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「まちのケーキ屋さん」として、
時代とともに変化するこの街を見守り続けています。

パティスリー・ラ・シェール（谷津）
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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）

特集 新型コロナウイルス感染症対策

「うつらない、うつさない」ために、正しい知識で落ち着いた行動を

もしも、新型コロナウイルス感染症感染者が発生してしまった場合に事業者が行う手続き

〜新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合の流れ〜
1感染者の発生を知る（事業者は、管轄保健所からの疫学調査実施の連絡により、従業員の感染を知ることになります）。
2保健所の疫学調査に協力し、命令・指導を受ける。保健所職員が濃厚接触者の特定を行い、濃厚接触者全員を
　自宅待機とさせるかについては、各事業者の判断による。
3保健所の指導に従い、消毒および濃厚接触者の管理を行う（必要に応じて事業所の消毒を指導される場合があります）。

※「濃厚接触者」とは：感染者に、発症の２日前から必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手
　を伸ばしたら届く距離で一定時間以上（目安として１メートル程度の距離で15分以上）接触があった場合に、濃厚接触者
　と考えられます（厚労省HP／Q&Aより）。実際には、保健所が対面調査により個別に判断します。

３つの条件（密
みつ

）がそろう場所を避けましょう‼

　新型コロナウイルス感染症については、４月７日に７都府県を対象区域として宣言された緊急事態措置が、４月16日
には全都道府県に拡大されるなど、国民生活に甚大な影響をもたらすとともに、地域経済も非常に厳しい状況に置か
れています。
　当所としましても、これまで経験したことのない緊急事態にあるという危機感を会員事業所の皆さまと共有し、
この難局を乗り越えていけるよう最大限の努力を払いながら取り組んでまいります。

手洗い・消毒、咳エチケットの徹底を
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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

新型コロナウイルス感染症対策
中小企業・小規模事業者向けの主な支援施策（４月30日時点）

■国では、新型コロナウイルス感染症に係る業種別支援策リーフレットを作成しています。
  ※経済産業省  新型コロナ感染症関連サイトより（https://www.meti.go.jp/covid-19/）
 

※【飲食業向け】【小売業向け】【製造業向け】【卸売業向け】【宿泊業向け】【旅客運輸業向け】【貨物運輸業向け】【娯楽業向け】【医療関係向け】があります

※上記には、令和２年度 補正予算の成立を前提としている内容が含まれています。

習志野商工会議所では「新型コロナウイルス関連緊急経営相談窓口」を設置し、各種ご相談に応じています。

【相談窓口】  中小企業支援室　TEL：047（452）6700

①
資
金
繰
り

国
■日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」では、
　実質無利子（借入当初３年間）・無担保の融資を受付けています
　※対象者は最近１か月の売上高が前年又は前々年比で一定以上減少した方

習志野市

■習志野市中小企業資金融資制度「経営安定化資金」では、
　実質無利子・信用保証料なしの融資を受付けています。
■習志野市内の中小企業者に経営支援金として一律30万円（無利子）の貸付けを行います
　※対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響によりセーフティネット保証４号または
　　危機関連保証の認定を受けている市内中小企業者
　※経営支援金の貸付方法は口座振込または現金、返済期間は３年以内（貸付決定日から１年は
　　据置期間）

習志野
商工会議所

■日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス対策マル経融資」では、
　実質無利子・無担保・無保証人の融資を受付けています
　※対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている小規模事業者で、
　　商工会議所等で一定期間の経営指導を受けているもの

②
休
業
補
償

国

■国の「雇用調整助成金の特例措置」では、
　従業員に支払う賃金等が最大で9/10（大企業3/4）の助成を受けられます
　※特例の対象は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全事業主

雇用調整助成金とは？
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用維持を
目的に一時的に休業等を行なった場合に支払う休業手当等の一部を助成するもの。

③
給
付
金
等

感染症拡大で特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続に幅広く使える資金を支給

国
■国の「持続化給付金」では、
　事業全般に広く使える現金が最大200万円支給されます
　※対象者は売上が前年同月比で50％以上減少している方
　※給付上限は、法人200万円、個人事業主（フリーランス含む）100万円

