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求められるのは長年の経験に裏打ちされた技能と、
日々進化するテクノロジーと融合し続けること。
いつの時代も、人の手によって「ものづくり」は
引継がれていきます。

㈱イシバシ（茜浜）
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毎月2,000部発行「商工習志野」へ誌面広告を掲載してPRしませんか？
掲載料 10,450円／月（６か月未満 ※長期割引あり）　サイズ（５×8.6cm（縦×横）／１コマ）

開催　　 「簿記対策セミナー」を開催
　３月22日㈰、簿記初学者と２級受験者の増加を目的と
して、資格の大原津田沼校・東京商工会議所との共催で
セミナーを開催します。ぜひご参加ください。
日　時　３月22日㈰
場　所　資格の大原 津田沼校
内　容　「60分間で簿記の仕組みがわかるセミナー」
　　　　10時30分～11時30分
　　　　「簿記２級ステップアップセミナー」
　　　　15時30分～16時30分
費　用　無料
問合せ・申込み　資格の大原津田沼校

TEL：047（472）7001㈹

　 報告　　　女性会
「独身者交流事業」を開催

　２月８日㈯、ホテル ザ・マンハッタンにて女性会（田村 
裕子 会長）主催の、独身者
交流事業を開催しました。
　当日は合計41名（男性17
名、女性24名）の方々が参
加し、賑やかな雰囲気の
中、食事や会話を楽しみま
した。

　 報告　　　「第126回常議員会」を開催
　２月10日㈪、第126回常議員会が開催され、通常議員総
会提出議案「令和２年度習志野商工会議所事業計画（案）」
など、全４議案が可決承認されました。（出席26名）

通常議員総会に向け全４議案が可決

　 報告　　　サービス業部会
「５会議所合同ビジネス交流会」を開催

　２月13日㈭、サービス業部会（織戸克久 部会長）では、
５商工会議所（習志野・船橋・八千代・浦安・千葉）合同ビジネ
ス交流会を、千葉商工会議所で開催しました。当日は、
各会議所から全68事業所（内当所８事業所）が参加し、各事
業所のPRや名刺交換を通じて活発な商談が行われ、市
域を超えた事業所間の交流が行われました。

　 報告　　　広報・情報化推進委員会
「情報先端企業視察」を開催

　２月14日㈮、広報・情報化推進委員会（竹谷嘉夫 委員
長）主催による情報先端企業視察を開催しました。
　倒産直前の危機を自社システムの構築や、大胆な働き
方改革を導入し、見事に旅館を建て直した鶴巻温泉元湯 
陣屋 代表取締役女将 宮﨑知子 氏の講演をはじめ、旅館
内の見学会を行いました。浴槽の温度管理や、カメラで
車体ナンバーから来館者データの抽出をするなどIOTを
活用した業務改善の取組みに、参加者からは自社の業務
改善を図るきっかけとなったと声が上がっていました。

宮﨑女将による講演会

　 報告　　　大型店連絡協議会
「商業地域清掃活動」を実施
　２月17日㈪、大型店連絡協議会では、地域活動の一環
として「JR津田沼駅商業地域清掃活動」を実施しました。
　当日は、佐々木雅彦会長の挨拶の後、地域の美化や買
物環境の整備など活動の趣旨に賛同する市民や企業、ま
た地元の社会人サッカークラブ習志野シティFCの選手
などにご協力いただき清掃活動を行いました。今後も、
魅力的な住環境の整備に向けて継続して活動に取り組
んでいきます。

カップル成立を目指す
パーティーの様子

新たな商談を求め、積極的な交流が行われました

津田沼一丁目公園にて
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問合せ：習志野商工会議所　TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744　　：同封チラシ有り

　 報告　　　「労務セミナー」を開催
　２月18日㈫、当所では、市内建設事業者が抱える人手
不足を乗越えるためのマネジメントや多様な働き手が
最大限能力を発揮できる職場づくりなどに関する『労務
セミナー』を開催しました。
　当日は、働き方
改革関連法の概要
説明や押さえるべ
きリスクマネジメ
ント等が説明され、
会場では熱心に聞
き入る参加者の姿
が見られました。

