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笑い上戸 肉若丸（谷津）
仕事帰りのサラリーマンも、近隣の家族連れも、
常に笑顔の絶えない店内の風景…

そんな取り留めのない日常が明日の元気を作り出しています。
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開催

習志野商工会議所

「巡回健康診断」
を実施

あじさい共済加入で最大2,000円割引
当所では、会員事業所で働く方の健康の維持増進を目
的とした
「一般巡回健康診断」を実施します。事業主の
方をはじめ、従業員の方も受診できます。また、
「あじさ
い共済」ご加入者の皆様には受診料の一部を助成させて
いただきます。この機会にぜひご検討ください。
（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

「家賃支援給付金
個別相談会」
を開催します
開催

当所では、新型コロナウイルス感染症を契機とした5
月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面
するみなさまの事業の継続をささえるための「家賃支援
給付金」の個別相談会を開催します。
日 時 ８月27日㈭ 10時～17時
９月８日㈫ 10時～17時
場 所 ２階 特別会議室
問合せ 中小企業支援室
（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

「2020年度 マスターズ
ゴルフ大会」開催中止のお知らせ
お知らせ

例年開催させていただいている「マスターズゴルフ大
（10月２日 開催予定）ですが、新型コロナウイルス感染
会」
拡大防止の観点から、本年は誠に勝手ながら開催を中止
させていただきます。参加を楽しみにしてくださって
いた皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほ
ど宜しくお願い申し上げます。
本大会は中止させていただきますが、開催を予定
していた佐倉カントリー倶楽部より、個別でプレー
を希望される方には特別優待料金プラン（2020年９月
～12月限定）をご案内させていただきます。
（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）
問合せ

経営室

「新型コロナウイルス
対策 マル経融資」のご案内
お知らせ

マル経融資（小規模事業者経営改善資金）は、小規模事業
者が商工会議所等の経営指導を経て、経営の安定を図る
ために必要な資金を「無担保・無保証・低利」で利用でき
る国（日本政策金融公庫）の融資制度です。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響により最近
１ヶ月の売上高が前年又は前々年と比較して５％以上
減少している場合は、借入当初３年間は基準金利から

0.9％引き下げなど、通常の融資条件よりも優遇された内
容でお申込みが可能となっています。
▪コロナマル経の利率（７月31日時点）
【当初３年間】0.31 ％ 【４年目以降】1.21 ％
（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

お知らせ

習志野商工会議所
職務・執行者変更について
３

号

議

員

日本ケーブル㈱ 本社工場
常務取締役 湯浅 貞雄 氏

⬇

代表者変更により、
総務部長 今西 隆夫 氏

お知らせ「習志野きらっと

2020」開催中止のお知らせ
11月22日㈰に開催が予定されていました「習志野き
らっと2020」は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から、来場者及び関係者の健康と安全を最優先に考慮
した結果、開催の中止が決定されました。関係の皆様に
はご迷惑をおかけすることとなりますが、何卒ご理解を
いただきますようお願い申し上げます。
問合せ 習志野市民まつり実行委員会事務局
TEL：047（453）9289
【他に開催中止が決まった主なイベント】
（10月17日、18日 開催予定）
・「習志野ドイツフェア2020」
（令和３年１月 開催予定）
・「令和３年 新春賀詞交歓会」

習志野シティFC
初タイトルを獲得！
お知らせ

習志野市から将来の J リーグ参入を目指し、2019年に
発足した社会人サッカークラブ「習志野シティFC」が、
７月18日㈯、第27回全国クラブチームサッカー選手権大
会 千葉県予選決勝で、
船橋 FC に見事１対０
で 勝 利 し、優 勝 し ま
した。次回、関東大会
が９月19日㈯～21日
㈪㈷に開催されます。
･
全国大会出場・優勝に
向け、みなさんで応援
（写真提供）習志野シティFCより
しましょう！

2 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）

習志野商工会議所

新型コロナウイルス感染症関連
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中小企業向け支援施策

家賃支援給付金 が 始まりました！
国では、5月の緊急事態宣言の延長等により、

家賃支援給付金とは？

売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、

地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金 を支給します。
①資本金10億円未満の 中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者

