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2 … 袋井商工会議所　第11期常議員・議員・部会長名簿
3 … 令和５年度県行政に関する要望書を川勝県知事に提出
　　 令和５年度市行政に関する要望書を袋井市長・議長に提出
　　 花火代替イベント：ハーモニー花火を実施しました
4 … 経営革新計画承認　㈲袋井パック／㈲永田屋
　　 　㈱西島屋ビジネスセンター／㈱門西建築
　　 お店やお家オリジナルのお皿やコップを作ります。
5 … 11月4日は「中小企業診断士の日」
　　 第20回袋商ショップのご案内
6 … LOBO ―商工会議所早期景気観測調査―
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　　 静岡県中小企業等物価高騰緊急対策補助金
8 … ふくろい応援商品券の利用期間は１１月３０日㈬までです。
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会　　頭　豊田 浩子 （丸尾興商㈱）
副 会 頭　松下 雅彦 （遠州トラック㈱）
副 会 頭　大場 弘 （㈱兵藤）
副 会 頭　田中 江里子 （袋井設備㈱）
監　　事　土屋 尚子 （税理士法人 土屋会計事務所）
監　　事　塚本 法樹 （塚本建設㈱）
専務理事　川越 健司 （袋井商工会議所）

退任された方
会　　頭　水谷 欣志　　  （㈱サンワＮＥＴＳ）
監　　事　永田 博志　　  （㈱永田石油ガス）

令和4年度 臨時議員総会を開催
第11期・新役員を選出しました
令和4年度 臨時議員総会を開催
第11期・新役員を選出しました

豊田浩子新会頭豊田浩子新会頭

敬称略

第11期　新役員体制

　任期満了による役員選任のため、去る10月27日㈭
令和4年度　臨時議員総会を袋井新産業キラット2階
あきはホールにて開催しました。2期6年会頭をお務め
になった水谷欣志氏が退任され、新たに豊田浩子氏
が会頭に選出されました。豊田会頭は、「市との連携を
強化し、まずはコロナ禍で疲弊した地域経済の活性
化を図りたい。会員とともに考え行動し、企業の発展と
魅力ある地域づくりに取り組んでいきたい。３年連続で
中止となったふくろい遠州の花火の来年の復活を目指
して取り組んでいきたい。」との抱負を表明しました。
　今回選出された役員の任期は令和4年11月1日～
令和7年10月31日になります。

（新任）
（再任）
（新任）
（新任）
（再任）
（新任）
（再任）



事業所名 議員執行者
㈱サンワＮＥＴＳ　※ 代表取締役 水谷 欣志
静岡製機㈱ 代表取締役社長 鈴木 直二郎
NSKワーナー㈱ 代表取締役社長 新井 稔
ニチアス㈱袋井工場 工場長 尾崎 雅一
日研フード㈱ 代表取締役 越智 康倫
ハウス食品㈱静岡工場 工場長 鈴木 信博
パナソニック㈱くらしアプライアンス社
ランドリー・クリーナー事業部 静岡工場 工場長 植田 秀彦

ヤマハ発動機㈱袋井工場 工場長 久保山 儀一
カーディナルヘルス㈱袋井工場 生産本部長 松田 真也

ポーラ化成工業㈱袋井工場 執行役員生産担
当袋井工場長 杉村 昇

大和ハウス工業㈱中部工場 工場長 髙松 浩一
㈱静岡銀行袋井支店 支店長 石田 秀行
豊田肥料㈱ 取締役 和田 倫雄
㈱佐野 代表取締役社長 佐野 太亮
フクロイ乳業㈱ 代表取締役 高橋 功実
丸明建設㈱ 代表取締役社長 井谷 晋之輔

