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会員のみ

さまざまなリスクへの補償を一本化

全国商工会議所 の ビジネス総合保険
保険に関する不安や疑問をお得に解決します
当所では会員サービス充実のため、日本商工会議所と連携して会員事業所を取りまくさまざまな事業リス
クをワンストップで補償する「ビジネス総合保険」を取り扱っています。
このビジネス総合保険は、新型コロナウイルス感染症による損失、賠償責任（ＰＬ賠償、リコール、情報漏え
い、サイバー、施設賠償、業務遂行賠償等）リスクの補償、事業休業の補償、財産、工事に関わる補償を一本化
して加入できます。
「補償内容の重複や漏れがないか心配」
「保険ごとの契約手続きが面倒」等の、保険に関する不安や疑問を
解決できます。また会員団体割引により割安な保険料で加入できます。
なお契約の内容説明及び手続きは、引受保険会社の担当者や保険代理店が訪問して行います。
加入対象 柏商工会議所会員

問業務課☎04・7162・3315（担当：雜賀）

保険の特徴
NO,1

会員事業所を取りまくリスクに対する補償のモレ、ダブリを解消し一本化できる

NO,2

全国商工会議所のスケールメリットによる割安な保険料（１０〜３０％程度）

NO,3

ＰＬ、リコール、情報漏えい、サイバー、施設・業務遂行等、賠償に関するリスクを総合的に補償

NO,4

災害（火災・風災・水災・雪災・地震・落雷・爆発・食中毒等）に遭った際の休業損失を補償

NO,5

建物、屋外設備や装置、設備什器等、商品製品等の財産を補償

NO,6

建設工事、組立工事、土木工事等の工事を補償

NO,7

保健所等指示による新型コロナウイルスの消毒費用および消毒等に伴う営業休止にかかる

損害保険ジャパン（株）

損失を補償

東京海上日動火災保険（株） ☎04・7168・5950

※保険の補償範囲（内容）は引受保険会社によって異なります。詳細は各保険会社（代理店）にご確認下さい

引受保険会社
あいおいニッセイ同和損害保険（株）
☎04・7162・7000
☎04・7167・6767

三井住友海上火災保険（株）☎04・7167・6131

柏まつり2022・手賀沼花火大会2022の中止について
柏まつり実行委員会・手賀沼花火大会実行委員会では7月31日の「柏まつり2022」及び「手賀沼花火大会2022」開催に向けて、具体的な検討と準備
をすすめてきましたが、ガイドラインや県の要請に適う十分な新型コロナウイルス感染防止策がとれず、参加者ならびに来街者の安全を確保することが
極めて困難であることから、今年の開催をやむなく中止することといたしました。夏の風物詩である柏まつり及び手賀沼花火大会を3年連続で中止するこ
とは大変残念ですが、ご理解頂きますようお願いいたします。
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報告

6月の行事予定
６/２

青年部役員会

６/２

若手製造業者向けマネジメントセミナー

６/7

経理実務講習会

６/８

事業承継出張相談会

６/８

女性会正副会長会議・役員会

６/８

事業継続力強化計画策定支援セミナー

６/９

青年部例会

６/10

関東商工会議所連合会総会

６/12

日商簿記検定試験

６/14

若手製造業者向けマネジメントセミナー

６/14

経理実務講習会

６/14

経営審議会

６/14

小規模事業者持続化補助金(一般型)
柏商工会議所の支援先11社が採択
持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事
業者等の地道な販路開拓等の取り組みや、業務効率化
の取り組みを支援する小規模事業者持続化補助金(一般
型)の採択者が発表されました(第7回公募分)。
当所の助言等を受けて事業計画書を作成した11事業
所が採択されました。
事業者名

