目次

4 1

常議員会報告 ……………………………………… 2Ｐ
部会報告 …………………………………………… 2Ｐ
事業再構築補助金・事業復活支援金 ……………… 3Ｐ
小規模事業者持続化補助金 ……………………… 4Ｐ
青年部新役員・会長挨拶 …………………………… 5Ｐ

2022 #617

柏の景気情報 ……………………………………… 6Ｐ
労働保険年度更新 ………………………………… 7Ｐ

商 工 かしわ

各種検定試験日程 ………………………………… 8Ｐ

第 6 1 7 号 / 令 和 4 年 4 月 1 日（ 金 ）
縦 書きから

横 書きに

「 商 工 かしわ 」が 読 みや すくリニューアル！
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発行人：高橋直資

今月の

TOP記事

令和４年度 事業計画と予算が決定
3月24日(木)ザ・クレストホテル柏で第97回通常議員総会を開催しました。

認について

総会終了後には、第18期中期会員増強運動(2020年11月1日〜2021年10

第三号議案＝役員等の選任について

月31日)で加入目標を達成した部会と個人の表彰を行いました。

審議の概要

審議事項

第一号議案の令和4年度事業計画書(案)については、今年度の重点課題

第一号議案＝令和４年度事業計画書(案)の承認について

として、次の4項目を掲げ、原案どおり承認されました。

第二号議案＝令和４年度一般及び収益会計・特別会計収支予算書(案)の承

４つの重点課題
❶コロナ禍での中小企業の事業継続支援

●情報発信力強化のための一斉メール配信導入

●会員企業の意見を集約し行政等へ政策を提言

●各種媒体による商工会議所活動の発信

●事業継続力強化支援計画に基づき計画(ＢＣＰ)策定を支援

❸地域活性化の中心的役割を担う

●再構築補助金等情報の提供と申請支援の強化

●柏まつり、手賀沼花火大会の３年ぶりの復活

●ウィズコロナ活性化策の検討・実施

●アフターコロナ活性化策の検討、実施

●創業・業種転換・スタートアップ企業支援の継続実施

●(一社)ＵＤＣ２、ＵＤＣＫ運営への参画

●リモート会議等のＩT、デジタル技術実装に関する支援

●柏市第５次総合計画後期基本計画レビューに関する提言

●Ｗｅｂ商談会・オンライン展示会等新たな販路開拓支援

●柏市商連との連携による商業活性化事業の継続

●給付金等の情報提供

❹会議所運営基盤の充実

❷情報発信強化による商工会議所の見える化

●創立50周年事業の完遂と成果の定着

●ＳＤＧｓ・カーボンニュートラルに関する情報提供の強化

●各種事業運営・事務局運営のＤＸ化推進

●経営発達支援計画に基づく事業計画策定の支援

●リスクファイナンス(損害保険)の啓発、普及

●事業引継ぎ支援センターと連携した事業承継の支援

●資格取得奨励制度による職員のスキルアップ

●雇用の確保・促進、賃上げに資する各種情報提供の強化

●笑顔プロジェクト（にこにこ大作戦）の実施

●タイムリーな情報発信（コロナ関連支援策、税制改正等）

第二号議案の令和4年度収支予算書(案)は、原
案どおり承認されました（右記グラフ参照）。
第三号議案の役員等の選任については、新専務

収入の部
【473,377千円】

支出の部
【473,377千円】

日本 電信電 話(株)東葛営

44.8%
会費

理事に高橋直資氏・前柏市総務部長を選任、また
常議員に、會田英樹氏・東

24.4%

35.5%
事業費

業支店を選任しました。

事業収入

17.1%

交付金

取崩収入

40.8%
人件費

管理費

7.9%

その他
16.8%

会議費

その他

写真左：高橋氏、右：會田氏▶

第18期 中期会員増強運動表彰
部会表彰 ▶金融保険業部会 ▶青年部
個人表彰(敬称略)

▶中嶋敏彰＝(株)千葉銀行柏支店

▶福田昭浩＝(株)京葉銀行柏支店

▶鈴木哲也＝(株)千葉興業銀行柏支店

5.7%
6.1%
0.8%
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支援

第507回常議員会を開催

アドレスの登録を

メールでの企業支援情報を配信します！

3月8日(火）、第507回常議員会を開催しました。
【審議事項】

当所では会員の皆様に、最新の企業支援情報をメール

第一号議案

令和３年度一般及び収益会計・特別会計補正収支予算(案)

