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新型コロナウイルス感染症対策特別号

がんばろう！
！
習志野！

習志野市へ「新型コロナウイルス感染症対策に関する
緊急要望書」を提出しました
当所では、3月13日㈮と4月24日㈮に、習志野市へ緊急要望書
を提出しました。
1回目

提出日 令和2年3月13日
提出先 習志野市長
内 容「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経営支援に関する
緊急要望書」
1 資金繰り支援
2 特に甚大な影響を受けた業種への集中的な支援
3 公共工事、物販、役務等における工期・納期の配慮
4 感染者発生時の円滑な対応

白鳥会頭（左）から宮本市長（右）へ

2回目

提出日 令和2年4月24日
提出先 習志野市長
内 容「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急要望書
（習志野市商店会連合会と連名）
～緊急事態宣言の発出を受けて～」
1 売上減少に対する給付金等の支援充実
白鳥会頭（左）宮本市長（中央）高橋会長（右）
2 個人消費を喚起する事業への支援
※全文は当所ホームページ「新型コロナウイルス特設サイト」
（https://www.narashino-cci.or.jp/）をご覧ください

「＃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！

登録事業者、ぞくぞく拡大中！

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）

カトランベーカリー
（本大久保／パン屋）

瀧もと
（津田沼／日本料理店）

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

新型コロナウイルス感染症で影響を受けている皆様へ

〈事業者向けの支援策〉

（４月27日時点）

1 事業 継 続 のための 運 転 資 金 が 心配【資金繰り】
国

習志野市

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）

■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 雇用を維 持したいが 給与 の支払いが 心配【助成金】
■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。

国

※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 事業に係る家賃など月々の固定費の支払いが厳しい【給付金／協力金】
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

千葉県

■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、県内に賃借している事業所がない場合は10万円（複数ある場合は最大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扱い

※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。
※各詳細は、習志野商工会議所 HP（新型コロナウイルス感染症特設サイト）
等でご確認ください。

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

新型コロナウイルス感染症に伴う生活者向けの支援
等
〈生活者向けの支援策〉
貸付

個人 が 申 請

休業で家計が
維持できない

貸付

離職などで
住宅を
失った・失うかも

助成

子どもがいる
フリーランスの
ために

助成

事業主が申請 生活支援

子どもがいる
従業員のために

給付

生活支援

失業で家計が
維持できない

緊急小口資金
（特例）

貸付上限10万円
（特別な場合は20万円）
据置期間：１年以内、
償還期間：2年以内

総合支援資金
（特例）

貸付上限 単身 月15万円、
複数 月20万円
据置期間：１年以内、
償還期間：10年以内

住宅確保給付金

家賃と同額 上限額、
4万6千円～5万9千8百円
（各世帯）
支給期間：原則３か月

習志野市社会福祉協議会
地域福祉課生活支援係

☎047（452）4161

受付時間 平日9：00 ～ 17：00

らいふあっぷ習志野

☎047（453）2090

受付時間 平日8：30 ～ 17：00

小学校休業等対応助成金
（労働者雇用向け）

小学校等休校で労働者が
有給休暇取得の場合上限
8,330円を上限に、賃金相
当額を助成

厚生労働省・千葉労働局

小学校休業等対応支援金
（フリーランス向け）

受付時間 9：00 ～ 21：00
（ 土日・祝日も含む）

小学校等休校で休業したフ
リーランス１日あたり4,100円
（定額）
を助成

相談コールセンター

☎0120（60）3999

お知らせ

（公社）
習志野青年会議所が
「スマイルマスクプロジェクト習志野」
～医療・介護・福祉・保育施設等への
マスクの寄付をお願いしています～

「テレワーク応援プラン」

（公社）
習志野青年会議所（理事長 田村祐介氏）では、新型コ
ロナウイルス感染症の影響でマスクが不足している医療・介護・
福祉・保育施設等へ、マスクを寄付する活動をしています。
趣旨にご賛同頂ける方は、ぜひご協力をお願いします。
⃝回収方法 下記回収場所に直接持参するか、もしくは
（公社）
習志野青年会議所事務局へ郵送してください
〒275-0016 千葉県習志野市津田沼4-11-14
習志野商工会議所会館2階
⃝回収場所 ①市役所1階入口・GF ②商工会議所1階事務所受付
（回収場所は追加され次第、習志野青年会議所Facebook・HPにて公表）

⃝その他 衛生上、包装開封前のマスクをお願いします
⃝問合せ （公社）
習志野青年会議所 事務局
メール jci.narashino@gmail.com
ホームページ http://www.narashino-jc.com/

【発行所】習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

【発行人】専務理事 高野 次夫

FAX：047（452）6744

ベッセルイン京成津田沼駅前が

ベッセルイン京成津田沼駅前では、
在宅勤務やリモー
トワークの需要拡大を受けて、便利なデイユースプラン
の提供を始めました。
【日帰りデイユース】
テレワーク、在宅勤務にも！最大10時間滞在
1室1名4,500円（税込）～7月31日までの期間限定で提供。
［内容］朝8時から夜6時まで利用できる日帰り滞在プラン。
全室 WiFi 完備。
宿泊者限定のウェルカムドリンクサービス（朝10時～）
を無料でご利用いただけます。
※お部屋タイプはこちらにお任せください。
住所 習志野市津田沼5-12-4
（習志野クレストビル フロント10階）
TEL 047（453）7000
ホームページ https://www.vessel-hotel.jp/inn/tsudanuma/

〒275-0016 習志野市津田沼４-11-14

HP：https://www.narashino-cci.or.jp Ｅメール：key21＠narashino-cci.or.jp

