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地域と中小企業の元気づくりをサポート！
～国の平成27年度補正予算案・平成28年度予算案で事業者を応援！～

①革新的サービス・開発支援
補助上限 1000 万円（補助率 2/3）
サービス開発・試作品開発・生産プロセ
スの改善に必要な設備投資等の支援

②小規模型（設備投資を伴わない）
補助上限　500万円（補助率 2/3）
小規模な額で行うサービス開発・試作品
開発・生産プロセスの改善に必要な設備
投資等の支援

③高度生産性向上支援
補助上限３000万円（補助率 2/3）
先進的設備投資の技術を用いて生産性向
上を図る設備投資を支援

　千葉県の地域経済の持続的発展を図るため、平成２７年１２月１５日に「千葉県商工会議所連合会」、「県内
商工会議所」及び「県内金融機関」による『地域経済発展に向けた連携協定』を締結しました。

　１.目的　
　　商工会議所と金融機関が相互の交流及び資源・機能等の活用を図りながら、中小企業等の支援体制を強化
　　し、地域経済の活性化・発展に資する事を目的としています。
　２.連携事項
　　①地域産業の振興と雇用の維持拡大　②包括的創業支援による地域経済の活性化
　　③経営発達支援事業の推進　④地方創生総合戦略（千葉県並びに各市町村が策定）の推進
　　⑤その他、目的を達成するために必要な事項
　３.協定の機関
　　平成２７年１２月１５日から平成３２年３月３１日
　４.協定締結者
　　①千葉県商工会議所連合会　②県内すべての商工会議所
　　③県内金融機関（①県内地方銀行②県内信用金庫③県内信用組合）

千葉県内商工会議所と県内金融機関による連携協定書の締結について

ものづくり
補助金

ものづくりやサービスの新事業
を創出するための革新的な設備
投資やサービス開発・試作品を
支援します！

もの 小 省

補助上限５0万円（補助率 2/3）
※海外展開、雇用対策、買い物
弱者対策（100万円）
※複数の事業者が連携した共同
事業（500万円）

小規模事業者
持続化補助金

小規模事業者の経営計画に基づ
いて実施する、販路開拓等の取
り組みを支援します！業務の効
率化、生産性向上も対象

導入する設備ごとの省エネ効果
等で簡易に申請が行える制度を
創設。中小企業等の省エネ効果
が高い設備への更新を重点的に
支援します。
補助率：設備取得費用の１/3

省エネ設備
導入補助金

高効率な省エネ設備（空調、工
業炉、給湯など）への更新を支
援します！

店舗内の商品陳列を変えたい
ホームページを作りたい
　　顧客獲得のためのチラシ作り
　　商談会に出展したい･･･など

https://www.mirasapo.jp

中小企業・小規模事業者の
未来をサポートするサイト

是非ご覧下さい！

地域経済発展に向けた連携協定の主な内容
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地方創生を一刻も早く実現！～議会・行政・観光・ＪＡ等と一体となって～
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　平成２７年４月１日、千葉県火災共済協同組合と

千葉県中小企業共済協同組合は合併いたしました。

千葉市中央区富士見２丁目22番２号

火災・生命・自動車共済
TEL043-221-8831(代)

TEL043-201-3033(代)

　平成 28 年新春賀詞交歓会が 1 月 8 日 ( 金 ) ハミルトンホテル上総で開
催され、来賓をはじめ商工会議所会員、行政、関係団体、企業等総勢 250
名が一堂に会しました。国歌・君津市民の歌斉唱に次ぎ、秋元会頭より「昨
年、アベノミクスはグローバル経済においてまずまずの成功であり、日
本の多くの企業に自信と希望を与えてくれました。しかし、安倍首相が
言われるグローバルな経済の利益は必ずトリクルダウンして、中小、地
方企業を潤し、地方創生に大きく寄与すると明言されましたが、中国経
済の不透明、ＦＲＢの利上げによって新興国の資金不足となり、景気減速

