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会員拡大キャンペーン

25 ,000部発行（牛久市内全戸配布）

キャンペーン期間中に牛久市商工会にご加入いただいた会員様は、
発行部数25,000部（牛久市内全戸配布）の本誌「商工会だより」にて
無料で掲載し貴社のＰＲをさせていただきます!!
この機会に、ぜひ『牛久市商工会』にご加入ください。

た、顧問弁護士、税理士、社会保険労務
士と提携し専門的な分野にも幅広く
対応し、さまざまな面でバックアップ
しております。
その他、異業種の交流、講演会、福利厚
生事業など毎年趣向を凝らして開催
しておりますので、貴社の営業活動や
お仕事のパートナー探しの場として
大いに活用できることと思
いますす。
「経 営 の 絶 対 的 な パ ー ト ナ
ー」商工会をご活用下さい。
※ご入会に関するお問い合わせは
商工会まで。

防犯と事業所のPRを
兼ねた街路灯の設置

ハートフルクーポン券
事業

☎872-2520

かっぱ祭り、
ワイワイ祭り等への
参加・協力
会員交流や従業員のための
レクレーション事業等
本誌「商工会だより」の発行

とくとく

商工会は、地域の事業者が業種に関わ
りなく会員となって、お互いの事業の
発展や地域の活性化のために総合的
な活動を行う団体です。
とりわけ当牛久市商工会ではこのよ
うな商工会だよりで会員様はもちろ
ん、市民の皆様にも情報提供をしてお
ります。年に数回行われるイベントや
行事等では会員様のＰＲコーナーを
設け販促活動に活用していただいて
おります。
市民の皆様の間にすでに定着してい
る【10％お得なハートフルクーポン
券】ですが、今年で６年目となり、昨年
度は、１年間に３億円の発行実績とな
りました。このクーポン券の取扱店に
なれることも牛久市商工会の会員だ
けの特典です。他にも、会員の看板付
の街路灯設置事業も行っております。
経営面においては、経営指導員による
経営相談・融資の斡旋を始め、新規開
業をお考えの方や、設備投資の相談も
承っております。その他労災保険・雇
用保険等の各種手続き、自動車保険・
火災保険等取り扱っております。ま
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さまざまな角度から︑会員様をサポートします︒
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緊急保証制度

中小企業の
資金繰り支援のため

ご利用ください

「緊急保証制度」の利用や日本政策金融公庫のマル経融資など金融に関する相談は

牛久市商工会へ【商工会へご加入ください】

☆国の緊急保証制度

760業種

【従来のセーフティネット保証対象業種】
（中小企業の84％をカバー） 建設業・ものづくり製造業・運送業・
ガソリンスタンドなど

業種の詳細は、中小企業庁ホームページ
商工会、市町村窓口等でご確認ください！

185業種
融資
期間

対象業種の中小企業は、金融機関から融資を
受ける際に
「一般保証」とは、別枠で

無担保で『8,000万円』まで
普通担保で『２億円』まで

10年以内 (

)

据置1年
可能

信用保証協会の100％保証を
受けることができます

（注：金融機関、信用保証協会の審査の結果によっては、保証を受けられない場合があります。）

■市町村における認定要件（申請に必要な書類、手続きは、市町村商工担当課でご確認ください）
・以下のいずれかの要件に合致していることの認定を受けてください。
①最近３か月間の平均売上高等が前年度比３％以上減少している。
②製品等原価のうち20％以上を占める原油又は石油製品の仕入れ価格が上昇しているにもかかわらず、
製品等価格に転嫁できていない。
③最近３か月間の平均売上総利益率又は平均営業利益率が、前年同期と比べ、３％以上減少している。

☆日本政策金融公庫（旧国民生活金融公庫）
セーフティネット貸付制度
①対象：中小企業で、売上や収益が減少した方、経営状況が悪化していないにもかかわらず、取引金融
機関との取引状況が変化している方、取引企業などが倒産した方
②融資額：普通貸付とは、別に4800万円以内（借入理由で限度額が異なります）。
※ご相談、お申し込みは、お近くの日本政策金融公庫の本支店まで。

☆茨城県でも国の「緊急保証制度」創設に
かかるセーフティネット融資（別枠）
①融資対象…………国の指定業種（760業種）等同条件
②融資限度額………運転資金5,000万円
③融資期間…………７年以内（据置１年可能）
④融資利率…………年1.6％～1.8％（固定金利）
⑤保証料……………0.8％ ※県で左記保証料の１割を補助
⑥保証割合…………保証協会の100％保証
⑦申込方法…………市町村認定後、商工会へ