補助事業で行う事業名

（株）
協伸産業

法人営業用ITツールを活用したチラシ配布・看板設置による顧客獲得

（株）
フィルズリンクス

柏市のふるさと納税の商品を集めた
「柏のギフトショップ事業」

（株）
TOPTONE

木製ハンドメイドによる高品質なサクソフォンリードの製作と販売

正副会頭・部会長・委員長会議

祇遠コットン

フェアトレードコットン白衣の企画・製造・販売

６/14

常議員会

solum

スピーディーで高品質なパース作成と顧客・現場管理のDX化

６/21

経理実務講習会

ASUNARO STONE

気軽に作れるオーダージュエリーを広げるための、
展示会出店強化

６/24

第98回通常議員総会

６/26

珠算検定試験

６/28

全国の事例から学ぶ、
小規模企業のIT活用術セミナー

６/30

青年部正副会長会議

労務

ご利用ください

（株）
メディカルグラフィックス

医療に特化した次世代８KVR映像制作による企業ブランドの確立

（株）
フローラボ

公式LINEアカウントをフル活用した販路開拓と営業効率化

FPフォース
（株）

経営者のかゆい所に手が届く士業連携ハイブリッド支援の販路開拓

（株）
サニースマイル

新規事業
「幼児教室出張サービス」
の周知を行うためのHP作成

（株）
Clover Life

障害者支援施設利用者増加のためのホームページ構築
※法人形態は、
略称で記載しております

柏商工会議所の労働保険事務委託

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関す

▼事務委託のメリット

る手続き（労働者の入社、退職に伴う届出等）等、様々な手続きがあります。

①労働保険料の申告・納付等の事務負担軽減

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代わって行う厚

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

生労働大臣の認可を受けた団体です。事務委託する事業所ならではのメ

③労働保険料を金額に関係なく、分割納付（3回）できる

リットもありますので、ぜひご利用ください。

問経営支援課☎04・7162・3305

▼労災保険（パート・アルバイトを含む従業員を雇用した場合に必ず加入）
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。
▼雇用保険（31日以上継続雇用かつ、週20時間以上の就労で加入義務）
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

会員の方

預金残高をご確認ください
令和４年度 労働保険料等の口座振替（第１期）は、

令和４年6月27日（月）です。
あらかじめ預金残高のご確認をお願いいたします。

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。

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

青年部４月例会報告

女性会

「 女 性 会 」関 東 商 工 会 議 所 女 性 会 連
合会総会沼津大会開催報告

青年部では4月14日（木）、会員委員会（亀井毅委員長）担

５月１１日（水）、関商女連総会沼津大会が開催されまし

当で、4月例会「全員仲間 〜Letʼs keep in touch〜」を

た。
コロナ禍での開催だったため、
１女性会の出席者人数

ハート柏迎賓館にて3密を避ける等の対策を行い対面形式

制限などありましたが、久し振りに集まる事ができ、他の

で開催。多くの仲間と出会い、互い

女性会メンバーとの交流を深める事が出来ました。役員

の事を知る事で関係性を深め、新し

選任(案)・令和３年度事業報告(案)・令和３年度収支決算

い仲間を迎える組織になれるよう、

(案)・令和４年度事業計画(案)・令和４年度収支予算(案)

メンバーに興味を持ち、生涯の仲間

が承認された後、次回総会開催地

を作るきっかけとしました。

の女性会よりＰＲが行われました。

支援

自社のネットショップ開設で販路拡大！

会員のみ

【新サービス】b-smile shop〜ネットショップ開設サービス〜
「ネットショップをはじめたいが、
やり方がわから
ない」
「パソコンが苦手」
などお悩みの方必見！

▶運営が 商工会議所だからデータ保管やアフ
ターサービスが安心！

「b-Smile Shop」
は、
大阪商工会議所が提供して

突然のサービス提 供の停止やそれに伴った

いる『ネットショップ開設支援サービス』です。本

データ消失の心配が低いです（リスク回避）。ま

サービスを当所会員企業も低価格で利用できる

た開設後のお困りごとやご相談があった場合、

ことになりました！

専門のサポートデスクが対応いたします。
▶パソコンが苦手でも大丈夫！

ショップ開設にあたって無料のＷＥＢ操作セミ
ナーを受けられます。

【b-Smile Shop】
の特徴
▶安心のクラウド型

【b-Smile Shop】
が選ばれる理由

▶安心の月額固定費で売上手数料が０円！
b-Smile Shopで商品が売れても、売上手数料
は不要です。
（※クレジットカード決済サービスを
利用の場合は、別途決済手数料が必要です）売上
が上がれば上がるほど、お店の利益に！