で案内するサービスを開始しました。

第二号議案

第９７回通常議員総会上程議案

内 ●当所の支援策

第三号議案

柏商工会議所会館の管理及び運営に関する規則の改正

●中小企業に関する法改正や公共機関による支援制度

第四号議案

常勤役員の退職金支給

●政策提言のためのアンケート調査

第五号議案

新規加入会員の承認

など

現在、当所職員が頂いた名刺を基に送っていますが、届い

いずれも原案どおり承認されました。40事業所の加入が承認され、総
会員数は4,037事業所になりました。

ていない場合は、次の方法でお送りください
メール配信の登録方法

続いて部会活動、委員会活動の報告を行いました。

①メール配信を希望するアドレスが記載された名刺の写真を撮影
※文字がはっきり読めるようアップで
②画像を添付し、
ｍkcci-promo@kashiwa-cci.or.jpに送付

柏商工会議所 職員人事異動

情報は重要な経営資源です。是非、ご登録ください

当所は4月1日付で次のとおり、職員の人事異動と新規職員の採用を行

問振興課☎04・7162・3305

いました。
異動職員
▽小平龍太＝(総務課)

▽斎藤豊＝(経営支援課)

雇用を支援

新規採用職員

第２回合同企業説明会を開催

▽長妻康代＝(総務課)
▽黒田翔大＝(業務課)
▽長田将拓＝(総務課)

主催 柏商工会議所

宜しくお願いします。

長妻康代

黒田翔大

共催 ポリテクセンター茨城

長田将拓

工業部会では２月25日（金）に「ポリテクセンター茨城」との連携に
より、合同企業説明会を開催しました。当所会員製造企業の人手不足
解消を目的に、専門的技術を有する同センターの訓練生に直接、企業

4月の行事予定
4/7〜22

汚染負荷量賦課金申告納付説明・相談会(録画配信方式)

PRをする機会を設けたものです。
初開催から採用実績をあげている当事業では、今年も会員製造業者
とポリテクセンター茨城の訓練生と多数の面談を行いました。参加企
業からは『参加費も無料で求人広告を出すより効果的である』
『求職者

4/7

青年部役員会

4/13

日本珠算連盟柏支部第1回理事会

4/13

事業承継出張相談会

業は定員に達するまで１週間

4/14

青年部4月例会

と好評を頂いている事 業で

4/20

税務相談

4/26

経営審議会・常議員会

4/26

女性会定期総会

4/28

青年部正副会長会議

が就職先に求めるニーズを知ることが出来た』との声が聞かれました。
今回で５回目を迎える当事

す。4年度も開催予定なので、
ものづくり関連事業所の方は
奮ってご参加ください。
問業務課☎04・7162・3315
（担当：小林）

対：対象 時：日時 所：場所 内：内容 定：定員 入：入会金 年：年会費 月：月会費 費：費用 師：講師 持：持ち物 他：その他 注：注意 申：申し込み 問：問い合わせ
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支援

支援

認証店及び確認店の皆様へ

事業再構築補助金

千葉県感染拡大防止対策協力金（第16弾）
千葉県からの営業時間短縮等の要請に協力した飲食店に協力金を支給。
要請期間 令和4年2月14日
（月）〜3月6日（日）
主な支給要件 確認店又は認証店であって、
21時から翌朝5時まで営業自

粛すること。千葉県が定める感染拡大防止対策を実施していること
支給額 事業規模に応じて算定した日額(1日当り支給額)×要請に協力し

た日数（1日当り支給額は県が定めた計算式により算定）

柏商工会議所で個別相談随時実施中

ポストコロナ・ウィズコロナ時代に、新分野展開や業態転換、事業再構
築により規模拡大を目指す企業を支援する国の制度。当所では随時個別
相談を行っています。
対①〜③全てを満たす中小企業等
①売上が減っている
（a）2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合
計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10％以上

中小企業又は個人事業主で、1店舗あたり52.5万円〜

減少しており、(b)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の

157.5万円(全期間要請に応じた場合)

3か月間の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較

申請締切 4月21日
（木）

詳細は千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイトで
ご確認ください
問 協力金☎0570・783939（全日対応：9時〜18時）

千葉県感染拡大防
止 対 策 協 力 金（ 第
16弾）特設サイト

して5％以上減少していること
②新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に
取り組み、事業再構築指針に沿った新分野展開、業態
転換、事業・業種転換等を行う
③当所等の認定経営革新等支援機関と事業計画を策定

支援

事業再構築指針

する。

中小法人・個人事業者のための

補 助 事 業 終了後３〜５年で 付 加 価 値 額の 年 率 平均

事業復活支援金

3.0%(グローバルV字回復枠は5.0％)以上増加、又は従

コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援します
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化により、大きな影響を受け

業 員一人 当たり付 加 価 値 額の 年 率 平均3.0 %(同 上
5.0％)以上増加の達成を見込む事業計画を策定する
※付加価値額とは、
営業利益、
人件費、
減価償却費を足した