〈〉

牛久市商工会だより

中小企業緊急
雇用安定助成金
【主な受給の要件】※休業の場合
(1)[1]最近３ヶ月の売上高又は生産量等がその直前３ヶ
月又は前年同期比で減少していること。
[2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が
５％以上減少している場合は不要。）
(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間
休業を行うこと（平成21年２月６日から当面の期間
にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎
に１時間以上行われる休業（特例短時間休業）につ
いても助成の対象となります。）
(3)労働基準法に定める額以上の休業手当を支給している
こと。

モダンリゾート ウェディング

ベル・ザ・クラス

ひたち野牛久に誕生したモダンリゾート
なウェディングスペース。
併設されたレストラン『ダイニング』では、
平日、人気のプレートランチ＆ディナー。また、Cafe & Ber『グレイ
スステージ』の営業をいたしております。コンセプトは【快適なオア
シス】。オアシスとは、心からの寛ぎを求めて多くの人が集う〈ベル・
ザ・クラス〉そのものを意味します。日常の喧騒からしばし離れ、皆
様がこの場で心地よく快適に食事や語らいを楽しんでいただけるこ
とが何よりの慶びです。スタッフ一同、心よりお待ちしております。
くつろ

業種：結婚式場・レストラン・カフェ＆バー
牛久市ひたち野西1-22 TEL.878-1165 FAX.871-8006

栄光武道具

茨城店

昨年３月末に牛久駅東口にオープンしま
した「栄光武具店」フランチャイズ１号
店です。剣道具、武道具、カップ、トロフ
ィー、記念品等を取り揃えております。
何処よりも高品質の武道具を低価格にて
ご提供いたします。商品を購入された後も充分なアフターサービスを
心掛けております。もちろん当社製品、他社製品を問いません。道衣、
袴等はその場で名前をサービスでお入れいたします。従業員一同心よ
りご来店をお待ちしております。 店主。

12号

従業員の人員削減を考えている事業主さまへ
世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による
企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余
儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時
的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓
練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。
(4)労使間の協定による休業であること。

【受給額】
○休業等
休業手当相当額の４／５（上限あり）
支給限度日数：３年間で300日（最初の１年間で200
日分まで）
教育訓練を行う場合は上記の金額に１人１日6,000円
を加算
○出向
出向元で負担した賃金の４／５（上限あり）

ご相談は、牛久市商工会まで

新規加入会員の紹介
当商工会では、平成17年度から20年度にかけて531
社もの新しい会員を増やすことができました。
前号に引き続き、17年度以降に加入した新規会員の中
から、掲載を希望された会員事業所をご紹介いたします。

東京ガス(株)常総支社 ウィズガス体験ハウス ガスパ
東京ガス常総支社は、環境性に優れた天然ガスを主原料とする都市ガ
スをお届けするとともに、ガス工事、ガス機器販売等を通して、快適
な暮らしづくりに貢献します。省エネ型のガス機器（エコジョーズ、
エコウィル等）は、CO2 削減の効果が期待さ
れ、エコロジーに加え、
「人が主役の本物の暮
らし」を体験・体感していただけます。ウィ
ズガス体験ハウス「ガスパ」までお気軽にお
立ち寄り下さい。

業種：武道具の販売・修理
牛久市中央5-17-1 TEL.886-6109 FAX.886-6110

業種：ガス製造および販売
牛久市ひたち野東5-21-1（日本テレビ ハウジングプレイス牛久展示場内）
TEL.871-0057 FAX.878-1030

ワークマン

澤田茶園

ひたち野牛久店

ワークマンひたち野牛久店は、開店して４年
目の新しい作業着の店です。最近は安さと、
作業の為の機能性が、一般の方に知られ、普
通の事務の方や主婦の方など幅広くお買物し
て頂けるようになりました。草取りや農作業 ベスト
にピッタリの手袋など、口こみで評判がひろ ヒット
がっているようです。まだ、ご利用したことのない方も、是非一度、足
をお運び下さい。お得で、おもしろい商品が、たくさん揃っておりま
すのでご満足頂けると思います。

業種：作業着の販売
牛久市ひたち野東1-12-3 TEL.871-1881 FAX.871-1881

牛久市女化町で「お茶」と「落花生」を
生産販売しております。お茶は静岡と
いうイメージがありますが、地元牛久
でもお茶畑から製造まで丹精こめて作
っています。あまり知られておりませ
んが同じお茶の葉から出来る紅茶も生産加工しています。落花生も自
家農園で香りと甘味にこだわり作っています。また、国産では珍しい
「牛久産 100％黒落花生」も好評販売中です。
「健康に役立つお店」を
目指して皆様を心よりお待ちしております。