事業所名 議員執行者
㈱愛野（ザ・ハウス愛野） 西原 成雲
㈱アクト・メイト 井上 準
いくみや呉服店 三嶽 章博
魚宗 北野 とも子
㈱NTN袋井製作所 田中 徹
㈱エレガンス時正堂 伊藤 直幸
遠州中央農業協同組合 鈴木 政成
大塚製薬㈱袋井工場 小出 康彦
大場配管㈱ 大場 敏史
㈱岡村総建 岡村 禎之
荻原製茶 荻原 克夫
㈱覚堂 水野 覚
㈲カスタムワールドハタナカ　※ 畑中 貴博
かねとよ㈱ 飯田 智之
㈲川崎屋 森川 和美
共和ライフテクノ㈱ 栗田 博之
㈱ケイシーシー経営研究所 小林 正樹
㈲ケーズオート 鈴木 和広
さわやか㈱本部総合センター 梶原 英生
㈱静岡カントリー袋井コース 石川 雅彦
静岡総合保険㈱ 田中 利宏
シノムラ化学工業㈱静岡工場 長嶋 隆之
島田掛川信用金庫袋井支店 横田 渉
㈱清水銀行 袋井支店 大庭 一浩
㈱松鶴 小島 直人
鈴木秀典司法書士測量事務所 鈴木 秀典
スルガ銀行㈱袋井支店 仲田 浩士
㈱西部給食 藤原  徹
大興産業㈱袋井営業所　※ 鈴木 慎也
大豊電気㈱ 大田 豊久
㈱髙木商店 髙木 清隆
㈱タナカ 田中 文規
㈱ティーエムサポート 平出 俊幸
寺田石材工業㈱ 寺田 富美雄
天龍製鋸㈱ 大石 高彰

事業所名 議員執行者
浜松磐田信用金庫袋井中央支店 支店長 伊藤 光寿
㈱イノベックス 生産本部長 杉本 康典
㈱永井組 代表取締役 永井 智克之
ひしだい製茶㈱ 代表取締役 安間 秀雄
コジマヤ興業㈱ 代表取締役 坂井 秀徳
中遠電子工業㈱ 代表取締役 鈴木 光芳
㈱エコア総合設計 代表取締役 中村 拓哉
㈱和孝産業 代表取締役 荒木 実
㈱西山技研 代表取締役 西山 智
㈱西尾商事 代表取締役 西尾 新太郎
㈲おしゃれの店村松屋 代表取締役 鈴木 直人
㈱内山塗装　※ 代表取締役 内山　治
㈾丸共不動産商会　※ 代表社員 鈴木 雅徳
㈱船場　※ 代表取締役 加藤 雅史
静岡理工科大学 事務局長 久留島 康仁
静岡県飲食業生活衛生同業
組合 袋井支部 支部長 山田　真

担当部会 事業所名 氏名
商業部会長 ㈲おしゃれの店村松屋 鈴木 直人
工業部会長 中遠電子工業㈱ 鈴木 光芳
建設業部会長 ㈱エコア総合設計 中村 拓哉
サービス部会長 ㈾丸共不動産商会 鈴木 雅徳
おもてなし部会長 李桃閣 山田 真
農業産業部会長 荻原製茶 荻原 克夫

事業所名 議員執行者
トッパン・フォームズ東海㈱　※ 市野 明久
にしたな㈱ 鈴木 治
日本紙工業㈱袋井工場 長谷 知貴
ネオファーマジャパン㈱袋井工場 福岡 正務
㈱ネオンサーティ 野中 恭宏
萩原正臣税理士事務所 萩原 正臣
㈱長谷川 長谷川 佳典
(宗)法多山尊永寺 大谷 純應
法多山名物だんご㈽ 井谷 哲朗
㈱花豊 金原 康夫
㈱ひしだいパックス 寺田 光良
㈱ピットロード 伊藤 克也
㈱ヒロテック 鈴木 智雄
㈲深谷佛具店 深谷 洋一
袋井ガス㈱ 望月 康行
袋井建築工業組合 海野 宏周
㈱袋井清掃 鈴木 恒太郎
㈲袋井中日サービス 森下 将明
フジセーレック㈱ 加藤 真二
㈱プランエコ　とれたて食楽部 村松 英明
㈲マツウラ　 松浦 雄二
㈱マルエスモータース 鈴木 康之
㈱八ヶ代造園 八ヶ代 幸一
㈱山下金型 山下 浩一
大和紙器㈱静岡工場 原 康吏
㈱ヤマハリゾート 鈴木 清
山美商店㈱　※ 山田 直司
吉川化成㈱静岡工場 山田 登実男

袋井商工会議所　第11期 常議員名簿 敬称略。 ※は新任の常議員企業

袋井商工会議所　第11期議員・部会長名簿 敬称略。 ※は新任の企業
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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⬇



