年も当所が認定
　　 静岡県警察からのお知らせ！
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
　　 中小企業・個人事業者のための『事業継続応援金』 
8 … 経営革新承認企業　㈱プランエコ／㈱大徳建設
　　 定年退職のごあいさつ／編集後記
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　去る３月４日、ラグビー男子高校日本代表候補合宿の歓迎セレモニーがエコパ補助競技場で行われ、
当所からは水谷会頭、川越専務理事が出席しました。
　静岡県のスポーツ担当部長、大場市長の挨拶のあと、各自治体・団体から地場産品の贈呈が行われ、
袋井市からはクラウンメロン、当所からは水谷会頭が法多山厄除だんごを選手の代表に手渡しました。
　選手・監督・スタッフの一行約７０名には、駅から徒歩
１分で食事（あきはホール）・ミーティング（３階会議
室）・宿泊（くれたけ）が全て完結する複合施設というこ
とで、「袋井新産業会館キラット」を利用していただき
ました。
　水谷会頭は、「今回の合宿が誘致できた最大の理由
は、静岡県の『ラグビー聖地化事業』の一環として、昨
年エコパのラグビー５面化などの整備が行われたこ

と。これからも県・市と連携を取り
ながら、高校生に限らず、大学・社
会人ラグビーチー
ムの合宿等の誘致
に積極的に取り組
んでいく」と語って
いました。



【ハラスメント防止セミナー～ハラスメントを生まない職場づくり～】
を開催しました。

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：1589事業所（令和4年3月9日現在） 敬称略

新会員紹介新会員紹介 新規会員
募集中

　去る3月25日㈮、上記セミナーを袋井新産業会館キラットあきはホールにて開催しました。
　本セミナーは、令和2年6月大企業を対象に施行されている、「パワハラ防止法」が令和4年4月より、中小企業へも
義務化されることを受け、制度の周知と、そもそも「ハラスメントが起きない働きやすい職場づくり」に繋げることを目的に
行いました。ハラスメントは10年間で右肩上がり2倍以上の相談件数まで増加しており、近年では、パワハラ・セクハラと
よく聞く言葉以外にも、モラハラ・アルハラ・マタハラと多岐にわたります。職場において、「指導とハラスメント」の違いで
は、部下に対する愛があるか？をポイントに接すること、
普段から職員同士のコミュニケーションを取ることが大
切であるとご説明いただきました。
　本受講アンケートでは、【大変参考になった・参考
になった】とのご感想を多数いただき、ました。今後の
対応について、【まだ出来ていない・何をしていいか
わからない】方もおりましたので、制度の更なる周知と
共に、個別相談会の開催なども検討していきたいと
思います。

 

地　区 名　称 代表者 業　種
見取 みんなの施術院　ｎｉｃｃｏ 村松　美桜 マッサージ
大谷 松井製茶　松光園 松井　　淳 農業
徳光 蒼の鮨 青島　　聡 飲食業
徳光 米本組 米本 カルドゾ ウェベルトン 建設業
久能 あのこ書房 斉藤　直巳 小売業
村松 料理屋　蛍 井之谷　隆 飲食業
村松 ㈱ナカヤ 守屋　祐弥 建設業
方丈 ＡＹＡ　Ｈａｉｒ　Ｓｔｙｌｉｓｔ 林　　綾子 美容業
木原 ヨシオテック㈱ 稲益ファビアノヨシオ 製造業・自動車販売
川井 あおぞら税理士法人 中田　和宏 税理士事務所
高尾町 Ｓｏｙｕ ｓｏｙｕ 望月　利恵 美容業
高尾 祭囃子 窪野　博夫 飲食業
愛野 cozystyle 熊切　千晶 パーソナルトレーナー
愛野 ファイナンシャルＤＣ 市川　寿人 保険業
愛野南 イヌヅカスポーツ 犬塚　知良 小売業
神長 威創創建 小松原公威 建設業
磐田市 ＫＯＴＡ　ＣＡＦＥ 鈴木　翔也 飲食業
菊川市 ネクストソリューション 静岡オフィス 沖林　　渚 ファイナンシャルプランナー、保険募集業
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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⬇



