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2011年12月1日発行
発行 相模原商工会議所
〒２５２−０２３９ 相模原市中央区
中央３−１２−３
1０４２−７５３−１３１５（代表）
1０４２−７４６−３６１９（南支所）

市民版











当商工会議所では、企業の経営改善、事業継承、人材の確保・育成など様々な課
題を解決し、経営革新が図られるよう支援を行っています。
また、地域総合経済団体として事業者の意見を集約し、行政等に意見・要望活動
を行うなど地域産業の振興にも取り組んでいます。


















○商工会議所活動の原動力は、会員の皆様です。
○商業・工業・サービス業などの事業を営む経営者であれば、商工会議所にご加入
いただけます。
商工会議所事業への参加を通して会員同士の交流や、新たなビジネスチャンスな
どが図られますので、是非ともこの機会にご加入いただき、商工会議所をビジネ
スパートナーとしてご利用、ご活用くださるよう、お願い申し上げます。





























































































 


 


 

































詳しくは、中面、またはホームページ
（http://www.ssp２
１.or.jp）をご覧下さい。

お問い合わせ・加入申し込み

総務課

０４２−７５３−８１３１





































































































































































































































































さがみはら商工会議所会報市民版

第１
６号

利子補給実施中（実行後２
４回分）

事業主の皆様

無担保・無保証

「マルケイ融資」のご案内
マルケイ融資は、当商工会議所の推薦により、無担保・無保証人
で低利融資が受けられる、日本政策金融公庫の小規模事業者向け公
的融資制度です。
年末等の事業資金に関するご相談の際は是非、
お問い合わせ下さい。

利

率（１１月１日現在）

1.85％

a

実質利率（実行後２４回分）

0.555％

現在、マルケイ融資の貸付金利７
０％以内が、相模原市より実行後
２４回分補給されております。
（※市内で１年以上継続して同一事業を営んでいること、かつ個人にあっては、１年
以上市内に在住の方が対象となります。）
【申込要件抜粋】
・最近１年以上、市内で事業を営んでいること。
・商工会議所の経営指導を６カ月以上受けていること。
・規模要件（従業員数）を満たしていること等

お問い合わせ・ご相談

経営支援課
南支所

※お申込内容により、
ご融資できない場合
があります。

経営支援課

◆委託できる事業主

中小事業主の労災特別加入
事業主やその家族従業者が一定の要
件を満たしている場合、「特別加入」
と
して他の従業員と同様に労災保険の給
付をうけることができるようになります

事務の省力化
労働保険料の 労働保険料の納付事
納付を
務代行や従業員の新た
年３回に分割 な雇い入れ、退職に関
わる手続きの代行

お問い合わせ

小規模企業共済制度のご案内

お問い合わせ・加入申し込み

労働保険事務を委託しませんか

当商工会議所では、労働保険事務 ◆労働保険委託手数料
組合を運営しており、会員の皆様の
雇用保険・労災保険各々で計算をいた
労働保険事務を代行しております。
します。従業員が４人の場合、年額２万
労働保険の事務を委託すると、次の
１千円となります。
ようなメリットがあります。

1０４２−７５３−８１３５
1０４２−７４６−３６１９

小規模企業共済制度は、個人事業主または会社等の役員の方が
事業を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国がつくった
共済制度で、いわば「小規模企業の経営者のための退職金制度」
といえます。
この制度は、掛金が全額所得控除となるのが特徴で、受け取る
共済金も退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなります。
加入できる方は、常時使用する従業員数が２０人以下の製造業、
建設業等（商業・サービス業は５人以下）の個人事業主及び会社等
の役員。掛金月額は、１千円〜７万円の範囲内で自由に選べます。
また、個人事業主の「共同経営者」も２名まで加入することが
でき、加入した共同経営者の掛金も全額所得控除の対象となりま
す。
制度の運営は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行ってい
ます。

平成２３年１２月１日発行（２）

中小企業ＰＬ保険制度

「企業向けの賠償補償」と
「従業員向けの定額補償」のダブル補償

製造物責任による
企業破綻をしっかりガード

会員事業所の経営者・従業員双方の業務
災害リスクに対応する補償に、全国商工会
議所のスケールメリットを活かし、低廉な
保険料でご加入いただける制度です。
一般の加入より最大約５５％割安に加入で
きます。（一般傷害保険部分）。労災保険の
給付決定を待たずに保険金をお支払するこ
とができることが本制度の特長です。
詳細はお問い合わせ下さい。

中小企業ＰＬ保険は、製造物や販売し
た製品または行った仕事が原因で、他人
の物を壊すなどの物損事故によって、損
害賠償請求を受けた場合等に支払うため
の保険で、当商工会議所の会員になるこ
とで、格安の保険掛金で加入できます。
消費生活用製品安全法の改正に対応した
「リコール費用担保特約」も付加できま
すので詳細はお問い合わせ下さい。