が予測され、世界経済が安定するまで静観する企業が多く大企業の 300 兆円を超えると言われる内部保留の
財布の紐は固く、中小企業へ利益があふれ落ち、潤す実感は全く見られませんでした。
　本年は、地方創生を一刻も早く実現し、議会・行政・観光・ＪＡ等と
一体となって、経験、失敗を次の知恵として活かし、小さい者達が群れ
を作り、お互い助け合い、分かち合って共に次の世代へと引き継ぐ役目
を果たして参りたい。」と挨拶されました。続いて、鈴木洋邦君津市長よ
り挨拶を頂いた後、代表 12 名による鏡開き、川名県議の発声で乾杯して
開宴。出席者は、賀詞を交わしながら社会や経済の情勢を語り合い、親
睦を深めるとともに景気回復への期待を胸に交歓会が展開されました。

　君津商工会議所では、日本政策金融公庫国民生活事
業との連携により金融相談会（無料）を下記の通り開
催致します。資金繰り、新規創業・第二創業等を検討
されている方へのご融資についても相談受付致します。

金融相談会4月からスタート！ マル経融資・教育ローンのご案内
～日本政策金融公庫～

開 催 日

開催時間

担 当 者

内   　容

会   　場

毎月第２水曜日（平成 28 年 4 月から）
10：00 ～ 16：00
※お申込みの方は事前に君津商工会議所まで
お電話にてご予約下さい。
TEL 0439（52）2511
日本政策金融公庫 千葉支店
国民生活事業 融資相談担当者
事業に必要な運転資金や設備資金などの相談に
応じ、低金利な国や県の融資制度のあっせん
君津商工会議所相談室

【マル経融資】～頑張る企業を応援します！～
　商工会議所の経営指導（原則６か月以上）を受けた方に
対し、「無担保」「無保証人」「低利率」で日本政策金融
公庫から貸し出されるものです。
法人の代表者の連帯保証も不要な点が画期的な融資です。
　　☆貸付限度額：2,000万円　☆利率：年1.15％
　　　　　　　（平成28年2月10日現在）
お気軽にご相談下さい。君津商工会議所52-2511

【国の教育ローン】
　高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とし
た公的な融資制度です。お子様１人につき350万円以内を、
固定金利※年2.05％（平成28年2月10日現在）で利用でき、
在学期間内は利息のみのご返済とすることが出来ます。
詳しくは教育ローンコールセンター(0570-008656(ナビ
ダイヤル)または(03)5321-8656)までお問い合わせ下さい。

●平成28年 3 月 1 日発行                     きみつ商工会議所だより   News from The Kimitsu Chamber of Commerce and Industry

KCCI News 3 平成28年　新春賀詞交歓会　盛大に開催！
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自動車共済
●専門担当者が解決まで示談交渉を行います。

●夜間や祝祭日の緊急事故受付を実施、万一に備えます。

●自動車共済掛金が割安です。

●連合会組織により、全国サービスネットが整備されています。

経済産業省認可  関東自動車共済協同組合千葉支部

〒260-0015 千葉市中央区富士見 2-22-2 千葉中央駅前ビル６階

TEL043-224-5222（代表）　FAX043-224-3164

２４時間／３６５日受付！安心のロードサービス

対人・対物　車両・搭乗者　人身傷害

　君津商工会議所主催「平成 28 年新春賀詞交歓
会」において、日頃の青年部事業協力への御礼
と昨年 10月頃に開催された「第 4回きみコン (街
コン君津版 )」についての報告がされた。
　また、創立 20 周年記念「君津のおみやげ事業
」として、小糸在来大豆粉を使用したご当地麺『小
糸 在 来 麺』
の制作発表
が 行 わ れ、
来場者への
手土産品と
して披露さ
れた。

青年部通信
　女性会上総地区（鈴
木時子会長）では、
毎年恒例の年末フラ
ワー講習会を開催し
18名が参加しました。
当日は白熊生花店 (白
熊節子 ) さんが講師となり、お正月のアレンジメン
トを生け、新年の抱負を話題に会員同士の交流を
深めました。

　また、千葉県商工会議所
女性会連合会新春賀詞交歓
会が、スプリングス幕張に
て開催され、当女性会より 9
名が参加。写真左は講演す
る櫻井よしこ氏。

女性会通信

清和地区視察研修会
           平成28年4月6日㈬／7日㈭　9:30～16:00
       　  ※両日とも同じ内容ですのでご都合の良い日をお選びください。

　　　　4月6日㈬：木更津商工会議所 木更津市潮浜1-17-59
　　　　4月7日㈭：君津商工会議所 君津市杢師1-11-10

定　員／木更津会場：50名 (1事業所10名まで)
　　　　君 津 会 場：40名 (1事業所10名まで)