千葉県

■千葉県では、深刻な影響を受けている県内中小企業（個人事業主含む）に対して、
　円滑な事業の再建につなげるための現金を最大で30万円支給します
　※対象は売上が前年同月比で50％以上減少した県内に本社を有する中小企業等
　※支給金額は、賃借している事業所がない場合は10万円（最大30万円）
　※県の休業要請対象業種で、休業要請に応じていない場合は別途の取り扱い
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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（４月30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！

１．事業活動に影響は出ていますか

２．マイナスの影響はどのような内容ですか（または、今後見込まれますか）

新型コロナウイルス感染症、８割強の事業所で影響あり
〜今後見込まれる売上・受注の減少幅は11〜30％が最多の４割〜

　習志野商工会議所では、新型コロナウイルスの感染に伴う経営への影響について、市内商店街を中心に会員事業所の

皆様に緊急調査を実施しました（有効回答数309社）。

　調査結果では、８割強の事業所において「既に経営にマイナスの影響が出ている」 「今後見込まれる」と回答がありました。

今後、アンケートの結果を踏まえて、早急に行政機関への緊急要望や提言、支援策の実施等に取り組んでまいります。

  新型コロナウイルスの影響には「（マイナスの）影響あり」「（長期化した場合）今後影響が見込まれる」と答えた企業が合
わせて88%に上りました。（回答業種は、サービス業20％／小売業18％／飲食店・宿泊業17％／建設業15％／製造業10％ほか）

●回答事業所の業種区分
【 業 種 】

●マイナス影響の内容

●事業活動への影響

●今後見込まれる売上・受注の減少率

■実施期間：令和２年４月３日（金）～20日（月）

■対象事業所：習志野商工会議所会員事業所　　■有効回答数：309事業所

■実施方法：①巡回聞取り調査　②インターネットからのオンライン回答

緊急調査 会員事業所における新型コロナウイルス感染拡大の影響について

309事業所

その他（8.7%） 特に影響なし
（12%）

今後影響が見込まれる
（22%）

サプライチェーンへの
打撃による納期の遅れ

（9.3%）

生活拠点・仕込先等の変更
による調達コスト増加

（4.0%）

従業員や顧客の予防対策等に
伴うコストの増加（9.5%）

運輸業（2.6%）

製造業（10.4%）

建設業（15.2%）
飲食店・宿泊業（16.5%）

小売業（18.4%）

来店客数減少による
売上減少（39.4%）

11%〜30%（39.5%）

10%以下（21.4%）
装品・サービス等の
受注減少（25.1%）

サービス業（20.1%）

理容・美容業（2.9%）

従業員の休暇取得に
伴う人員不足

（4.0%） 51%以上（18.0%）

31%〜50%（21.1%）

その他（8.7%）

御売（5.2%）

回答：378件
※複数回答可

266事業所
※影響なしを除く

回答：309件

影響あり（66.0%）

  影響は企業活動への売上直撃が顕著（「来店客数減少による売上減少」39%、「製品・サービス等の受注減少」25％）、またマ
イナス影響を受けた企業の40％で、今後見込まれる売上・受注の減少率が11%～30％。
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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！

※詳細は、当所ホームページ（https://www.narashino-cci.or.jp）をご参照ください

会員事業所における新型コロナウイルス感染拡大の影響について

●事業所で行った対策は ●今後、行政などに期待する支援策は

回答：381件
※複数回答可

回答：455件
※複数回答可

金融機関等の
融資制度の活用

（25.7%）

低金利融資などの
金融支援（30.1%）

会議やイベント
の中止（15.2%）

休暇や休業の
取得推奨（11.5%）

マスクや消毒液など
物資確保の支援（21.8%）

その他（10.1%）
その他（8.1%）

特になし（21.3%）

特になし（5.5%）

テレワークや在宅勤務
導入支援（2.4%）

設備投資や販路開拓
支援（4.6%）

在宅勤務・時差出勤の活用
（8.9%）

従業員休業等に関する
補償（18.9%）

客数減少に伴う
臨時休業等

（7.3%）

消費活動活性化対策
（8.6%）

３．事業所が行った対応策、行政（国・県・市）や支援機関等に求める支援策は
  事業所が行った対策は「金融機関等の融資制度の活用」が26%で最多。行政（国・県・市）や中小企業支援機関・経済団体などに期
待する支援策は「低金利融資などの金融支援」「マスクや消毒液など物資確保の支援」と答えた企業が合わせて52％と半分以上。