▶必要な機能は標準装備！月額5,500円から商
品数に応じた料金体系！初めての方はドラゴン
プランがおススメ！
プラン名

オススメ

ドラゴン

人気プラン

オレンジ
アップル
パパイヤ
マンゴー

商品数

月額料金

500商品

5,500円

商品がふえて 1000商品
きたら
2500商品

9,900円
22,000円

5000商品

33,000円

大型店舗
向け

10000商品 44,000円

必要な情報はすべてクラウドサーバーに保存
され、ハード障害やネットワーク障害の心配があ
りません！必要なメンテナンスやバックアップも
自動で行われます。

▶商品登録点数、無制限
販売数に応じた利用プラン

▶規格別管理機能を搭載

色・柄違いや、サイズ違いなどがある商品も１
つの商品の中でそれぞれ登録可能！
▶納品書等帳票作成機能

受注管理をするページからボタン一つで簡単
に納品書を作成できる

▶シークレット販売機能
登録をしたお客様にランク設定ができ、指定
ランクの方にしか購入できない商品を登録可能
▶最低販売数量の設定

まとめ売りなど何個以上の購入からといった
商品を販売する時の便利機能も！
▶他サービスとの連動

Twitterの他に、Facebook、2つのSNSボタン
を搭載。ヤマト運輸「B2」、佐川急便「飛伝」、日本
郵便の配送伝票発行システムのデータ連動がで
き、伝票作成が容易に！ハングリード社「在庫ロ
ボット」
と連動、
楽天など他のサイトとの在庫の一
元管理ができるサービスを利用可能。その他の詳
細については説明ページをご覧ください！
他この他、ザ・ビジネスモールにも
●B to C 向 け ホームページ 開 設
サ ー ビ ス の『 B M テ ン ポ 』
●B to B 向 け ホームページ 開 設

b-smile shop

サービスの『BMプレミアム』などもございます
ので是非ご利用ください
問 b - s m i l e s h o p 事 務 局・大 阪 商 工 会 議 所
☎06・6944・6353mb-smile@b-smile.jp
BM
テンポ

BM
プレミアム
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支援

事業再構築補助金

当所で個別相談随時実施中

申請には、
原則ＧビズＩＤプライムアカウントの取得が必要です。
未取得の方

事業再構築補助金は、
認定経営革新等支援機関と共に事業計画を策定し、
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取

は、
必ず利用登録を行ってください。

組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を国が支援する

申請受付 令和4年5月下旬〜6月上旬予定

ものです。また、当所では随時個別相談を行っています。
（当所は認定経営革

応募締切 令和4年6月30日
（木）
18時

新等支援機関です。
）

問●振興課☎04・7162・3305

内通常枠の他に4つの申請類型があり、補助率等が異なりますので、詳細は

●補助金事務局
（ナビダイヤル）
☎0570・012・088 IP☎03・4216・4080

右記の事業再構築補助金サイトから公募要領をご参照ください。
尚、
本事業の

支援

＜事業環境変化対応型支援事業＞

事業再構築
補助金サイト

他5月6日
（金）
現在の情報です。

専門家（中小企業診断士）による個別相談実施中

最低賃金引上げ、デジタル化等の対応といった事業環境変化の影響によ

対市内中小企業者（小規模事業者含む） 相談員 中小企業診断士

る経営相談やウィズコロナ・アフターコロナ時代に向けた戦略と事業計画

相談内容 経営相談、
事業計画策定支援、持続化・事業再

の策定のほか、補助金等の電子申請サポートなども相談できます。尚、相談

構築補助金電子サポート等

には事前予約が必要です。

問振興課☎04・7162・3305

時原則毎週木曜日

10時〜16時（相談時間は1件1時間程度）

所柏商工会議所1階相談室

費相談料無料

支援

相談
当所で個別相談随時実施中

小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、当所と一体と
なって事業計画等を作成し、販路開拓等に取り組
む費用を国が支援するものです。
持続化補助金は、
補助対象経費が広く、
多くの小
規模事業者の皆さんに活用できるチャンスがあり
ます。
当所では随時個別相談を行っていますので、
お問い合わせください。
補助額 上限50〜200万円

