
　今年度の相模原お店大賞(荒俣大実行委員長)は「相
模原“コロナに負けない”お店大賞」と題し、今年度限
りのスピンオフ企画として実施します。
　多くの「ファン」を持ち市民から応援されているお店
や、コロナ禍における「アイデア」を活かした取り組み
を行っているお店を「“コロナに負けない”お店」と定義
し、Instagramでの投票受付を開始するなど、いつもと
は異なる形で実施いたします。
　投票方法は、右記公式「HP投票」「インスタ投票」「い
いね！投票」の3種類で行います。投票期間はHP投票
が10月15日～11月30日、インスタ投票、いいね！投
票が9月15日～11月30日となっています。
　投票いただいた方の中から抽選で総額50万円相当
分のプレゼントが当たるキャンペーンも開催します。
コロナ禍におけるみなさまの1票が個店の未来を変え
る！　たくさんの投票をお待ちしております。

“コロナに負けない”お店大賞開催
Instagramでも投票受付開始！

「公式HP投票」
方　　法：公式HP上の投票ページ入力フォームから！
投票期間：10月15日（木）～11月30日（月）
備　　考：�アイデアを活かした取り組みをしているお店を
　　　　　教えてください♪

「インスタ投票」・「いいね！ 投票」
方　　法：★「インスタ投票」は以下の4ステップで投票完了！
　　　　　・�Instagramで相模原お店大賞インスタアカウント（omise_

sagamihara）をフォロー
　　　　　・相模原お店大賞インスタアカウントをタグ付け
　　　　　・�「#相模原コロナに負けないお店大賞」のハッシュタグをつける
　　　　　・�「#お店大賞カフェ」のように応援したい店舗名のハッシュタグを

つけて投稿
　　　　　★�「いいね！投票」は「インスタ投票」された投稿へのいいね！で完了！
投票期間：9月15日（火）～11月30日（月）�
備　　考：��お店の写真や大好きなメニューはもちろんのこと、� � �

写真はなんでもOK！
　　　　　詳しくはQRコードから！

お問合せ：相模原商工会議所　経営支援課
　　　　　☎：042-753-8135　✉omise@sagamihara-cci.or.jp

いつもとは違う相模原お店大賞
「ファン」×「アイデア」

「さがみはらぁ麺グランプリ」「サガミハラエッジ芸人バトル」
などなど、例年、定番となっている人気イベントをオンラインでお楽しみいただけます。
11月14日（土）・15日（日）には生配信による当日イベントも！
詳細はフロントページよりアクセス！！

今年度は
オンラインで開催！！

さがみはら3
サンキュー

9キャッシュバックキャンペーン10月から実施中

　■キャンペーンの概要
　キャンペーン期間中に、市
内の参加事業者（店舗など）で
1万5000円以上ご利用した市
民に対し3900円がキャッシュ
バックされます。
〈実施期間〉
　39日間（11月8日（日曜日））
までか、3.9億円（先着10万人）
に到達するまで

　■申し込みの基本の流れ
▽�キャンペーン期間中（10月1
日から）に参加事業者を利用
し、市指定のスタンプが押さ
れた領収書（レシートなど）
をもらう
▽�対象店舗等の領収書を合計
1万5000円分以上集める
▽�領収書を指定の申請書の台
紙に貼り付け、振込口座等の
必要項目を記入
▽事務局へ郵送
▽�市から指定の口座に順次、振
り込み
※�申請書は市ホームページや
各まちづくりセンター・公民
館、市内の参加事業者などで
入手できます
　■利用できるお店はどこ？
　相模原市内の1728事業所

（緑区527、中央区728、南区
473）で利用可能です。
　対象業種も飲食店や小売店
のほか、理美容、はり・きゅう・
あん摩マッサージ、タクシー、ガ
ソリンスタンド、スポーツ施設、
レジャー施設などさまざまです。
　参加事業所の一覧は、市ホー
ムページに掲載されているほ
か、まちづくりセンターなどで
配架されています。
　お近くのお店や行ってみた
い気になるお店を探して、この
機会にぜひご利用ください。

　なお、次のとおり対象外の商
品やサービスなどがあります
ので、ご注意ください。
　（一例）
▽�たばこ、保険診療、処方箋に
基づく医療用薬品など
▽�商品券、ビール券、切手、印
紙等、換金性が高いもの
▽�その他消費喚起につながら
ないと解されるもの（税金、
水道料金など）

　■お問い合わせ
①�市民（消費者）向け問い合わ
せ先＝新型コロナ暮らし・
経済支援ダイヤル☎042-
851-3193
②�事業者向け問い合わせ先＝産
業支援課・消費喚起協力金
班☎042-769-8244

