ちの会議所ニュース

(1) 第566号

令和2年8月15日
発

2020年

令和２年

茅 野 商 工 会 議 所

行

毎月15日発行 〒391-8521長野県茅野市塚原1-3-20
T E L ( 0 2 6 6 ) 7 2 - 2 8 0 0 (代 )
FA X ( 0 2 6 6 ) 7 2 - 9 0 3 0
URL http://www.chinocci.or.jp/

8月15日
第 566 号

会

編集発行人
印
刷

頭

細

田

秀

司

株式会社オノウエ印刷

新型コロナウイルスの影響を受けている事業所への支援メニュー
家賃支援給付金に関するお知らせ
家賃支援給付金とは?

給付額

５月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、

地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金を支給します。

法人に最大６００万円、個人事業者に最大3００万円を一括支給。

算定方法

支給対象（①②③すべてを満たす事業者）
法

② ５月〜12月の売上高について、
・1カ月で前年同月比▲50％以上 または、
・連続する３カ月の合計で前年同期比 ▲30％以上

人

個人事業者

③ 自らの事業のために占有する土地・建物の 賃料を支払い

給付額（月額）の６倍
支払賃料（月額）

① 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む
個人事業者 ※医療法人、農業法人、ＮＰＯ法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

給付額（月額）
支払賃金×２/３

7５万円以下

50万円＋
［支払賃料の75万円の超過分×1/3］
※ただし、10０万円
（月額）
が上限
支払賃金×２/３

７５万円超
３７．
５万円以下

25万円＋
［支払賃料の37.5万円の超過分×1/3］
※ただし、
５０万円
（月額）
が上限

３７．
５万円超

申請サポート会場「茅野会場：茅野商工会議所」予約電話番号 0120‑150‑413

健康・理美容サービス業等の小規模事業者向け

新型コロナウイルス危機突破支援金の受付を７月１０日㈮から開始します

業種別ガイドラインに基づいて取り組む感染防止事業

2 交付対象者

理容業、美容業、
エステティック業、
リラクゼーション業、
ネイルサービス業、運転代行業、療術業を営んでい
る小規模事業者
（常時使用する従業員の数が５人以下）

4 募集期間

令和２年７月１０日
（金）
から令和２年９月３０日
（水）
まで
（消印有効）

5 応募方法等

申請書類は、
ホームページまたは、地域振興局 商工観光課で配布します。
必要書類を最寄りの産業・雇用 総合サポートセンター
（地域振興局 商工観光課）
に提出してください。
なお、郵送による提出の場合は簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。
提出にあたっては、新型コロナウイルス危機突破支援金
（健康・理美容サービス業等対応型）
申請受付要
項をご確認ください。
※採択者は、感染防止の取組を実施している事業者として、県ホームページで公表します。

6 お問い合わせ先

最寄りの産業・雇用 総合サポートセンター
（地域振興局 商工観光課）
「新型コロナウイルス危機突破支援金」受付担当
（平日 午前９時から午後５時まで）

諏訪地域振興局 商工観光課

〒392‑8601 諏訪市上川１丁目１６４４‑１０
Tel.0266‑53‑6000

新型コロナにより売上が減少している中小企業の皆さんへ

新しい生活様式導入補助金

0120‑
653‑930

（平日・土日祝日 8：30〜19：00）

個別税務相談会

茅野商工会議所では新型コロナウイルスの影響を受けている事業者を対象に、
各種税務に係る個別相談会を開催いたします。

【相談例】

3 交付額

１事業所につき１０万円
［定額］
※長野県が令和２年度中に事業者に対して補助している
「コロナ特別対応型持続化支援事業補助金」、
「飲食・サービス業等新型コロナウイルス対策応援補助金」、
「観光関連サービス業等生産性向上支援
補助金」
との併給は出来ません。

家賃支援給付金
コールセンター

新型コロナウイルスの影響を受けている事業者の皆様へ

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中、
顧客との密接な接触を避けることが難しい業種に対して、
業種別ガイドラインに基づく感染防止策に取り組む小規模事業者を支援します。

1 交付対象事業

相談ダイヤル

申請時の直近１カ月における支払賃料（月額）に基づき算定した

・今年の1〜3月に創業したが、持続化給付金を受けたいので税理士に相談したい。
→ 持続化給付金は「2020年新規開発特例」についてのみ対応します。
・給付金や補助金の会計処理をどのようにすればよいか分からない。
・キャッシュレス決済導入に関する会計処理について。
・今後の資金繰りについて相談したい。

【日

時】 事前予約にて随時開催 ①10：00〜12：00 ②13：00〜15：00

【場

所】 茅野商工会議所

③15：00〜17：00
【参加費】 無料
【講

師】 関東信越税理士会 長野県諏訪支部所属税理士

【申込み】 お電話にてお申込み下さい。茅野商工会議所 TEL.72‑2800
【主

催】 茅野商工会議所 茅野中企業相談所

中小製造企業の皆さんへ

製造業サプライチェーン構築・開拓等支援補助金

新しい生活様式への新規設備投資を補助します!