　 報告　　　工業部会
「第24回機械要素技術展」に出展

　２月26日㈬～28日㈮、工業部会（吉田茂雄 部会長）で
は、会員事業所の新規受発注・販路開拓・共同開発等の取
引機会の拡大を図るため、幕張メッセで行われた国内最
大規模のものづくり展示会「機械要素技術展（M-Tech）」
に初めて出展しました。
《共同出展事業所》（順不同）
㈲アンドウカンパニー／㈱日下製作所／㈱イシバシ／
ネステック㈱／島崎熱処理㈱

　　　　資金繰りや借入れの
ご相談は商工会議所へ
～各種制度を積極的にご活用ください～

　 募集

　習志野商工会議所では、マルケイ融資【無担保・無保証
人・利率1.21%（１月31日現在）】や習志野市融資制度などの
幅広いメニューにより、資金繰り等でお困りの会員企業
の方々のご相談に応じています。
（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

「新型コロナウイルスに関する緊急経営相談窓口」
を設置しました
　当所では、このたびの新型コロナウイルス感染
症の拡大により影響を受ける中小企業・小規模事業
者の皆様を対象に、「新型コロナウイルス関連緊急
経営相談窓口」を設置し、資金繰りをはじめとする
様々なご相談に応じています。
問合せ　中小企業支援室  TEL：047（452）6700

令和元年分の所得税、贈与税、消費税（個人
事業者）の申告・納付期限の延長について
（国税庁）
　国税庁では、新型コロナウイルス感染症の拡大
防止にかかる政府方針を踏まえ、申告所得税（及び
復興特別所得税）、贈与税、個人事業者の消費税（及
び地方消費税）の申告・納付期限を４月16日㈭まで
延長します。

（※詳細は、国税庁ホームページ（https://
www.nta.go.jp/）でご確認下さい）

熱心に話を聞く受講者

出展ブースの様子

ーーーーお知らせーーーー
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マルケイ融資をご利用ください［年利1.21％で2,000万円まで（２月29日 現在）。無担保・無保証人］
マル経融資とは、小規模企業の方が商工会議所の経営指導を経て、融資申込みをする「無担保・無保証・低利」の国の制度です！

補助金の活用方法とは
　公的な補助金は、融資とは異なり基本的には返済不要な資金です。そのた
め、事業者にとっては補助金を活用することで、事業の拡大や販路開拓など、
経営に必要な資金を得ることができます。しかし、補助金ありきで申請内容
を考えるのではなく、ご自身の経営ビジョンや事業計画の実現に向けて、ど
のような補助金をいかに活用するかを見極めることが必要です。

　公的な補助金は、融資とは異なり基本的には返済不要な資金です。そのため、
事業者にとっては補助金を活用することで、事業の拡大や販路開拓など、経営に
必要な資金を得ることができます。しかし、補助金ありきで申請内容を考える
のではなく、ご自身の経営ビジョンや事業計画の実現に向けて、どのような補助
金をいかに活用するかを見極めることが必要です。

補助金申請のポイント

❷申請のながれ
【STEP1／申請】申請書類を作成して期限内に補助金事務局に提出します

※今年度より「GビズID」による電子申請に変更
【STEP2／採択】採択通知を受けた事業所は「交付申請書」を提出します
【STEP3／実施】交付決定通知を受けた後に事業を開始します

※交付決定日前に支払った費用は補助対象外となります
【STEP4／交付】報告書提出後に検査を受け、補助金を受領します

❸注意が必要なこと
・予算成立を前提としたものであり、今後変更の可能性があります。
　３月頃：一般型・公募開始（通年で公募し、複数の締切りを設けて審査・採択）
　（※４月頃以降、その他類型も順次開始）

❶審査のポイント
　補助金は、審査が行われ応募者の中から採択者が選ばれます。そのため審査で採択
されるには、事業計画において、次の着眼点が整理されていることが重要になってき
ます。

新 規 性 他社とは異なる試み、自社や地域内では初の試みなど
市 場 性 市場に需要があるのか、実際に売れるのかなど
収 益 性 収益が上がり、事業の継続が可能な計画か
具 体 性 5W1Hなどが明確化された具体的な計画か

乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
企
業
を
応
援
！

 

★
中
小
・
小
規
模
事
業
者
に
有
効
な
補
助
金
★

商工会議所
活 用 事 例

特 集 令和元年度政府補正予算が成立されました
　令和元年度政府補正予算が１月30日㈭に成立しました。この中には、

「ものづくり補助金」や「小規模事業者持続化補助金」「IT導
入補助金」など、中小事業者が有効に活用できる施策が盛
り込まれており、今後、速やかな公募の開始が予定されて
います。
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毎月2,000部発行「商工習志野」へチラシ同封してPRしませんか？ １回につき31,500円
両面印刷 ･ 光沢 ･ カラー印刷もOK！ 36,000円で印刷 ( モノクロ ) 代行します！

お気軽に、中小企業支援室までお問合せください

習志野商工会議所では『補助金活用セミナー』を開催します。
■日時：４月３日㈮14時〜16時  ■場所：習志野商工会議所　※詳細は、折込みチラシをご参照下さい

中小企業生産性革命推進事業の内容

小規模事業者持続化補助金
　『小規模事業者持続化補助金』は、小規模事業者が商工会議所等と一体となって経営計画を策定し、販路開拓や
集客、業務効率化に取組む費用を支援する制度です。

●補助対象
 店舗の改装、ホームページの作成・改良、
 チラシ・カタログの作成、広告掲載など

●補助額  ～50万円
●補助率  2 ⁄ 3

採択事業者の
97.5％が客数増、96.0％が売上増を実感！

※いずれも増加見込みを含む

ものづくり補助金（革新的ものづくり・商業・サービス開発支援事業）

●補助対象
 新製品や新サービスの提供のための機械設備
 購入やシステム構築など

●補助額  100万～1,000万円
●補助率  【中小】1 ⁄ 2  【小規模】2 ⁄ 3

　『ものづくり補助金』は、ものづくり・商業・サービスの分野で、中小・小規模事業者が行う新製品・新サービス開
発等のために必要な「設備投資」「人件費」などの経費のうち一定額を補助する制度です。

採択事業者は、企業全体平均の
1.5倍の付加価値額増加率を達成！昨年度

昨年度

IT導入補助金
　『IT導入補助金』は、中小・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツール（ソフトウェア、サー
ビス等）を導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートする制度です。

●補助対象
 バックオフィス効率化のためのITツール導入

●補助額  30万～450万円
●補助率  1 ⁄ 2

採択事業者平均で
労働生産性が24%増加
売上が16%増加、勤務時間は２%減少

昨年度
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ビジネスの最前線で役立つ知識、技術を効率よく学べる商工会議所の検定試験
直近の試験日　簿記検定 １〜３級 ６月14日㈰　 リテールマーケティング（販売士）検定 ２・３級 ７月11日㈯

刺繍、プリント、マーキング
１枚から制作します
ユニホーム、作業着、制服

習志野スポーツ ［２F マーキング工房］
TEL：047-477-5151  FAX：047-477-5152

〜事業運用・業務改善での困り事は！〜

〒275-0017 千葉県習志野市藤崎3-6-4
TEL：070（4158）4917   FAX：047（478）5530
MAIL：t_kobayashi@narafuji.com  HP：http://narafuji.com/hp3/

品質マネジメントに基づいた無料診断で､運用課題が明確化！
【支援内容】業務課題（ヒューマンエラー､技術伝承､
事業計画､QCツール､ 管理職育成､ 目標管理､ 顧客
満足度､他）､個人情報保護・マイナンバー対策､ISO
認証業務（導入､移行､模擬審査）､ITシステム導入

ナラフジ・ビジネスサポート

　正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者）
との不合理な待遇差を禁止するⅠ.パートタイム・有期雇用労働法、Ⅱ.労働者派遣法の施行が2020年4月に迫って
います。（Ⅰ.の中小企業への適応は2021年４月１日）