参加事業者 検索用特設
ページはこちらから

さがみはら39（サンキュー）
キャッシュバックキャン
ペーンのホームページは
こちらから
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　相模原市は10月1日から、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、営業を自粛した市内事業者のみなさまや外出を控
えた市民のみなさまへの感謝（サンキュー）と経済活性化に向
けた「さがみはら39（サンキュー）キャッシュバックキャンペーン」
を実施しています。新しい生活様式を実践しながら、地元のお
店を応援するとともに、お得にお買い物ができるチャンスです。
この機会にぜひご利用ください。ごあいさつ

相模原商工会議所
会頭　杉岡　芳樹

　皆様方におかれましては、日
頃から当商工会議所に対しまし
て格別なるご支援ご協力をいた
だき厚く御礼申し上げます。
　さて、わが国の経済は、新型
コロナウイルス感染症の影響に
よりリーマンショックを超える
未曽有の経済危機に見舞われて
おります。
　こうした中、当商工会議所は、
中小企業・小規模事業者の事業
継続と雇用維持のため、感染拡
大防止を最優先に、国・県・市
と連携しながら様々な経済対策
に取り組んでいるところです。
　まだまだ感染症の収束が見通
せない中ですが、当商工会議所
の諸活動を通じて中小企業・小
規模事業者の持続的発展と、地
域経済の活性化に向けて最大限
の努力をしてまいりますので、
引き続きご支援とご協力をお願
いいたします。
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【無断転載禁止】

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている事業者を全力で支援します
相模原商工会議所は３つの柱「政策要望活動」「経営支援活動」「地域振興活動」を通じて相模原を元気にしていきます
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本　所　〒252-0239  相模原市中央区中央3-12-3
　　　　TEL：042-753-1315（総合案内）　FAX：042-753-7637

入　会　の
お問い合わせ

南支所　252-0303  相模原市南区相模大野4-5-1-201市民ロビー相模大野内
　　　　TEL：042-746-3619　　FAX：042-743-4420

　相模原商工会議所では、次の
ような取り組みを行っています。
▽意見要望・政策提言活動
▽経営支援活動
▽地域振興・まちづくり活動
▽部会・内部団体活動
▽�経営力アップ（経営相談、マ
ル経融資）

コロナウイルス対策に係る補助金のご案内

神奈川県中小企業・
小規模企業感染症対策事業費補助金

詳細はQRコード
（県コロナウィルス事業者支援サイトへ）

※商工会議所でもご相談を受け付けております！
　経営支援課　☎042-753-8135

産業界の活力で新相模原を創出！！　会員とともに行動、変革、そして未来へ

「コロナに負けない」事業を一部ご紹介

１．�YouTubeチャンネルによる�
セミナー動画配信

　当商工会議所コロナ禍における集
合型セミナーなど、開催が困難な状況
を鑑みて、令和2年7月に会員限定
YouTubeチャンネルを開設しました。
当チャンネルは、製造業にかかわる有
益な動画コンテンツを発信することで、
企業のよりよい経営へつなげていただ
くことを目的としています。
　動画は、経営者だけでなく、従業員に
も役に立つテーマにすることで、全社
的な経営力アップに活用できる内容に
しています。

＜テーマ例＞
　（1）ウィズ・コロナ時代のメンタルヘ
ルスケア（2）2020年度版の白書から、
最新動向と成功事例を学ぶ！（3）コロ
ナ禍におけるIE視点の問題解決（4）製
造業におけるオンライン活用による生
産性向上　など

２．�メールマガジン配信による��
最新情報の提供

　新型コロナウイルス感染症にかかわ
る施策が続々と発表される中、補助金、
助成制度や各種施策情報など経営に役
立つ「メールマガジン」のタイムリーな
配信を強化しており、本年度は42回
（令和2年9月末現在）の情報提供を
行っています。
　なお、情報過多の時代であるため、１
メール１テーマに設定することで、より
多くの方に「伝わる」ことを重視してお
り、登録済の会員約500事業所の好評
を博しています。

＜テーマ例＞
　（1）雇用調整助成金に係わる無料個
別相談会（2）神奈川県再起促進事業費
補助金（3）相模原市中小企業研究開発
補助金（4）緊急ものづくり受発注商談
会（5）さがみはらロボット企業ガイド
ブック　など

製造業に特化

会員限定サービス提供 　当商工会議所は7月21、22日の両日、令和3年3
月卒業予定の学生向けにオンラインでの合同就職説
明会を初開催しました。延べ2日間で、出展企業13
社、学生78名が参加しました。
　この説明会では、参加企業1社あたり30分でプレ
ゼンテーション（質疑応答を含む）を行いました。
　併せて、次の企業の準備時間を利用し、就活生向け
に「就活生の心構え」や「コロナ禍での就職活動につ
いて」といったミニセミナーも実施しました。
　当商工会議所では、今後も新型コロナウイルス感
染症の状況を考慮し、今回のような非対面型でのオ
ンライン合同就職説明会を開催する予定です。次回
予定は、当商工会議所のホームページでご確認くだ
さい。