サプライチェーン構築及び新規開拓への取組を補助します!

茅野市では、新型コロナウイルスに感染症拡大により著しく売上が減少している市内中小
事業者等が、新しい生活様式に向けた新規設備投資に要した経費の一部を補助します。

茅野市では、茅野市内に事業所を有する中小製造業者が既存のサプライチェーン寸断に伴う
受発注先との関係構築や新規受注先を開拓するための取組経費の一部を補助します。

補助概要

補助概要

補助対象者

補助対象者 市内に事業所を有する中小製造業者

市内に事業所等を有する中小企業者等のうち、令和2年2月1日から同年6月30日までの期間
において、いずれか1箇月間の売上高等が前年同月の売上高等と比較して20％以上減少して
いる中小企業者等 ※売上減少要件に該当しない事業者、大企業は対象外となりますので、ご注意ください。

補助対象経費
【サプライチェーンの寸断等へ対応した費用】
○顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発費用
○部品調達困難による部費内製化に要した費用
○製品カタログ等のリニューアルに要した費用
○ＢＣＰ策定に要した費用 など

補助対象経費 対象期間期間内に実施した事業が対象
・フィルムや間仕切り等の飛沫防止設備設置、改修費用等用
①感染防止対策のための設備等の導入
・空調設備設置費用及び空調機購入費用
に要した費用
・セルフレジの導入、キャッシュレス化の導入費用 等
②受注開拓及びテレワーク環境の整備
に要した費用

・オンライン会議システムの導入費用
・テレワーク導入に係る初期費用（無料WiFi環境整備）等

③非対面型ビジネスモデルへの転換に
要した費用

・店頭販売から新たに通販サイトの作成
・EC販売へのシフト、出店費用等
・オンラインビジネスを始めるためWEBカメラ等の機器の導入費用
・ホームページ開設又はリニューアルに要した経費 等

補助率 補助対象経費の2/3 補助限度額は10万円
補助対象期間 令和2年4月1日〜10月31日
申請手続き

④補助金交付
※補助対象要件に該当しない場合は不交付と
なりますので、
ご了承ください。

申請書類・報告書類
①交付申請書兼請求書（様式第1号）
②対象経費について支払った領収書もしくはレシートの写し
（※領収書に消費税等の金額を明記してください。
）
③取組み内容のわかる書類
（設備導入等）の写真等
④売上額等の減少がわかる書類（月の売上がわかる試算表等）
⑤振込先口座の通帳の写し

茅野市 産業経済部 商工課 ☎0266-72-2101（内線 432） FAX0266-72-4255
E-mail shoko@city.chino.lg.jp
URL https://www.city.chino.lg.jp

補助対象経費の2/3 補助限度額は10万円 公募数

補助対象期間

・消費税は含まないこと。
・国等の類似の補助金と
の併用はできません。
・振込手数料等は対象外
となります。

詳しくは、下記窓口へご相談いただくか、茅野市ホームページをご覧ください。
お問い
合わせ

補助率

30社

令和2年4月1日〜9月30日

募集期間 令和2年10月31日（公募数30社になり次第終了）
申請手続き
①交付申請
②交付決定
③実績報告
④補助金確定
⑤補助金請求
⑥補助金交付

茅野市商工課

③補助金請求

○新分野への販路開拓に要する試作品等の制作費用
○受注獲得に向けた自社ホームページのリニューアルに要した費用
○ＳＤＧｓ認証に要した費用
○受発注サイトへの広告掲載に要した費用 など
※上記事例対応におけるトップセールス等に係る交通費等の諸経費等

製造事業者

②交付決定
交付不決定

10万円
1回限り

茅野市商工課

中小事業者等

①交付申請

限度額

【サプライチェーン構築及び開拓に要した費用】

限度額

10万円
1回限り

申請書類・報告書類
①交付申請
・交付申請書（様式第1号）、
事業計画書（様式第２号）、
・収支予算書（様式第3号）、
事業内容が確認できる書類
②対象
・実績報告書（様式第7号）、
収支決算書（様式第3号）、
・事業に要した費用に係る領収書の写し
・補助事業の実施状況を示す写真等