支給対象

※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

（①②③すべてを
満たす事業者）

②５月～12月の売上高について、
•１ヵ月で前年同月比 ▲ 50％以上 または、
• 連続する３ヵ月の合計で前年同月比 ▲ 30％以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
法人に 最大600万円、個人事業者に 最大300万円を一括支給。

給付額

法 人

個人
事業主

算定方法

申請時の直近１ヵ月 における支払賃料（月額）
に基づき算定した 給付額（月額）の６倍

支払い賃料（月額）

給付額（月額）

75 万円 以下

支払賃料×2/3

50万円＋[ 支払賃料の75万円の超過分×1/3 ]

75 万円 超え

※ただし、100万円（月額）が上限

37.5 万円 以下
37.5 万円 超え

支払賃料×2/3

25万円＋[ 支払賃料の37.5 万円の超過分×1/3 ]
※ただし、50万円（月額）が上限

申請は【家賃支援給付金公式ホームページ】での電子申請（インターネッ
トを利用した申請）を基本としていますが、申請サポート会場において、
補助員が電子申請を行うことが困難な方のサポートを行っています。

⒈電子申請を利用される方

⇒【家賃支援給付金ホームページ】https://yachin-shien.go.jp/

申請方法

⒉申請サポート会場を利用される方

「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２つの方法から事前にご予約ください。

① WEB予約 ⇒【家賃支援給付金ホームページ】から
②電 話 予 約 ⇒ ☎ 0120-150-413（受付時間：平日、土日・祝日とも９時～18時）

※習志野会場は、
「トーセイホテル＆セミナー幕張」に設置されています。
（千葉県習志野市 茜浜2-3-2／JR新習志野駅 徒歩２分）

（お問合せ先）家賃支援給付金コールセンター ☎ 0120-653-930

受付時間 ８時30分～19時（土日・祝日含む）

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
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中 小企 業 にも広 がる

「健康経営」の 取組み
｜ 従業員の健康を企業の持続的な成長へ ｜
近年、従業員の健康を経営的な視点で捉える「健康経営」に注目が集まっています。
「健康経営」とは、従業員の健康維持や増進を、企業の収益性を高める将来への投資である
との経営的視点で捉え、戦略的に様々な取組みを実践することです。

❶「健康経営」を企業の持続可能性に
社員が健康な状態で働くことができれば、業務の生産性が上がり、企業としても業績を
高められる可能性があります。また健康経営への取組みや「社員が健康である」ことを
内外に向けて可視化することで、社員満足度だけでなく社会評価の向上にもつながります。

中小企業ほど、
企業を取り巻く人的リスク
（健康）
＝経営リスクは 年々増大
❶急速な少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少
❷従業員の高齢化による病気や労災事故などによる欠勤や生産性の低下など

習志野市内事業所における「健康経営」の取組事例
アシザワ・ファインテック㈱（茜浜／機械製造業）
当所会員事業所の「アシザワ・ファインテック株式会社」で
は、社員の成長や幸福の実現が会社の発展につながるとの信
念のもと、３年ほど前から全社員の健康維持と退職後の健康
人生に向けた新たな取組みをスタートし、2019年度に健康
経営優良法人2020（中小規模法人部門）の認定を受けました。

【健康経営へ取り組んでいる具体策】
❶一日一食「健康弁当」プロジェクトの実施
❷社員向けの「健康」
「食事」等をテーマとした研修の定期的な実施
❸社員間のコミュニケーション促進に向けた“カルタ大会”等の実施

代表取締役

人事総務課

芦澤 直太郎 氏

宮下 絢 氏

【健康経営へ取り組んだ具体的な効果】
●社員の毎年の健診データの内容向上
●新卒入社の離職者ゼロなど、リクルート面の効果 等

（※アシザワ・ファインテック㈱の取組みの
詳細は、同封のチラシをご参照ください）

4 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（７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！

習志野商工会議所

2020.8.10

❷ 健康経営の見える化「健康経営優良法人制度」とは
国（経済産業省）では、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的に評価を
受けることができる仕組みとして「健康経営優良法人制度」を設けています。

