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歯・口だけではなく、子ども自身を見て、
未来ある子どもの「お口からはじまる健康」を
支えています。

タエ小児歯科クリニック（奏の杜）
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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）

・一定期間売上が減少している事業者に対する給付金
　制度の創設
⑵特に甚大な影響を受けた業種への集中的な支援
・市内飲食店を支援するためテイクアウトやデリバリーを
　行う店舗をホームページで紹介する「#食べよう習志野
　キャンペーン」を実施
　今後も経営に苦慮する事業者への経営支援や需要の
喚起、風評被害対策など、特に緊急性の高い支援策の実
現にむけ、継続して要望に取組んでまいります。

　 表彰　　　日商珠算検定１級
満点合格者の深谷柚衣さん！
　第218回珠算能力検定（２月９日㈰施行 日本商工会議
所・習志野商工会議所主催）において、習志野市内在住の
深谷柚衣さん（小学５年生、小倉珠算学院）が１級を満点
で合格し、日本商工会議所から表彰
されました。１級の満点合格は、当
該検定の最高峰と言える極めて優
秀な成績です。今回の満点合格者
は、全国で27名、県内では唯一１名
という結果でした。おめでとうござ
います。

職務・執行者変更のお知らせ
３号議員（常議員）

㈱日立産機システム 習志野事業所
　所長  千野 則昭 氏

代表者変更により、　 ⬇
　　　　　所長  山田 幸英 氏

２号議員（常議員）
㈱千葉興業銀行 習志野支店
　支店長  村社 宏剛 氏

代表者変更により、　 ⬇
　　　　支店長  計良  剛 氏

　 お知らせ　　　　 「ソーセージ＆
ビールフェスティバル2020」
中止のお知らせ
　７月31日㈮～８月２日㈰に開催を予定しておりました

「ソーセージ＆ビールフェスティバル2020」ですが、新型
コロナウイルス感染拡大防止の観点から、開催を中止さ
せていただくことになりました。ご参加をご検討いた
だいていた皆様にはご迷惑をおかけすることとなり大
変申し訳ございません。何卒ご理解のほどよろしくお
願い申し上げます。

　 お知らせ　　　　 習志野市へ白鳥製薬㈱
がマスクを寄贈しました
　白鳥製薬㈱（代表取締役会長 白鳥 豊）は、５月13日㈬、
習志野市の宮本泰介市長を訪れ、マスク１万枚を寄贈し
ました。マスクは最前線で新型コロナウイルスの終息
に向け従事する市内医療機関や福祉施設、教育機関等の
方々に活用されるとのことです。

宮本市長（中央）へマスクが寄贈されました

　 お知らせ　　　　 令和２年春の叙勲
三橋 稔氏（（医）社団菊田会習志野
第一病院 理事長）が瑞宝双光章
を受章されました
　当所３号議員の（医）社団菊田会 習志野第一病院 理事長 
三橋稔氏が、令和２年春の叙勲において、瑞宝双光章を受
章されました。三橋氏は、公共的な職務に長年にわたり
従事して功労を重ね、地域の発展や活性化に貢献したこ
とが認められ授与されました。おめでとうございます。

賞状を手に笑顔を見せる三橋稔氏

　 お知らせ　　　　 当所からの要望が
実現しました！
　当所では、習志野市に対して、新型コロナウイルスの
影響から急速に業況が悪化している市内企業への支援
施策等について緊急要望書を提出しているところです
が、市の協力により、現時点で次の事項が実現していま
す。（※詳細はホームページでご確認ください）
⑴資金繰り支援
・中小企業融資制度へのセーフティネット保証４号の適用

深谷柚衣さん
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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
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

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆さまへ

〜５月15日以降に新設・変更された主な支援施策〜
※一部、令和２年度２次補正予算の成立を前提とした内容が含まれています（５月30日時点）

売上が前年同月比50％以上減少している事業者の方は、事業の継続を
下支えし、事業全般に広く使える国の給付金を申請することができます。

基本、申請は『電子（オンライン）申請』で受け付けていますが、ご自身で電子申請を
行うことが困難な方のために、『申請サポート会場』が順次開設されています。

　　「持続化給付金」の申請サポート会場が開設されました 所管 経済産業省⒈

【問合せ先】  持続化給付金事業コールセンター  ☎ 0120-115ー570
IP電話等からのお問い合わせ先  　☎ 03ー6831ー0613

受付時間：８時30分～19時（５月・６月） 土日・祝日含む

①WEB予約⇒ 「持続化給付金ホームページ」から（24時間可）

②電話予約（自動音声予約システム）⇒ 専用ダイヤル（自動） ☎0120-835-130（24時間可）

③電話予約（オペレーター対応）　　⇒ 電話予約窓口（オペレーター対応） ☎0570-077-866
受付時間：平日・土日祝日とも９時～18時

※習志野会場は、習志野商工会議所３F大会議室（会場コード1211）に設置されています

『申請サポート会場』で申請する場合は 完全予約制 です。
必 ず 次 の ３つ の 方 法 か ら 事 前 に ご 予 約 く だ さ い。 

１国の支援策
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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（５月31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！

