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ふくろい遠州の花火　代替イベント
ハーモニー花火を打ち上げます！

　ふくろい遠州の花火2022の開催中止を受けて、本年度も花火代替イベントを行います。

　今年は、『ハーモニー花火』と題して、袋井の秋まつり開催期間の中、市内8カ所で、一斉に花火を
打ち上げます。
　玉の大きさやその発数は小規模ですが、本事業に参加協力してくれた自治会連合会関係者とのタイ
アップにより、秋の夜空に本物の花火が打ち上がります。
ご協賛いただいた企業の皆様、誠にありがとうございます。

　自宅でのステイ鑑賞もよ
し、観覧マナーを守っての
鑑賞もよし。来年こそは、ふ
くろい遠州の花火開催を祈
念して、花火ウォッチングを
お願い致します。

2018年花火絵画コンクール入賞作品より



８/１８ 青年部5月定例会（８月延期開催）「今日からあなたはイノベーター」
　８月１８日㈭、新型コロナウィルス感染症の影響により、５月から延期になりました研修事業「今日からあなたはイノベーター」を
袋井南コミュニティセンターにて開催しました。グループワークとして「神奈川県に連れてって！」という前提条件により、各グルー
プで旅行プランを議論して作成しました。その後、講師である法多山尊永寺の大谷住職より、各グループの旅行プランについ
て講評頂き、是非次回は袋井市に来てもらえるような旅行プランをグループワークで作って欲しいとのご要望を頂きました。

　８月２０日㈯、コロナ禍で３年ぶりの開催となる青年部家族交流会をアク
ティ森で開催しました。メンバー１９名の他に御家族３０名の出席があり、メイ
ンであるBBQのほかに、鮎のつかみ取り、くじ引き大会、スイカ割り、川遊び
などで交流を深めました。日頃、家では頼りないお父さんも仕事になるとカッ
コイイ一面も家族に見せることができたのではないでしょうか。

８/２０　青年部家族交流会をアクティ森で開催８/２０　青年部家族交流会をアクティ森で開催

2 ふくろい商工会議所だより［Vol.335］� TEL.0538-42-6151

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⬇



「カードゲームで学ぶＳＤＧｓセミナー」を開催しました
8月22日㈪ふくろい新産業会館「キラット」2階あきはホールにて、袋井商工会議所商業部会、ふくろい経営支援ス

テーション、（公社）磐田法人会袋井支部、東京海上日動火災保険(株)共催による「カードゲームで学ぶＳＤＧｓセミ
ナー」を開催し21名が受講しました。進行・講師は、東京海上日動火災保険(株)浜松支店より公認ファシリテーターの
方々に務めていただきました。
「SDGs de 地方創生」カードゲームとは、SDGsの考え方を地域の活性化に活かし、地方創生を実現する方法につ
いて参加者全員で対話し、考えるためのゲームです。
参加者はカードゲームのやり方にとまどいながらも、市民・行政の垣根を超え、積極的なコミュニケーションを取りながら、

自分達の町を良くしていこうという熱意を感じ取ることができました。

＜参加者の感想＞
・カードゲームを通して、参加された方々の色々な個性や、現在通用する
交渉から成立する結果は、どの分野を豊かにし、貧しくするのか、それを
感じることができました。とても楽しかったです！
・目先の利益を取ってしまいベースとなる人口問題が後回しになり、結果
として全体の活動がうまくいきませんでした。会社の運営と同じでバラン
スが大切。先 を々見ることも大切と思いました。
・一人（一社）がやるだけでは全体はなかなか良くならないこと、良かれと
思ったことでも別の面では悪影響を及ぼすことがあることを学びました。
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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