Ⅰ. 健康経営優良法人制度のメリット
健康経営優良法人認定制度のメリットは、認定を受けることで社員を大事にするだけでなく、
社会やステークホルダーから評価される点にあり、国の認定ロゴマークが使用できるようになります。

●社内では、過重労働が減り、社員のモチベーション向上や離職防止につながる
●同時に、働き方の見直しが始まり、生産性の向上につながる
●新規採用では、ホワイト企業のイメージが伝わり、優秀な人材の確保につながる
●行政機関や取引先、金融機関等からも社会的企業価値が認められやすくなる

Ⅱ. 健康経営優良法人制度の内容
健康経営優良法人認定制度は、規模の大きい企業を対象とした「大規模法人部門」と、
中小規模の企業を対象とした「中小規模法人部門」に分かれています。

【健康経営優良法人に認定されるためには】
認定を受けるためには、大きく３つの要件と14 項目の施策があります
❶従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討【４項目】
❷健康経営の実践に向けた基礎的な土台づくりとワーク・エンゲイジメント【３項目】

※このうち、
中小規模法人
部門では、
全６項目が
取組要件となっています。

❸従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策
金融機関等からも企業価値の向上が認められ、出資や融資が受け入れられやすくなる【７項目】

Ⅲ. 健康経営優良法人制度の申請方法
詳細は、経済産業省のホームページ「健康経営優良法人認定制度」でご確認ください。

習志野商工会議所では「健康経営」に取組む企業を応援します

「新型コロナに負けるな！健康経営講座」開催
▶日

時：①9月 8日㈫ 13:30～15:00
②9月 9日㈬ 15:00～16:30
③9月18日㈮ 17:30～19:00

▶会 場：VITA BASE（茜浜2-2-1 ミスターマックス2F）
▶参加費：500円
▶定 員：各回 15名まで
（主催：サービス業部会／女性会 後援：アクサ生命保険
協力：VITA BASE）
※詳細・申込みは、同封のチラシをご参照ください

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！
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習志野商工会議所

アクサ生命の「健康経営アドバイザー」が
企業の「健康経営」をサポートします
アクサ生命保険では、専門の
「健康経営
アドバイザー」が、健康経営に取組もう
とする企業や健康経営優良法人制度の
申請を考える企業に必要な情報提供や
実践的な申請サポートを行っています。

「健康経営アドバイザー」とは？
健康経営アドバイザー制度は、
経済産業省の委託事業で創設された
東京商工会議所の資格制度です。

湯浅 聖子 さん

西郡 律子 さん

鶴田 直子 さん

浪打 加恵子 さん

【健康経営実践支援のながれ】
健 康経営は「何から手をつけ
■ Step1（ヒアリング）
れば良いか分からない」から始
アクサ生命の健康経営アドバイザーが貴社を
まります。
訪問し、制度の概要をご説明します。
私たち船橋営業所の健康経営
■ Step2（フィードバック）
アドバイザー（習志野担当）に
健康経営の実践計画（プログラム）をご提案。
お気軽にお声掛けください。
■ Step3（実践フォロー）
計画施策・実践に専門家のサポートが必要な場合は、専門家へおつなぎします。
問合せ ー アクサ生命保険㈱ 船橋営業所

あじさい共済
還元事業

厳選

夏のプレゼント
— 当 選 者 発 表 —

『あじさい共済加入事業所限定
厳選 夏のプレゼント』への多く
のご応募、誠にありがとうござ
いました。
ご応募いただいた総数 70 事業
所の中から厳正な抽選の結果、
次の方々がご当選されました。
おめでとうございます。
（順不同・敬称略）

