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茂原商工会議所　公式SNS開設

検索茂原商工会議所

■会員数／1,190事業所
　（令和4年11月30日現在）

当所では、LINE・Youtube・Facebook・
Twitterを活用した情報発信に努めています。
アカウントをお持ちの方は、是非フォローして
いただき、情報の収集にお役立てください。

もばら冬の七夕まつり開催決定！
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　冬の風物詩となっている「イルミネーション」。
　元々は、木の枝にロウソクを飾って楽しんでいたことが、起源と
言われています。
　現在では、寒い季節になると、商業ビルやテーマパーク、一般住宅
など様々な場所で見られるようになりました。
　幻想的なイルミネーションは、時代を問わずに誰もが足を止め
て眺めてしまうものですよね。

　来年、茂原七夕まつり実行委員会主催で3年振りに「もばら冬の
七夕まつり」を開催します。詳しくは、裏面をご参照ください。

2022年
年  末  号

年末年始につきまして、下記の通り休業とさせていただきます。
令和4年12月29日（木）～令和5年1月3日（火）
なお、年始は令和5年1月4日（水）より通常業務といたします。

年末年始
休業のお知らせ

茂原商工会議所　公式SNSについてご案内

◀ LINE
・当所主催のイベントや行事、セミナーのお知らせ
・国や千葉県、茂原市の補助金や支援金のお知らせ
・その他

◀ YouTube
・当所、事業所の紹介動画
・その他

◀ Facebook
・当所主催の行事やイベント、セミナーの事業報告
・その他

◀ Twitter
・当所主催のイベントや行事、セミナーのお知らせ
・国や千葉県、茂原市、各関係機関やキャンペーンのお知らせ
・外部の主催する展示会や出展募集、セミナーのお知らせ
・法改正、諸制度改正（税務・労働等）のお知らせ
・防災対策のお知らせ　　・その他

当所では、SNSを活用した情報発信に努めています。
以下SNSのアカウントをお持ちの方は、是非フォローしていただき、情報の収集にお役立てください。

　新型コロナウイルス感染症拡大により、多くの人々が行動の制限を強いられ、茂原市の一大イベント
でもある「茂原七夕まつり」が3年連続の中止となりました。
　人々が集い楽しむ機会が減り、まちから活気が失われていましたが、賑わいある日常を取り戻し、
元気なまち「もばら」とするため、「もばら冬の七夕まつり」を開催します！

2023 もばら冬の七夕まつり開催

イベント

【開 催 日】 令和5年2月5日（日）
【開催時間】 午後3時～午後7時
【開催場所】 茂原ショッピングプラザ　アスモ駐車場
【イベント内容】
・オープニングセレモニー　　 ・ステージイベント（6団体程度）
・茂原市内飲食店の出店　　　 ・キッチンカー
・市内小学生の短冊掲示
・茂原市内商店街のスタンプラリー（1月8日（日）～2月5日（日））

【開 催 日】
令和5年2月5日（日）～令和5年3月5日（日）

【開催時間】
午後5時30分～午後9時

【開催場所】 
豊田川（天の川　酒盛橋～茂原橋）沿い
県道長生茂原自転車道（約100ｍ）

イルミネーション
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お問合せはこちら

利子補給制度のご案内

マル経融資に係る利子の一部を補助します！
マル経融資を活用した事業所はご確認ください！

【マル経融資とは？】日本政策金融公庫の融資である「小規模事業者経営改善資金」
【利子の一部補助とは？】令和4年1月1日～令和4年12月31日に支払った利子を補助

①融資

利子の一部を茂原市で補助します！！
②返済（元金と利子の支払い）

公 庫 事業者

注 意 事 項
■対象者には、別途ご案内をします。
■利子の補助期間は融資日から5年間となります。（平成29年4月受付分～）
■新型コロナ特別対応型をご利用の方の茂原市の補助は4年目から可能となります。
■住所や代表者等に変更があった場合は商工会議所にご連絡ください。

《マル経融資全般、申請について》
茂原商工会議所

TEL：0475-22-3361　FAX：0475-23-7895

《マル経利子補給について》
茂原市役所　商工観光課

TEL：0475-20-1528　FAX：0475-20-1604

対 象 要 件
■市内で1年以上事業を営んでいること。
■市税に未納がないこと。 ※未納のある方は対象外となります。納期内納付をお忘れなく！！

茂原創業塾2022を閉講！

　創業に必要な知識を体系的に学べる「茂原創業塾2022」は、14名が修了し閉講しました。
全8回の講義では、先輩創業者や中小企業診断士、社会保険労務士が講師となり、経営者に
求められる要素等を解説しました。最後の事業計画発表会では、これまでに学んだ知識を活
かし、受講者全員が各々の事業計画を形にしました。