工業部会事業「脱炭素セミナー」開催工業部会事業「脱炭素セミナー」開催
去る８月５日、袋井市環境政策課との合同事業として標記セミナーを開催しました。
講師は、三井住友海上経営サポートセンターの五十嵐朋人 氏に務めていただきました。袋井市が提唱する、二酸化
炭素の排出量を２０５０年までに実質「０」にする「ゼロカーボンシティ」の達成に向けて、自分たちは何をどうすればいい
のか、また、市内の各企業が脱炭素経営に取り組むことの必要性・具体的な方法論など、資料を基に詳しく解説してく
ださいました。
五十嵐講師は、皆さんの会社で排出している温室効果ガスの量を把握することからまず始めるよう指摘され、長く使

用している空調設備や冷蔵庫・照明器具などを最新のものに変えるだけで消費電力を大幅に減らすことが可能である
と述べられました。
セミナーの最後には、豊田浩子副会頭が「県
や市で、企業の脱炭素への取組みに対する補
助金制度もあり、ＳＤＧｓと共に出来るところから
意識して取り組んで参りましょう！！」と謝辞を述
べられました。
工業部会として、今後も機会を設けこの問題

を取り上げていきたいと考えております。

8月22日㈪に、袋井市役所1階ロビーにて、学生フォーミュラ日本大会2022のＥＶ部門に参加する、静岡理工科大学
フォーミュラプロジェクトチームの壮行会が実施されました。

五十嵐洋太チームリーダー以下、精鋭７名
が、大場規之袋井市長、水谷欣志会頭らの
応援来場者を前に、今年のエントリーＥＶ車
のスペック概要とチームメンバーの紹介やモッ
トー・抱負を語りました。目標は、入賞の8位
以内を目指すとのことです。
今年の車体の開発には、特に軽量化に力

を入れ、トータルで20kg以上もの軽減化に成
功したそうです。
9/6～9/10の間でエコパで行われる第30
回記念大会では、開催地に一番近い地元
チームとしての大活躍が期待されます。

学生フォーミュラ日本大会2022　静岡理工科大学チーム壮行会学生フォーミュラ日本大会2022　静岡理工科大学チーム壮行会
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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

中小企業１１９専門家派遣事業のご案内

育児・介護休業法が改正 ～10月から産後パパ育休が始まります～育児・介護休業法が改正 ～10月から産後パパ育休が始まります～

中小企業１１９は、中小企業、小規模事業者のための経営相談と専門家派遣事業です。
事業者の皆様が抱える様々な経営課題に対して、支援機関が専門家を派遣して課題解決をサポートします。
経営課題の解決で悩んだときは、まず支援機関に相談してください。
支援機関は、皆様のお悩みに対する回答をするだけでなく、解決の難しい課題も中小企業１１９に登録されて

いる専門家に支援を依頼することができます。中小企業の経営に関わる各分野の専門家が、課題解決に向けた
お手伝いをします。 　 　 

子の養育または家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立ができるように、「育児・介護休業法」が
改正され、本年４月１日から順次施行されております。
今回の改正により、育児休業を取得しやすい雇用環境整備などが令和４年４月１日から事業主に義務化されたこと

などに続き、10月１日からは、産後パパ育休（出生時育児休業）などが施行されることとなっています。

■事業主の義務■
事業主は、就業規則の変更・取得促進に取り組むことが必要です。

●令和４年４月１日から、育児休業を取得しやすい環境整備のため、研修、相談窓口の設
置、事例の収集・提供、制度の周知・取得促進のいずれかを実施することが事業主の
義務となりました。
●労働者または配偶者が妊娠・出産したことを申し出た労働者に対し、育児休業制度な
ど、休業申出先、育児休業給付金、社会保険料について個別に周知することや休業の
意向確認が義務となりました。
●10月１日から、出生時育児休業制度の周知にも取り組むことが必要です。