お問い合わせ
共済検定課 1０４２−７５３−８１３４

お問い合わせ
共済検定課 1０４２−７
５３−８
１３４

1０４２−７５３−８１３５

新 春 経 済 講 演 会２０１２
「２０１２年の内外経済展望」

簿記は企業の経営活動を記録・計算・整理して、企業の経営成績と財政状態を明らか
にする技能です。企業の活動を適切、正確に情報公開するとともに、経営管理能力を身
につけるために必須の知識です。
資格取得した人材はこんなことができます。
○コストや収益性に関する意識が高まる。
○自社だけでなく取引先の財務・営業状況を的確に把握できる。
○経理事務に必要な会計知識のほか、財務諸表分析や経営管理の能力も備えている。

試験日 平成２４年２月２６日（日）
会 場 総合電子専門学校 桜美林大学ＰＦＣ
お申し込み ホームページ
（http://www.ssp２
１.or.jp/kentei/shiken）
でご確認下さい。
1０４２−７５３−８１３４

聴講無料

日時

平成２４年１月２０日（金）
午後２時３０分〜４時

会場

相模原市立産業会館
多目的ホール
（中央区中央３−１２−１）

講師

野間口 毅氏
（大和証券（株）投資情報部
株式ストラテジスト）

第1３０回簿記検定試験（２級・３級）

共済検定課

1０４２−７
５
３−８
１３４

共済検定課

業務災害補償制度

社員のスキル・アップに
「商工会議所 簿記検定」を活用しませんか

お問い合わせ

○相模原商工会議所の会員であること。
○常時使用する労働者が３００人以下であ
ること。
（金融業・保険業・不動産業・小売業
の場合は５０人以下、卸売業・サービス業の場
合は１００人以下の中小事業主であること）
○事業の代表者と別世帯の者を労働者と
して１人でも使用していること。
○（建設業労災の場合）自社が元請とな
る工事があること。
○従前より社会保険労務士や他の労働保険
事務組合に事務委託をしていないこと。
※従業員がいない一人親方の労災保険は、取
り扱っておりません。

定員 １５０名
（申込先着順・定員に達し次第締切）
お申し込み・お問い合わせ

経営支援課

1０４２−７
５
３−８
１３５

〜中小企業の皆さまを信用保証で応援します〜
至八王子

信用保証協会は、事業資金を借
入するときの「公的な保証人」と
なり中小企業をサポートします。

相模原駅

神奈川支社相模原営業所

賃貸マンション・戸建住宅・リフォーム・リニューアル
建築のトータル・アドバイザー

朝日建設株式会社
【本

社】

情報オフィス・快適インストール！
オフィス事務用品・ＯＡ機器の販売から修理まで
環境ISO１４００１取得企業（グリーン購入法適合商品お任せ下さい）

よりよいオフィスを提案する

〒252−0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺4−16−14
Tel：042−753−5077

Fax：042−755−4162

0120−18−0955
h t t p : / / w w w . a s a h i 2１. c o . j p

http://www.kikuya-net.co.jp
〒２５２-０２３１ 神奈川県相模原市中央区相模原６-２６-７
Tel 042-754-9211（代） Fax 042-754-9051

警察署

市役所
市
駐
車
場

保証商品の詳しい内容について、
お気軽にお問い合わせください
〒２５２-０２３９ 相模原市中央区中央３-１２-３ 相模原商工会議所 本館２Ｆ
TEL ０４２-７５５-６４８７

至横浜
JR横浜線
国道16号
〒

郵便局

市民会館

相模原市立
産業会館3Ｆ

相模原支所
ホームページ http://www.cgc-kanagawa.or.jp

官公需適格組合

TEL. 042
（752）
0575
ISO14001認証取得

さがみビルメンテナンス協同組合
私たちは、都市環境の保全に積極的に取組んでいます
（株）朝日美装 相模原営業所
（株）ＡＰＯ−ＣＯＭＩ
（有）ジャンプ・サービス
大昇産業（株）
（株）ティーシーエス
（有）日之出商事
〒252−0239

（有）あすなろ
（株）サービスメイク
（株）鈴成ビルサービス
（株）ダイヤビルメンテナンス
（株）東海ビルメンテナス 相模原営業所
（株）美咲クリーンサービス

神奈川県相模原市中央区中央3−12−3 相模原商工会館4階
TEL：042−769−2766 FAX：042−769−2795
URL：http://www.sagami−bm.com
E−Mail：sagamibm＠circus.ocn.ne.jp
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２
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１.or.jp



























相模原市で初めてのご当地水。
だからこそ大事にしたいのは、
《安
全・安心・おいしい》はもちろん
のこと《市民にとって誇れる水》
であるということです。
下記の３つの候補から、 潤水
都市さがみはらの天然水 にふさ
わしいと思う名前を選んで、投票
してください。







№１
№２
№３






さがみの潤水
さがみの森の贈りもの
みずのわ

「潤水都市さがみはら」の天然
水は２０１２年４月に発売予定です。




投票はホームページからアクセス！
http://www.ssp２
１.or.jp/







 新春恒例



平成２
３年度これまでの主な要望内容（要望日）
■相模原市内の広域幹線道路網の整備促進について（１１．２）
■平成２４年度相模原市政に関する要望について（１０．
１４）
■平成２４年度国等に対する予算要望並びに政策要望について（７．
２３・８．
３１）
■プレミアム付さがみはら商品券事業への支援について（６．３）
■東日本大震災に関する緊急要望について（４．
１８）
その他、リニア中央新幹線の早期建設促進についても、沿線経済団
体とともに要望活動を行っています。
詳しくは当商工会議所ホームページの
情報 → 提言・要望活動（２３年度）からご確認ください。