・パートタイム・有期雇用労働法の施行に向けて、事業主の皆
　さまに取り組んでいただきたいことを解説した動画の配信
・自社の状況が改正法の内容に沿ったものか検討をすること
　ができる「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組
　手順書」
・パートタイム労働者と正社員との基本給に関する均等・均
　衡待遇の現状を確認し、等級制度・賃金制度を見直す際の一
　助となる職務分析・職務評価の導入支援
・非正規雇用の待遇改善に取り組む事業主に対する「働き方
　改革推進支援センター」による無料の相談支援（電話相談、事
　業所訪問）
・非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善の取組を実施した
　事業主に対して助成する「キャリアアップ助成金」の支給など
　の支援を行っています。

事業主への支援

　同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体
におけるいわゆる正規雇用労働者（無期雇用フ
ルタイム労働者）と非正規雇用労働者（有期雇用労
働者、パートタイム労働者、派遣労働者）の間の不合
理な待遇差の解消を目指すものです。
　同一企業内における正規雇用労働者と非正
規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の
取組を通じて、どのような雇用形態を選択し
ても納得が得られる処遇を受けられ、多様な
働き方を自由に選択できるようにします。

同一労働同一賃金とは

千葉働き方改革推進支援センターTEL：0120（17）4864
お問合せ

　各都道府県労働局雇用環境・均等部（室）にお
いて、正社員とパートタイム労働者・有期雇用
労働者との間に不合理な待遇差に
関する相談の他、法のその他の規
定に関する相談に応じています。

労働者への支援

会員限定サービス無料 「商工習志野」でお店をPRしませんか？
　習志野商工会議所会報紙「商工習
志野」（毎月10日、約2,000部発行）
の会員紹介ページ「あの店・この工
場」（８面カラーページ）に掲載を希
望する事業所を募集しています。業
種は問わず会員事業所であれば無料
ですので、ぜひお問合せください！

　その他に、商工習志野掲載記
事を１か月間、当所ホームペー
ジで掲載しています。※お申
込み後、当所担当者が取材等に
お伺いさせていただきます。

HPページでもご紹介！！

習志野商工会議所  経営室  古澤
TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744問合せ

①不合理な待遇差をなくすための規定の整備
②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
③行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続
　（行政ADR）の規定の整備

非正規雇用労働者について
以下の①～③を統一的に整備します

働き方改革／同一労働同一賃金法は
2020年４月から施行されます
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なやみごと・相談受付、お気軽にご相談ください　顧問弁護士  渡辺 惇 先生　TEL：047（472）0911

since1971

松樹印刷有限会社 〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼1-15-16  TEL：047（451）2222

株式会社ハセガワ
産業廃棄物中間処理場

廃棄物の事は全てお任せ下さい！

本　　社：習志野市大久保1-6-2
八千代工場：八千代市大和田新田710

http://www.hasegawa-eco.com/
TEL：047（473）1638

募　集
貴社のPRを支援します！
　習志野商工会議所では、会員限定で、
下記の広報サービスを行っています。
■DM発送代行サービス
　毎月10日に発送している会報誌「商工
習志野」に、貴社のチラシを安価で折り込
むＤＭ発送サービスを実施しています。
▶発送先　会員事業所（約2,000事業所）
▶費　用　チラシ持込：31,500円
　　　　　印刷依頼：36,700円
　　　　　（※１通約 15.7円）
▶問合せ　経営室
　　　　　TEL：047（452）6700

お知らせ
みんなで囲碁入門参加者募集中！
▶日　時　３月29日㈰
　　　　　10時～11時30分
　　　　　３月30日㈪
　　　　　10時～11時30分
　　　　　３月31日㈫
　　　　　10時～11時30分
▶場　所　津田沼囲碁クラブ
　　　　　（JR津田沼駅南口モリシア７F）
▶定　員　各10名
▶参加費　無料
▶対　象　これから囲碁を覚えたい方、
　　　　　少し知っている方
▶内　容　囲碁のルール、簡単な詰碁、
　　　　　九路盤で実際に対局してみる
▶問合せ　日本棋院 津田沼支部
　　　　　TEL：047（475）5255