詳しくは、下記窓口へご相談いただくか、茅野市ホームページをご覧ください。
お問い
合わせ

茅野市 産業経済部 商工課 ☎0266-72-2101（内線 432） FAX0266-72-4255
E-mail shoko@city.chino.lg.jp
URL https://www.city.chino.lg.jp

した。

ニカルアドバイザー／経営

マツモトキヨシ様

茅野長峰店

TEL（0266）72-7221

FAX（0266）72-8790

松本営業所 〒390-0821
長野県松本市筑摩 4 丁目 22 番 19 号

TEL（0263）24-2340

FAX（0263）24-2341

塩尻営業所
〒399-0711 長野県塩尻市片丘 7378

FAX（0263）87-2551

会員交流会を開催
内容を新型コロナウイルス
感染症の影響を鑑みながら
検討し、
決まった内容につい
てそれぞれ発表を行った。
主な主要事業は、会員交
流委員会が、長野市方面視
察研修︵ 月予定︶
、地域振
興委員会が、エコキャップ
の回収、フードドライブ事
業、茅野市長との懇談会
︵２
月予定︶
、研修委員会がセミ
ナー︵8月予定︶を行ってい
くことに決定した。
今後、そ
れ ぞ れの委 員 会 を 中 心 と
し、
各事業を進めていく。
会 議 後は懇 親 会を行い、
会員 同 士の交 流を深めた。
今回の事業検討会議及び懇
親会では、新型コロナウイ
ルス 感 染 拡 大 防 止 策 とし
て、参加者同士・座席の間
隔を充分に取り、全員フェ
イスシールドを着用した。

http://www.tutihasi.co.jp/

HP アドレス

会員交流委員会︵小池美
保子委員長︶
、地域振興委員
会︵金子悦子委員長︶
、研修
委員会︵朝倉律子委員長︶に
分かれ、令和２年度の事業

ている。
主に県外から観光
で訪れる方向けに開催し
ており、ガイドブックや観
光パンフレットなどの配
布も行っている。

デイリーストア様

日曜・祝日
も営業

■本社：茅野市本町西
☎72-2288
■たてしな店：茅野市豊平山寺 ☎73-4455
■原支店：原村中新田
☎79-2919

女性会

楽園信州ちの協議会
︵朝
倉平和会長は︶７月４日か
ら８月にかけて、毎週土曜
日に蓼科自由農園茅野店
前にて移住相談会を行っ

大物洗い 羽毛布団カーペット 洗濯物を預かり、洗濯、乾燥、たた
んでお返しするサービスです。
こたつ掛け など
ＯＫ！

青年部 ﹁

目が、当所で開催された。
当

ウィルス感染拡大防止の観

氏をお迎えし﹁マーケティ

コンサルタントの青木和博

移住希望者の方も数組
ご相談を頂き、移住するに
あたっての不安や、住宅、
就職についての質問など
に答えた。
茅野市は新宿駅から特
急で２時間程で着く利便
性や、自然、四季の景色が
人気であり、年々移住希望
者が増えている。
新型コロナウイルス感
染が全国で広がる中、少し
でも移住希望者の相談に
お答えする為、今後も様子
を見ながら相談会の開催
を検討していく。
また、オンラインでの移
住相談も行っており、茅野
市の魅力を発信、移住促進
を展開していく。
︻相談会日程︼
８月 日
︵土︶
８月 日
︵土︶
８月 日
︵土︶

コインランドリー ＆ 洗濯代行

TEAM﹂ ONE FOR ALL ALL FOR ONE
青年部通常総会開催

当所青年部︵藤森康充会
長︶
は先月 日、アイプラザ
において通常会員総会を開
催した。
新型コロナウイルスの影
響により開催を延期してい
たが、マスクの着用や手指

当所女性会︵小林佐由美
会長︶
は、７月８日
︵水︶
にマ
藤森会長は令和２年度の
消 毒 の 徹 底 な ど、対 策 を
リオローヤル会館にて会員
［ TEAM
］ ONE 交流会を開催し、会員 名
行 っ た 上 で の 開 催 と な っ スローガンを﹁
た。
総 会 では 令 和 元 年 度 の
FOR
ALL ALL FOR が参加した。
﹂に決定。
青年 部活動
事 業 報 告 及 び決 算の承 認
ONE
と、令和２年度の事業計画 を通じ、会員同士の交流を
案・予 算 案 の 審 議 が さ れ、 深めることや、多くの事業
所に新型コロナウイルスの
原案通り承認された。
影響が出る中、苦しい時こ
そ青年部の仲間同士、一丸
となって進んで行くことを
年度方針として掲げ、所信
表明を行った。
また、小松直前会長より、
藤森会長への引継ぎも行わ
れ、新たな体制での青年部活
動 がスタ ー ト を 切った。
今
後は新型コロナウイルスの
感染防止策を徹底した上で
可能な活動を進めていく。
18