補助率 2/3

通常枠に加え5つの特別枠が設けられており、
そ
れぞれ補助額が異なりますので、詳細は下記の小
規模事業者持続化補助金サイトから公募要領をご
参照ください。

▶税務＝7月20日(水) 千葉県税理士会柏支部 ▶法律＝相談者と調整 弁護士／木村和俊･児
玉隆晴･大澤一郎･守屋智章 ▶経営＝相談者と調整 中小企業診断士／大橋唯男・友光俊郎・
細野眞・大矢たかし・石井伸暁 ▶労務＝相談者と調整 社会保険労務士／友光俊郎・青木康
明 特定社会保険労務士／大村文江･川村由里子 ▶メンタルヘルス・ストレスチェック＝相談
者と調整 日本産業カウンセラー協会東関東支部 ▶事業承継・経営者保証解除支援＝6月8
日(水) 千葉県事業承継・引継ぎ支援センター ▶特許＝相談者と調整 弁理士／木船英雄 ▶
国際化＝相談者と調整 相談員／杉下初男・山口正路 ▶個店Ｗｅｂマーケティング＝相談者
と調整 ＩＴコーディネータ／谷内剛 ▶許認可＝相談者と調整 行政書士／杉下初男

日本政策金融公庫の特別相談 要予約
時6月10日(金)10時〜15時（予定）

日本政策金融公庫・国民生活事業の融資（5月2日現在）
限度額

●補助金事務局☎03・6632・1502
他5月6日
（金）
現在の情報です
応募締切 第９回：９月中旬

小規模事業者
持続化補助金サイト

柏商工会議所経営相談室

非会員も可

専門家による相談 要予約

一般貸付

問●振興課☎04・7162・3305

無 料で す

マル経融資

(保証人不要）

4,800万円

金利

2.01〜2.80％（基準利率）

期間

運転５年〜７年以内、設備10年以内

限度額

2,000万円

金利

1.21％（柏市利子補給により実質1％）

期間

運転7年以内、設備10年以内

所柏商工会議所経営相談室 等

申相談は完全予約制

問経営支援課☎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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融資

会員のみ

事業資金の相談は、柏商工会議所へ

■マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資）

マル経融資とは商工会議所の推薦により、日本政策金融公庫から事業資
利子補給制度」
（実質無利子）とも、令和4年9月末日まで延長されています。
※令和4年5月18日現在の情報
①従業員数が商業・サービス業は5人以下の個

営指導を6ヶ月以上受けている事業所
る業種

利率（年）

きる融資※利子補給あり

②柏商工会議所の経

上 記に加え、新 型コロナ

③最近１年以上柏市内で同一事業

ウィルスの影響により最近

融資限度額

１ヶ月の売 上高がまたは

返済期間
（据置期間）

過去6ヵ月
（最近1ヵ月を含

⑤所得税・法人税・住民税・事業税等を完納していること

みます。）の平均売上高が

※商工会議所の推薦が必要、ほかにも要件があります

前４年のいずれかの年の

申問中小企業相談所☎04・7162・3305

少している小規模事業者

※どちらの融資も、
審査の結果、
ご希望に添えないこともあります

相談はお早めに

利率（年）

同期と比較して5％以上減

源泉指導実施中

当所では、源泉所得税の納付方法等についての指導を行っています。
源 泉 所 得 税 の 納 期 の 特 例（ 右 記 参 照 ）の 承 認 を 受 け て い る 場
合 、1月から6月までの分を7月11日（月）までに納付することになって
います。

保証人・担保

設備資金

2,000万円
7年以内
10年以内
（1年以内）
（2年以内）
1.2１％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

■新型コロナウィルス対策マル経融資

④日本政策金融公庫が融資の対象としてい

支援

運転資金

保証人・担保

資金使途

人と法人。製造業・その他は20人以下の個人と法人
を継続して行っている事業所

担保・無 保 証 人で 利 用で

受けた小規模事業者が経

金の融資を受けられるものです。新型コロナウイルス対策マル経及び「特別

対次の①〜⑤満たす事業所

営改善に必要な資金を無

資金使途
融資限度額
返済期間
（据置期間）

商工会議所の経営指導を

2022年9月末日まで
設備資金
運転資金
通常のマル経融資＋
別枠1,000万円以内
10年以内
10年以内
（3年以内）
（4年以内）
通常マル 経 融 資 利率から当初3年間
は▲0.9%引下げ。柏市の利子補給適
用で残り2年間実質金利1％※一定の要
件あり
保証人・担保は不要