主　催：茂原商工会議所
共　催：茂原市
提　携：㈱ちばぎん総合研究所
期　間：9月8日～11月17日　全8回

茂原創業塾2022　修了者（あいうえお順）

・石川　　恵　・嶋田　悦子　・篠﨑　博史　・田中みゆき　・田中　賢二　・屋茂三朗　
・富樫　一行　・西川　莉沙　・舟橋　健一　・松本　礼永　・丸　　里美　・山形　友哉

令和4年度『輝く社員表彰』を実施

　当所では、労務対策事業の一環として、会員事業所における社業の発展
と地域経済の振興に尽くされた優秀な社員の功績を称えるため「輝く社員
表彰」を実施しました。
　今年度も昨年同様、新型コロナウイルス感染症の拡大防止等を考慮し、
式典と祝賀会は開催せず、事業主様より賞状と記念品を受賞者の方々へ
お渡しいただきました。
　今年度は、18事業所から96名（優良社員表彰5名、永年勤続社員表彰
91名）の方々が受賞されました。おめでとうございます。

茂原創業塾2022（集合写真）茂原創業塾2022の様子

千葉で食べよう！プレミアム食事券　キャンペーン実施中

　12月から千葉県内の消費喚起を図るため、認証店及び確認店のうち、参加を希望する店舗
（加盟店）で利用できるプレミアム付き食事券を販売しています。
　加盟店申請（飲食店のみ）は、11月から始まっております。

▉ 詳細、お問合せ先は右記QRコードにてご確認をお願いいたします。
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 小規模事業者経営改善資金融資（マル経）は、商工会議所・商工会等による経営指導を受けた小規模事業者に対し、日
本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度であり、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利
から0.9％引下げ。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長。12月1日時点での金利は1.13％。

新型コロナウイルス対策マル経融資

【お問合せ先】　茂原商工会議所 指導課　TEL.22-3361

（注）最近1カ月間の売上高のほか、最近14日間以上1カ月未満の任意の期間における売上高

【ご利用いただける方】
①市内で1年以上事業を営み、6カ月以上前から商工会議所の指導を受けている方。
②最近1カ月間等（注）の売上高又は過去6カ月（最近1カ月を含む）の平均売上高が前4年のいずれかの

年の同期と比較して5％以上減少している小規模事業者の方。
③前4年すべての同期と比較が望ましくない場合であって、最近1カ月間等（注）の売上高又は過去6カ月
（最近1カ月を含む）の平均売上高が、次のいずれかと比較して5％以上減少している方。

ａ.過去6カ月（最近1カ月を含む）の平均売上高　ｂ.令和元年12月の売上高　ｃ.令和元年10月～12月の平均売上高

（12月1日時点）

無担保
無保証人

信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後3年間まで0.9％の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。

【ご利用いただける方】
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方。
①最近1カ月間等（注）の売上高又は過去6カ月間（最近1カ月を含む）の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期と比較して5％

以上減少した方。
②業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合、または店舗増加や合併等、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている

企業等、前4年同期と単純に比較できない場合等は、最近1カ月間等（注）の売上高又は過去6カ月（最近1カ
月を含む）の平均売上高が、次のいずれかと比較して5％以上減少している方。

ａ.過去3カ月（最近1カ月を含む）の平均売上高　ｂ.令和元年12月の売上高　ｃ.令和元年10月～12月の平均売上高

新型コロナウイルス感染症特別貸付

【お問合せ先】　平日のご相談：日本公庫事業資金相談ダイヤル　フリーダイヤル 0120-154-505
　　　　　　　土曜日のご相談：日本公庫　フリーダイヤル 0120-112476