花火代替イベント：ハーモニー花火を実施しました
　全国花火名人選抜競技大会ふくろい遠州の花火2022の開催中止に伴い、今
年も花火代替イベントとして、昨年までの2年間実施した「サプライズ花火」に代わ
り、新企画「ハーモニー花火」を令和4年10月8日㈯に打ち上げを行いました。
　これは、過去2年のサプライズ花火の欠点である事前告知の解消を目指して、①
日時の発表、②袋井市内での花火一斉打上、③袋井市内の秋まつりへの盛り上
げサポート、④袋井市内の自治会との協働の4つの視点で、届出花火（2号～3号
玉の合計75発まで）の形式で秋の夜空に打ち上げました。
　事業実施に協力していただいた自治会連合会ブロックは、1/3にあたる8ヶ所を
数え、合計600発の小規模ながら素晴らしい花火の割物が、ふくろい遠州の花火
に参加している三遠煙火㈱（湖西市）の手で打ち上げられました。また、翌朝のク
リーンアップ活動にも自治会関係者に参加していただきました。
　ふくろい遠州の花火は、本年も含めて3年連続の開催中止となりましたが、来年
こそは花火大会再開＆復活を目指していきたいと思います。

 

 

 

（１）市道掛之上祢宜弥線の道路整備計画における（新）河川堤
防・道路の法面形状の計画変更　

（２）国のデジタル田園都市国家構想への対応
（３）袋井市デジタル市民育成プログラム　
（４）コミュニティセンター単位での衛星通信システムの設置　
（５）チャレンジ・バックアップ事業の創設
（６）首都圏からの移住を推進するための環境整備及び優遇制度
（７）商業イベント事業補助金継続交付　
（８）川井西地区への９ｍ道路整備
（９）大規模な耕作放棄地への対応　
（10）広岡河川公園グラウンド
（11）交通弱者への支援　

（12）原油・原材料価格高騰に対する支援策
（13）認定農業者制度のグループ申請枠の拡充　
（14）2023年日越国交樹立50周年における市内ベトナム関連事

業の強化

（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「経営力強化支援アドバイザー」の継続設置

（２）公共工事及び資材の地元業者への発注
（３）主要道歩道の休憩場所設置

　10月6日㈭静岡県商工会議所連合会／酒井会長から川勝知事に、県下15商工会

議所を代表して『令和5年度県行政に関する要望書』が手交されました。西部地域を代

表して、水谷会頭からは『日越国交樹立50周年に因んだベトナム国との地域外交の推

進』を主要要望案件として、『デジタル県民の認定』、『県立高校の求人票のデジタル

化』など新規案件5件、『命の道である県道森町袋井インター通り線の早期実現』、『公

共事業における地元事業者の積極的活用』など継続案件5件について要望しました。

　10月18日㈫大場市長と戸塚議長に、会議所本体・各部会・委員会・支部長
会等から提案された意見をまとめた要望書を提出しました。

新規要望案件１４件

継続要望案件３件

令和５年度県行政に関する要望書を川勝県知事に提出

令和５年度市行政に関する要望書を袋井市長・議長に提出
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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



　当社は、袋井市下山梨で木の特性を最大限に生かしたライフスタイ
ルに合わせた自由設計で、木の香りや温かみの良さを存分に味わえる
快適な住まいを提供している建築工事会社です。柱や梁の一本一本
を手刻みで加工し、日本の伝統工法「込み栓」や「楔」による木組みを
用い、ドアや窓など木製建具も顧客の要望に応じ製作しております。今
回の経営革新計画では、「ウッドショック」と呼ばれる急速な材木の値
上がりと供給不足が深刻化しており、建材の廃棄ロス削減が求められ
ていることから、建築木材から出る端材を使用し、当社大工の手刻み
加工ノウハウと作業の空き時間を活用して、ペット用やアウトドア用の木
工製品、木造りの家にマッチしたデザインの木製時計や木製照明器
具などを開発し木材廃棄ロス削
減に取り組んでまいります。今後
は試作品が完成しだい順次EC
サイトでの販売を行います。