「＃食べよう習志野」キャンペーン
～みんなで習志野市の飲食店を応援しよう～

　新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受
けている習志野市内の飲食店を応援するため、習志野市
のホームページで、外出を控えている方でも利用しやすい
テイクアウトやデリバリーに対応している店舗を紹介し、
積極的にご利用いただくキャンペーンを実施しています！

飲 食 店 の 皆 様
① ②いずれかの方法でお申込みください
＜申込み方法＞     　　　登録フォームはコチラ⬇
申込先 習志野市産業振興課
① 申込書に記入しFAXまたはメール
② QRコードからフォームメールを送信

市 民 の 皆 様
市内店舗のテイクアウト・デリバリーをご利用ください
＜お店の検索方法＞  
習志野市ホームページ検索ページはコチラ➡

皆様のご利用・投稿が
市内飲食店の力になります！
ハッシュタグ 「＃食べよう習志野」
を付けてＳＮＳに投稿しよう！！

むぎのいえ（谷津／クラフトビール）

瀧もと（津田沼／日本料理店）

カトランベーカリー（本大久保／パン屋）

【自由意見】（主なもの）

･ 大手ゼネコンの現場閉鎖等に伴い工期調整が発生。 期間工等がいるなかで従業員の雇用調整を検討中（建設業）

･ 製品の検査に際し、取引先の外出禁止により引渡期限の遅延が発生。 職人が高齢者が多く、体調管理を懸念（製造業）

･ リーマンショック時は半年遅れで影響がでた。 今後の状況次第で経営悪化につながることも予想（保険業）

･ 休校により学校給食がなくなり売上が激減、再開後を考えると従業員の雇用維持が最優先課題（学校給食宅配）

･ ３月の謝恩会など、会合の予約が全てキャンセル。 収支は、固定費以前に仕入代金で赤字の状態（飲食業）

･ 職種がら在宅勤務は困難、感染者が出た場合の損害は計り知れないが、得意先があり事業は継続（製造業）

登
録
事
業
者
、ぞ
く
ぞ
く
拡
大
中
！

主催：習志野市・習志野商工会議所・習志野市商店会連合会　協力：習志野保健所管内食品衛生協会
問合せ先：習志野市産業振興課　TEL：047（453）7395　E-mail：sangyo@city.narashino.lg.jp
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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

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

保険料の払込猶予期間延長について
　保険料のお払い込みが一時的に滞った場合、保険料のお払い込みを猶予する期間を2020年８月31日まで延長いたしま
す。2020年３月１日より2020年５月31日までに新たに保険料のお払い込みに遅延が生じるご契約が対象となります。

お客様サポートについて
　「24時間電話健康相談サービス」（※１）を、2020年５月末までの間、全てのご契約者さま、被保険者さまと同居のご家族
の皆さまに無料でご利用頂けます。 （※１）「24時間電話健康相談サービス」はティーペック株式会社が提供いたします。

入院給付金のお支払いについて
　新型コロナウイルス感染症は、入院給付金のお支払対象となる疾病に該当します。なお、入院給付金は治療を目的とし
た入院に対してお支払いをいたしますので、検査結果が陽性であるかどうかにかかわらず、医師の指示により医療機関に
入院された場合は、お支払対象となります。また、医療機関の事情等により、医師の指示で、ご自宅またはその他病院等と
同等とみなされる施設（ホテル等）で治療を受けられた場合も、その治療期間に関する医師の証明書等をご提出いただくこ
とで、入院給付金のお支払い対象としてお取扱いいたします。