（注）最近1カ月間の売上高のほか、最近14日間以上1カ月未満の任意の期間における売上高

（12月1日時点）

0.9％金利
引き下げ

その他（補助金） （12月1日時点）

茂原市では、市内事業者が抱える様 な々問題に対応し、事業活動を活性化させる取り組みに
対し、予算の範囲内で助成をしております。ぜひ、ご活用ください。

・市内に本社又は事業用の事務所・工場・店舗等を有すること。
・中小企業者及び小規模事業者であること。　・事業支援が必要と茂原商工会議所が認めること。

【対　象】

【お問合せ先】　茂原市役所商工観光課　TEL 0475-20-1528

【支援メニュー一覧】

■茂原市中小事業者サポート補助金
～経営向上に向けた取り組みを行う市内事業者を補助金でサポートします～

支援メニュー 内　　　容 補助率 補助上限額 備　　考
ウェブページ作成・改修 自社ウェブページの新規作成・改修に

係る経費
1/2以内 10万円 市内事業者に委託

した場合、
上限額15万円

カタログパンフレット作成 自社の事業内容や製品をPRする企業
間取引向けのカタログ・パンフレット
作成に係る経費

1/2以内 5万円 市内事業者に委託
した場合、
上限額10万円

インターンシップ受入 インターンシップ受入に係る経費 1名につき１日5千円 受入期間のうち、補助
対象経費となる期間は
最大5万円

従業員の研修受講 従業員の研修受講に係る経費 1/2以内 10万円

インバウンド推進 インバウンド受入に係る経費 1/2以内 15万円

空き店舗活用 空き店舗を活用し、事業を行う際に必要な経費 1/2以内 20万円
コワーキングスペース整備 新たにコワーキングスペースを整備する際に係る経費 1/2以内 30万円

展示会出展 展示会出展に係る経費 1/2以内 30万円

■生産性向上のための設備投資補助金
国のものづくり補助金を活用し、生産性向上のための革新的なサービス開発、試作品開発、生産プロセス向上
などに取り組みたい事業者向けの補助金です。

【補助上限額】　250万円
【補　助　率】　対象経費の1/12以内

お問合せ先
千葉県産業振興センター　新事業支援部
TEL：047-426-9200

（9：00～12：00／13：00～17：00（月曜日～金曜日 祝日・年末年始を除く））

その他（補助金） （12月1日時点）

■詳細は、それぞれのタイトルで検索いただくか、下記QRコード読み取りにより、ご確認をお願いいたします。

IT導入補助金

デジタル化基盤導入枠
（デジタル化基盤導入類型） セキュリティ対策推進枠

小規模事業者持続化補助金
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②最近1カ月間等（注）の売上高又は過去6カ月（最近1カ月を含む）の平均売上高が前4年のいずれかの

年の同期と比較して5％以上減少している小規模事業者の方。
③前4年すべての同期と比較が望ましくない場合であって、最近1カ月間等（注）の売上高又は過去6カ月
（最近1カ月を含む）の平均売上高が、次のいずれかと比較して5％以上減少している方。

ａ.過去6カ月（最近1カ月を含む）の平均売上高　ｂ.令和元年12月の売上高　ｃ.令和元年10月～12月の平均売上高

（12月1日時点）

無担保
無保証人

信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後3年間まで0.9％の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。

【ご利用いただける方】
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方。
①最近1カ月間等（注）の売上高又は過去6カ月間（最近1カ月を含む）の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期と比較して5％

以上減少した方。
②業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合、または店舗増加や合併等、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている

企業等、前4年同期と単純に比較できない場合等は、最近1カ月間等（注）の売上高又は過去6カ月（最近1カ
月を含む）の平均売上高が、次のいずれかと比較して5％以上減少している方。

ａ.過去3カ月（最近1カ月を含む）の平均売上高　ｂ.令和元年12月の売上高　ｃ.令和元年10月～12月の平均売上高

新型コロナウイルス感染症特別貸付

【お問合せ先】　平日のご相談：日本公庫事業資金相談ダイヤル　フリーダイヤル 0120-154-505
　　　　　　　土曜日のご相談：日本公庫　フリーダイヤル 0120-112476

（注）最近1カ月間の売上高のほか、最近14日間以上1カ月未満の任意の期間における売上高

（12月1日時点）

0.9％金利
引き下げ

その他（補助金） （12月1日時点）

茂原市では、市内事業者が抱える様 な々問題に対応し、事業活動を活性化させる取り組みに
対し、予算の範囲内で助成をしております。ぜひ、ご活用ください。

・市内に本社又は事業用の事務所・工場・店舗等を有すること。
・中小企業者及び小規模事業者であること。　・事業支援が必要と茂原商工会議所が認めること。

【対　象】

【お問合せ先】　茂原市役所商工観光課　TEL 0475-20-1528

【支援メニュー一覧】

■茂原市中小事業者サポート補助金
～経営向上に向けた取り組みを行う市内事業者を補助金でサポートします～

支援メニュー 内　　　容 補助率 補助上限額 備　　考
ウェブページ作成・改修 自社ウェブページの新規作成・改修に

係る経費
1/2以内 10万円 市内事業者に委託

した場合、
上限額15万円

カタログパンフレット作成 自社の事業内容や製品をPRする企業
間取引向けのカタログ・パンフレット
作成に係る経費

1/2以内 5万円 市内事業者に委託
した場合、
上限額10万円

インターンシップ受入 インターンシップ受入に係る経費 1名につき１日5千円 受入期間のうち、補助
対象経費となる期間は
最大5万円

従業員の研修受講 従業員の研修受講に係る経費 1/2以内 10万円

インバウンド推進 インバウンド受入に係る経費 1/2以内 15万円

空き店舗活用 空き店舗を活用し、事業を行う際に必要な経費 1/2以内 20万円
コワーキングスペース整備 新たにコワーキングスペースを整備する際に係る経費 1/2以内 30万円