「障害者雇用に向けて」及び「笑顔いっ
ぱい！フレンドリーオフィス」について
　千葉県内の障害者就業・生活支援セン
ターでは、企業の障害者雇用を支援する

「企業支援員」が相談に応じています。な
お、県では、障害のある人の雇用に対す

お知らせ
募  集
習志野商工会議所

TEL：047（452）6700

る理解と促進を図ることを目的として、
働く意欲を持つ障害のある人を積極的に
雇用し、障害のある人もない人も共に働
きやすい職場づくりに努めている企業・
事業所を、「笑顔いっぱい！フレンドリー
オフィス」として認定しています。
▶問合せ　千葉県商工労働部産業人材課
　　　　　障害者就労支援班
　　　　　TEL：043（223）2756

「千葉県オープンイノベーション交流会」
の開催について
　千葉県では、大企業、中小・ベンチャー
企業、大学・研究機関、VC等の金融機関
等がネットワークを構築する場として、

「オープンイノベーション交流会」を開催
します。オープンイノベーションの促進
に向けた国の動向説明、施設見学のほか、
先端技術開発に取組んでいる中小・ベン
チャー企業によるピッチなどを内容とし
ています。多くの方の参加をお待ちして
おります。
▶日　時　３月18日㈬ 14時～
▶場　所　東葛テクノプラザ
▶問合せ　千葉県商工労働部産業振興課 
　　　　　担当：伊吹
　　　　　TEL：043（223）2798

令和２年度 前期技能検定試験
　技能検定は、労働者の有する技能を一
定の基準によって検定し、これを公証する
国家検定制度で、その目的は技能者の技
能習得意欲を増進させるとともに技能の
向上を図り、我が国産業の発展に寄与し
ようとするものであり、職業能力開発促
進法に基づき、年２回実施しております。
▶等　級　１級、２級、３級（一部職種）
　　　　　及び単一等級
▶職　種　51職種80作業
▶受験資格　原則として各職種とも所定の
　　　　　実務経験が必要
▶受験手数料　〈一般〉実技 18,200円
　　　　　 学科 3,100円
　その他、35歳未満の方や学生・訓練生
が２・３級受験の場合は実技試験受験手
数料が異なりますので、詳細はお問合せ
下さい。
▶受付期間　４月６日㈪～17日㈮
▶試験実施日程
　　　　　６月８日㈪～９月13日㈰の
　　　　　間の指定する日
▶合格発表日　３級職種（金属熱処理を除く）
　　　　　８月28日㈮
　　　　　１級・２級・単一等級・３級
　　　　　（金属熱処理）10月２日㈮

▶問合せ　千葉県職業能力開発協会
　　　　　技能検定課
　　　　　TEL：043（296）1150
　　　　　http://www.chivada.or.jp

手軽にできる、インバウンド対策！
「千葉おもてなしSHOPガイド」にぜひ
登録を！
　習志野市では、小売り・飲食等の店舗情
報を、15か国語に翻訳して表示するサイ
ト、「千葉おもてなしSHOPガイド」の運
用を４月より開始します。登録・掲載は
無料です。皆様のご登録をお待ちしてお
ります。
※詳細は、折り込みチラシをご確認くだ
　さい。
▶問合せ　習志野市 産業振興課
　　　　　TEL：047（453）7396

「令和２・３年度 簡易修繕（営繕）業務
受注資格審査制度について」

　習志野市内の中小事業者の受注機会増
大と育成を図ることを目的として、習志
野市及び習志野市企業局が発注する、請
負金額50万円以下の修復・修理（大工・左
官・建具工・ガラス工・電気工など）業務の受
注を希望される方に、受注資格審査申請
書の受付を実施しております。登録申請
に必要な書類は習志野市役所ホームペー
ジ、または習志野市役所契約検査課窓口
にて入手できます。
▶対象事業者　市内に本店のある法人及び個
　　　　　人事業者で、営業実績が１年
　　　　　以上ある方
　　　　※令和２・３年度習志野市入札参
　　　　　加資格審査申請（建設工事）を
　　　　　された方は、本申請をする必
　　　　　必要はありません。
▶申請期間　随時受付中
　　　　※申請書類を習志野市役所契約
　　　　　検査課へ郵送または持参して
　　　　　下さい。
▶登録期間　名簿登載日～
　　　　　令和４年３月31日
▶問合せ　習志野市 契約検査課
　　　　　契約検査係
　　　　　TEL：047（453）6140