⒈ 和バーグ＆シチューランチ×５個（ビストロポトフ／津田沼）
●えちごや酒店

⒉ 夏涼

彩そば御膳×５個（更科／大久保）

● コメット工業（株）

⒊ 黒毛和牛サーロイン焼肉弁当×５個（ハローマザーズ／谷津）
●ワールドクリーン

⒋ ～店主お勧め～ 特選おまかせ幕の内弁当×５個（季節料理ふじ／大久保）
●（有）村山モータース

⒌ 牛肉ハンバーグ旬の前菜×５個（プティ・ラシェット／谷津）
●（有）CALIDAD -カリダ-

※当選事業所の皆様には、追って
当選商品を発送させていただきます。

⒍ 特製エビフライ弁当×５個（リバティーハウス ガロ／津田沼）
●（有）長谷川青果

お知らせ 『あじさい共済』 加入者の皆様、１年

令和１年度

配当金の
お支払い
について

間ありがとうござい
ました。当所生命共
済 制 度 で は、お か げ
さまで無事に１年の
決算を終了しました。

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
6

TEL：047‐433‐4140

今年度

配当率

26.38％

※１年ごとに収支計算を
行い、剰余が生じた場合
には、配当金としてお支
払します。

送金予定日

令和２年８月中
今後とも、あじさい共済を
よろしくお願いします。

〜 事業運用・業務改善での困り事は！〜

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

〒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/

習志野商工会議所

お知らせ・募集
習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

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

▶場

所

▶定 員
▶対 象
▶内

容

８月29日㈯10時～11時30分
８月30日㈰10時～11時30分
８月31日㈪10時～11時30分
津田沼囲碁クラブ

（JR津田沼駅南口 モリシア７F）

各10名 ▶参加費 1,000円
これから囲碁を覚えたい方、
少し知っている方
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

「千葉県採用力向上サポートプロジェクト」
について
平成28年度にスタートして以来、500
社を超える企業の皆様にご登録、ご参加
頂いているプロジェクトです。
県内の教育機関（高校・大学・専修学校）
と連携し、県内中小企業に対する人材（新
卒）採用のサポートを中心に、定着、育成
を目的としたコンテンツにより、組織活
性にもつながるプログラムも提供してお
ります。プロジェクトで提供する講座、
就職情報交換会等を通じて、企業の人材
確保の実現と、学生、若手層の就職・地元
定着を図ります。
▶問合せ 千葉県商工会議所連合会
中小企業人材
採用サポートグループ
TEL：043（222）8170

②業種ごとの感染拡大予防ガイドライン
https://corona.go.jp/
（※ガイドラインは
随時更新されています）

▶問合せ

習志野市からのお知らせ
１【拡充】習志野市地元のちから復活応援金事業

千葉県商工労働部
経済政策課 政策室
TEL：043（223）2769

ベンチャークラブちば「第37回 ビジネス
プラン発表会」
市場開拓や資金調達等ビジネスパート
ナーを求めて、ビジネスプランのプレゼ
ンテーションの場をベンチャークラブち
ばが提供いたします。新たな事業展開を
図る企業の皆様、是非ご参加ください。
▶日 時 令和３年２月25日㈭
13時30分～18時まで
▶会 場 ホテルグリーンタワー幕張
▶内

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
の皆さまのお願い

県内や周辺都県の感染状況等を踏ま
え、県民や事業者の皆さまへ、感染拡大
の防止と、社会経済活動の維持の両立を
目指し、感染防止対策に一層の御理解・御
協力をお願いします。
【参 考】
①感染拡大防止対策チェックリスト
http://www.pref.chiba.lg.jp/
kenfuku/kansenshou/
ncov/documents/
checklist.pdf

2020.8.10

容

（千葉市美浜区ひび野2-10-3）

①ビジネスプラン発表会

（発表企業５社）
※１次審査（書類審査）
を経て、２次
審査（プレゼンテーション）
で選定。

②ビジネスプランの発表

（ベンチャースピリッツ賞受賞企業）

③特別講演 ④表彰式
⑤名刺交換・交流会
※内容につきましては、新型コロナウイ
ルスによる影響等の状況により実施方
法等が変更される場合がございます。
▶問合せ ベンチャークラブちば（事務局）
公益財団法人
千葉県産業振興センター
新事業支援部 産学連携推進室
TEL：047（426）9200

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
者等の事業継続の支援を目的とし、令和２年５月20日より開始した
「習志野市 地元のちから復活応援事業」の内容を拡充します。