展示会出展 展示会出展に係る経費 1/2以内 30万円

■生産性向上のための設備投資補助金
国のものづくり補助金を活用し、生産性向上のための革新的なサービス開発、試作品開発、生産プロセス向上
などに取り組みたい事業者向けの補助金です。

【補助上限額】　250万円
【補　助　率】　対象経費の1/12以内

お問合せ先
千葉県産業振興センター　新事業支援部
TEL：047-426-9200

（9：00～12：00／13：00～17：00（月曜日～金曜日 祝日・年末年始を除く））

その他（補助金） （12月1日時点）

■詳細は、それぞれのタイトルで検索いただくか、下記QRコード読み取りにより、ご確認をお願いいたします。

IT導入補助金

デジタル化基盤導入枠
（デジタル化基盤導入類型） セキュリティ対策推進枠

小規模事業者持続化補助金



商工もばら 商工もばらvol.577 令和4年12月15日発行 vol.577令和4年12月15日発行 商工もばら

06 商工もばら　第577号 072022

日本政策金融公庫貸付金利改定のお知らせINFORMATIONINFORMATIONINFORMATION

！耳より情報

◆この制度の特徴

◆引受保険会社　－順不同－

●集団扱の契約者となれるのは茂原商工会議所会
員事業所及びその役員、従業員の方々が加入でき
ます。

●自動車保険の保険料が一般で加入した場合と比
べて年払いなら５％割引、月払いでも分割割増が
ありませんので、実質保険料が割安になります。

●保険料は保険開始月の２ヶ月後にご指定の口座よ
り自動引落しとなりますので、加入時に現金のご
用意は不要です。

●他の保険会社等（一部共済を除く）から切替えて
も無事故割引が継承できます。

※上記は「集団扱自動車保険の概要」をごく簡単に説明したもの
です。詳しい内容を記載した「パンフレット」「重要事項説明
書」をご覧ください。また、ご不明な点、具体的な手続きその他
詳細につきましては取扱代理店または引受保険会社にお問合
せください。

更新日が近い方は、今すぐお電話を。更新日が近い方は、今すぐお電話を。

集団扱自動車保険のご案内集団扱自動車保険のご案内

○経営改善貸付  年1.13％（R４ 12.1現在）
　　

小規模企業共済・倒産防止共済についての
お問合せは
茂原商工会議所　ＴＥＬ 22-3361

■連鎖倒産から中小企業を守ります！
取引先企業の倒産による連鎖倒産から事業主を守る
共済制度です。
1 最高8,000万円の共済の貸付けが受けられます。
2 共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
3 掛金は税法上、経費または損金に算入できます。
4 一時貸付金制度も利用できます。

倒産防止共済制度倒産防止共済制度■個人事業主や会社役員のみなさんを応援
　する国の共済制度です！
小規模企業の、個人事業主又は会社等の役員の方
がやめられたり退職されたりした場合に、生活の安
定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備
しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度と
いえるものです。

安心・確実な国の共済制度

掛金にも共済金にも税制上のメリット

事業資金等の貸付制度も充実

ライフプランに合わせた共済金の受取方法

小規模企業共済制度ご案内小規模企業共済制度ご案内

茂原商工会議所・中小企業相談所
住所：茂原市茂原443番地
ＴＥＬ：22-3361　ＦＡＸ：23-7895　

「相談窓口」となり
「皆さんの事業」を支援します
「相談窓口」となり
「皆さんの事業」を支援します

弁護士による法律相談を行っています

●中小企業における「経営革新・業種変更」「創業・
　ベンチャービジネス」及び「よろず相談」等の、窓口
　相談と支援を行っています。

●相談日 12/19月
　　　　R5.1/11水・R5.2/14火
●時間は、14時30分～
●相談料　無　料
●事前予約が必要となります。
※詳細はHPをご覧ください。
URL https://www.mobara-cci.or.jp

当所会員の方は
お気軽にお問合せください。 会員企業

限定

要 予 約要 予 約

茂原商工会議所・中小企業相談所
お問合せ

ＴＥＬ：22-3361

千葉県信用保証協会による
相談会を実施
千葉県信用保証協会による
相談会を実施

相談料無料 あいおいニッセイ同和損保 TEL：0475-23-5311

損保ジャパン TEL：0475-20-3527

AIG損害保険 TEL：043-382-4020
　　　　　　　　　　　　　　　(A06A151176)