習志野市プレミアム付商品券
取り扱い事業者の方へ
　使用済みのプレミアム付商品券の換金
期限は３月25日㈬までです。お忘れな
いように御注意ください！
▶問合せ　習志野市商店会連合会
　　　　　TEL：047（455）1955
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ドコモショップ津田沼店
TEL：047（476）1100
ドコモショップ津田沼北口店
TEL：047（455）7778
ドコモショップ北習志野店
TEL：047（496）3900
ドコモショップ八千代中央店
TEL：047（450）8300

★ますます充実！スマートフォン★
▼▽▼ ドコモおすすめサービス ▼▽▼

♥dカード  dカードゴールド
①ポイントカードも電子マネーも１枚でスマートに。
②dポイントがさらに溜まりやすいdカードゴールドも人気です。
③dポイントを貯めてお得に♪
♥「災害用音声お届けサービス」
大規模な災害時に音声メッセージで安否情報をお届けするサービスです。
♥ドコモ光  好評受付中！ 詳しくは、ドコモショップへ！

株式会社 テレマ

ワミレスサロン Ｍerci

　実籾駅北口から徒歩５分にある『E＋PLACE ENGLISH
＆CAFE』は、現役英会話講師でもあるオーナーが、地域
の皆様にＥ（いい）気分で英語とカフェを身近に楽しんでも
らいたいという思いからオープンしました。カフェは、こ
だわりのコーヒー・ホットサンド、そして美味しいメニュー
と共に、ヴィンテージアメリカンテイストのセルフサービ
ススタイル。また、英会話教室では、オーナー自らの経
験を活かした「脱・英会話コンプレックス法」を元に、通じ
る発音と聞き取れる耳を楽しく習得することができます。
店内では、アメリカの雑貨や絵本等も販売しています。

"英会話教室併設のカフェです"

株式会社 E-PLACE

住所：実籾5-5-14 第二白鳥ビル１階　代表者：瀬戸口 真弓さん
TEL：047（407）4167　営業時間：月・火・金～日 10時～17時　水 10時～
15時　定休日：木曜日　HP：http://www.e-placeenglishcafe.com

HP QRコード

住所：津田沼1-5-5 津田沼ハイツ102　代表者：高頭 百合子さん
TEL：047（475）0801　LINE ID：＠146sazsb
営業時間：10時～19時　定休日：不定休

地図 QRコード

　千葉市中央区にオフィスを構える『株式会社 テレマ』
は、様々なソフトウェア設計・開発を行っている企業です。
顧客管理システムやWeb・スマートフォン向けアプリの
開発からビックデータの分析、完全自社構築のデジタル
サイネージのコンテンツ制作など、様々なニーズに対応
しています。また、地域を応援する企業として、千葉ジェッ
ツやオービックシーガルズのサポート、子ども向け放課後
ラグビー教室の支援等、千葉を盛り上げる活動も行って
います。ぜひ一度、お問い合わせください。

住所：千葉市中央区新宿2-7-10 エレル新宿ビル４階
代表者：三輪 剛さん　TEL：043（216）4176
MAIL：info@telema.jp　営業時間：９時～17時30分
定休日：土曜日・日曜日・祝日　HP：https://www.telema.jp/

 HP QRコード

"高性能・低価格のデジタル
サイネージをご提供します"

　『ワミレスサロンMerci』では、化粧品販売と美顔、ブ
ライダルやメイクアップを行っています。お客様お一
人お一人との時間を大切に細やかなカウンセリングと
オリジナルの美顔、科学的根拠に基づく確かな化粧品
でお肌を健やかに育み、美肌美づくりをお手伝いして
います。来られる方の魅力が開花し、オシャレに素敵
になって頂けるサロンです。完全予約制、紹介制のサ
ロンになっていますので、ぜひお問い合わせください。

"今年10周年を迎える
全国展開のサロンです"
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