令和３年度 優良従業員表彰令和３年度 優良従業員表彰
　今年度の優良従業員表彰では、永年勤続かつ秀でた功績・
功労が認められる16名の方々が被表彰者に選ばれました。
　被表彰者の皆様の功績・功労を称えると共に、さらなるご活躍
をお祈り申し上げます。

（敬称略・勤続年数順）

第５８回通常議員総会開催第５８回通常議員総会開催
　去る3月24日㈭、袋井新産業キラット2階あきはホールに於い
て、第58回通常議員総会を開催しました。第1号議案「2022年
度　事業計画書（案）について」、第2号議案「2022年度　収支
予算書（案）について」を上程し、原案通り可決・承認されました。
　また、優良従業員表彰（計１６名）、日本商工会議所等表彰（役
員功労表彰、議員功労表彰　等計４名）も併せて行い、各人のこ
れまでの活躍や功績を称え、表彰状・記念品を贈呈しました。

Ⅰ．会員企業に対する巡回・窓口相談の積極的な推進
（１）『こんにちは商工会議所』の継続的実施　　
（２）支部合同意見交換会「会頭と語る会」の開催
Ⅱ．「中小企業等経営強化法」、「中小企業強靭化法」、「改正
小規模事業者支援法」に基づく伴走型支援の継続実行

Ⅲ．国際化への支援
（１）海外進出・取引支援・貿易相談への対応　　
（２）袋井市出身の偉人が活躍した東アジア諸国との

産業交流の推進
Ⅳ．人手不足・創業・事業承継への対応
（１）産業人材の育成への支援
（２）少子高齢化社会の進展による中小企業の労働

力不足に対する雇用支援

（３）商工業の担い手づくりのための資格取得・能力
向上に向けた支援

（４）実業教育及び高等専門教育機関への支援
（５）「花火こども有徳基金」による将来の地域を担うこ

どもたちへの支援
Ⅴ．新産業・新商品・新サービスの創出、販路拡大への取り組み
（１）袋井商工会議所推奨品認定制度の実施
（２）デジタル化推進研究会による販路拡大及び生産

性向上・ペーパーレス化・働き方改革の実施
（３）販路拡大、ビジネスマッチング事業の積極的展開
（４）袋井産業イノベーションセンターとの協力連携
（５）浜松地域イノベーション推進機構の次世代自動車

センター及びフォトンバレーセンター、磐田商工会議
所（産業振興フェアｉｎいわた）との連携

（６）農商工連携、農業の６次産業化の強化

2022年度実施事業（一部抜粋）

事 業 所 名 氏　名 勤続年数
㈱佐野 太田　大輔 21年
㈱サンワネッツ 渡辺　安江 19年2ヶ月
㈱サンワネッツ 大石　秀行 12年10ヶ月
サンワ化学㈱ 榛 葉　 剛 11年
フクロイ乳業㈱ 浅井　菜穂 10年8ヶ月
サンワ化学㈱ 坂本　千華 9年11ヶ月
鯱バス㈱静岡さくら営業所 天野　益行 9年2ヶ月
鯱バス㈱静岡さくら営業所 横井　孝代 6年3ヶ月

※令和4年3月末日時点での勤続年数

【被表彰者一覧】
事 業 所 名 氏　名 勤続年数

大和ハウス工業㈱中部工場 内山　泰枝 47年
丸尾興商㈱ 鈴木　直史 42年
ポーラ化成工業㈱袋井工場 永田　順子 38年11ヶ月
ネオファーマジャパン㈱袋井工場 嶋田　好彦 38年11ヶ月
ポーラ化成工業㈱袋井工場 大久保　禎 37年11ヶ月
ネオファーマジャパン㈱袋井工場 南部　英樹 37年11ヶ月
丸尾興商㈱ 大石　景子 32年
大和ハウス工業㈱中部工場 鈴 木　 敏 31年3ヶ月
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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