諏訪地域
生
産
性
向
上
支
援
訓
練
製造業向け
楽ちの土曜日移住セミナー
〜第２回目開催〜
移住相談会を開催
独立行政法人高齢・障害・

茅野市精密工業連合会、茅
着用﹂
﹁こまめな換気﹂
﹁密の

点から
﹁手指の消毒﹂﹁マスク

求職者雇用支援機構長野支 日は、諏訪地域事業所を中
第二回 目 となる 今 回 は、
部が主催で当所を含む諏訪 心に7社 名が参 加した。 講師に株式会社日本能率協
地 域の商工 会 議 所 が 共 催、 開催に際しては新型コロナ 会コンサルティング テク

日に生

後援として、7月

析﹂
として、マーケティング

ング 志 向の営 業 活 動の分

野・産業振興プラザ、
などが
回避﹂などへの配慮を徹底

の基礎的な知識および分析
グ的な思考を念頭に置きな

手法を学び、マーケティン

管理、そして営業業務のテ

がら行う営業業務の計画・
クニックを用いた業務改善
える知識を習得する内容の

により、生産性の向上が行

今 回の訓 練 プログラム

講座を開催した。
は、今年6月〜来年1月ま
定となっており、今後開催

での間に5回開催される予

時申し込み頂ければ参加が

される講座に関しては、随
可能です。

TEL（0263）87-2550

（茅野環境館そば）

明治 27 年創業・機械のお求めは、アフターサービス安心の地元・専門店で！！

㈱マルモ機械

スチールチェンソー

MS170（30.1cc バー 30 ㎝ )
特
円（税込）より

21,700

53,600 円（税込）
特

㈲入倉米穀

43,800 円（税込）

刈払機・特売中！！

新ダイワ RA3026（25.4cc）

スチール
Shop

特

スチール・ハスクバーナ・ゼノア・
共立・新ダイワ

39,800 円（税込）
特

共立・新ダイワ
サービス
指定店
ゼノア BC222ST（21.7cc）

世界の超一流メーカーチェンソー
スチール FS23（21.4cc）

家庭用から
プロ用まで

新米・古米
買い取り実施中

本 社
〒391-8580 長野県茅野市本町西 4 番 25 号

TEL（０２６６）７３−５３２２

茅野市玉川長峰４６０５−１

10

29 22 15

NEW LIFE LAUNDRY

長峰中

新会長へバッジの引継ぎ

講師の(株)日本能率協会コンサルティング
テクニカルアドバイザー／経営コンサルタント
青木和博氏

長峰

御柱街道

会議の様子
移住相談会の様子

12

テンホウ様

運動公園

15

産性向上支援訓練の第二回

21

TEL0266-72-2312

お問合せ

令和2年8月15日

ちの会議所ニュース
(2) 第566号

新ダイワ・共立・ゼノア・スチール・ホンダ チェンソー・刈払機専門店

ちの会議所ニュース

(3) 第566号

新型コロナウイルス感染症対策
就職活動生応援特別企画
茅野市労務対策協議会では、新型コロナウイルス感染症に
より、多大なる影響を受けている就職学生へ向けて特別企画
を実施いたします。
事業の概要：茅野市内等の企業情報を掲載した「茅野市内等企業情報
冊子」を作成し、冊子をお申込みいただいた方に配布
するものです。また併せて生活応援品としてギフト券
（5,000円分）を送付いたします。
対

象：来春2021卒業予定の茅野市出身（在住含む）学生（大学
院・大学・短大・専門等）

申込み期間：令和２年7月15日〜12月31日
（予定）

≪お申込みに関する注意事項について≫
・情報冊子、生活応援品につきましては数に限りがございますので、
無くなり次第終了となります。
（※先着順となります）
・お申込み、情報冊子のご請求は無料ですが、お申込みはお１人様
１回限りとなります。
・情報冊子及び生活応援品は対象
学生様の住所へ送付いたします。
・お申込み内容に不備等ございま
したら、事務局より直接ご連絡
させていただく場合がございま
す。
・お申込みいただきました内容は、
茅野市労務対策協議会以外で使
用することはございません。
発 送 期 間：発送は、お申込みいただきました対象学生様へ、準備が
整い次第、順次発送いたします。
お申し込みはこちらから