【育児休業制度等に関する相談窓口】
静岡労働局雇用環境・均等室　

電話054-252-5310　8:30～17:15（土日祝日を除く）

詳細は 中小企業１１９ホームページをご確認ください。
https://chusho119.go.jp/



工業部会事業「脱炭素セミナー」開催工業部会事業「脱炭素セミナー」開催
去る８月５日、袋井市環境政策課との合同事業として標記セミナーを開催しました。
講師は、三井住友海上経営サポートセンターの五十嵐朋人 氏に務めていただきました。袋井市が提唱する、二酸化
炭素の排出量を２０５０年までに実質「０」にする「ゼロカーボンシティ」の達成に向けて、自分たちは何をどうすればいい
のか、また、市内の各企業が脱炭素経営に取り組むことの必要性・具体的な方法論など、資料を基に詳しく解説してく
ださいました。
五十嵐講師は、皆さんの会社で排出している温室効果ガスの量を把握することからまず始めるよう指摘され、長く使

用している空調設備や冷蔵庫・照明器具などを最新のものに変えるだけで消費電力を大幅に減らすことが可能である
と述べられました。
セミナーの最後には、豊田浩子副会頭が「県
や市で、企業の脱炭素への取組みに対する補
助金制度もあり、ＳＤＧｓと共に出来るところから
意識して取り組んで参りましょう！！」と謝辞を述
べられました。
工業部会として、今後も機会を設けこの問題

を取り上げていきたいと考えております。

8月22日㈪に、袋井市役所1階ロビーにて、学生フォーミュラ日本大会2022のＥＶ部門に参加する、静岡理工科大学
フォーミュラプロジェクトチームの壮行会が実施されました。

五十嵐洋太チームリーダー以下、精鋭７名
が、大場規之袋井市長、水谷欣志会頭らの
応援来場者を前に、今年のエントリーＥＶ車
のスペック概要とチームメンバーの紹介やモッ
トー・抱負を語りました。目標は、入賞の8位
以内を目指すとのことです。
今年の車体の開発には、特に軽量化に力

を入れ、トータルで20kg以上もの軽減化に成
功したそうです。
9/6～9/10の間でエコパで行われる第30
回記念大会では、開催地に一番近い地元
チームとしての大活躍が期待されます。

学生フォーミュラ日本大会2022　静岡理工科大学チーム壮行会学生フォーミュラ日本大会2022　静岡理工科大学チーム壮行会

5ふくろい商工会議所だより［Vol.335］� TEL.0538-42-6151

中小企業１１９専門家派遣事業のご案内

育児・介護休業法が改正 ～10月から産後パパ育休が始まります～育児・介護休業法が改正 ～10月から産後パパ育休が始まります～

中小企業１１９は、中小企業、小規模事業者のための経営相談と専門家派遣事業です。
事業者の皆様が抱える様々な経営課題に対して、支援機関が専門家を派遣して課題解決をサポートします。
経営課題の解決で悩んだときは、まず支援機関に相談してください。
支援機関は、皆様のお悩みに対する回答をするだけでなく、解決の難しい課題も中小企業１１９に登録されて

いる専門家に支援を依頼することができます。中小企業の経営に関わる各分野の専門家が、課題解決に向けた
お手伝いをします。 　 　 

子の養育または家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立ができるように、「育児・介護休業法」が
改正され、本年４月１日から順次施行されております。
今回の改正により、育児休業を取得しやすい雇用環境整備などが令和４年４月１日から事業主に義務化されたこと

などに続き、10月１日からは、産後パパ育休（出生時育児休業）などが施行されることとなっています。

■事業主の義務■
事業主は、就業規則の変更・取得促進に取り組むことが必要です。

●令和４年４月１日から、育児休業を取得しやすい環境整備のため、研修、相談窓口の設
置、事例の収集・提供、制度の周知・取得促進のいずれかを実施することが事業主の
義務となりました。
●労働者または配偶者が妊娠・出産したことを申し出た労働者に対し、育児休業制度な
ど、休業申出先、育児休業給付金、社会保険料について個別に周知することや休業の
意向確認が義務となりました。
●10月１日から、出生時育児休業制度の周知にも取り組むことが必要です。