お茶の魅力を広く伝えるため安間製茶さまが新会社を設立しました！！お茶の魅力を広く伝えるため安間製茶さまが新会社を設立しました！！
【株式会社ムコラ】
　2021年9月22日に、お茶の価値を高めお茶の持つ魅力をより広く伝えることを目的に、お茶農家3社の後継者が集
まって事業に取り組む「株式会社ムコラ」を開業しました。
　ムコラのメンバーはそれぞれがお茶農家の婿として茶業に関わるようになったという共通点を持っており、起業前から
商品開発やモンゴルをはじめとした海外へのお茶の販売など、さまざまな活動を行ってきました。
　
　現在はベトナムの会社と連携してお茶の輸出や、
輸出先のニーズに合わせた商品の開発を行ってい
るほか、研究機関のサポートを受けながら茶園で使
用する分析機器の開発等も進めています。
　
メンバー：安間孝介（代表取締役）
　　　　新村哲生（取締役）
　　　　森下　隼（取締役）

　当所会員企業2社が、DXとSDGｓに関するビジネスコンテストで上位入賞されました。
　ＩＣＴやデジタルの活用、カーボンニュートラルへの対応等が地方企業や中小企業でも求められてきている現在、率先して
チャレンジし、外部評価をいただいております。
　袋井商工会議所でも微力ながら、専門支援機関や登録専門家を巻き込んでサポートを強化しています。是非ご相談ください。

［輝く！！第1回中部ＤＸ大賞にて、中部ＤＸ大賞奨励賞を受賞］
　国土交通省が進める建設ICT（I-Construction）の一環と
して、データとデジタル技術を活用したインフラ分野のDX（デジ
タルトランスフォーメーション）の普及推進に努めており、行政と
民間分野における優れた取り組みの発掘を目指して、創設され
ました。
　この度、静岡県と並んで、奨励賞を㈱内田建設さんが入賞さ
れました。
受賞テーマ：現場の
「超小規模ICT活用」と
「現場の見える化」への
取組み

［第1回静岡県SDGｓビジネスアワードにて、静岡県知事賞を
受賞！！］
静岡県が未来をつくる環境ビジネスにチャレンジする県内企業
を表彰するSDGｓビジネスアワードを創設しました。
第1回コンテストに採択された5社は、3ケ月にわたるメンタリング
を経て、3月に最終的な事業アイデアに基づいて賞を決定する
成果発表会が実施され、当所会員企業のＴＳＫ㈱さんが栄えあ
る静岡県知事賞を受賞されました。
受賞テーマ：磁石で高速加熱するMAGHEAT（マグヒート）
～加熱は化石燃料から
　磁石燃料へ～

当所会員企業が、「DX」「SDGｓ」分野でビジネスコンテスト上位入賞！！当所会員企業が、「DX」「SDGｓ」分野でビジネスコンテスト上位入賞！！

企業概要
【企業名】株式会社内田建設
【所在地】袋井市久能2350-2
【代表者】内田鉱二　
【業　種】一般土木建築工事業（050611）
【TEL】0538-43-2855
【URL】https://www. uchida-const.com/

企業概要
【企業名】TSK㈱
【所在地】袋井市豊沢1701
【代表者】窪野　忠
【業　種】機械器具卸売業（105300） 
【TEL】0538-44-3663
【URL】https:// www.tskcorp.com

ＴＳＫ㈱窪野社長（左端）

画面左下が
㈱内田建設
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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

「健康経営優良法人2022（中小規模法人部門）」として、
本年も当所が認定されました！！
「健康経営優良法人2022（中小規模法人部門）」として、
本年も当所が認定されました！！

感染していた場合には、
他のマルウェアにも感染
している疑いがあるた
め、セキュリティ担当者
や事業者に相談して対
処してください。

　経済産業省では、健康長寿社会の実現に向けた取組の1

つとして、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、健康

の保持・増進につながる取組を戦略的に実践する「健康経

営」を推進しています。その一環として「健康経営優良法人認

定制度」があり、当所でも2020年より認定されておりましたが、

去る3月9日、「健康経営優良法人2022(中小規模法人部門)」

として、本年も認定されました。
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を経て、3月に最終的な事業アイデアに基づいて賞を決定する
成果発表会が実施され、当所会員企業のＴＳＫ㈱さんが栄えあ
る静岡県知事賞を受賞されました。
受賞テーマ：磁石で高速加熱するMAGHEAT（マグヒート）
～加熱は化石燃料から
　磁石燃料へ～