お問い合わせ
茅野市労務対策協議会事務局
（茅野商工会議所内）担当：松澤

TEL 0266−72−2800
https://forms.gle/uxAXkMJUiXLtgxHy8

令和2年8月15日

はじめの一歩！ コロナ禍でもがんばる！諏訪地域創業スクール
開催期間

10月31日

2020年

〜12月12日

※悪天候などにより開催順延となった場合のため、12月19日
（土）
を予備日としています。

10／31（土）、11／7（土）、11／21（土）、11／28（土）、12／5（土）、12／12（土）計6日間

定
員 30名（定員になり次第募集終了）
募集対象 創業予定者ほか
締
切 10月23日（金）
受 講 料 10,000円（受講料は10／23までに振り込み

申し込み
フォーム
QRコード

または、窓口にてお支払いください）

会

下諏訪商工会議所

場

諏訪郡下諏訪町4611

（新型コロナウイルス感染症の影響により、オンラインによる開催に切
り替える場合があります。開催に当たり、感染予防対策のガイドライ
ンを設けた上で実施いたします。）

お 申 し 込 み 下諏訪商工会議所 8：30〜17：30（土日祝日を除く）
お 問 い 合 わ せ TEL 0266−27−8533 FAX 0266−28−8811

URL cci.shimosuwa.nagano.jp

主催■茅野商工会議所・下諏訪商工会議所・岡谷商工会議所・諏訪商工会議所
（諏訪エリア商工会議所広域専門事業）
共催■茅野市、岡谷市、諏訪市、下諏訪町、諏訪信用金庫、㈱八十二銀行、㈱長野銀行、
長野県信用組合、日本政策金融公庫、長野県信用保証協会

カリキュラム （12：00〜13：00は各自にて昼食）
日程

テーマ

時間 特定創業支援等
1.0h
1.0h
1.0h
3.0h
2.0h
1.0h
1.0h
1.0h
2.0h
1.0h
1.0h
1.0h
2.0h
2.0h
2.0h
1.0h
1.0h

創業計画を
作成する①

創業計画の狙い

1.0h

創業事業計画書作成①

6.0h

創業計画を
作成する②

創業事業計画書作成②

3.0h

発表と講評

4.0h

創業のあらま
11／7㊏
しと事業・会
9：00
社の組み立て
〜17：00 方を理解する
経営分析手法
11／21㊏
の基礎、会計
9：00
と法律を理解
〜17：00 する
11／28㊏ お金について
学ぶ・経営分
9：00
〜17：00 析手法の応用
12／5㊏
9：00
〜17：00
12／12㊏
9：00
〜17：00

講座内容
創業スクール概要・カリキュラム説明
今回のセミナーの到達点
創業前の心構え
グループワーク 事業・会社を思い描く①
グループワーク 事業・会社を思い描く②・グループ発表
創業って何だろう
創業する時の手続き（会社設立を除く）
・ルール・支援対策・社会保険
ＳＷＯＴ分析のワーク
ＩＴを活用した販売促進・業務効率化
事業の階層・４Ｐ分析・ＰＤＣＡサイクル
ビジネスモデルキャンバスのワーク
会社と法律
記帳、決算、納税
オープンウインドウ【マンダラート】を使ったワーク
苦手なものが勝負を分ける〜お金のやりくり・資金繰りワーク
資金調達の方法と信用情報機関について
制度資金とその仕組み
ＳＷＯＴビジネスモデルキャンバス
オープンウインドウのブラッシュアップ

セミナーのあ
10／31㊏
らましを理解
10：00
し、
事業・会社
〜17：00 を思い描く

★経営

★経営★人材育成
★経営
★販売促進
★経営★販売促進
★経営
★経営
★財務
★財務

3.0h

●12月19日
（土）9：00〜17：00は予備日となります。●新型コロナウイルス感染症の影響により、オンラ
インによる開催に切り替える場合があります。●基本的に6日間全て参加されることを前提としたプログラ
ムです。●申込者には後日詳細をお知らせします。●カリキュラムは変更になる場合があります。