【育児休業制度等に関する相談窓口】
静岡労働局雇用環境・均等室　

電話054-252-5310　8:30～17:15（土日祝日を除く）

詳細は 中小企業１１９ホームページをご確認ください。
https://chusho119.go.jp/



7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－
7月のポイント「業況DIは、改善もコスト増により力強さを欠く。先行きは、物価高に加えて感染再拡大の懸念強まる」7月のポイント「業況DIは、改善もコスト増により力強さを欠く。先行きは、物価高に加えて感染再拡大の懸念強まる」

【新型コロナウイルスによる経営への影響】
【海外ビジネス展開の状況①】

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、▲17.8（前月比＋2.5ポイント）。人流の回
復とともに、夏物商材が好調だった百貨店などの小売業で業況が
改善した。民間の設備投資が堅調に推移した製造業や、小売業・
製造業に牽引された卸売業で業況が改善した。一方で、全国的な
新規感染者数の増加を受け、飲食・宿泊業で予約キャンセルが出
始めたサービス業や、建設資材の高騰や設備機器の納期遅れが
続いている建設業は業況が横ばいに留まった。世界的な物流の混
乱や資源・原材料価格の高騰、円安、深刻な人手不足に伴う人
件費増などのコスト増に歯止めがかからず、企業収益の足かせと
なっている。コスト上昇分の価格転嫁も十分に行えない中、中小企
業の業況は、改善傾向が続くも力強さを欠く。

【各業種から寄せられた特徴的なコメント】
【建設業】民間工事の受注数は増加傾向で活発化も、設備機器等
の納期遅れは継続し、仕入単価の上昇も続いており、販売価格
への転嫁が急務である」（一般工事業）「一部資材の価格上昇
は落ち着きが見えてきた。一方で、すでに値上げが決まっている資
材もあり、適切な価格転嫁を実施していきたい」（建築工事業）

【製造業】「イベント等の再開で小売店への客足が戻り、受注数は
増加。一方で、原材料価格の高騰が毎月のように起きており、そ
の都度販売価格へ転嫁することもできないため、どうしても価格転
嫁が遅れてしまっている」（パン・菓子製造業）「半導体関連の需
要が伸び、売上は増加している。しかし、国内で製造されていない
部品も使用しているため、供給不足が足かせになっている」（特殊
産業用機械製造業）

【卸売業】「小売店を中心に取引が増加し、売上は堅調に推移して
いる。今後もメーカーからの値上げは続く見込みであり、輸送費等
のコストも含めた価格転嫁対応が必要である」（食料・飲料卸売
業）「受注数増加に伴い、売上は改善している。段ボールなどの
梱包資材が不足しているため、物流の回復による安定供給を望
む」（電気機械器具卸売業）

【小売業】「行動制限がなく、気温の高い日も続いたため、夏物衣類
を中心に売上が回復している。商品コストの上昇に加え、電気代
などのエネルギーコストも継続的に上がっているため、利益の確保
が今後の課題である」（百貨店）「例年より早い時期に気温が上
がったため、エアコンを中心に季節家電の売上が増加。天候に左
右されず、売上を確保していきたい」（電気機械器具小売業）

【サービス業】「需要喚起策の影響で、客足は回復基調。宴会形
式は鈍い状況が続くものの、コロナ禍を契機に個別配膳形式を
導入したことが功を奏し、売上はコロナ以前まで回復した」（飲食
店）「県民割等の支援策で売上は回復している。一方、感染再
拡大の影響で、夏休みを前にキャンセルも増えており、先行き不
安が残る」（宿泊業）

【海外ビジネス展開の状況②】

30

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲１７．８ ▲２８．７ ▲１７．９ ▲１８．１ ▲２５．２ ▲４．１

関東 　 　 　 　 　

▲１３．８ ▲２０．３ ▲８．５ ▲２．０ ▲２０．２ ▲１４．６

全業種 建設 製造 卸売 小売 サービス
全国 　 　 　 　 　

▲２３．０ ▲２８．４ ▲１９．４ ▲２６．６ ▲３１．７ ▲１４．３

関東 　 　 　 　 　

▲２０．８ ▲２６．６ ▲１２．３ ▲２０．４ ▲２７．３ ▲２１．１

　 　 　 　
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7月）

■ LOBO調査　業況天気図（先行き見通し：2022年8月～2022年10月）
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お問合わせ：