　㈱西島屋ビジネスセンターは、袋井駅前にて文
具販売、国道沿いにて、「ＭＡＲＲＯＮ」として家具
を販売しています。
　家具部門では海外メーカーの高級ブランド家具
や、自社ブランドの「ＢＥＡＣＨ FURNITURE」を
展開。店舗販売だけでなく、インターネット販売も強化しています。
　今回申請する経営革新計画では、「地元産織物を使った高級ソファー
の開発と自社ブランド「ＢＥＡＣＨ FURNITURE」の強化」を行います。
　遠州地方は別珍（べっちん）やコール天（コーデュロイ）の産地とし
て有名であり、国内生産の90％以上を占めています。そこで、海外産
に押され苦境にある地域地場産
業の振興のためにも、遠州地方産
のコーデュロイを使った高級ソ
ファーを開発。また、ソファーの土台
や組み立てについては、九州の業
者で目途が立っており、国産、小
ロットでの生産を行っていきます。
　現在、高級家具の販売は苦戦し
ていますが、コロナ禍の巣ごもり需要
により、家具の需要は高まっていま
す。ゆくゆくは土台の木材にも地元木
材、より地元遠州産というブランド性
を持たせていきたいと考えています。

　弊社は、県内の茶製造業者様や近隣の茶農家様からの委託
を受けて、緑茶の他、紅茶、ほうじ茶、べにふうき、玄米茶などの
茶葉袋詰め作業とティーバック充填・包装加工を行っております。
　今回は、ティーバック充填包装機械の更新にあたりティーバック
の生産性がアップすることから、地元の茶農家様に向けて、小ロット
のティーバック加工の一連サービスを下記のとおり提案いたします。
①ティーバックの充填包装を行います。
②ティーバック商品を小分けして真空パック・窒
素封入して冷蔵保管を代行します。
③お客様が必要となった時点で出荷する「保管代行サービス」を
提供します。
　本計画は地元の茶農
家様にティーバック商品
の普及と事業拡大を提
案いたしま
す。是 非
お気軽に
お問合せ
下さい。

造作（作り付けの家具、キッチン）

経営革新計画承認企業 ㈲袋井パック 経営革新計画承認企業 ㈲永田屋
テーマ 地元小規模茶農家に向けた

ティーバック充填加工と保管サービスの提供

企業概要企業概要
【企業名】有限会社袋井パック
【所在地】袋井市友永544番地の2
【代表者】代表取締役 鈴掛 守
【業　種】製茶等の袋詰め加工業
【 T E L】0538-49-4444
【 F A X】0538-49-4445

ティーバック商品例

経営革新計画承認企業 ㈱西島屋ビジネスセンター
テーマ 遠州産織物を使った高級ソファーの開発と

自社ブラント「BEACH FURNITURE」の強化

企業概要企業概要
【企業名】株式会社西島屋
　　　　ビジネスセンター
【所在地】袋井市川井1151
【代表者】代表取締役 鈴木 透
【業　種】文具・家具販売
【 T E L】0538-42-６１２１

　今回の経営革新は、地元農家で有機栽培、無農薬・減農薬で栽
培されたお米や野菜、果物など旬のオーガニック食材を仕入れ、合成
保存料や合成着色料などの食品添加物を含まない調味料を使って、
離乳食から幼児食まで成長段階に合わせた食材と調理方法で、手
造りによる乳幼児食を製造します。また、赤ちゃんの食事に関する不
安を解消するために食育や調理に関する講座を開催し、安心安全な
乳幼児食を提供して行くものです。具体的には、①オーガニック食材
の調達：袋井市や近隣市町村の有機栽培農家よりオーガニック食材
を調達。②無添加調味料：カツオ、昆布による出汁を基本にして無添
加の醤油・味噌・砂糖・塩などの自然調味料を使用。③レシピ開発：
季節ごとに旬の食材を使用して、乳幼児の成長段階（離乳食5～6ヶ
月の初期、7～8ヶ月の中期、9～11ヶ月の後期、12～18ヶ月の完了期、
幼児食1歳半～3歳）に合せて食材、固さ、大きさ、味の濃さ等のレシ
ピを開発。④製造：季節の旬の素材を使った手造りの乳幼児食を真
空パックに詰めて瞬間冷凍保存して提供。⑤講座：はじめて子育て
するお母さんに向けて、乳幼児の体の発達に合せた食の知識、食育、
食材のアレンジ方法などに関
しての講座を開催し、育児の
不安を解消。以上、地産地
消を軸とした地域の子育て
支援となる
事業活動と
したいと考
えています。