地域産業と共に躍進する

SUWA KAMOTU

【営業品目】
電気・エアコン・床暖房・蓄熱床暖房・太陽光発電システム・
電話通信・放送設備工事

諏訪貨物自動車株式会社

◀太陽光パネル設置例

本社／〒391-0001 長野県茅野市ちの 3442-1
TEL 0266-72-2125 FAX 0266-72-2127

▼ 照明器具取付例

茅野バス観光㈱
〒391-0013 長野県茅野市宮川 4313-1
TEL 0266-73-5858 http://www.chinobus.com/

ご相談受付中 !
新型コロナの影響で資金繰りにお悩みの方
事業者にとって資金繰りは非常に重要な業務です。
新型コロナの影響で資金繰りにお悩みの方、
資金計
画の策定・実績管理等ご支援いたします。
TEL : 0266-72-5060

1-40

税理士法人柳澤会計
HP はこちら↑

本 社 長野県茅野市塚原二丁目 4 番 3 号（〒391-0002）
TEL：
（0266）
72-4158
（代）／ FAX：
（0266）
73-5881
営業所 諏訪
（営）
：
（0266）
52-4158 ／ 下諏訪
（営）
：
（0266）
27-2788
岡谷
（営）
：
（0266）
21-5270 ／ 塩尻
（営）
：
（0263）
51-8116

ちの会議所ニュース

(4) 第566号

新型コロナウイルス経営相談窓口開設中

「AⅠ
・
ⅠoT等先端ツール活用DX推進事業」の
補助対象者を募集します

【諏訪エリア商工会議所広域専門事業】

この時期に教育訓練をしませんか？
教育訓練の実施をお考えの事業主の方へ

長野県では、AⅠ・ⅠoT等の先端技術を活用して生産性向上を図る事業者に対して技術導入経費を補助する
「A
Ⅰ
・
ⅠoT等先端ツール活用DX推進事業」
（中小企業先進的取組等支援補助金）
の補助対象者を募集します。

【新型コロナ特例（特例期間〜9/30予定）】
休業中の「教育訓練」も「雇用調整助成金」の対象です！

1 補助対象事業

以下の技術を活用して事業活動の生産性向上を図る事業
（1）
ⅠoTの活用
センサを活用したモノのインターネットへの接続による、生産工程等の遠隔管理の実現
や、
データ収集の自動化等
（2）AⅠの活用
収集データの分析・予測の自動化による業務効率化の実現等

2 補助対象者

県内に本社又は主たる事務所を有する中小企業・小規模事業者等

3 補助率・補助金額

（1）
ⅠoTの活用・
・
・補助率 2分の1以内 補助金額 100万円以内
（2）AⅠの活用・
・
・
・補助率 2分の1以内 補助金額 200万円以内

令和2年8月15日

・休業している間の時間を有効的に活用するには、教育訓練が効果的です。
・教育訓練を実施することにより助成金額が上乗せされます。
※加算額は訓練時間により2,400円または1,200円 対象は雇用保険被保険者のみです。

雇用調整助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業およ
び教育訓練）
または出向により労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金の一部を助成するものです。
教育訓練を実施した場合には、賃金助成のほかに教育訓練費が加算されますが、助成対象となる教育訓練
は、職業に関する知識、技能、技術の習得や向上を目的とするものであることが必要です。

4 公募期間

★ポリテクセンター生産性向上人材育成支援センターによる生産性向上に関する訓練
コースなどが対象となります。

5 補助対象経費、応募方法等

★また、同一事業所内で6名以上、または複数の事業者でも6名以上集まれば対象とな
る教育訓練セミナー（講習会）が開催できます。
（オーダーメード講習コース）

生産性向上支援訓練（オープンコース）⇒詳しくは下記ポリテクセミナーの案内をご覧ください。
URL:https://www3.jeed.or.jp/nagano/poly/seisan-open.html

募集開始日 令和2年7月6日
（月）
二次締め切り：9月25日
（金） 三次締め切り：10月30日
（金）
※予算の状況により、
二次締め切りで募集を終了する場合があります。
対象経費、
応募方法、
その他詳細につきましては、
以下のURLをご参照ください。

【会場】
は事業所または商工会議所など、
ご相談の上決定します。
【日程】
はセミナー
（講習会）
の開催を決定してから約３か月後です。

https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/ai-iot̲hojyo.html

【諏訪エリア商工会議所広域専門事業】

HACCP についてのセミナー＆相談会
すべての食品等事業者を対象に
義務化されました。
HACCP制度化の施行日：2020年6月
2021年6月から完全施行

Hazard （危害）
Analysis（分析）
Critical （重要）
Contror（管理）
Point （点）

参加費
無料！

「危害分析重要管理点方式」
と呼ばれる、安全な食品を製
造するための製造工程の管
理方法のことです。

お問い合わせ

２０１８年６月に
「食品衛生法」
が改正され、
２０２０年６月から原則として全ての食品等事業者
への「HACCPに沿った衛生管理」
が制度化されました。
１年の経過措置期間はあるものの
２０２１年６月から完全施行されるため、
この時期に「HACCPの考え方を取り入れた衛生管
理」
に関するセミナーにより情報を提供し、導入までの手引きの説明と助言を行ないます。