当所会員企業が、「DX」「SDGｓ」分野でビジネスコンテスト上位入賞！！当所会員企業が、「DX」「SDGｓ」分野でビジネスコンテスト上位入賞！！

企業概要
【企業名】株式会社内田建設
【所在地】袋井市久能2350-2
【代表者】内田鉱二　
【業　種】一般土木建築工事業（050611）
【TEL】0538-43-2855
【URL】https://www. uchida-const.com/

企業概要
【企業名】TSK㈱
【所在地】袋井市豊沢1701
【代表者】窪野　忠
【業　種】機械器具卸売業（105300） 
【TEL】0538-44-3663
【URL】https:// www.tskcorp.com

ＴＳＫ㈱窪野社長（左端）

画面左下が
㈱内田建設

5ふくろい商工会議所だより［Vol.330］� TEL.0538-42-6151

「健康経営優良法人2022（中小規模法人部門）」として、
本年も当所が認定されました！！
「健康経営優良法人2022（中小規模法人部門）」として、
本年も当所が認定されました！！

感染していた場合には、
他のマルウェアにも感染
している疑いがあるた
め、セキュリティ担当者
や事業者に相談して対
処してください。

　経済産業省では、健康長寿社会の実現に向けた取組の1

つとして、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、健康

の保持・増進につながる取組を戦略的に実践する「健康経

営」を推進しています。その一環として「健康経営優良法人認

定制度」があり、当所でも2020年より認定されておりましたが、

去る3月9日、「健康経営優良法人2022(中小規模法人部門)」

として、本年も認定されました。



2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－
2月のポイント「業況DIは、活動制約とコスト増の影響で大幅悪化先行きも不透明感拭えず、厳しい見方」2月のポイント「業況DIは、活動制約とコスト増の影響で大幅悪化先行きも不透明感拭えず、厳しい見方」

【事業者向け(BtoB)販売における販売先との取引条件】

【新型コロナウイルスによる経営への影響】
【事業継続計画(BCP)の策定状況】

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。

　３６都道府県へのまん延防止重点措置に伴う外出自粛や営業制
限により客足が減少した飲食・宿泊業などのサービス業の業況感が
大幅に悪化した。製造業や卸売業でも半導体不足などにより売上
が落ち込んだ。原油価格を含む資源価格、原材料の上昇によるコス
ト増加が続いていることに加え、オミクロン株の感染拡大から授業員
の自宅待機に伴う人手不足が発生しているなどの声も聞かれた。
オミクロン株の感染収束が見通せない中、春の観光需要喪失、受
注・売上減少の長期化、年度末を控えた借入金返済時期の到来
による資金繰り悪化、円安、資源価格の高騰、人件費の上昇に伴
る価格転嫁の遅れなど不安視する声は多い。中小企業においては
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】「燃料代の高騰により資材単価の大幅値上げを取引先
から求められており、コスト増によるさらなる採算悪化を懸念して
いる」(一般工事業)「ベニヤ板などの木材や資材の品薄、価格
高騰が続いている。住宅設備や照明器具の入荷の見通しも
立っておらず、売上に影響が出ている」(建築工事業)

【製造業】「飲食店向けの商品の出荷が減少。事業復活支援金の
対象にならないギリギリの売上で推移しており、事業継続が苦し
い状態に陥っている」(水産食料品製造業)「鋼材だけでなく生産
で使用する燃料の仕入れコストが上昇しているほか、欠品や納期
遅れの商材も徐々に増えている。4月以降の仕入れの値上げ要
請が複数の取引先から来ており、今後は売上が維持できても、採
算が圧迫される懸念がある」(自動車部品製造業)

【卸売業】「イベントが再開されて業況が改善傾向にあったが、オミク
ロン株の感染拡大によりイベント中止が相次ぎ、売上は悪化。ま
た、包装資材や灯油、ガソリンの価格が上昇しており、今後の採
算悪化は避けられない」(食料品卸売業)「世界的なサプライ
チェーンの混乱により仕入部品の納期が以前の2倍以上と長期
化しており、現場の業務停止の可能性も出てきた。原油や原材
料の価格が高騰しており、上昇分を販売価格に転嫁することを
検討している」(一般機械器具卸売業)