テーマ 地元農家のオーガニック食材を使った
無添加手造り乳幼児食の開発と製造販売

企業概要企業概要
【企業名】有限会社永田屋
【所在地】袋井市太田６３番地の２
【代表者】永田 浩憲
【業　種】酒類卸売・食料品販売
【 T E L】０５３８-４２-４４１８

経営革新計画承認企業 ㈱門西建築
テーマ 建築木材の端材を活用した

高付加価値木工製品の開発と販売

企業概要企業概要
【企業名】株式会社門西建築
【所在地】袋井市下山梨598-1
【代表者】門西健二
【業　種】木造建築工事業
【 T E L】0538-48-6800
【U R L】https://monzai.jp
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剪定・伐採・庭造り

〒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

3年ぶりに通常開催を予定しております。入
場制限はありませんが、以下の新型コロナ
ウィルス感染対策に御協力ください。詳しく
はQRコードから袋井商業高等学校ホーム
ページを御覧ください。
・事前にQRコードからダウンロードして印刷した入場券
に、必要事項を記入のうえ、当日受付にお持ちください。
・当日、発熱等の体調不良がある場合は来場を御遠慮ください。 
・会場内は一方通行になっています。案内に従ってお進みく
ださい。
・会場内では飲食はできません。食品はお持ち帰りいただ
きます。
・お車でお越しの際は、駐車場を御利用ください。(無料送
迎バスあり) 
・新型コロナウィルスの感染状況により中止する場合があ
りますので、ホームページで確認してください。



　当社は、袋井市下山梨で木の特性を最大限に生かしたライフスタイ
ルに合わせた自由設計で、木の香りや温かみの良さを存分に味わえる
快適な住まいを提供している建築工事会社です。柱や梁の一本一本
を手刻みで加工し、日本の伝統工法「込み栓」や「楔」による木組みを
用い、ドアや窓など木製建具も顧客の要望に応じ製作しております。今
回の経営革新計画では、「ウッドショック」と呼ばれる急速な材木の値
上がりと供給不足が深刻化しており、建材の廃棄ロス削減が求められ
ていることから、建築木材から出る端材を使用し、当社大工の手刻み
加工ノウハウと作業の空き時間を活用して、ペット用やアウトドア用の木
工製品、木造りの家にマッチしたデザインの木製時計や木製照明器
具などを開発し木材廃棄ロス削
減に取り組んでまいります。今後
は試作品が完成しだい順次EC
サイトでの販売を行います。

　㈱西島屋ビジネスセンターは、袋井駅前にて文
具販売、国道沿いにて、「ＭＡＲＲＯＮ」として家具
を販売しています。
　家具部門では海外メーカーの高級ブランド家具
や、自社ブランドの「ＢＥＡＣＨ FURNITURE」を
展開。店舗販売だけでなく、インターネット販売も強化しています。
　今回申請する経営革新計画では、「地元産織物を使った高級ソファー
の開発と自社ブランド「ＢＥＡＣＨ FURNITURE」の強化」を行います。
　遠州地方は別珍（べっちん）やコール天（コーデュロイ）の産地とし
て有名であり、国内生産の90％以上を占めています。そこで、海外産
に押され苦境にある地域地場産
業の振興のためにも、遠州地方産
のコーデュロイを使った高級ソ
ファーを開発。また、ソファーの土台
や組み立てについては、九州の業
者で目途が立っており、国産、小
ロットでの生産を行っていきます。
　現在、高級家具の販売は苦戦し
ていますが、コロナ禍の巣ごもり需要
により、家具の需要は高まっていま
す。ゆくゆくは土台の木材にも地元木
材、より地元遠州産というブランド性
を持たせていきたいと考えています。

　弊社は、県内の茶製造業者様や近隣の茶農家様からの委託
を受けて、緑茶の他、紅茶、ほうじ茶、べにふうき、玄米茶などの
茶葉袋詰め作業とティーバック充填・包装加工を行っております。
　今回は、ティーバック充填包装機械の更新にあたりティーバック
の生産性がアップすることから、地元の茶農家様に向けて、小ロット
のティーバック加工の一連サービスを下記のとおり提案いたします。
①ティーバックの充填包装を行います。
②ティーバック商品を小分けして真空パック・窒
素封入して冷蔵保管を代行します。
③お客様が必要となった時点で出荷する「保管代行サービス」を
提供します。
　本計画は地元の茶農
家様にティーバック商品
の普及と事業拡大を提
案いたしま
す。是 非
お気軽に
お問合せ
下さい。