ホームページ http://www.ssp２１.or.jp/







当商工会議所女性会では、毎年１２月にチャリティカレンダ
ー販売事業を行い、その収益金の一部を子どもの教育支援に
役立てています。ご家庭などで余っているカレンダーがあり
ぜひご提供くださるようご協力宜しくお願いします。
ましたら、
販売場所などは女性会事務局までお問い合わせください。
お問い合わせ 経営支援課 ０４２−７５３−８１３５

ご家庭のお風呂で
温泉お風呂とラヂウム鉱砂で効能が最適
医薬品

厚生省認可
（岐薬4959号）

相模物産株式会社

贈り物のことならおまかせください!!
◆婚礼引出物

◆出産

◆快気祝

◆中元

◆販促品

◆御法事

お問い
相模原市中央区上溝1878（全農ミート前） 合わせは

d

会場
上溝商店街
中央駐車場
平成２４年度相模原市政に関する要望書を提出
（左から２番目河本会頭、右は加山市長）

第８回相模原お店大賞



広域的なビジネスチャンスの創出や人的ネットワ
ーク構築の場として、毎年「広域ビジネス交流会」
を開催しております。
本年度は八王子・町田・相模原商工会議所の共催
により、７９社１０２名が参加しました。

恵那ラヂウム鉱砂

日時
平成２４年１月１５日（日）
午前１１時〜午後６時





◆新築

◆歳暮

◆記念品

◆御葬儀用返礼品

042-755-3521（代）

お問い合わせ 上溝商店街振興組合
０４
２−７
６１−４
００７

受賞記念サービス券

※原本持参／入店時に提示／他券サービス・併用不可
イタリア食堂

Fagotto

国産地ビール
自然派ワイン

あさのや

肉のハッピー

カフェ こたつ

５００円以上
お買い上げの方、
５%OFF

メンチ１個

ディナーパスタセット
（２,５２０円以上）を
お召し上がりの方に、
グラスワイン１杯
期限 ２０１２年１月末

期限 ２０１２年１月末

期限 ２０１２年２月末

期限 ２０１１年１２月１０日

VEGETABLE CAFE

焼肉DINING

RUSH

牛若

美容室なぎさ

丸十ムラタパン

ドリンク１杯

ドリンク１杯
※平日、ソフトドリンク
（ゆずみつジュース除く）のみ

次回使える
１,０００円割引
チケット

期限 ２０１１年１２月３０日

期限 ２０１２年２月末

期限 ２０１２年１月末

好きな梅酒１杯
※ディナーのみ

平成24年度版

【企画・編集・発行】相模原市印刷広告協同組合 【監修】相模原市子ども青少年課

協賛広告募集中！
お
問
い
合
せ

携帯はこちらから
お問い合わせ 経営支援課
０４２−７５３−８
１３５






１
２/２
２
（木）
締切

子育てガイド事務局
相模原市印刷広告協同組合
〒252−0239 相模原市中央区中央 3−7−5
TEL042−712−5533 FAX042−776−5656
e −m a i l : k o s o d a t e @ s o i n . o r . j p

毎週（月〜水）
１,０００円
以上お買い上げの方に、
先着３０名さま
「さがみのお菓子なおいも」
プレゼント
期限 ２０１２年１月末











 

 










 
 



 













 











 










































 












 



   




お問い合わせ

産業振興課




 












































 















 
























 


















http://www.ssp２１.or.jp/saimatu/













 
 
 






 







０４２−７５３−８１３６ またはホームページ http://www.ssp２１.or.jp/saimatu/

中小企業の強い味方 〜書類作り等のサポートをします〜

「ジョブ・カード制度」をご利用ください。
ジョブ・カード制度とは
ジョブ・カードを活用した職業訓練を通
じ、有能な人材を育成・確保したい企業
と正社員経験の少ない求職者や学卒者な
どとのマッチングを促進する国の制度で
す。職業訓練を実施する企業では、訓練
生の適正や能力などを判断したうえ、正
社員として継続雇用できます。また、一
定の要件を満たす場合には、国から助成
金や奨励金を受けられます。パート、ア
ルバイトを正社員に登用する際にも活用
できます。

8,000

相模原商工会議所

〒２５２−０２３９ 相模原市中央区中央３−１２−３
TEL.０４２−７５３−８１３５ FAX.０４２−７５３−７６３７

お問い合わせ

ジョブ・
カード
で

企業
有能な人材を育成・
確保したい企業

職業訓練の実施で
ミスマッチを軽減！

人材
正社員の経験が
少ない求職者など

各社のニーズに合った人材を育成・確保できます！

神奈川県地域ジョブ・カードサポートセンター

相模原商工会議所

電話０４２−７５３−８１３６

大豆油インクを
使用しています