今回のセミナーでは、食品衛生管理の制度化の重要ポイントなどについて説明します。
そして、
HACCP の手法を解説しHACCP の考え方を取り入れた衛生管理について説明します。
業種別の手引き書などをご用意しますので、
この機会に是非ご聴講ください。

茅野商工会議所

日時、会場・
・
・
・令和２年９月１６日（水）
１３：３０〜１６：３０ 茅野商工会議所
講師・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・長野県よろず支援拠点 コーディネーター

プログラム・
・
・⑴13：30〜15：30 セミナー

中田 麻奈美 氏

・
「ＴＩＧ溶接技能クリニック」
（能力開発セミナー）
・
「シーケンス制御の実践技術」
（能力開発セミナー）

ご関心の方へのご要望にお応えできるかもしれませんのでご相談ください。組成できるコースには限りがございます。
（先着順）

参考：ポリテクセンターHP：https://www3.jeed.or.jp/nagano/poly/about.html
受講料は、講習内容により異なりますが、おおむね3,300円〜／人程度

お問い合わせは⇒ 岡谷商工会議所：広域専門指導員（竹中） 0266‑23‑2345
【諏訪エリア商工会議所（岡谷商工会議所：拠点、茅野商工会議所、下諏訪商工会議所、
諏訪商工会議所】

ポリテクセンターのセミナー

IT活用力セミナー・生産性向上支援訓練 開講のお知らせ

【松本広域商工会議所連携事業】
【諏訪広域商工会議所連携事業】

令和２年度
（令和２年９月から令和３年３月まで）
の予定をご案内いたします。
ポリテクセンターでは、平成２９年から継続して、皆様の生産性の向上、経営力の強化を推進する人材の育成

を積極的に支援しています。貴社も一緒に、やってみませんか！

募集の詳細は当センターのWebホームページを検索してご覧ください。⇒ ポリテク松本

令和２年度 IT活用力セミナー予定［オープンコース］ 各地域共通̲6時間コース

・食品衛生法の変更（衛生管理の制度化）内容と概要
・HACCP 手法について
・HACCP の考え方を取り入れた衛生管理について

⑵15：30〜16：30 相談会

質疑応答、意見交換、個別相談会
（予約制）
、
など当日の状況に合った相談会

※コロナウイルス感染症の発生状況によりリモート講義になる場合もあります。
※参加の際は、
コロナウイルス感染症対策のため、
マスクの着用などの対策をお願いします。

︿住

︿電

●定員：１５名 ●締切：９月１４日
●お申込み：茅野商工会議所ホームページ内の新着情報をご覧ください。

ば神様が病気を治すとは考えづらいが今でも毎年感謝を

行政書士会は、
行政書士法（昭和26年2月22日法律第4号）
に基づく国家資格者です。
相続、土地活用、自動車購入、国籍、各種契約などの生活に密着した問題、また起業や
経営に関わるうえで避けて通れない雇用、会社成立、飲食店や産業廃棄物処理業、建
設業許可申請などの案件のうち、
①官公署に提出する書類、権利義務に関する書類及び事実証明
に関する書類（実地調査に基づく図面類を含む）の作成
②①の書類の提出手続及び①の書類に関わる許認可等に関する
聴聞等の手続における一定の行為について代理すること
③行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を
代理人として作成すること
行政書士会のマスコット
ユキマサ
（行政）
です、
④①の書類の作成について相談に応ずること
宜しく
！
！
を業務としています。
行政書士は、皆さんと行政の架け橋として、また依頼を受けた案件について最良の結果
を出すために、皆さんとの信頼関係を大切にこれらの業務にあたっています。

商工会議所の会員さんのお力に行政書士がなれるよう日々努力して
いきますので今後とも宜しくお願い致します。
病で多くの人が亡くなったそうだ︒その時 有 名な神 様を