「さがみはらオンライン合同就職説明会」開催

オンライン会議システム「Zoom」を活用し
て行われた合同就職説明会の様子

実質無利子化、借換可能
「新型コロナウイルス対策マル経融資」のご案内
　当商工会議所が推薦する、日本政策金融公庫の無担保・無保証融資制度であるマル経融資（小規模事業
者経営改善資金）。特例制度である「新型コロナウイルス対策マル経融資」は、売上高減少等の一定要件に
より当初3年間は実質無利子となる対象制度であり、併せて一般型マル経融資（融資限度額2,000万）か
らの借り換えも可能です。新型コロナ対策に関する小規模事業者の資金調達を、一層応援します！
〇制度概要
【要　件】	 最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5％以上減少
【使　途】	 運転資金・設備資金　　　　　　【融資限度額】　　別枠1,000万円
【金　利】	 当初3年間0.31％、以後1.21％（令和2年9月1日現在）
	 ※当初3年間は特別利子補給制度の対象として、実質無利子化となります
【その他】	 	ご利用には商工会議所の経営指導を原則６か月以上受けるなど、
	 所定の要件があります
【お問い合わせ】	 経営支援課	☎042-753-8135・南支所	☎042-746-3619
	 当商工会議所ホームページからもお問い合わせ可能です

当商工会議所の
ホームページは
こちらから

▽�販路開拓・自社ＰＲ（テーマ
別交流会、商談会など）
▽�人材採用（合同就職説明会、
採用戦略セミナーなど）
▽�人材育成（各種研修講座、検
定試験）
▽�福利厚生支援等（労働保険
の事務委託、共済・保険など）

「もっと」身近に「もっと」有益な
企業応援ツール

 入会資格 
　相模原市内（旧津久井郡の区域を除く）で営業し
ている商工業者の方であれば、規模・業種を問わず
どなたでもご入会いただけます。
　税理士、弁護士等の各種士業や特定非営利活動法
人、学校法人、医療法人などもご入会いただけます。

 会費（年会費） 
（1）�会費は、従業員数に応じた額をご負担いただきま

す（右記『年会費負担早見表』参照）
（２）�会費は、年額単位でのご負担となります（4月1

日から翌年3月31日まで）
（3）�会費のお支払いは、ご希望により分割納付（口座

振替は除く）することができます

●年会費負担早見表

従業員数 口
数 年会費

初年度会費
（加入期により年会費を減額）
2期加入

（8月～ 11月）
3期加入

（12月～ 3月）
0 ～ 3人 1 12,000円 7,000円 4,500円
4～ 6人 2 17,000円 10,000円 6,000円
7～ 10人 3 22,000円 13,000円 7,500円
11～ 15人 4 27,000円 16,000円 9,000円
16～ 20人 5 32,000円 19,000円 10,500円
～ ～ ～ ～ ～

※�会費金額は、従業員数に対応する引受口数以上とします
※�原則として、従業員数には役員および臨時従業員数は含みません
＜例＞�従業員3名以下の場合は1２,０００円が年会費となります。初年度の会費

は入会月に応じて月割りの減免があります

YouTubeチャンネルのトップページ

動画チャンネルのオープニング動画

GoToイート、
GoToトラベル最新情報

農林水産省
GoTo イートキャン
ペーンホームページ

神奈川県
「地元かながわ再発見
（かながわ県民割）」
ホームページ

観光庁
GoToトラベルキャン
ペーンホームページ

　国のGoToイートキャンペーンは、新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出
の自粛などの影響により、甚大な影響を受け
ている飲食業に対し、期間を限定した官民一
体型の需要喚起を図るものです。
　8月25日、33府県で食事券発行委託事業
の採択が発表されていますが、神奈川県はま
だ発表されていません（9月25日現在）。今
後の食事券の販売や、オンライン飲食予約に
よるポイント付与の実施につきましては、農
林水産省のホームページでご確認ください。
　また、既に実施されているGoToトラベル
では、旅行代金の割引に加えて、10月から

「地域共通クーポン券」の付与がはじまりま
した。
　さらに、神奈川県ではGoToトラベルと併
用できる、県民限定の県内旅行割引キャン
ペーン「地元かながわ再発見（かながわ県民
割）」がスタートしました。
　コロナ感染防止対策に心掛けて、この機会
にご利用をご検討ください。

＊	なお、当商工会議所では、今後、GoToイート事
業者登録説明会を予定しております。開催につ
きましては、当商工会議所のホームページをご覧
いただくか、当商工会議所のフェイスブック、ツ
イッターをご登録の上、ご確認ください。

新規会員募集中 ! !

ご活用ください
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※予算の状況により、募集期間終了前に受付を終了する場合があります。県ホームページをご確認下さい。


