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　第 44 回通常議員総会が、3月 28 日（火）ホテル千成において、
議員 107 名（内委任状 58 名）の出席により開催され、提出され
た議案は全て原案通り承認されました。
＊議　事＊
議案第 1号　平成 29 年度事業計画案決定の件
議案第 2号　平成 29 年度収支予算案決定の件
議案第 3号　議員総会決議事項の一部を
　　　　　　常議員会に委任する件
議案第 4号　役員欠員に伴う補充選任の件

平成29年度　収支予算書
（収入の部）　　　　　　　　　※単位：千円

会　費
交付金
事業収入
手数料収入
賦課金収入
雑収入
繰入金
繰越金

平成29年度
予算額

科　　目

（収入の部）　　　　　　　　　※単位：千円

平成29年度
予算額科　　目

34,992
55,155
15,329
24,605
1,240

318
19,157
1,000

151,796

事業費
1.総合振興事業費
2.地域振興事業費
3.部会事業費
4.商工技術普及事業費
5.調査広報事業費
6.福利厚生対策事業費
7.青年部・女性会活動費
8.経営改善普及事業費
9.共済事業費
10.会議費
11.その他事業費（相談所）

管理費
繰出金
その他の支出
予備費

53,364
6,123
9,911
2,789
460

2,670
9,673
2,000

14,013
920

1,650
3,155

77,596
11,457
7,210
2,169

151,796

合　　計

合　　計

アップ君津商工会議所
８つの重点項目

① 中小零細企業の於かれている現状に即した会議所運営を第一に行います。
② 「あり方検討委員会」を設置し、若い年代層や女性事業者、専門家等の  
　 意見を取り入れ、活力あふれる商工会議所を作ります。
③ 経済収縮を解消するため、情報ネットワーク（IT）を利用した積極的な支
　 援を行います。
④ 関係団体とのパイプ強化による経営課題解決と経営環境改善を行います。
⑤ 会員や他団体と協力して「まち・ひと・しごと創生」アンテナショップの
　 設置を検討します。
⑥ 企業 OBによる「未来・活力支援センター」（創業・経営革新・事業承継・

人材育成支援他）を試案します。
⑦ 郷土愛あふれる事業「学生発ベンチャー企業」創
　 設支援を検討します。
⑧ 報道機関と協力し、情報収集及び情報発信を積極
　 的に行います。

アップ君津商工会議所をめざして
通常議員総会開催

平成2 9年度事業計画・収支予算
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●平成29年５月１日発行

http://www.kimitsucci.or.jp



販路開拓50万円（補助率2/3）
小規模事業者持続化補助金を活用してみませんか？
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小さな掛け金、大きな安心

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

TEL043-201-3033

① 事業の目的・概要
　小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするため、小規模事業者が商工会
議所の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等
の経費の一部を補助します。
② 公募期間
　平成29年4月14日（金）から平成29年5月31日（水）
③ 対象者及び補助率等
　対象者：全国の小規模事業者
　補助率：補助対象経費の3分の2以内
　補助上限額：50万円

お問合せ　君津商工会議所 経営相談課　☎ 0 4 3 9 ( 5 2 ) 2 5 11まで

販促チラシ、展示会
費用、店舗改装費
用、ホームページ作
成費用、新商品のパ
ッケージなど

小規模事業者の皆様へ　君津商工会議所から重要なお知らせです

まごころ宅配サービス
冊子が完成しました！

　日常のお買い物等が不自由な高齢者や一般消費者の
利便性の向上を図るため、加盟店が商品の宅配・出前・訪
問・出張サービス等を行う、「きみつまごころ宅配サービス」
の冊子を新たにリニューアルしました。今回、利用者にとっ
てより一層見やすくするため、写真や文字を大きくし、価格
帯の表示などの工夫を行いました。
　この冊子は、日常のお買い物が不自由な高齢者を中心
に配布致します。
●詳しいお問合せは･･･
　　　経営相談課 中野 ・ 原まで TEL0439(52)2511

　君津市内でインターネットやＳＮＳを上手に活用して数字を
伸ばしている６名のパネリストをお招きして、その手法や活用
術のホンネのところをズバッとパネルディスカッション（討論会
形式）でお伝えします。

ＩＴセミナー開催

「来客増、売上増につなげる」
   ネットを活用した販促アイデアの秘訣を教えます

開催日　６月７日（水）１８時～
会　場　上総地域交流センター
定　員　１００名

入場無料

　６月２１日（水）に第２回目開催予定、申込詳細等は同
封のセミナーチラシをご覧ください。
お問合わせは ポータルサイトきみなび事務局 
             鈴木まで　TE L   0 4 3 9 ( 5 2 ) 2 5 1 1

※提出書類の発行には一定の日数がかかります。締め切りまでに十分な余裕をもって
（締め切りの10日前までには）当商工会議所にお越しください。専門家による無料相談もございます。

●平成29年 5 月 1 日発行                 きみつ商工会議所だより   News from The Kimitsu Chamber of Commerce and Indust



平成29年4月から
雇用保険料率が引き下がります

本年2月開催 会員親睦・視察研修にて
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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