【源泉所得税の納期の特例】
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に払った月の翌月10日
までに国に納めなければなりません 。しかし、給与を支払うべき従 業員が常時
9人以下の場合、源泉徴収した所得税を、
年2回（7月と1月）
にまとめて納付できます。
※この特例を受けるためには事前申請が必要です

※特例の承認を受けていない方は6月分のみ
相談を希望する方は、ご自分の納付方法を確認の上、早めにお申込く

問振興課☎04・7162・3305（担当：梅澤、今泉）

ださい。

クロスワード

お便りコーナー
こちらのコーナーでは、読者より届いた本誌
の感想などを紹介します。

●こんな状況の中でも、これだけの新入会員の報

は今号で知りました。レイアウトとか、すっきり

告には、こんなお婆さんでも”ほっ”とします。そん

して分かり易くなったと思います。クイズも健

な中に、知った事業所名を見れば尚 更。お便り

在
（？）
ですね

コーナーのクイズの応募ネットで…を拝見し、そ

●コロナ感染者が一時多かったのですが、最近は減

れができない私には、応募できる機会が減って

少しつつあります。経済活動も復活して行きます

ます

ので、
柏市の商工業の皆さんも頑張ってください。

●買い物は地元優先ですが、
市の景気は上がりませ
●全体的にカラフルで見やすく、個人的には関

んね。コロナ禍では市民も近隣住民もなかなか

わりない記事でしたが、一通り読ませていた

外出をためらいます。
商店街独自や商工会議所主

だきました

催のネット通販など、
新しい切り口が必要かと。
柏

● 今回の商工かしわQ uizですが、リストに
「母」の漢字が無かったので、苦労しました

期待しています。今回の「Quiz」では、漢字リスト
に一つ欠落しているのではないでしょうか？
●将来、事業を始める時には、いろいろお世話にな
ると思います。
まだ起業は難しいのですが…

まつりや花火大会見たいね

●柏商工会議所女性会の活動、とても頼もしく思い

●前号を見ていなかったので、紙面のリニューアル

ます。
これからも活発な行動を期待します

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

B

A
明
子

見

異
万

心
件
答：
※お詫び

時
C

情

※ひとつの文字は1回だけ使います。
【応募】

リスト

国

雲

肉

節

雨

模

竹

供

梅

発

調

用

旗

松

空

様

気

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。6月8日（水）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

※5月号の答え「三社祭」。

商工かしわ5月号の「商工かしわQuiz」について、一文字抜けておりました。大変申し訳ありませんでした。
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4
月

市内１５５事業所・組合に調査

柏の景気情報
【製造業】
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。
調査期間＝令和4年4月20日〜令和4年5月6日

「家族がコロナに感染し、濃厚接触者として休む社員が出てきた。一部リモートに
切り替えたが、製造現場では生産に影響」
（自動車付属品）、
「円安による海外半導体
の高騰は収まる気配がなく、長納期化も悪化の傾向。受注は好調だが売上減が続

調査対象＝市内155事業所・組合（回答数110）
全産業ＤＩは4か月ぶりに改善。先行きは原材料、輸送、光熱費等高騰の影響強く、
悪化の見通し。
※【ＤＩとは】売上、採算、業況などを示す景況判断指数。ＤＩ＝「増加・好転などの

く」
（電子部品）

【卸・小売業】
「外出制限がなくなり旅行、お出掛けの意識が強まり、衣料は回復傾向。母の日は、
「会えないのでプレゼントを贈る」から「会いに行く」にシフトした模様で、配送のフ

回答割合」−「減少・悪化などの回答割合」
4月の全産業合計のＤＩ（前年同月比以下同じ）は、▲14.5（前月▲28.5）となり、マ
イナス幅が14.0ポイント改善した。