ている中小法人等及び個人事業者等に対して、事業の継続及び立て直し

ものをいいます

のための取組を支援するため、国が給付する支援金。

中小企業等の補助額及び補助率

申請締切 令和4年5月31日(火)

事業再構築
指針の手引き

通常枠

給付対象及び給付額
対①と②の要件を満たす中小法人・個人事業者

事業復活支援金

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月〜2022年3月のいずれかの月(対 象月)の売上高が、
2018年11月〜2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と
比較して50％以上又は30％以上50％未満減少した事業者
詳細は事業復活支援金特設サイトで確認を！

20人以下…100万円〜4,000万円 補助率2/3
21〜50人…100万円〜6,000万円 補助率2/3
51人以上…100万円〜8,000万円 補助率2/3
他 3月10日現在の情報です。申請要件等は変更になる可能性がありま

すので、詳細はお問い合わせください
問●振興課☎04・7162・3305

問事業復活支援金ｍ jigyou-fukkatsu.go.jp／☎0120・789・140又
は☎03・6834・7593（全日対応：8時30分〜19時）
給 付上 限 額 給付額＝基準期間※1の売上高−対象月の売上高×5か月分
売上高減少率

個人
年間売上高※2
事業主等
1億円以下

中小法人等
年間売上高※2
1億円超〜5億円以下

年間売上高※2
5億円超

▲50％以上

50万円

100万円

150万円

250万円

▲30％以上50％未満

30万円

60万円

90万円

150万円

※1：2018年11月〜2019年3月/2019年11月〜2020年3月/2020年11月〜2021年3月の
いずれかの期間(基準月を含む期間であること)
※2：基準月を含む事業年度の年間売上高

手続

会員事業所の皆様！

会員の方

登録情報変更の際はご連絡を
当所にお知らせいただいている「事業所名」
「代表者」
「所在地」
「 電話番号」
「 従業員数」など事業所情報に変
更がある場合は、変更手続きが必要となりますので、速
やかにご連絡ください。
問総務課☎04・7162・3325
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会員のみ

支援

事業継続力強化計画・経営力向上計画・経営革新計画・
先端設備等導入計画 策定奨励制度

かしわ経営力向上支援事業

問振興課☎04・7162・3305
当所では事業継続力強化計画(連携事業継続力強化計画を含む）
・経営力
向上計画・経営革新計画・先端設備導入計画を作成し承認(認定）を得て、金融
支援や税制優遇措置を受けながら、既存事業の強化や新規事業の展開、生産
性向上等をめざす中小企業・小規模事業者を支援するための奨励制度「かし
わ経営力向上支援事業」を実施しています。
対柏市内で１年以上継続して事業を営んでいる当所会員の中小企業および小
規模事業者(会費完納のこと)
対象事業（１）
事業継続のために新たに取組む、防災・減災計画策定の事業

（２）経営力向上のために新たに取り組む経営計画策定事業(人材育
成、生産性向上、設備投資、新商品の開発や生産など)

株式会社SGホーム 代表取締役 菅生 忠明さん
Q、計画を策定することになったきっかけは何ですか？
当社が力を入れているところだった非常用発電機の
負荷試験や災害時の水や燃料の確保といった防災関連
事業について、担当者から事業継続力強化計画の策定
を提案してもらったのがきっかけです。その後、セミナー
に参加して概要等を知り、認定を取ることは当社にとってもメリットがあ
るなと思いました。
Q、計画の具体的な内容を教えてください
ンクシステム』の普及活動などを行ったり、それを扱うに当たって防災士
や災害備蓄管理士といった認定も持っています。いざという時に社員や
家族を守ること。また自社のことだけではなく、他の企業や地域住民の
容になっています。厨房運営事業を受託している高齢者施設でも、何か

申5月9日(月)〜12月28日(水)
※予算に限りがあるため、原則として認定順に奨励金支給対象者を決定し、
予算が上限に達した場合は減額となることもあります。また、ほかにも諸条
件がありますので、詳細は振興課へ

あった時のための『電気・水』を確保するための防災提案をしています。
Q、商工会議所からどのような支援がありましたか？
自分だけでは書類作成・申請が難しいと感じていたところ、担当者か
ら商工会議所で実施している個別相談活用を勧められ、
中小企業診断士

②中小企業等経営力
強化法に基づく「経
営力向上計画」

奨励金：５万円

の助言を受けながら計画書を作成、
申請までサポートしてもらいました。
奨励金：２万円

となって事業計画等を作成し、販路開拓に取
り組む費用を国が 支援するものです。当所で
は随時個別相談を行っています。
対 策定した「経営計画」に基づき、当所の支援
を受けながら実 施 する、地 道な販 路 開 拓 等
（生産性向上）のための取組であること。ある