造作（作り付けの家具、キッチン）

経営革新計画承認企業 ㈲袋井パック 経営革新計画承認企業 ㈲永田屋
テーマ 地元小規模茶農家に向けた

ティーバック充填加工と保管サービスの提供

企業概要企業概要
【企業名】有限会社袋井パック
【所在地】袋井市友永544番地の2
【代表者】代表取締役 鈴掛 守
【業　種】製茶等の袋詰め加工業
【 T E L】0538-49-4444
【 F A X】0538-49-4445

ティーバック商品例

経営革新計画承認企業 ㈱西島屋ビジネスセンター
テーマ 遠州産織物を使った高級ソファーの開発と

自社ブラント「BEACH FURNITURE」の強化

企業概要企業概要
【企業名】株式会社西島屋
　　　　ビジネスセンター
【所在地】袋井市川井1151
【代表者】代表取締役 鈴木 透
【業　種】文具・家具販売
【 T E L】0538-42-６１２１

　今回の経営革新は、地元農家で有機栽培、無農薬・減農薬で栽
培されたお米や野菜、果物など旬のオーガニック食材を仕入れ、合成
保存料や合成着色料などの食品添加物を含まない調味料を使って、
離乳食から幼児食まで成長段階に合わせた食材と調理方法で、手
造りによる乳幼児食を製造します。また、赤ちゃんの食事に関する不
安を解消するために食育や調理に関する講座を開催し、安心安全な
乳幼児食を提供して行くものです。具体的には、①オーガニック食材
の調達：袋井市や近隣市町村の有機栽培農家よりオーガニック食材
を調達。②無添加調味料：カツオ、昆布による出汁を基本にして無添
加の醤油・味噌・砂糖・塩などの自然調味料を使用。③レシピ開発：
季節ごとに旬の食材を使用して、乳幼児の成長段階（離乳食5～6ヶ
月の初期、7～8ヶ月の中期、9～11ヶ月の後期、12～18ヶ月の完了期、
幼児食1歳半～3歳）に合せて食材、固さ、大きさ、味の濃さ等のレシ
ピを開発。④製造：季節の旬の素材を使った手造りの乳幼児食を真
空パックに詰めて瞬間冷凍保存して提供。⑤講座：はじめて子育て
するお母さんに向けて、乳幼児の体の発達に合せた食の知識、食育、
食材のアレンジ方法などに関
しての講座を開催し、育児の
不安を解消。以上、地産地
消を軸とした地域の子育て
支援となる
事業活動と
したいと考
えています。

テーマ 地元農家のオーガニック食材を使った
無添加手造り乳幼児食の開発と製造販売

企業概要企業概要
【企業名】有限会社永田屋
【所在地】袋井市太田６３番地の２
【代表者】永田 浩憲
【業　種】酒類卸売・食料品販売
【 T E L】０５３８-４２-４４１８

経営革新計画承認企業 ㈱門西建築
テーマ 建築木材の端材を活用した

高付加価値木工製品の開発と販売

企業概要企業概要
【企業名】株式会社門西建築
【所在地】袋井市下山梨598-1
【代表者】門西健二
【業　種】木造建築工事業
【 T E L】0538-48-6800
【U R L】https://monzai.jp
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3年ぶりに通常開催を予定しております。入
場制限はありませんが、以下の新型コロナ
ウィルス感染対策に御協力ください。詳しく
はQRコードから袋井商業高等学校ホーム
ページを御覧ください。
・事前にQRコードからダウンロードして印刷した入場券
に、必要事項を記入のうえ、当日受付にお持ちください。
・当日、発熱等の体調不良がある場合は来場を御遠慮ください。 
・会場内は一方通行になっています。案内に従ってお進みく
ださい。
・会場内では飲食はできません。食品はお持ち帰りいただ
きます。
・お車でお越しの際は、駐車場を御利用ください。(無料送
迎バスあり) 
・新型コロナウィルスの感染状況により中止する場合があ
りますので、ホームページで確認してください。



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、円安急伸でコスト負担が増加し、悪化先行きは、物価上昇に歯止めかからず、厳しい見方」9月のポイント「業況DIは、円安急伸でコスト負担が増加し、悪化先行きは、物価上昇に歯止めかからず、厳しい見方」