ラワーギフトは苦戦。ネットスーパーも利用減」
（大型小売店）

【サービス業】
「コロナ制限の緩和でイベントが増加し改善」
（室内装飾）、
「円安の影響は深刻。部

業種別トピックス

材、人件費高騰は厳しい」
（ ソフトウェア）、
「 体験希望から新規入会の動きが活発に
なってきた」
（学習塾）

【建設業】
「人手不足が変わらず、仕事の進捗に影響が出る。数か月前の3、4倍に高騰してい
る資材もあり、利益を圧迫」
（とび）、
「コロナで人の動きが鈍化し賃貸住宅の原状回復

【全国との比較】
全産業の合計ＤＩは柏▲14.5に対し全国▲25.7で、柏のマイナス幅の方が小さい。

リフォームに影響。中古物件リフォームも、売却不動産の高騰で事業化の目途が立た
ない業者が多く苦戦」
（リフォーム工事）

景気天気図
全産業

業況ＤＩ値（前年同月比）の推移

※DI＝「好転」の回答割合ー「悪化」の回答割合
2月

3月

4月

先行き見通し
5月〜7月

R３
11月

12月

R4
1月

全産業

▲19.5

▲10.1

▲15.9

▲19.1

▲28.5

▲14.5

▲17.2

建設

▲23.5

▲18.7

▲19.0

▲40.0

▲19.0

▲16.0

▲20.0

製造

▲12.5

▲8.6

△6.6

±0.0

▲36.0

▲18.5

▲25.9

卸・小売

▲25.0

▲15.3

▲16.2

▲41.6

▲40.5

▲29.4

▲35.2

サービス

▲15.3

△7.1

▲29.5

△2.9

▲13.7

△12.5

△20.8

柏の景気

令和４年度

年会費納入のお願い

令和4年度の会費（全納・前納）について、
振込みがお済みでない方は、至急ご納入手
続きをお願いします。
集金ご希望の方は、ご連絡ください。
口座振替の方は、5月27日（金）NSショウ
コウカイヒでお引落ししています。
問総務課☎04・7162・3325

製造

卸・小売 サービス

▲14.5 ▲16.0 ▲18.5 ▲29.4

CCI-LOBO

▲25.7 ▲27.0 ▲17.0

12.5

▲39.5 ▲21.1

柏と全国の景気天気図

特に好調
DI≧50

令和4年度業況ＤＩ値（前年同月比）の推移

お願い

建設

お願い

好調

まあまあ

50＞DI≧25 25＞DI≧0

不振

0＞DI≧▲25

極めて不振
▲25＞DI

特定商工業者の皆さまへ

法定台帳提出のお願い
柏商工会議所では、商工会議所法に基づき、特定商工業者（当所会員・
非会員を問わず）に、法定台帳の提出をお願いしています。ご案内を該当
事業所に郵送しましたので法定台帳の提出にご協力ください。
法定台帳とは、商工業者の実態を把握するとともに、調査研究や災害時
等に貴重なデータとして活用するものです。
8月31日
（水）
までにFAX、
メールのいずれかでご提出ください。
問 総務課☎04・7162・3325

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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案内

生活習慣病健診案内

会員のみ

会員はこのプレートが目印です

会員事業所の皆様を対象に、生活習慣病健診及び各種オプショ

新入会員紹介（令和４年４月加入）

ン検査を実施いたします。新型コロナウイルス感染防止の観点か
ら、皆様に安心してご受診頂けます様、3密を避け感染防止対策の

情報公開希望の事業所のみ掲載

うえ健康診断を行います。なお、今後の状況に応じて延期または中
止の可能性もございますので、予めご 了承いただきますようお願い
申し上げます。
この機会に会員各位はもとより、ご家族、従業員の方々の健康管
理に役立てられますようご案内申し上げます。 ※詳細については
６月中旬ごろに郵送でご案内・申込書をお送りいたします。
受付期間 令和４年7月4日(月)〜7月6日(水)
受付時間 ９時〜12時

所 柏商工会議所４階

費基本生活習慣病健診1名につき 20,900円（税込）
商１

【オプション（税込）】
Ａコース 胃がん予防健診（ペプシノゲン検査）1名につき 3,300円
Ｂコース 前立腺がん予防健診（PSA検査） 1名につき 3,300円
Ｃコース 乳腺超音波検査