契約者貸付に対する特別金利について
　新規の契約者貸付に対する利息につきまして、一律に以下のお取扱いをいたします。

新型コロナウイルス感染症拡大
に伴うご契約のお取扱いについて

　新型コロナウイルスによる影響を受けられた習志野商工会議所会員企業様に謹んでお見舞い申し上げます。
アクサ生命では下記の通り、ご契約の特別取扱いを開始しておりますので、ご案内申し上げます。

アクサ生命は、商工会議所会員企業様向けに商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を行っております。

お問合せ先はこちら▼
 アクサ生命保険㈱ 船橋営業所　☎047（433）4140
 カスタマーサービスセンター　   ☎0120（568）093

アクサ生命からの
お知らせ

アクサ生命からの
お知らせ

対象となるご契約 2020年３月より2020年５月に新たに貸付を行ったご契約

特別金利 年利0.00％

特別金利適用期間 2020年３月１日〜９月30日まで

受付期間 2020年３月１日〜５月31日まで
※お申込みの状況等に応じて、受付期間を短縮することがあります。
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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
2020年工業統計調査への御協力・
御支援について（依頼）
　総務省では、2020年６月１日現在で

「工業統計調査」を県、市区町村を通じて

実施します。工業統計調査は、製造業を
営む事業所を対象として、その活動実態
を明らかにすることを目的としていま
す。調査結果は、国や地方公共団体の行
政施策の重要な基礎資料として利用され
るとともに、企業、大学などでの研究資
料、小・中・高等学校の教材など、広く利
用されているところです。５月中旬から
６月にかけて、市役所から対象者に連絡
し調査いたしますので、ご協力をよろし
くお願いいたします。
▶問合せ　習志野市 総務部 総務課
　　　　　統計担当
　　　　　TEL：047（453）9300

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う習志野商工会議所事業の中止（延期）のお知らせ
　当所では、新型コロナウイルス感
染症の拡大防止と安心・安全の確保
等の理由により、以下の事業を中止
（延期）させていただきます。関係の
皆様にはご迷惑をおかけすることに
なり、誠に申し訳ございませんが、
何卒ご理解を賜りますようお願い申
し上げます。

【中止】 2020年６月・７月実施予定の検定試験
 《中止となる検定試験》
•第48回カラーコーディネーター検定試験（試験日／６月７日㈰）
•第155回日商簿記検定試験（試験日／６月14日㈰）
•第47回ビジネス実務法務検定試験（試験日／６月21日㈰）
•第219回日商珠算（そろばん）検定試験（試験日／６月28日㈰）
•第44回福祉住環境コーディネーター検定試験（試験日／７月５日㈰）
•第86回リテールマーケティング（販売士）検定試験（試験日／７月11日㈯）
•第28回環境社会検定試験（eco検定）（試験日／７月12日㈰）

【延期】 ならしの創業塾（習志野市特定創業支援事業）
※延期する事業につきましては、詳細が確定次第、ご案内させていただきます。

【延期】 春の巡回健康診断
•全７日間（５月26日・27日・
28日・29日・６月２日・３日・５日）

お知らせ・募集
習志野商工会議所 TEL：047（452）6700

国の補助金
情 報

〜生産性の向上を目指す皆様へ〜 〜販路開拓を目指す皆様へ〜 〜IT導入を検討中の皆様へ〜

ものづくり補助金
中小企業等が行う革新的なサービス開
発・試作品開発・生産プロセスの改善に
必要な設備投資等を支援

【基本情報】 対象：中小企業・小規模事業者等
補助上限額：原則1,000万円
補助率：中小1/2、小規模2/3（特別枠は、一律2/3）
【公募スケジュール】 
２次申請締切：５月20日 17時