青年部通信 女性会通信

　君津商工会議所青年部では「若き新しい力、共に
活動する仲間」を募集しております！当会議所会員で４０
歳以下の事業者、後継者ならどなたでも加入できます。
本音トークができる同じ立場の仲間がいる。
他業種の方達との交流による貴重な時間。
話題の婚活事業「きみコン」のお手伝いが出来る…。
などなど青年部ならではの体験が盛りだくさんです。ご
興味のある方は青年部員または青年部事務局までお
問い合わせください。
青年部事務局　鈴木・三木　TEL0439(52)2511

青年部 会員募集！

　第 11 回「三舟山＆郡
ダムお花見ウオーク」が
4月 2日（日）に開催され、
君津地区女性会が受付を
手伝いました。3 月から
肌寒い日が続き桜の見ご
ろには少し早いようでし
たが、参加者はコース案

内を手に元気にスタートしていきました。三舟山
山頂では甲冑隊が
出迎え、三舟の里
案内所では様々な
イベントが実施さ
れ大勢の人で賑い
ました。

女性会員
も募集中

戦国の里・三舟山＆郡ダム

お花見ウォーク

第209回　珠算検定合格者

【１級】 小野 結羅（太陽） 　　友廣 未那（森山）
【２級】 鈴木 美紅（太陽）　 　助川 翔大（八重原）
　　　　 中山 芽依（黒川） 　　中山 彩葉（黒川）
【３級】 飯野 公瑛　　　　    　蒲生 あゆな（太陽）
　　　　 清水 優輝（森山）　　 熊谷 慶希（森山）
【４級】 長谷川 龍之介（黒川）
【５級】 陶　花織（黒川）

　平成29年2月12日(日)君津商工会議所に於いて珠算
検定試験が実施されました。（受験者数５１名）
合格した皆さん、おめでとうございます。

※（　）内は塾名。
森山=森山珠算教室(南子安) 太陽=太陽珠算塾(大和田)
八重原=八重原珠算塾(南子安) 黒川=黒川塾(久留里)

　平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 にまでの雇用
保険料率は以下の通りとなります。
・失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担共に
1/1000 ずつ引き下がります。
・雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）は、引き
続き 3/1000 です。
＜平成 29年度の雇用保険料率＞

事業の
種類

一般の事業

（28年度）
農林水産・
※清酒製造
の事業

（28年度）

（28年度）

建設の事業

5/1000

①労働者負担
（失業等給付の
   保険料率のみ）
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4/1000
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4/10005/10009/1000

5/1000

14/1000

3/1000
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12/1000

11/1000

13/1000

11/1000

②事業主負担
失業等給付
の保険料率

負担者
雇用保険
二事業の
保険料率

①＋②
雇用保険
料率

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖及び特定
の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

News from The Kimitsu Chamber of Commerce and Industry　きみつ商工会議所だより　　　 ●平成29年5月1日発行

合格おめでとうございます !!



千葉支社　木更津営業所　〒292-0838  千葉県木更津市潮浜１-１７-59  木更津商工会館5F　TEL 0438-37-9954

きみしんよりご寄付のお礼とご報告

業務執行役兼プロジェクトマネージャー 齊藤　敦

商工会議所会費振替のご案内
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会員紹介

●平成29年5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

　「アップ君津商工会議所」
実現を目指し、会議所のあ
り方を多方面から検証する
「あり方検討委員会」におい
て、皆様のご意見を取り入
れ、わくわく元気の出る商
工会議所を目指してまいり
ます。
　ご指導とご協力の程よろ
しくお願いいたします。　君津信用組合が３月５日（日）に君津市民文化ホー

ル（大ホール）にて創立５５周年チャリティー文化事
業２０１７『由紀さおり講演会 ～ 美しい日本語の歌を
伝えたい ～』を開催。講演会の前には、創立 55 周年
であることを踏まえ、地方創生・地域活性化をともに
推進するため、地元商工業振興の一助として、当会議
所をはじめ、近隣商工会議所、商工会へ金一封ご寄付
頂きました。
　これまでのご支援に感謝申し上げるとともに、この
たびのご支援に重ねてお礼申し上げます。

クッキングママ

●代表者：安倍　君枝（あんばい きみえ）
●営業時間（ランチ＆ディナーはともに完全予約制）
＊ランチ 11:30 ～ 14:30 ／ディナー 18:00 ～ 22:00
＊手づくり弁当　10個より配達（予約制）
●住所：〒299-1147 君津市人見 4-3-21
●TEL：0439(55)3747　●FAX：0439(55)3747
●E-mail：cooking-mama2000@softbank.ne.jp

お店の紹介

　家庭料理というシンプルなお食事処ですが、老
若男女色々な方々に来ていただいております。今
後もお客様との会話を大切に、美味しく、楽しく、
和める店にしたいと思っています。
　毎月最終日曜日は久留里城麓きみつ森林体験交
流センターにて「雨城の森夢ひろば」を開催しま
すので参加協力お待ちしています。

代表者の声

　昨年、店舗内外を全面バリアフリー化し、自然の
ぬくもりを感じさせる空間を演出。
　地元の野菜と旬な食材をたっぷり使用した、愛情
たっぷりの家庭料理でおもてなししてくれます。
　また、郷土料理の太巻き寿司や家庭料理教室を定
期的に開催しております。

大切な人と特別なひと時を

職員のうごき

　6 月は商工会議所会費及び特別会費の振替月です。
会費及び特別会費の振替は 6 月 26 日（月）に振替さ
せて頂きますので、前日までにご確認の上ご入金をお
願い致します。

会員数1,717（平成 29年 3月 31日現在）
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