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：習志野市 産業振興課　TEL：047（453）7395　E-mail：sangyo@city.narashino.lg.jp

　５月からスタートした「#食べよう習志野」キャンペーン!!  新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな
影響を受けている飲食店の皆様が、この状況に負けず頑張っています。多くのご利用お待ちしています!!

飲食店の皆様   ①②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
　　　 ②QR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！！

「＃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影響で売上などが減少した事業者が労働者を一人も解雇しなかった場合、
労働者に支払う休業手当、賃金などの一部を助成する「雇用調整助成金」が拡充されました。

拡充内容   ■日額上限を8,330円から１万5,000円（月額33万円）に引き上げ
　　　　　　■適用期間は４月１日に遡及の上、９月30日まで延長
　　　　　　■解雇等を行わない中小企業の助成率を10分の10へ拡充
　　　　　　■雇用調整助成金に代わり労働者自らが直接申請できる新制度を創設
　　　　　　　（対象は中小企業の労働者で、平均賃金の80％を支給、日額上限１万1,000円）

【問合せ先】 千葉労働局職業安定部  TEL 043（221）4393

　　「雇用調整助成金」が拡充されました 所管 厚生労働省⒉

■給付率は３分の２、給付上限額（月額）は法人50万円、個人25万円とし、６カ月分を給付
■複数の店舗所有など家賃の総支払額が高い場合は、月額家賃のうち上限超過額の３分の１を
　給付する例外特例を設け、給付上限額を法人100万円、個人50万円に引き上げ

　売上の急減に直面する事業者（１カ月で売上が前年同月比で50％以上減少、または連続した３カ月間で売上が
前年同期比で30％以上減少）を下支えするための「家賃支援給付金」が創設されました。

　　「家賃支援給付金」が創設されました 所管 中小企業庁⒊

松葉寿し（大久保）

鈴蘭苑（実籾）

登
録
事
業
者
、ぞ
く
ぞ
く
拡
大
中
！

２習志野市の支援策
　習志野市では、新型コロナウイルス感染症の影響で業績が悪化している市内中小企業者等（フリーランス、
個人事業主含む）を支援するため、国の持続化給付金の対象とならない事業者（売上高等が前年同月比20％以上
50％未満減少している）に対して、「習志野市地元のちから復活応援金」制度を創設しました。

交付金額  一律20万円　 申請期間  令和２年５月20日〜８月31日まで

申請方法  原則郵送（※詳細は習志野市ホームページでご確認ください）

【問合せ先】 習志野市生活支援及び経済対策実施本部（経済対策担当）  TEL 047（411）8305

　　「地元のちから復活応援金」が創設されました⒈
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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！

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年より補助金申請の手続きに電子
申請システム「Jグランツ」が導入されます！

　「電子申請」とは、インターネットを利
用して申請・届出をする方法です。イン
ターネットを経由するため、いつでもど
こでも手続きができます。また、申請す
るために郵送する必要が無いため、書面
で行う申請に比べて、移動や郵送等のコ
ストが掛からない、法人の情報や過去の
申請情報を自動転記することにより、入
力の手間の削減（ワンスオンリー）、ログイ
ン時の認証機能により、書類の押印が不
要などのメリットがあります。ぜひ電子
申請をご利用ください。

【jGrantsホームページ】https://jgrants.go.jp
▶問合せ　応募する補助金の事務局まで

雇用調整助成金の解説動画について
　厚生労働省が雇用調整助成金の解説動
画を作成しました。以下のサイトから視
聴できますのでご活用ください。
▶雇用調整助成金の支給申請のポイント
 （前編） https://www.youtube.com/

watch?v=EQfBvFVI7as
 （後編） https://www.youtube.com/

watch?v=XVcfLhVmh30

自家発電機設備等導入補助金の公募が
開始されています
　本事業は、大規模災害時等に電力系統
等の供給が途絶した際に、生活必需品等
を扱う中小企業・小規模事業者等の事業
が継続できる体制を確保するため、石油
製品等を用いる自家発電設備等の設置に
要する経費に対して、当該経費の一部を
助成することにより、災害時にも機能を
維持することが必要な中小企業者の事業
用施設等におけるエネルギー供給源の確
保を図ることを目的とします。このたび、
以下のとおり、補助金の公募を行います。
▶公募期間　５月11日㈪～６月30日㈫
　　　　　（当日消印有効）
▶応募資格　中小企業経営等強化法第２条第
　　　　　１項の規定に定める中小企業者
▶問合せ　㈱NTTデータ経営研究所
　　　　　災害時に備えた社会的重要
　　　　　インフラ補助事業 公募係
　　　　　TEL：03（5213）4047
　　　　　10時～12時、13時～18時
　　　　　（土・日・祝日を除く）