※女性のみ1名につき 3,300円

Ｄコース 乳腺超音波検査＋卵巣がん予防健診（PSA検査）
1名につき6,600円
Ｅコース 肝炎ウイルス検査（HBs抗原＋HCⅤ抗体）
Ｆコース 心機能マーカー検査 1名につき3,300円
※柏商工会議所生命共済制度(カタクリ共済)ご加入の方は助成金
が受けられます。
問業務課☎04・7162・3315

非会員も可

事業承継・経営者保証解除支援出張相談会
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
張相談会を開催。経営保証解除に向けた相談にも応じます。
時 令和4年6月8日、7月13日、8月10日、9月14日の各（水）10時〜
※日程は変更になる場合もあります

所 柏商工会議所会館1階
費 無料

※公共交通機関のご利用を

営業内容

柏市青葉台

04・7115・9700

建築工事(リフォーム)

（有）
コーシン工芸

柏市布施

04・7131・0002

内装工事（クロス・床）

柏市酒井根

04・7160・7155

足場工事

テック

柏市大青田

070・4544・0729

リフォーム、
コインパーキング設置

夜桜総業
（株）

柏市酒井根

電気通信

森 麗娜

柏市花野井

化粧品販売

ペットサロンあっぷる

柏市青葉台

炭火焼肉しん

柏市名戸ケ谷 04・7164・8929

飲食（焼肉）

Hair Salon NOAH

柏市柏

04・7157・0995

美容（美容室）

ラウンジ パントルージュ 柏市柏

04・7166・2203

飲食（スナック）

ここきっちん

090・4420・3005 移動販売（キッチンカー）

柏市宿連寺
柏市若柴

リネンサプライ事業

談会」で検索
問 経営支援課☎04・7162・3305（担当：近藤）

カラオケバー

柏市旭町

麵処にし尾

柏市東

煮焚しのみや

柏市東

04・7138・5255

飲食（日本料理）

ビ・ハウス新柏店

柏市新柏

04・7176・6877

エステ

ロボプロ社

柏市名戸ヶ谷 070・5077・0710

経営支援相談
ビジネスプロデュース業

アークデザイン

柏市豊四季

04・7170・0828

ホームページ製作

Forest Life
（同）

柏市花野井

04・7131・9270

コンサルタント

なゆた制作室

柏市豊四季

訪問介護Toiro

柏市船戸

特 （有）新成シティ観光
中山観光自動車
（株）

04・7126・0745

飲食（ラーメン）

デザイン
080・1050・0656 訪問介護

白井市神々廻 047・402・6117
白井市平塚

047・497・4730

茨城県
坂東市長谷

0297・35・3441

建設
（型枠工）
一般乗合自動車運送
（貸切バス）
一般乗合自動車運送
（貸切バス）

※法人形態は、
略称で記載しております

申 相談は完全予約制。開催日の1週間前までに予約を

他 詳細は、
「 柏商工会議所 事業承継・経営者保証解除支援出張相

ペットショップ、
生体販売、美容

04・7176・8400

カラオケBAR HARU

（株）
吉美建設 白井支店

対 東葛地域の事業者
16時

法

電話番号

（株）
フィールド・エー

保 （株）イレブントゥエルブ

1名につき3,300円

支援

事業所在地

建 （株）ネオアシスト

13時〜16時30分

時 令和４年8月2日(火)〜8月4日(木)

事業所名

部会

建＝建設業部会

工＝工業部会

商３＝商業第３部会

商１＝商業第１部会

金＝金融・保険業部会

サ＝サービス諸業部会

商２＝商業第２部会

保＝保健環境衛生部会

法＝法務・医療・教育部会

特＝特別会員
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時令和4年6月7日・14日・21日の各（火）18時〜