業種：お茶と落花生の生産直売店
牛久市女化町30 TEL.872-0307 FAX.872-8144

Ｓｕｍ環境設計
外構工事 南
☎871-8232
マルコー装飾
内装業 奥原町
☎875-1103
青山鑿泉
さく井業 上太田町
☎872-0985

料飲業部会

櫃田 木世子
農業コンサルタント
ひたち野東
☎080-3025-9445
SK Company
コンサルティング業
ひたち野西
☎090-9670-5904
㈲幸
グループホーム・デイサ
ービス さくら台
☎878-3911
Mama's Cafe YAMAGISHI
カフェ 南
☎872-3965
スナック 和音
スナック 南
☎874-9769
昇 龍
中華料理 岡見町
☎817-0878

がたくさんいらっしゃいました。
この場をかりて深くお詫び申し
上げます。
毎回イベントごとに人出が増
え、商工会だよりの注目度も上
がってきたのかなと実感してお
ります。今後も市民の皆様の期
待に応えられるよう努力してま
いりますので、宜しくお願い致
します。

新職員紹介

髙嶋 基樹
私は社会人１年目で、まだ知
らないことや今から学ぶことは
山ほどあると思います。だから
といって、弱音は吐かず、どん
なことにも根気強く向かってい
こうと決心しています。
これから私が牛久市商工会の
一職員として、地域商工業の発
展に貢献するためには、行動力
を最大限に発揮することだと思
っています。まずは、商工会員
の皆様によい意味で顔と名前を
覚えて頂けるように精一杯努力
してまいりますので、皆様方の
ご指導を宜しくお願い申し上げ
ます。

笠原 絵美子
このたび、牛久市商工会の職
員となりました笠原絵美子と申
します。牛久市の商工業の発展
と市の活性化に貢献したいと思
っております。皆様のお役に立
てるよう頑張りますので、ご指
導ご鞭撻のほど宜しくお願いい
たします。
御用の際はお気軽にお申し付
けくださいませ。

牛久市社会福祉協議会 TEL 871-1295
http://www.ushikushakyo.jp/

商工会員の皆様も地域貢献に積極的に参加しましょう

ホームページもご利用ください
牛久市商工会のホームページ
には、最新の情報が掲載されて
いますのでぜひアクセスしてみ
てください。また、当商工会の
会員は無料
で紹介させ
ていただい
ております
ので、ご希
望の場合は
ご連絡くだ
さい。

http://www.sci.e-ushiku.jp/
666666666666666

火災警報器の設置義務化が

６月よりスタート
住宅への火災警報器の設置義
務化が、本年６月よりスタート
い た し ま す。（ ５ 月 末 ま で に 設
置 し な け れ ば な り ま せ ん。） 皆
さんの生命や財産を火災から守
るための大切な備えとなります。
警報器の設置に関してのお問
い合せは、お近くの電気店まで
どうぞ。

向を示す「幸せへの道しるべ」でもあり、住民、事業所、
団体など、みんながもっている様々な力を形にする「市
民の行動計画」です。
皆さん、幸せなまちづくりの実現を目指して、ともに語
り合い、一緒に夢を描き、協力し合って歩きはじめま
しょう。

このたび、牛久市社会福祉協議会は、牛久市地域福祉
活動計画策定委員会とともに、
「みんなの幸せづくり計
画」を策定しました。
この計画は、牛久に住むすべての人が、人や地域とつ
ながることにより、その人らしく輝きながら、幸せな暮
らしを送ることができるまちづくりを目指しています。
またこれは、市民による広い意味での福祉活動の方

大抽選会

建築・不動産業部会
ハーブミート㈱
精肉卸販売 柏田町
☎836-4922
Bike&Sports ENERGY
スポーツ用自転車販売
ひたち野東
☎875-4445
マイセット風間
キッチン販売 神谷
☎873-7307

新年１月 日に社会サービス
業部会の会員を中心にシャトー
カミヤにて開催されたお楽しみ
イベントには、寒いながらも天
候に恵まれ、たくさんの市民の
10

商業部会

皆様に足を運んでいただきまし
た。恒例の大抽選会のほか、青
年部員による餅つきも行われ、
お 客 様 か ら も「 よ い し ょ ー！」
と声があがり会場を賑わせてい
ました。
当日は、予想をはるかに上回
る人出で、用意した賞品やお餅
もあっという間になくなってし
ま い、「 え っ？ も う 終 わ っ ち ゃ
ったの？」と残念そうなお客様

社会サービス部会

新春
恒例！
平成20年12月16日〜
平成21年3月15日までの加入

新規加入事業所紹介
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商 工 会 は 地 域 福 祉 活 動 を 応 援 し て い ま す
●●●●●●●●●●●●●●●●●●

「みんなの幸せづくり計画 〜牛久市地域福祉活動計画〜」を普及しています