参加料／1名につき 会員事業所：  4,000円 (テキスト･昼食代を含む)
                       非会員事業所：15,000円 (テキスト･昼食代を含む)

青年部活動についてＰＲする野村会長

　１月２５日(月)に君津商工会議所清和地区会員と清和
商工振興会会員の合同視察研修を２２名で実施。午前
中はＴＶでお馴染みの東京証券取引所マーケットセン
ター前にて臨場感あふれる市場株取引を見学し、その
後トヨタMIRAIショー
ルームで水素ステーシ
ョンを視察。午後は活
気ある戸越銀座商店街
を散策し、両会員の親
睦を深めました。

　視察研修後は鹿野山
の大塚屋旅館にて会員
交流会を総勢２９名で
開催し、有意義な会員
交流会を行いました。 【お申込み】

君津商工会議所　経営相談課までTEL : 0439(52)2511

日 時

場 所

News from The Kimitsu Chamber of Commerce and Industry　きみつ商工会議所だより　　　　 ●平成28年3月1日発行

『活動報告』～新春賀詞交換会～

ビジネスマナー研修会 受講者募集
～必要です！！社会人としての心構えとマナー～
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お店の紹介

富津の銘店『見波亭』を起ち上げた店主の初独立
店として、約1年前に君津にオープンしました。
バウムクーヘンの専門店として、様々なタイプの
バウムをすべて店内で焼いています。バウムケー
キ等生菓子は併設のカフェでも召し上がって頂け
ます。是非一度お立ち寄りください。

代表者の声 

バウムクーヘン一筋15年の経験から生まれたオリジ
ナルレシピで焼くバウムクーヘンが君津のお客様か
らも大変ご好評頂いております。
美味しいバウムクーヘンを通じて、地域のお客様が
楽しく集えるお店になるのが目標です。
店内ではカフェのイベントも行っておりますので、
お買い物がてら気軽に遊びにいらしてください。
ご来店をお待ちしております。

会員紹介

ハッピーバウム

●代表者：鈴木　直（すずき なおし）
●営業時間：9：00～ 19：00
●定休日：月曜日
●住所：〒299－1121 君津市常代 1－14－35
●TEL：54－8186    ●FAX：54－8181
●URL：http://www.happybaum.com

心をこめて一層一層焼き上げる
幸せの年輪

法律（浜名弁護士） 取引トラブル、債権回収等

税務（金坂税理士） 一般税務相談、相続等

労務（宮地労務士） 就業・給料規則、社保事務等

申請（林行政書士） 法人設立、建設許可等

特許（神崎弁理士） 特許権、商標権の取り方等

まちかど見聞録

詳しくは君津商工会議所迄 0439（52）2511

無料相談ご利用下さい！ 
会員限定無料相談随時受付しております。

『アイアンディッシュプロジェクト』

　当店は平成 13 年 11 月に現在地にて開業以来、地元の農家の方々、
漁師の方々から直接新鮮な食材を仕入れ、店主が老舗洋食・フラン
ス料理で培った自家製ソースを使った創作料理を提供し続けていま

す。地魚料理（ホウボウ、タイ、スズキなど）はまるごと一匹提供し、大変ご好評
を頂いております。店内はオープンキッチンにてダイナミックに料理する様子を楽
しんで頂き、出来たての華やかな創作料理をテーブルにお届けします。

西洋膳所 びわ亭～オープンキッチンのカジュアルなレストラン～
(2015年認定)

[ランチ ]グルメコース1,800円、パスタコース1,050円
[ディナー]プレミアムコース3,480円
◇ 西洋膳所びわ亭  ◇所在地　君津市南子安5-28-5
◇ ＴＥＬ0439-53-1200
◇ 営業時間11:30～14:00/ 17:30～21:30
◇ 定休日　火曜日 ◇駐車場　有（30台）

　『鉄』のまち君津ならではの「料理の鉄品」キッ
クオフイベントが２月６日（土）内箕輪運動公園で
開催されました。鉄鍋と君津の産品を使ったグルメ
の祭典は、多くの来場者でにぎわいました。
写真はダッチオーブンと「君津産いちご」を使った
いちごジャム作り体験教室（女性会君津地区協力）

君津元気企業紹介

●平成28年3月1日発行                    きみつ商工会議所だより   News from The Kimitsu Chamber of Commerce and Industry