お知らせ・募集
習志野商工会議所 TEL：047（452）6700

生命共済災害保険金用 〜習志野商工会議所からのお知らせ〜

「新型コロナウイルス感染症」に伴う『あじさい共済』（災害保険金）の
支払対象拡大について

　新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、また、感染拡大によりご不安な日常生活や事業運営を
余儀なくされていらっしゃる皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。
　さて、当所生命共済制度『あじさい共済』に関して、新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡
された場合に災害保険金お支払い対象とさせていただくことが決定いたしましたのでご案内申し上げます。

▪災害保険金・災害高度障害保険金の支払要件
　対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡または高度障害状態に該当した
　場合。（※医師の診断を必要とします。）

▪対象期間
　①これからご請求いただく場合：適用となります。
　②これまでに支払事由に該当した場合：遡及して、適用となります。

▪お支払い例
　「あじさい共済」新型コロナウイルス感染症による死亡の場合：１口あたり250万円（死亡保険金＋

災害保険金）
　※参考：通常（病気による）保険金１口あたり50万円（死亡保険金）

　【  問　  合　  せ  】習志野商工会議所
　【共済制度引受会社】〒273-0005 船橋市本町1-10-10 商工会議所３F
　 アクサ生命保険株式会社 船橋営業所  TEL：047（433）4140
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【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
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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！

㈱クルイト キミノスクール 津田沼校

　京成津田沼駅近くの和菓子店『御菓子司梅むら』では、
季節の和菓子からオリジナル和菓子まで幅広い商品の
製造・販売をしています。大人気商品は、市のふるさと
納税返礼品にも指定されている「カフェオレ大福・なら
しのぽんぽこ・あま酒ゼリー」の三品です。市公認の「ナ
ラシド♪まんじゅう」や永く地域の方々に親しまれて
いる「ならしのどら焼（商標登録出願中）」など真心込めて
全て手作りしています。ぜひ一度、ご来店ください。

"昭和42年創業以来、
皆様から愛され続けています"

御菓子司 梅むら

　『株式会社クルイト キミノスクール津田沼校』では、
自発的な行動を引き出すコーチングによって学習習慣
の全くない生徒でも自律して戦略を立てて勉強できる
まで指導を行っています。また、１対１の個別指導が
定額で受け放題、アプリによる毎日の学習管理、新入試
対応のアクティブラーニングなど勉強が苦手な生徒で
も大幅な成績アップを狙えて、新入試に必須のスキル
が身につきます。ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

住所：津田沼1-10-40 ダイワビル４階　代表者：高木 俊輔さん
TEL：047（409）7251　営業時間：13時〜22時
定休日：日曜日　MAIL：kimino-school_tsudanuma@clueit.co.jp

地図QRコード

千の葉社労士合同事務所

住所：船橋市宮本5-1-1 YKビル２階　代表者：馬場 英一さん
杉江 泰朋さん  加畑 直人さん  市川 直人さん　TEL：047（411）9122
営業時間：９時〜18時　定休日：土曜日・日曜日・祝日
MAIL：info@sennoha4864.com　HP：https://sennoha4864.com

HPQRコード
　大神宮下駅から徒歩２分のところにある『千の葉社
労士合同事務所』では、労務管理、労働保険、社会保険
の手続代行、就業規則の作成、給与計算代行等の社会保
険社労士業務を主に行っています。また、状況に応じて、
助成金申請、介護事務所の指定申請、介護職員処遇改善
加算申請の代行等も行っています。対応地域は、千葉
県を中心として隣接都県（東京都、茨城県、埼玉県、神奈川
県）となっています。ぜひ、お気軽にご相談ください。

"介護事業所の労務管理は
お任せください"

"勉強時間０から
塾生の80%が志望校合格！"

住所：津田沼5-12-1　代表者：堀 智弘さん
TEL：047（451）6966　営業時間：10時〜18時　定休日：日曜日
HP：https://www.facebook.com/wagashi.umemura

HPQRコード
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