【小売業】「1月中旬以降飲食店への酒類をはじめとした飲料の納
入が激減。売上が大幅に悪化しており、この状態が続けば資金
繰りは相当厳しくなる」(酒類小売業)「日用品値上げの報道か
ら、買いだめをする客が増えており、売上は好調。ただし、オミクロ
ン株の感染拡大により従業員の自宅待機者が増えており、人員
の確保が難しくなっている」(総合スーパー)

【サービス業】「まん延防止等重点措置が適用となったことから、店
内飲食を休業し、テイクアウトのみの営業としているため、売上は
悪化している」(飲食業)「春の観光シーズンを目前に控えた時期に
感染が収まらず、3年連続観光イベントや主要行事が中止・延期
となり、経営の不安が増している。客単価が低いまま仕入れコスト
の上昇や人手の確保難が重なり、経営的にかなり厳しい状況と
なっている」(宿泊業)

30

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲３３．９ ▲２２．９ ▲２１．１ ▲３８．２ ▲４３．８ ▲４３.２

関東 　 　 　 　 　

▲２７．２ ▲２６．７ ▲４．９ ▲３０．８ ▲３９．６ ▲３６．８

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲３４．２ ▲２８．７ ▲２２．１ ▲４０．４ ▲４０．１ ▲４１．８

関東 　 　 　 　 　

▲２８．２ ▲３１．４ ▲７．３ ▲３０．８ ▲３６．８ ▲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：2022年2月）

■ LOBO調査　業況天気図（先行き見通し：2022年3月～2022年5月）
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お問合わせ：

申請期間　2022年3月1日㈭～5月31日㈫
給付対象　①又は②に該当する中小企業・個人事業者が給付対象となり得ます。
　　　　　①飲食店への時短要請等の影響を受けていること
　　　　　②外出自粛等の影響を受けていること
売上要件　2022年2月・3月の売上が、2019年、2020年又は2021年の同月（比較月）と比較して20％以上30％未満
　　　　　減少していること
給 付 額　中小法人　10万円　　個人事業者　5万円　※定額・1回限り
ＵＲＬ： https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/jigyoukeizoku-ouenkin.html
問合せ：静岡県経済産業部商工業局（コールセンター）　☎0120-371-060
　※詳細は同封のリーフレットをご覧ください。

F-Ｓｔａｔｉｏｎ事業者向け支援のご案内
■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

■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申請サポート等経営相談会　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

コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援
中小企業・個人事業者のための『事業継続応援金』

日時 内容 専門家等
5月13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
5月19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

5月12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
4月18日㈪・19日㈫・20日㈬・21日㈭・
　  22日㈮・25日㈪・26日㈫・28日㈭・ 
5月2日㈪・6日㈮・9日㈪・10日㈫・
   12日㈭・13日㈮
9：00～16：00

事業復活支援金・県事業継続応援金・
各種補助金、助成金、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
※詳細は同封のリーフレットをご覧ください

中小企業診断士
　豊田 和之 氏
　村越 誠也 氏

９：００～１５：３０ 事業承継相談 静岡県事業承継引継ぎ支援センター
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定年退職のごあいさつ

「とれたて野菜セット」定期便サービス

編集
後記
編集
後記

経営革新計画承認企業
テーマ ドローン３Ｄ測量データとＧＰＳによる自動農薬散布サービスの提供
　㈱大徳建設では、一般住宅向けの外構工事や公共工事、福島県での災害復旧事業を中心に事業を行ってきましたが、事業の幅
を広げるため、遅れていたデジタル化、ＩＴ化を推進し、ドローンを活用した測量事業への参入を進めております。ドローンを活用し、鉄塔
などの高層物の点検や官公庁へのＰＲなど更なる新規参入領域を模索していく中、農薬散布への事業展開も計画しております。
　今回の経営革新計画では、「ドローン３Ｄ測量データとＧＰＳによる自動農薬散布サービスの
提供」をテーマに申請。農地の２Ｄ、３Ｄ測量を行い、ＧＰＳによる高精度な位置情報と連動さ
せ、農業用ドローンによる農薬散布の飛行計画をプログラミング。農業従事者にむけて、重労
働となる農薬散布の自動サービスを提供します。
　農家が抱える大きな問題には高齢化や重労働がありますが、当サービスの提供によって負
担軽減ができると共に、建設業自体にも同様にある３Ｋのイメージを払拭して雇用の創出を進
め、人手不足の解消にも繋げていきたいと思います。