【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。

全産業合計の業況DIは、▲23.3（前月比▲2.3ポイント）。高騰が続
く資源・原材料価格に加えて、電気代のさらなる値上がりや、140円
台まで進んだ円安の急伸による輸入品の価格上昇など、企業のコ
スト負担は増加し続けており、全業種で業況が悪化した。さらに、
サービス業・小売業では物価高による消費マインドの低下、建設業
では人手不足対策としての人件費増加が業況を下押しした。製造
業では部品の供給不足、卸売業では台風等の天候不順による物
流コストの上昇が業況を下押しした。感染状況が落ち着き、人流も
回復基調にあるものの、増加し続けるコスト負担が企業経営の重荷
となり、中小企業の景況感は２ヵ月連続の悪化となった。

【各業種から寄せられた特徴的なコメント】
【建設業】「工事の受注段階で、今後の建設資材の値動きを予想
することで、利益の確保に努めている。一方で、従業員の高齢化
は依然として課題であり、ホームページの改良や工業高校へのア
プローチによる人材確保で人手不足の解消と組織の若返りに繋
げたい」（一般工事業）「円安の進行もあり、資材価格の高騰に
歯止めがかからない。即座の販売価格への転嫁はできないため、
収益を圧迫している」（防水工事業）

【製造業】「受注数は増えてきており、生産量を増やしている。しかし、
製造にかかる燃料費の高騰、原材料の値上げとコストが増加してお
り、今までのような利益率の確保が難しくなっている」（金属製品製
造業）「半導体や電装品の調達が困難で、生産計画の見直しを実
施している。生産性が低下しているため、IT化などの効率化が必要
である」（金属加工機械製造業）

【卸売業】「輸送費などのコスト負担が増える中、物価高による個人
消費の冷え込みで取引先の小売店からの受注数も減少傾向で
ある。海外向けの輸出は堅調に推移しているが、今後の世界経
済の動向によっては、今まで以上に厳しい状況になることが危惧
される」（食料・飲料卸売業）「輸送費やコンテナ代の高騰が収益
を圧迫する中、天候不順による青果物の価格上昇や物流コスト
増も重なり、経営が安定しない」（農畜産水産卸売業）

【小売業】「感染状況の落ち着きで、観光客などは少しずつ戻ってき
ている。しかし、従来の物価高により消費者の生活必需品以外の
買い控えが見られる中、急激な円安の進行でさらにコスト負担が増
えており、経営状況は低迷が続いている」（各種商品小売業）「物
価高で消費者の購買意欲が低下する中、光熱費や人件費なども
上昇しており、経費の削減が難しくなっている」（総合スーパー）

【サービス業】「宿泊・宴会・館内レストラン全てで売上は増加。一
方で、仕入価格の高騰や電気代の上昇による経費増加で採算
は悪化した。コロナ禍で減少した従業員の補填も課題であり、人
件費などでさらなるコスト負担が続く見込み」（宿泊業）「燃料価
格の高騰に伴う値上げを実施せざるを得ない状況であるが、同
業他社との価格競争が激しく、慎重になっている」（運送業）

【収支にマイナスの影響を与えているコストアップ要因】

30

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲２３．３ ▲２８．７ ▲２３．３ ▲２７．２ ▲３１．９ ▲１１．４

関東 　 　 　 　 　

▲２４．４ ▲２８．８ ▲２２．３ ▲１４．６ ▲３３．３ ▲２０．２

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲２３．７ ▲２３．７ ▲２０．５ ▲２５．５ ▲３５．１ ▲１７．１

関東 　 　 　 　 　

▲２７．６ ▲２２．５ ▲２７．３ ▲１０．４ ▲４１．７ ▲２６．９

　 　 　 　
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：2022年9月）

■ LOBO調査　業況天気図（先行き見通し：2022年10月～12月）
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お問合わせ：