自然災害等による事業活動への影響を軽減することを目指し、事業
経済産業大臣より認定された事業者は、当該計画実施に資する助成制
度（税制や金利の支援等）を受けることができます。

奨励金：２万円

柏商工会議所で個別相談随時実施中

小規模事業者持続化補助金は、当所と一体

【事業継続力強化計画とは？】
活動の継続に向けた取組を計画するものです。本計画を作成・申請し、

④生産性向上特別措
置法に基づく「先端
設備等導入計画」
奨励金：５万円

支援

『事業継続力強化計画』の認定を受けて

方々へも「非常時の水や燃料を供給すること」を目指すといった計画内

※対象となる事業かどうか必ず相談を

③中小企業等経営強
化法に基づく「経営
革新計画」

（令和３年12月認定）

災害時に最も大切な「水」を確保するための『水道管直結型の給水タ

※業種・法人形態により利用できない場合があります

①中小企業強靭化法
に基づく「（連携）事
業継続力強化計画」

事例

※業種・法人形態により利用できない場合があります

小規模事業者持続化補助金

《補助対象となり得る取組事例》
●新商品を陳列するための棚の購入

●新たな販促用チラシの作成、
送付

●新たな販促用ＰＲ（マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告） ●ネット販売システムの構築
●新商品の開発

●店舗改装（小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む）

※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可
上限額 50万円

補助率 2/3

いは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務

他3月10日現在の情報です。
申請要件等は変更になる可能性がありますので、
詳細はお問い合わせください

効率化（生産性向上）のための取組であること

問 振興課☎04・7162・3305

対：対象 時：日時 所：場所 内：内容 定：定員 入：入会金 年：年会費 月：月会費 費：費用 師：講師 持：持ち物 他：その他 注：注意 申：申し込み 問：問い合わせ
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部会・委員会活動
青年部

令和
4年度

全員仲間〜思いを一つにして事業ができる団体へ〜

役員と事業計画決定！

今年度は「全員仲間」というスローガンのもと、全員
が仲間になった先に、思いを一つにして事業ができる

3月19日（土）、当所青年部第43回定期総会を開催。令和4年度役員および

団体へ成長します。思いを一つにして事業ができる団

委員長（案）、同事業計画（案）、同収支予算（案）が承認されました。

体になる過程や結果で、得られるものは何でしょうか。

新役員（敬称略）

私が今回この職をお預かりすることになったのは、
支えてくれた仲間、叱咤激励を下さった先輩方のおかげ

【会長】

▶岡部 幹（㈲岡部獣医科病院）

だと確信しております。この会で一生懸命活動してい

青年部・岡部会長

たら、親友と呼べる仲間が沢山できました。自社のこと、人生のことで悩んだ

【副会長】

時も助けてもらい、様々な場面を乗り越えることができました。そんな仲間を

▶岡田 潤一（㈲柏山室） ▶小笠原 拓海（㈱JV） ▶西中 慶一（行政書士西中法

務事務所） ▶神林 拓馬（㈱壱福） ▶横山 一臣（㈱ネオノーバス)