  「小規模事業者持続化補助金」が使いやすくなりました販路開拓を目指す
小規模事業者等の皆様へ

小規模事業者※1等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓等の取組を支援
補助額:上限50～200万円　補助率:2/3※2　補助対象:チラシ作成、広告掲載、店舗改装など

※1 常時使用する従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、 
　　それ以外の業種の場合20人以下である事業者

地域を支える小規模事業者の皆様へ

F-Ｓｔａｔｉｏｎ事業者向け支援のご案内

●応募期間があります。詳細はホームページ又は、当所へお問い合わせください。

■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

■事業環境変化対応型支援事業個別相談会　完全予約制

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

https://r3.jizokukahojokin.info

日時 内容 専門家等
10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
9月22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
10月13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

11月10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
9月21日㈬・27日㈫
10月5日㈬・11日㈫・19日㈬・25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
　竹内 康博 氏

類型 通常枠
特別枠

成長・分配強化枠 新陳代謝枠
インボイス枠

賃金引上げ枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠
補助率 2/3 2/3 ※2（赤字事業者は3/4） 2/3
補助上限 50万円 200万円 100万円
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９/１７ 袋井駅前にて
「フクロイエキマチフェスタ」

を開催

編集
後記
編集
後記

経営革新計画承認企業

テーマ 糖度選別による規格外みかんのフードロス対策及び収益向上
　弊社は、昭和36年から袋井市大谷にてお茶とみかんの生産農家を営んでおります。お茶・みかんは共に自宅店舗にて
直売、電話注文による販売も行っております。
 みかんは、「興津早生・青島・はるみ」の3品種を取り扱っており、この度、非破壊糖度計を購入して糖度測定を行い、お客
様には高品質のみかんを提供させていただきます。
　また、糖度測定により、いままで廃棄していた見た目が少し悪くても味は正規品と同じみかんを選別し、「訳アリ品」として
販売させていただきます。この事業は、SDGs12「つくる責任 つかう責任」として2030年までに食品ロス半減にも貢献でき
ると考えております。
　みかんの販売期間は１１月頃～2月頃までとなります。全国発送も行っていますので、お気軽にお問合せください。

松井製茶・松光園

企業概要企業概要
【企業名】松井製茶・松光園
【代　表】園主　松井 淳
【所在地】袋井市大谷１１１８
【 Ｔ Ｅ Ｌ 】0538-48-7856
【業　種】茶・みかん生産農家

この号が皆さんのお手元に届く頃には、食品の値上げラッシュがスタートして、これまで以上に財布の紐を締め
る日常生活が浸透しつつあるのではないかと想像します。
食品主要105社の価格改定動向調査によると、9月以降におよそ8，000品目が値上げの対象になるそうです。
ニュースでも頻繁に報じているとおり、主な原因は小麦などの原材料価格高騰・原油高による輸入や物流コス

トの上昇に因るものです。
値上げ幅の大きさ・回数の多さもさることながら、値上げで最も多い品目が加工食品とのことでは、コロナ禍で内
食が好まれている様も今後変わってくる可能性がありますね。
外食と内食の選択も含め、一体何をどうやって節約すればいいのか見当がつきません。（Ｎ．T）

　9月17日㈯、袋井駅北口にて商工会議所青年部

が主体となり、「フクロイエキマチフェスタ presented 

by YEG」を開催します。主な内容としては、キッチン

カーや売店の出店、学生フォーミュラカーの展示、縁

日（射的・ヨーヨー釣り他）、eスポーツ体験、1億円

体験といった各種催しが開催される他、法多山の

団子などの商工会議所プレミアム推奨品の販売も

あります。どなたさまも是非お立ち寄り下さい。最新

情報などの詳細は下記QRコードからアクセスして

ご覧頂けます。
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