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

■事業承継個別相談会　完全予約制

■融資相談会　完全予約制

■事業環境変化対応型支援事業個別相談会　完全予約制

■静岡県中小企業等物価高騰緊急対策補助金個別相談会　完全予約制※先着36名様

会場：袋井商工会議所　予約、お問合せ ＴＥＬ 0538-42-6151  Ｅ-mail fkcci@fukuroi-cci.or.jp

コロナ禍における、物価高騰の影響を受ける中小企業等の事業継続を支援するため、
価格転嫁やコス ト削減の取組に対し助成します。
支援対象　物価高騰の影響を受ける県内中小企業・小規模事業者
補 助 額　最大50万円(対象経費の2/3を補助)
対象経費　次のいずれかの物価高騰対策の取組に要する経費
　　　　　①価格転嫁に関する事　②コスト削減に関する事
注意事項　令和4年4月以降に行われた活動の経費であること
　　　　　令和5年1月末までに対象経費の支出が完了していること
申請方法　原則オンライン申請 
申請期間　令和4年11月28日㈪～令和4年12月23日㈮
※予算の都合により、締め切り前に受付を終了する場合があります。

静岡県中小企業等物価高騰緊急対策補助金

問合せ　静岡県物価高騰対策補助金窓口
☎054-221-2700 9時～17時(土日・祝日を除く)

日時 内容 専門家等
12月9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
11月24日㈭
9：30～16：00 創業、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
12月8日㈭
9：00～ 15：30 親族内承継　ほか 静岡県事業承継・引継ぎ支援センター

エリアコーディネーター

日時 内容 専門家等

1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
12月7日㈬・21日㈬・1月18日㈬
9：00～16：00

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

中小企業診断士
　村越 誠也 氏

日時 内容 専門家等
11月21日㈪・22日㈫・24日㈭・25日㈮・
28日㈪・29日㈫・30日㈬・
12月1日㈭・2日㈮ 9：00～16：00

静岡県中小企業等物価高騰緊急対策
補助金制度説明、申請

中小企業診断士
　村越誠也氏 豊田和之氏
経営コンサルタント 辻拓真氏

経費 使用例

機械装置等
導入費

PC,タブレット類及びその付属備
品、会計ソフト等システム導入、
エアコン等省エネ機器 など

広報費 パンフレット、チラシ、ポスター等の
印刷物、ホームページ作成 など

展示会等
出展費 出店料、ブース装飾費 など

外注費 断熱工事、断熱塗装 など
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　静岡理工科大学自動車部SIST Formula Project（SFP）が、9月に静
岡県小笠山総合運動公園エコパで開催された学生フォーミュラ日本大会
2022において、EV（電気自動車）クラスで総合優勝を果たしました。
　3年ぶりの現地開催となった本大会には、全国からICV（内燃機関車）
クラス50チーム、EVクラス13チームの計63チームが参加しました。SFP
は、エネルギー効率審査1位、加速審査4位（全63チーム中）などの結果を
残し、EVクラスで1位となり、EV総合優秀賞を受賞しました。また、国土交
通大臣賞、日本自動車工
業会会長賞、省エネ賞、最

軽量化賞も併せて受賞しました。
 チームリーダーの五十嵐洋太さん（機械工学科4年）は、「経験の少な
いメンバーが多い中、入念に準備を進め、EVクラスで優勝することが
でき、非常にうれしく思います。スポンサー様をはじめ、多くの皆様から
いただきましたご支援、心から感謝申し上げます」と話されました。

編集
後記
編集
後記

【お知らせ】ふくろい応援商品券の利用期間は、１１月３０日㈬までです。皆様、お忘れなく。

静岡理工科大学 「学生フォーミュラ日本大会 2022 EV（電気自動車）クラス総合優勝」静岡理工科大学 「学生フォーミュラ日本大会 2022 EV（電気自動車）クラス総合優勝」

秋も深まり、あちらこちらで紅葉を愛でる季節になりました。近いところでは法多山や油山寺、少し足を延ばして寸
又峡や香嵐渓など、心穏やかになる日本の原風景を楽しめる幸せを実感できます。ただ、ちょっと贅沢をするなら、
やはり京都でしょうか。嵐山・嵯峨野、北野天満宮、南禅寺等、定番から穴場まで様々な紅葉スポットが点在してい
ます。まだまだコロナウイルス感染の終息が見通せないなかではありますが、「秋が待ち遠しかった」多くの皆さんに、
感染症対策をしっかり行ったうえで、２０２２年の素晴らしい紅葉を、是非とも堪能してほしいと思います。（Ｎ．T）

EVクラス総合優勝を果たしたSFPチームメンバー

優勝メンバーで袋井市長を表敬訪問（10月18日）

商業部会発！ ふくろい応援プロジェクト商業部会発！ ふくろい応援プロジェクト
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