交付対象を「売上高が前年同月比で20％以上50％未満 減少した市内で事業を営む中小企業者等」から、
「売上高が前年同月比で15％以上50％未満 減少した市内で事業を営む中小企業者等」に拡大します。
また、売上高が前年同月比で15％以上50％未満 減少した月の数に応じて、
一月あたり最大10万円（最大３か月）を加算して交付します。
（要申請）
なお、既に同応援金20万円の交付を受けている中小企業者等についても、遡って対象となります。

●

２【新設】プレミアム付き商品券事業
●

経済活動の活性化を目的に、市内の飲食・販売・サービス業等の中小店舗を支援するため
25%プレミアム付き商品券を販売します。現在、取扱事業者の募集を行っておりますので、
習志野市 商店会連合会にお問い合わせください。 ☎ 0 4 7 （ 45 5） 1 9 5 5
問合せ：習志野市 協働経済部 産業振興課

詳しくはコチラ

☎ 047（451）1151

廃棄物の事は全てお任せ下さい！

産業廃棄物中間処理場

株式会社 ハセガワ

since1971

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

TEL：047（ 473）1638

http://www.hasegawa-eco.com/

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

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
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習志野商工会議所

五輪食堂
" 袖ヶ浦団地ショッピングセンター内に
８月１日オープンしました"
地元出身の店主が、袖ヶ浦団地の活性化と地域に
優しいお店を目指してオープンした
『五輪食堂』で
は、定食や１品料理、焼き鳥の店頭販売に加えて、お
弁当の販売や配達（袖ヶ浦団地限定）も行っていま
す。地域密着で子どもや高齢者の方でも立ち寄りや
すいお店になっていますので、ぜひ、お気軽にお越
しください。

No.

360

地図 QRコード

住所：袖ヶ浦3-5-4 101号室 代表者：本田 修二さん 定休日：不定休
TEL：047（408）1755 営業時間：11時30分～14時、17時～22時

EJURE by waft・noa（エジュール バイワフトノア）
"お客様にとって居心地の良い、パワースポットの
ようなサロンづくりを意識しております"
京成津田沼駅北口より徒歩２分のところにある『EJURE by
waft・noa』では、まつ毛や眉毛のエクステ、Wax 脱毛、リピー
ター様向けのセルフホワイトニングなどを行っているプライ
ベートサロンです。10～70代まで幅広い年齢層のお客様がご
来店し、国内最大級の検索・予約サイトでもあるホットペッパー
ビューティーによる口コミ件数も多数寄せられています。他店
様で納得のいかなかったまつ毛エクステやパーマ、眉デザイン
などはぜひお任せください。皆様のご来店お待ちしています。

HP QRコード

HP QRコード

LINE QRコード

住所：津田沼3-4-23 カーサポルタ23B 代表者：織田 渚さん
TEL：070（4461）1094 営業時間：９時～18時30分 定休日：不定休
Instagram：@ejure_123

セリーンピラティス＆コンディショニングスタジオ
" 肩こりなどの関節痛、倦怠感に悩む
女性のための、しなやかで快活な
からだをつくるピラティススタジオです "

『セリーンピラティス＆コンディショニングスタジオ』では、市内でも
珍しいピラティス専用のマシンを使用し、お客様一人ひとりのからだ
に寄り添ったマンツーマントレーニングを行っています。立ち方や歩き
方を変えるトレーニングをすることで身体に起こる様々なトラブルの
改善も目指しています。８月末まで、グループレッスン（60分）が体験料
1,500円、パーソナルトレーニング（20分カウンセリング＋60分レッスン）が
体験料4,500円です。自粛後のからだのケアにぜひ、お使いください。

HP QRコード

住所：船橋市田喜野井3-10-6 代表者：菊地 絵里さん
TEL：080（1328）7066
【月～金】10時30分～17時 【土】10時30分～14時30分
営業時間：
定休日：日曜日・祝日 HP：https://serene2020.jp/

★ ますます充実！ スマートフォン ★
ドコモショップ 津田沼店

♥ d カード d カードゴールド

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

♥「災害用音声お届けサービス」

① ポイントカードも電子マネーも１枚でスマートに。
② d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。
③ dポイントを貯めてお得に♪

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！

【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

TEL：047（476）1100

ドコモショップ 津田沼北口店
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▼▽▼ ドコモおすすめサービス ▼▽▼