みんなにも作ってほしい。これが私の願いです。

▶宮田 圭佑

新型コロナにより対面で集まることができない期間が長かったことで、柏

（司）
(
あすかフロンティア事務所）

YEGという組織のあり方が問われる局面にあります。柏YEGは「組織」で、
「組

【理事】

織」であれば集団では達成できないことができます。組織を構築するにあた

▶船木 新哉（ニューシティープランニング㈱) ▶久保田 学（Event crew㈱） ▶山

り、最も大事な要素は信頼できる仲間の存在です。信頼できる仲間づくりを

名 真悟（カラダ会議室) ▶加藤 貴紀（（弁）よつば総合法律事務所） ▶門井 大和

通じて団結力を強め、組織が機能すれば魅力のある柏を作ることができ柏

（㈱G.P.N.） ▶栗屋 威史（栗屋総合法律事務所） ▶榎本 晃一（ハウスクリーニン

YEGがまちの中心となることも可能になると考えます。対個人だと取り扱って

グエノモト） ▶亀井 毅（㈱Turtles） ▶武井 丈（武井設備工業㈲） ▶江口 大介

くれない他団体や会社なども、対柏YEGだと取り扱ってくれることがありま

（プルデンシャル生命保険㈱） ▶早川 涼太（㈱TRTリビング） ▶池嶋 利泰（㈱ア

す。ここを突破口とし、自企業の活性化を図ることも可能とさせてくれます。

（㈱アロハワーク
テック） ▶中村 香織（まつば社会保険労務士事務所） ▶安蒜 猛

会長として目標を設定する中で組織の強化を図ることも考えましたが、現状

ス） ▶磯部 好一（㈱KD企画） ▶髙橋 俊介（ヴェリテレザー） ▶吉野 孝次（㈲

まずは自企業を、と考えている方が多いと思います。それは平時ではない今だ

ヨシノ建業） ▶米地 博（㈱アスタイム） ▶小堀 健太郎（ひだまり社労士オフィス）

からこそ尚更です。だからこそ全員が仲間になるということを目標とし、思い

▶溜川 直樹（（学）くるみ学園） ▶児玉 雅之（Colombages） ▶大津 郁雄（柏

を一つにして事業へ取り組める団体になっていきたいと思います。

（AIG損害保険㈱）
パートナー法律事務所） ▶藤田 尚文

今年度柏開催の県連大会、来年度の45周年記念式典、5年後の関東ブロッ
ク大会、柏にもチャンスが来る全国大会、会長研修会。今年度の成果で今後の

【監事】

活動は大きく変わり、組織や仲間作りの経験や人脈は必ずプラスになります。

▶大江 徹郎（㈱グッドエス） ▶小嶋 真（社会保険労務士マコト事務所）

しかし、活動を通じて信頼できる仲間を作り、仕事に繋がる団体であること

３月例会を開催

も忘れてはなりません。県連大会、45周年記念式典にむけ一致団結し、柏の
意地をみせてやりましょう。組織づくり、
仲間作りには委員会活動により一つの

3月10日（木）、提言・ビジョン委員会担当で３月例会「提言例会」を対面

ものをみんなで作り上げる過程が大事であり、
そこに他のメンバーも協調する姿

とオンライン両形式で開催。
「経営資源の地産地商」
をテーマに行った活動

勢が大事です。
各委員会は、
失敗を恐れず挑戦してください。
一生懸命やった挑

について報告し、
今後の活動で行政との連携を図るため柏市役所の方々と

戦であれば必ず次につながります。
それは自企業の繁栄にもつながるものです。

交流しました。

全員仲間になることを達成し、思いを一つにした結果、私達が得られるもの
を私達自身の目で見てみませんか。

クロスワード

お便りコーナー
こちらのコーナーでは、読者より届いた本

●住み続けられるまちづくりへの挑戦、柏ビレジの
高齢化対策、子育てしやすい環境づくりへの取
り組みは楽しみです

わきました
●青年部の事業報告から様々な取り組みの実施、

●柏の景気情報は業種別で大変良く理解できて、

誌の感想などを紹介します。

関心を持って読んでます。SDGsの取り組みも新

●廃棄される梨の開発から商品化、どんどん

鮮で興味をひかれました

売り出して欲しい、出会ったら購入します

むなか、
どうして引下げが実現できたのか、
興味が

コロナに負けない!!と皆さんの意気込みを感じま
した
●柏のむかしばなしを観光資源化、
柏市にも昔話が

●協会けんぽ保険料率引き下げ、
医療費の増大が進

あるんだと知り、
早速インターネットで調べました

リストから漢字を選び、空マスを埋めクロスワードを完
成させ、Ａ〜Ｃのマスに入る漢字でできる三字熟語は？

図 書 カー
ド

A

孫
延

C

音

合
本

B

歴

街
柔

答：

※ひとつの文字は1回だけ使います。
【応募】

リスト

聞

初

習

録

期

記

読

学

成

涯

道

樹

壁

化

新

生

路
脂

ハガキに、下記の情報を記載の
うえ、〒277-0011 柏市東上町
7-18「柏商工会議所 商工かし
わクイズ係り」までお送りくだ
さい。4月8日（金）必着です。
① クイズ の 答 え

【景品】

② 興味を

持った記事・感想など

③応募

図書カードを抽選で５名に

者情報（郵便番号・住所・氏名）

プレゼント

※３月号の答え「春場所」。
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2
月

市内１６３事業所・組合に調査

半導体不足も長引いている。また、従業員がコロナ陽性となり長期欠勤で

柏の景気情報

労働力も不足。全従業員の定期健康診断を実施した。ウクライナ危機の影
響を注視したい」
（金属製品）
「半導体、電子部品、樹脂部品の遅延により受注は好調だが、ものづくりが