㈱大徳建設

経営革新計画承認企業 ㈱プランエコ　とれたて食楽部

企業概要企業概要
【企業名】株式会社大徳建設
【代　表】代表取締役 足立将行
【所在地】〒437-0065
　　　　袋井市堀越3丁目13-6
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】0538)43-1555

企業概要企業概要
【企業名】株式会社プランエコとれたて食楽部
【代表者】鈴木直二郎
【所在地】袋井市山名町3-3
【業　種】各種食料品小売業（105711）
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】0538-41-1100
【 U R L】https://www.toretate-club.com/

農産物移動販売の買い物支援
システム開発と新規顧客開拓

　㈱プランエコとれたて食楽部は、地元の新鮮野菜を取り扱う
農産物直売所を中心に、レストラン・園芸店・土産物店等で構成
し、地元市民からご愛用していただいております。
　また、買い物難民問題解消のお手伝いとして、移動販売車に
よる巡回営業も実施しております。
　この度、『農産物移動販売の買い物支援システム開発と新規
顧客開拓』というテーマで、袋井商工会議所の支援を受けて、
静岡県経営革新計画申請にチャレンジし、採択を受けました。
　農産物移動販売車によるサービス強化、例えば巡回予定や
本日のお薦め商品の紹介、GPS機能を活用し、移動販売車が
現在どこに滞在しているのか、または道路混雑事情も加味した
到着時間通知といった買い物支援システムを開発し、顧客満足
度の向上により新たな顧客獲得に繋げて販売拡大を図ってい
きます。
　大変便利なサービス・情報の提供とな
ります。是非ご利用ください。

テーマ 生産者と顧客を結ぶ、地域密着型
「とれたて野菜定期便」サービスの提供

　㈱プランエコとれたて食楽部は、農産物直売所と移動販売車
による出張販売、インターネットを活用したネットショッピングを展開
しており、地元市民から大変ご愛用していただいております。
　この度、『生産者と顧客を結ぶ、地域密着型「とれたて野菜定期
便」サービスの提供』というテーマで、袋井商工会議所の支援を受
けて、静岡県経営革新計画申請にチャレンジし、採択を受けました。
　この定期便サービスは、当店の仕入れ元である袋井市周辺の
農産物生産者と当店の顧客や地元野菜へのこだわりのある顧
客に対して、地元の新鮮な採れたて野菜をセットにして定期的に
配達することにより、商品の提供だけでなく顧客からのフィードバ
ックを生産者に届けることで地元生産者と顧客を結ぶ地域密着
型サービスとなります。
　当店が目指す「旬鮮旬食」を体感できるサービス提供となりま

す。是非ご利用ください。

テーマ

　去る３月１６日深夜、東北地方を震源とする震度６強の地震が、東日本大震災で被害を受けた福島県や宮城県
を再び襲いました。袋井市や近隣市町でも弱い揺れを感じましたが、東北地方ではこれまでにも度々余震が起こっ
ていて、３．１１の時には壊れなかった建物も、今回の地震で耐え切れずに倒壊したケースが幾つもありました。家屋
倒壊の被害に遭われた中の一人が、「もう勘弁してほしい」とニュースでコメントしている姿を見て、本当に他人事
ではないと痛感しました。被災された地域・人々の、一日も早い復旧を願わずにはいられません。また、自分たちも日
頃からの備えをしっかりしておく必要性を再認識しました。（Ｎ．T）

この度3月31日をもちまして商工会議所を無事定年退職させていただきました。
在職中は皆様に一方ならぬご懇情を賜り、誠にありがとうございました。
「袋井の花火」が「ふくろい遠州の花火」の名称になった平成8年の夏に入所し
25年と7か月の在籍でした。
長きにわたり商工会議所に関わる皆様方のご指導とご厚情のおかげで無事に
職務を全うすることができたことを心より感謝いたします。
ありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌倉利彦

8 ふくろい商工会議所だより［Vol.330］� TEL.0538-42-6151