検 定 だ よ り 検定試験、合格おめでとうございます。

第162回 簿記検定 合格者
3級 ○ 中島　美春　　　○ 加茂　弥生　　　○ 山口　雅晴

 ○ 前川　晄輔　　　○ 小安　朋花　　　○ 宅間　　愛

 ○ 中江　琉季　　　○ 野口　虹祈　　　○ 吉田　伊吹

 ○ 吉田　拓郎　　　○ 細井　愛子　　　○ 渡邉　真波

 ○ 江藤　功将

令和4年度定期健康診断のご案内（会員限定）

茂原商工会議所　TEL.0475-22-3361　検診係

その他詳細は、同封の定期健康診断のご案内をご確認ください。

〈ご案内〉
　このたび、冬季健康診断実施機関を「一般財団法人 日本健康増進財団」（夏季健康診断実
施機関）に変更し、夏季・冬季の実施機関を統一いたしました。
　健診料の値下げや、健診コース・検査内容の拡充など、会員サービス向上を目的としたもの
です。（前実施機関における検査内容は全て受診可能です。）
　何卒ご理解をいただくと共に、例年同様、会員事業所皆様の健康管理にお役立てください。

〈日　時〉 令和５年２月７日（火）、令和5年２月８日（水）
 午前：８時３０分～１１時３０分／午後：１３時００分～１５時００分
 ※新型コロナウイルス感染症防止対策として、２日間実施及び
 　各事業所時間指定での受診とさせていただきます。

〈場　所〉 茂原商工会議所　本納支所

〈定　員〉 ２４０名　※30分毎に最大13名ずつのご案内となります。
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　冬の風物詩となっている「イルミネーション」。
　元々は、木の枝にロウソクを飾って楽しんでいたことが、起源と
言われています。
　現在では、寒い季節になると、商業ビルやテーマパーク、一般住宅
など様々な場所で見られるようになりました。
　幻想的なイルミネーションは、時代を問わずに誰もが足を止め
て眺めてしまうものですよね。

　来年、茂原七夕まつり実行委員会主催で3年振りに「もばら冬の
七夕まつり」を開催します。詳しくは、裏面をご参照ください。

2022年
年  末  号

年末年始につきまして、下記の通り休業とさせていただきます。
令和4年12月29日（木）～令和5年1月3日（火）
なお、年始は令和5年1月4日（水）より通常業務といたします。

年末年始
休業のお知らせ

茂原商工会議所　公式SNSについてご案内

◀ LINE
・当所主催のイベントや行事、セミナーのお知らせ
・国や千葉県、茂原市の補助金や支援金のお知らせ
・その他

◀ YouTube
・当所、事業所の紹介動画
・その他

◀ Facebook
・当所主催の行事やイベント、セミナーの事業報告
・その他

◀ Twitter
・当所主催のイベントや行事、セミナーのお知らせ
・国や千葉県、茂原市、各関係機関やキャンペーンのお知らせ
・外部の主催する展示会や出展募集、セミナーのお知らせ
・法改正、諸制度改正（税務・労働等）のお知らせ
・防災対策のお知らせ　　・その他

当所では、SNSを活用した情報発信に努めています。
以下SNSのアカウントをお持ちの方は、是非フォローしていただき、情報の収集にお役立てください。

　新型コロナウイルス感染症拡大により、多くの人々が行動の制限を強いられ、茂原市の一大イベント
でもある「茂原七夕まつり」が3年連続の中止となりました。
　人々が集い楽しむ機会が減り、まちから活気が失われていましたが、賑わいある日常を取り戻し、
元気なまち「もばら」とするため、「もばら冬の七夕まつり」を開催します！

2023 もばら冬の七夕まつり開催

イベント

【開 催 日】 令和5年2月5日（日）
【開催時間】 午後3時～午後7時
【開催場所】 茂原ショッピングプラザ　アスモ駐車場
【イベント内容】
・オープニングセレモニー　　 ・ステージイベント（6団体程度）
・茂原市内飲食店の出店　　　 ・キッチンカー
・市内小学生の短冊掲示
・茂原市内商店街のスタンプラリー（1月8日（日）～2月5日（日））

【開 催 日】
令和5年2月5日（日）～令和5年3月5日（日）

【開催時間】
午後5時30分～午後9時

【開催場所】 
豊田川（天の川　酒盛橋～茂原橋）沿い
県道長生茂原自転車道（約100ｍ）

イルミネーション