柏商工会議所は柏市内の事業所等を対象に景気動向調査を実施してい
ます。

できない。世界的に部材不足で、中小企業にはまわらず、市場の高騰品の
取り合いになっている。原価が上がり利益を圧迫。今年いっぱいはこの状

調査期間＝令和４年２月２５日〜令和４年３月９日

況が続きそう」
（電子部品）

調査対象＝市内１６３事業所・組合（回答数１１５）

【卸・小売業】

業況ＤＩは２か月連続で悪化。先行きは業種により回復への期待感が見

「まん延防止等重点措置が発出されてから、上向いていたお客様の流れが

られるも、ウクライナ情勢も加わり不透明感増す

激減。特に衣料品が顕著で、旅行・外出関連が軒並み悪くなった。食品は

【ＤＩとは】売上、採算、業況などを示す景況判断指数。たとえば、売上ＤＩ

好調を推移。節分の恵方巻は昨年以上に伸長した」
（大型小売店）

は、
「前回調査時に比べ、売上が増加したと答えた割合（％）」から、
「前回調

「バレンタインの企画商品が好調で前年比増」
（洋菓子店）

査時に比べ、売上が減少したと答えた割合（％）」を引いたもの

「輸入単価が急激に上昇。輸送コストの増加が大きく影響している。価格

２月の全産業合計のＤＩ（前年同月比以下同じ）は、▲１９．１（前月▲１

転嫁もやむを得ない」
（福祉・防災用具卸）

【サービス業】

５．９）となり、マイナス幅が３．２ポイント拡大した。

「学校が一斉休校となった２年前の新中学１年生が今年３年生になるが、

業種別トピックス

この学年は塾に通っている生徒が少ない。新中学３年生の受講者が例年

【建設業】

に比べて少ないままで、今後どこまで入塾者を増やせるか大いに不安。た

「巣ごもり需要が高まる中、家電や車などの購入が先で自宅改修は後回し
にされている。令和４年４月よりアスベスト法改正で、厚労省、環境省が定
める実態調査が義務化されるため、改修を勧めるがなかなかご理解いた
だけず、４月以降は工期、調査費が膨らみ、先行き不透明」
（塗装工事）
「年度末で駆け込み需要が多いが、作業員が不足」
（土木工事）

【製造業】

だ、下の学年は入塾者が徐々に増えて、例年並みに回復しつつある」
（学習
塾）
「コロナの影響が長く続き、イベント＆レンタル業の売上がほぼ全滅」
（不
動産代理・仲介）

【全国との比較】
全産業の合計ＤＩは柏▲１９．１に対し全国▲３３．９で、柏のマイナス幅の

「続く材料費高騰により利益が減少しているが、全てを価格転嫁できない。

業況ＤＩ値（前年同月比）の推移

方が小さい。

※DI＝「好転」の回答割合ー「悪化」の回答割合

先行き見通し
3月〜５月（2月〜4月）

R３.9月

10月

11月

12月

R4.1月

2月

全産業

▲35.9

▲18.0

▲19.5

▲10.1

▲15.9

▲19.1

▲13.0(▲16.6)

建設

▲31.5

▲11.7

▲23.5

▲18.7

▲19.0

▲40.0

▲15.0(△4.7)

製造

▲34.7

▲16.6

▲12.5

▲8.6

△6.6

±0.0

▲12.0(±0.0)

卸・小売

▲48.2

▲25.9

▲25.0

▲15.3

▲16.2

▲41.6

▲52.7(▲35.1)

サービス ▲22.2

▲13.3

▲15.3

△7.1

▲29.5

△2.9

△29.4(▲22.7)

景気天気図

柏の景気

CCI―LOBO

特に好調
DI≧50

令和３年度業況ＤＩ値（前年同月比）の推移

全産業

建設

製造

▲19.1

▲40.0

±0.0

▲41.6

2.9

▲33.9

▲22.9

▲21.1

▲43.8

▲43.2

好調

50＞DI≧25

まあまあ

25＞DI≧0

不振

卸・小売 サービス

0＞DI≧▲25

極めて不振
▲25＞DI

柏と全国の景気天気図

対：対象 時：日時 所：場所 内：内容 定：定員 入：入会金 年：年会費 月：月会費 費：費用 師：講師 持：持ち物 他：その他 注：注意 申：申し込み 問：問い合わせ
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労務