所柏商工会議所
対 ●東葛地域の中小企業の経営後継者（予定・

20時（全3回）

候補者を含む）または承継後間もない方

所柏商工会議所4階403会議室

●全てのカリキュラムに参加可能で、積極的

対個人事業主（開業予定者を含む）

に受講する熱意のある方

師大金広典税理士事務所/税理士・大金広典氏

●事業承継計画書作成を目指す方

内 ①第1回：経理の流れ、青色・白色申告の違い、

師千葉県事業承継・引継ぎ支援センターブロッ
非会員も可

クラウド会計を活用して業務効率化を目指す！

クラウド会計ソフト研修会

クラウド会計（やよいの青色申告オンライン）の
体験ができます。導入をお考えの方は是非、ご参
加いただき業務の効率化を体感してみてくださ
い。
「 会計ソフトを使用してみたいが導入の仕方
や操作方法が不安」
「 入力時間を短縮して効率
を良くしたい」と悩んでいる方にオススメです。
時令和4年7月7日（木） 13時〜16時
所柏商工会議所 ※公共交通機関のご利用を
対個人事業主 及び 経理担当者(PCの基本操作
ができる方)

②第2回：現金・預金出納帳および総勘定元帳

7月20日（水）
【 後継者としての心

の記入

構え・事業承継とは・事業承継補助金】
●第2回

③第3回：試算表作成、源泉徴収・年末調整（概

8月 5日（金）
【自分の会社を知る・

要のみ）

経営理念・経営戦略】
●第3回

※カリキュラムは途中で変更になる場合があり

8月17日（水）
【 労務管理と組織の

ます

活性化】
●第4回

費会員1，000円

8月24日（水）
【 決算書の見方・企

定先着15名

業価値の向上】
●第5回

9月 7日（水）
【 事業承継計画の策

定10名（先着順）
デジタル化のヒントが見つかる

申 6月１日
（水）
〜 定員になり次第終了

※定員になり次第、締め切ります

問 経営支援課☎04・7162・3305

「検温」等のご協力をお願い

「簡単・安価」な小規模企業でも利用しやすい

します

デジタルツールが増えています。

●駐車スペースに限りがござ
非会員も可

会社を継ぐ可能性のある全ての人へ‼

に対して事業承継の早期取り組みの重要性や後
継者に必要な知識・スキルを提供します。

今回は石原氏が全国の中小企業を取材した

います、公共交通機関をご

中から、小規模企業の成功事例を厳選し、従業

利用ください

員が少ない会社ならではの「デジタルの活かし

後継者育成塾

経営後継者（予定者）又は承継後間もない方

方」を紹介します。

非会員も可

初めてでもわかりやすい

時令和4年6月28日（火）15時〜16時30分
所柏商工会議所 401会議室もしくはオンライン

経理実務講習会

師IT 経営マガジン「COMPASS」編集長

開業して間もない個人事業主や開業予定の方

ぜひ、この機会にご参加ください！
主催 事業承継支援ネットワーク千葉
後援 柏商工会議所

時 7月20日（水）、8月5日（金）、8月17日（水）、
8月24日（水）、9月7日（水）の 全5回。
各回18 時 〜20 時30 分

非会員も可

全国の事例から学ぶ、
小規模企業のIT活用術セミナー

他●来場時には「マスク着用」

費会員：無料、非会員：2,000円

※公共交通機関のご利用を

問振興課☎04・7162・3305（担当：梅澤）

定・まとめ】
費無料

非会員9，000円

申 当所HPまたはTELで直接お申し込みください

問 経営支援課☎04・7162・3305（担当：近藤）

師株式会社スリーエス
定15名

連費

内【カリキュラム】
●第1回

概要と活用方法について説明を行い、実際に

勘定科目、開業時の届出、減価償却、家事関

クコーディネーター ほか

石原 由美子 氏

の中には、
「青色申告ってなに？」
「これは何の勘

費無料

定科目？」など、経理を行う上で疑問に思うこと

参加資格 柏市内中小企業

は数多くあると思います。この講習会では、経理

内①デジタル化ってなに？

の流れや実務におけるポイント、帳簿の記入方

②小さなお店や会社のデジタル化事例紹介

法等について習得できますので、ぜひご参加く

③IT導入補助金のご案内

ださい。

問 振興課☎04・7162・3305（担当：岸）

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

30

14,300円
(10,010円)

18,700円
(13,090円)

16,570円
(11,550円)

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)

302
会議室

76

401
会議室

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
※現在、
貸出人数の上限は各会議室の人数の半分となります

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