込めて例祭を行っている︒江戸時代のはやり病も百年前の

行政書士に関すること［シリーズ その１］

分社して悪霊退散祈願をしたそうだ︒甲斐あって︑
はやり

志 村けんさんが亡くなり岡 江 久 美 子さんまでが亡く

スペイン風邪も終息したのは薬ではない︒その時大勢の人

長野県行政書士会諏訪支部

病は収まり平和な時を取り戻したとの事︒科学的に言え

ナに対 する考え方が大きく変わった︒百 年 前スペイン風

だ︒そして看護する人たちの献身的な努力のおかげであ

が感 染し辛 うじて生 き残り抗 体ができたおかげだそ う

なった︒有名人の死はそれまで他人事の様だった新型コロ

邪が流行した時日本では４５万人もの人が亡くなったそ

Ｉ・Ｉ

ることは今も昔も変わらないのは言うまでもない︒

うだ︒今の日本の人口だったら１００万人を超える人が

亡くなった計 算である︒もちろん百 年 前は未 知の病で特

二〇

効薬もない︒私の住んでいる地区でも江戸時代に︑はやり

三

二 八 〇 〇

所﹀茅野市塚原一

話﹀七 二

お問合せ TEL 0266-23-2345 岡谷商工会議所 広域専門指導員（竹中）

資源保護と環境保全のため、
植物性インキを使用しています。

・
「職場のリーダーに求められる統率力の向上」
（生産性向上支援訓練）

「生産性分析と向上」
（生産性向上支援訓練）
セミナー（講習会）の ・
・
「３次元ＣＡＤによる機械設計技術」
（能力開発セミナー）
一例として

月

月 曜日

9

15 火 松本ものづくり産業支援センター

実施場所

10

1

分類

〜を学ぶ

IT理解

業務のIT化
表計算

コース名称
失敗しないためのシステム化に関する基礎知識

8/18

木

エスイー学園

ITスキル・活用

10 15 木

エスイー学園

ITスキル・活用

5

木

エスイー学園

ITスキル・活用

表計算

効率よく分析するためのデータ収集

10/8

11 19 木

エスイー学園

ITスキル・活用

表計算

品質管理に役立つグラフ活用

10/22

ポリテクセンター松本

IT倫理

コンプライアンス

エスイー学園

ITスキル・活用

表計算

11
1

19 火

2

9

2

10 水 丸の内ビジネス専門学校 ITスキル・活用

火

品質管理に役立つグラフ活用

申込み締切

プレゼンテーション 相手に伝わるプレゼン資料作成

ホームページ

9/3
9/17

ケーススタディから学ぶインシデント対応 12/22
ピボットテーブルを活用したデータ分析

1/12

読まれるためのWebライティング

1/13

実施場所、開催日につきましては変更になる場合があります。

令和２年度 生産性向上支援訓練予定［オープンコース］ 諏訪広域̲6時間コース
月

日 曜日

実施場所

分野

〜を学ぶ

対象者

10

8

木

茅野商工会議所

生産管理

生産・開発計画

中堅層

コース名称

12

9

水

岡谷商工会議所

生産管理

原価管理

管理者層

1

26 火

茅野商工会議所

品質保証・管理

品質保証・管理手法

中堅層

生産性分析と向上

申込み締切
9/10

原価管理とコストダウン 11/11
品質管理実践

12/29

実施場所、開催日につきましては変更になる場合があります。

【主催】 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構長野支部 ポリテクセンター長野
【共催】 茅野商工会議所、岡谷商工会議所、下諏訪商工会議所、諏訪商工会議所、松本商工会議所、
安曇野市商工会、塩尻商工会議所、大町商工会議所、松本ものづくり産業支援センター
【後援】 茅野市精密工業連合会、茅野・産業振興プラザ、岡谷市、
ものづくり支援センターしもすわ、NPO
諏訪圏ものづくり推進機構、
松本機械金属工業会、
中信溶接協会、
諏訪信用金庫、松本信用金庫

お問合せは、下記または上記の共催団体まで
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構長野支部 長野職業能力開発促進センター 松本訓練センター
ポリテクセンター松本 生産性向上人材育成支援センター TEL 0263‑58‑3392 FAX 0263‑58‑5062
岡谷商工会議所 中小企業相談所 TEL 0266‑23‑2345 FAX 0266‑22‑9056

アクサ生命保険株式会社
松本支社 諏訪営業所
〒���-���� 諏訪市小和田南��-� 諏訪商工会館�F
TEL ����-��-����（代）

アクサ生命保険株式会社
諏訪営業所 茅野分室
〒���-���� 茅野市塚原�-�-��
TEL ����-��-����

茅野商工会館�Ｆ