（以降の各締切：令和２年８月（３次）、11月（４次）、
令和３年２月（５次）予定）

持続化補助金

【基本情報】 対象：小規模事業者等
補助上限額：50万円（特別枠は、100万円）
補助率：2/3
【公募スケジュール】
２次申請締切：６月５日（当日消印有効）

（以降の各締切：令和２年10月（３次）、
令和３年２月（４次）予定）

小規模事業者が経営計画を作成
して取り組む販路開拓の取組等
を支援

IT導入補助金

【基本情報】 対象：中小企業・小規模事業者等
補助上限額：30～450万円
補助率：1/2（特別枠は、2/3）
【公募スケジュール】
２次申請締切：６月末頃予定

（以降の各締切：令和２年９月（３次）、
12月（４次）予定）

中小企業等が行うバックオフィス業務
の効率化や新たな販路開拓等の付加価
値向上に資するITツールの導入を支援

　国の補助対象事業のうち、以下の補助事業の公募が開始（予定）されています。なお、今般の新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けた事業者に対し、採択審査における加点措置等が講じられています。

（※令和２年度内には２次締切後も申請受付を継続します。）

7

　習志野商工会議所　2020.5.10



【発行所】習志野商工会議所　  【発行人】専務理事  高野 次夫　〒275-0016 習志野市津田沼４-11-14
TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744　HP：https://www.narashino-cci.or.jp　Ｅメール：key21＠narashino-cci.or.jp

※
社
内
で
ご
回
覧
く
だ
さ
い

あ
の
店
・
こ
の
工
場

会
員
紹
介

357
No.

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！

都築綿布団店

　『株式会社プラスアップ』では、受給者証をお持ちの児童を対
象に、「運動特化型」「学習・能力開発型」の障害児通所施設や、成
人を対象とした就労継続支援・移行支援の運営を行っています。
就労業務では、サンドブラストを用いたオリジナル彫刻ギフト、デ
ザイン・Web作成などPCを活用した業務や、大手メーカーからの
検品作業も定期的に受注しています。衛生環境の整った職場＝質
の高い仕事を安価で提供出来る事を目指していますので、アウト
ソーシングをお考えの場合は、ぜひ一度、お問い合わせください。

"「人×人」とのコミュニケーションをサポートし、
ノーマライゼーションを目指して歩んでいく企業です"

株式会社プラスアップ

　大久保十字路近くの『都築わたふとん店』は昭和27
年に創業以来、顧客の良質な睡眠・健康をサポートして
います。それぞれの「体質・体格」に合致した身体に優
しい寝具は、高品質の素材と卓越した技能・知識によっ
てのみ得られるとの思いから日々精進しています。快
眠と寝具との関わりを科学的に解明し特許も取得して
います。ぜひ一度、ご来店ください。

住所：大久保1-16-8　代表者：都築 建一さん　TEL：047（472）1258
営業時間：９時30分〜18時30分　定休日：水曜日
MAIL：tsuzuki_1226@yahoo.co.jp　※千葉県の卓越した技能者（県知事
表彰）受賞　※東京マイスター（都知事表彰）受賞

地図QRコード

司法書士法人ソニック事務所津田沼オフィス

住所：津田沼5-4-30 メゾンプティ１階　代表者：松原 毅明さん
TEL：047（489）5561　営業時間：【平日】８時30分〜17時30分
定休日：土曜日・日曜日・祝日（※事前のご予約で休日のご依頼にも応じています）

地図QRコード

　『司法書士法人ソニック事務所』は、習志野市（津田沼
オフィス）および茂原市（茂原オフィス）に事務所を開設し
ており、千葉県内のみならずご相談内容によっては千
葉県外のお客様のご依頼にも迅速に対応しています。
また、経験豊富な司法書士が、遺産相談・贈与等の不動
産登記、会社設立・役員変更等の商業登記などのご依頼
について丁寧かつ迅速な対応を心がけています。ぜひ、
お気軽にお問い合わせください。

"司法書士は身近な法律の専門家です"

"手作りふとんに特化して健康づくりの
お手伝いをしています"

住所：実籾1-2-12 メディカルセンタービル４F　代表者：相原 智久さん
TEL：047（473）9087　営業時間：【平日】10時〜19時

【土曜日】８時30分〜17時30分　定休日：日曜日・祝日
MAIL：fieldarchive@ozzio.jp　HP：https://plus-up.co.jp/

HPQRコード
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