労働保険の年度更新はお済みですか？

会員の方

（金）までにご提出ください
! 書類は4月8日

▼年度更新

労働保険の年度更新の時期となりました。
当所の労働保険事務組合に事務処理を委託している事業所の

新年度の概算保険料を納付するための申告・納付とあわせ、前年度の保険料を精算

方へ3月下旬に年度更新書類を郵送しておりますので、必要事項

するために確定保険料を申告・納付するお手続きです。

をご記入の上、4月8日（金）までにご持参またはご郵送にて必ず

提出書類 労働保険料算定基礎賃金等の報告書および一括有期事業総括表・報告書

ご提出ください。

※業種によって提出する書類が異なりますので、
まずは郵送書類をご確認ください

なお、ご記入方法等についてご 不明

提出期限 令和4年4月8日
（金）17時30分

な点やご質問がございましたらお気軽

問経営支援課☎04・7162・3305

に担当者までお問い合わせください。

労務

ご利用ください

会員の方

柏商工会議所の“労働保険事務委託”をご存知ですか？

労働保険とは労災保険と雇用保険を総称したもので、パート・アルバイ

労働保険の事務委託とは

トを含む従業員を1名でも雇用した事業所は必ず労災保険に加入し、一定

労働保険には、保険料の申告・納付手続きや雇用保険の被保険者に

の要件（※①・②）を満たす従業員がいる場合には雇用保険に加入するこ

関する手続き（労働者の入社、退職に伴う届出等）等、様々な手続きが

とが国により義務付けられています。

あります。当所の労働保険事務組合は、これらの事務処理を事業主に

※①31日以上継続して雇用する見込みがあること

代わって行う厚生労働大臣の認可を受けた団体です。事務委託する事

②1週間の所定労働時間が20時間以上であること

業所ならではのメリットもありますので、ぜひご利用ください。

▼労災保険
仕事中にケガをしたり、通勤途中に事故にあったりした場合、労働者に対
して必要な保険給付が行われます。万一死亡した場合、遺族に保険給付が
行われます。

▼事務委託のメリット
①労働保険料の申告・納付等の事務負担軽減

▼雇用保険
もし失業した場合に、労働者の生活及び雇用安定と就職促進のため、再
就職するまでの一定期間、保険金（失業給付）が支給されます。また、育児
休業や介護休業、教育訓練を受けた場合に必要な給付金が支給されます。

②事業主や役員、家族従業員が労災保険に特別加入できる
③労働保険料を金額に関係なく、分割納付（3回）できる
問経営支援課☎04・7162・3305

一般も可
入会金なし

パソコン教室
入 室 者 募 集

当所のパソコン教室は、手頃な価格で、自分のペースで学べ、分からないことは気軽に

コロナ対策
実施中 !

質問できると好評です。さらに当所会員事業所は、機器使用料200円が無料になります。
※教室維持費として別途1,400円(1カ月)

参加には

▼パソコン教室の特徴

※全て税込み

①パソコン動画による学習

⑦教室見学と説明会で納得した場合に入学

②日程は自由に設定

教室見学・説明会（無料）随時実施

③自分のペースで学べるので挫折しない

費 前払いの月謝制。受講料(50分)1,000円と機器使用料

④受講回数も自分の予定に合わせて決定(月4回以上)

200円。
当所会員は機器使用料が無料。

⑤年齢制限なし

問☎04・7157・3460

⑥入会金なし、オリジナルテキスト無料

時月・木・土 9：00〜18：00、火・水・金 9：00〜20：30

融資

ご予約が必要です
ご予約は

お電話 または
QRコード から

事業資金の相談は、柏商工会議所へ

商品仕入れ、買掛金決済などの事業資金には、保証人・担保が不要で柏市の利子補給がある、マ
ル経融資をご活用下さい。※3月1日現在の情報
対次の①〜⑤を満たす事業所①従業員数が商業・サービス業は5人以下の個人と法人。
製造業・その
他は20人以下の個人と法人②柏商工会議所の経営指導を6ヶ月以上受けている事業所③最近１年
以上柏市内で同一事業を継続して行っている事業所④日本政策金融公庫が融資の対象としている
業 種 ⑤所得 税・法 人税・住 民
税・事 業 税等を完 納している
こと※当所の推薦が必要、ほかにも
要件があります※マル経融資とは、当
所推薦により、
日本政策金融公庫から

■マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資）
商工会議所の経営指
導を受け た小規 模 事
業 者が経営改善に必
要な資金を無担保・無

事業資金の融資を受けられるものです

保証人で利用できる融

申問当所 中小企 業 相 談 所

資※利子補給あり

☎04・7162・3305

資金使途
融資限度額

運転資金

設備資金

2,000万円

返済期間

7年以内

10年以内

（据置期間）

（1年以内）

（2年以内）

利率（年）
保証人・担保

1.22％柏市の利子補給適用で
5年間実質金利1.0％
保証人・担保は不要

※審査の結果、
ご希望に添えないこともあります
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案内

支援

会員のみ

柏商工会議所会員限定

非会員も可

事業承継・経営者保証解除支援
出張相談会

ストレスチェックチェックサービス
平成27年から、従業員50人以上の事業所では年1回以上のストレス

当所では、事業承継に関わるさまざまな課題解決を支援する公的相

チェック実施が義務化されています。

談窓口である千葉県事業承継・引継ぎ支援センターによる出張相談会

当所では、会員企業の方々への福利厚生サービスの一環として(一社)

を開催。経営保証解除に向けた相談にも応じます。

日本産業カウンセラー協会と連携し、｢ストレスチェックサービス｣を会

時令和4年4月13日、5月11日、6月8日、7月13日、8月17日、9月14日（全

員限定の特別プランで提供。事前と事後のコンサルタント料金が無料に

水曜日） 各回10時〜16時

なります。

※日程は変更になる場合もあります

内●ＷＥＢ版＝1人440円（基本料金・税込）

所柏商工会議所会館

※公共交通機関のご利用をお願いいたします

対東葛地域の事業者

費無料

●紙ベース版＝1人770円＋初期費用5万5千円(基本料金・税込）
・ストレスチェックのデータ処理・分析・結果をサーバー内保管(前年度と

申完全予約制。開催日の1週間前までに予約してください

の比較可能)

問経営支援課☎04・7162・3305（担当：近藤）

・ストレスチェックの結果表示(個人宛)、
実施者・実施事務従事者へ通知
・実施状況の点検・確認、次年度の改善
事項の検討・提案
問業務 課 ☎ 04・7162・3315か、当所

柏商工会議所

ホームページをご覧ください

試験

事業承継・経営者保証解除支援出張相談会

柏商工会議所 ２０２２年度検定試験日程

検定試験の詳細および、新型コロナウイルス、自然災害等不測の

回数

事態が発生した場合にも、当所ホームページに掲載しますので、随時
ご確認くださいますようお願いいたします。

簿記

時右記の表をご参照ください

級

試験日

申込方法・期間

受験料

第161回 1〜2級

6/12(日)

【ネット】4/25〜5/13 1級 7,850円※

第162回 1〜2級

11/20(日)

【ネット】10/4〜10/21 2級 4,720円※

第163回 2〜3級 2023年2/26(日)【ネット】1/10〜1/27

3級 2,850円※

●簿記＝ネット受付のみ、クレジット決済

※会場の収容人数に限りがあるので、第161回と第162回の3級は実施しません

●珠算＝窓口受付のみ、受験者本人の自筆申込書と受

第225回 1〜3級

験料を持参
内当所ホームページに掲載

当所ホームページ

問業務課☎04・7162・3315

6/26(日)

【窓口】5/23〜5/25

1級 2,340円

第226回 1〜3級
10/23(日)
2級 1,730円
【窓口】9/12〜9/14
珠算能力
第227回 1〜3級 2023年2/12(日) 【窓口】1/10〜1/12
3級 1,530円
（そろばん）
段位認定試験（日本珠算連盟主催）は会場の収容人数に限りがあるので、
日本珠算連盟柏支部所属の珠算教室のみ受付をいたします。
※受験料の他にネット申込手数料が必要です

●日商ネット試験＝簿記２・３級、リテールマーケティング(販売士)、

●東商検定＝カラーコーディネーター、ビジネス実務法務、福祉住環境コーディ

日商PC、プログラミング他

ネーター他

所TPSキャリアカレッジ柏校☎04・7199・7911（簿記２・３級のみ）
柏商工会議所パソコン教室☎04・7157・3460

試験方式 IBT方式
（インターネット経由での試験）又はCBT方式（テストセンターで

※試験日・申込期間・申込方法等は、各試験会場へお問合せください

の試験）※詳細は東商検定センターへお問合せください☎03・3989・0777

ご利用ください！柏商工会議所貸会議室

当所会員は料金3割引き、会議・研修会・面接に最適！検診車駐車可
■料金表 ( )内は会員価格

※消費税10％を含んだ料金です

会議室名 面積(㎡) 人数 9:00〜12:00 13:00〜17:00

17:30〜20:30

302
会議室

76

30

14,300円
(10,010円)

18,700円
(13,090円)

16,570円
(11,550円)

401
会議室

159

70

23,100円
(16,170円)

29,700円
(20,790円)

27,500円
(19,250円)

402
会議室

77

30

14,300円
(10,010円)

18,700円
(13,090円)

16,570円
(11,550円)

403
会議室

81

30

14,300円
(10,010円)

18,700円
(13,090円)

16,570円
(11,550円)

603
会議室

22

10

7,700円
(5,390円)

8,800円
(6,160円)

8,800円
(6,160円)

401〜
403会
議室は
通しで
の使用
が可

※付帯設備(液晶プロジェクター、
マイク、
無線LAN、
ホワイトボード等)が利用できます
※ホワイトボードを除き、
要追加料金
※検診車(1台)を駐車する場合、
1時間につき1,650円の駐車料金がかかります

毎月１日発行

定価１部50円

（会員の購読料は会費に含まれます）
柏商工会議所は個人情報保護法に基づき対応しています
3月末の会員数4,037事業所

402及び403会議室

401〜403会議室通し

公式LINEアカウント

公式ホームページ

セミナー開催情報、
支援金情報などお届け

柏商工会議所の
最新情報はこちら

