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商工会議所は企業の繁栄と地域の発展を推進します！お気軽にご相談下さい。

マル経融資
当所が推薦する融資制度で、無担保・無保証人・
低金利 1.16％（平成 29 年月 2 月 10 日現在）と大
変に有利な条件でのお申し込みができます。
※お申し込みには一定の条件が必要となりますので詳しくはお
問い合わせ下さい。

■融資条件

資 金 使 途

運転資金、設備資金

融資限度額

2,000万円以内

返 済 期 間

●運転資金･･･7年以内
●設備資金･･･10年以内
毎月変動しますが、借用証書を
締結した利率で固定金利です。

金

利

専門家相談サービス
事業者の皆様からのご要望に応じて、それぞれの
専門家からの具体的・実践的なアドバイスによっ
て問題の解決に役立てていただくものです。
（法律）取引トラブル、債権回収など
（税務）一般税務相談、相続など
（労務）就業・給与規則、社会保険事務など
（申請）法人設立、建設業許可など
（特許）特許権、商標権の取り方など
（経営）中小企業診断、経営コンサルタント
※費用は無料です。専門家への謝金は商工会議所が負担します。

労働保険事務代行
労働者を雇用する事業主は、労働保険（雇用保険
と労災保険）に必ず加入しなければなりません。
商工会議所では会員事業所の労働保険の事務委託
を承っております。
■委託できる事務の内容
・保険料の申告及び納付の事務
・労災保険の特別加入の申請などの事務手続き
・労働保険についての各種申請、届出、報告など

創業支援
これから事業を始めようと考えている方へ総合的
な支援を行います。
・開業にあたっての必要な各種届出
・資金繰り・事業資金の相談
・創業計画書の作成など
※会員に限らずどなたでもご相談いただけます。

経営革新支援
「経営革新」とは、「中小企業等経営強化法」と呼ば
れる法律により、将来的に下記のような「新事業活
動」を計画予定している会社を支援するものです。
・新商品の開発または生産
・新サービスの開発または提供
・商品の新たな生産または販売方式の導入
・上記組み合わせ、その他の新しい知恵と工夫
※事業の経営革新や新たな事業展開に取り組む企業に対して資
金支援や優遇税制を行っております。お気軽にご相談ください。

記帳・決算代行
■記帳相談（無料）
・新規開業に必要な各種届出や青色申告の特典など
についてご説明します。
・記帳の仕方から年末調整・決算・申告手続き等に
ついてご説明します。
・パソコン会計の記帳相談にも応じます。
■記帳代行（有料）
・個人事業主に代わり帳簿作成を行います。
■決算代行（有料）
・個人事業主に代わり、1 年の収支と資産負債の状態
を明らかにし、確定申告を行う準備をします。
その他、検定試験、各種セミナー、各種イベント、共済事
業など多様なジャンルで事業展開しています。
この機会に商工会議所を是非ともご活用ください。

新規会員募集中！●詳しくは君津商工会議所までお問い合わせください。TEL0439（52）2511 ／ FAX0439（52）0177
君津の地域情報、お店情報を満載
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５部会正副部会長及び委員会正副委員長、地区代表役員決まる！
平成28年11月の役員改選に伴い、次の通り決定されました。

部

会

事業毎に対応した５つの部会を設置し、ニーズに即した
事業を展開しながら地域経済をけん引する各業界の発
展・改善に向けて取り組んでおります。
部会長
副部会長
〃
〃
〃
部会長
副部会長
〃
〃
〃

商業部会 （役員 27 名）
吉濱 明寛 ㈲吉浜庄蔵商店
谷 市太郎 タニイチ塗料㈱
石塚 貴雄 ㈲石塚文化堂
宮崎 洋史 ㈱宮﨑酒造店
田中伸之介 ㈲鳥健畜産商会
サービス業部会
鈴木 由夫
田中 喜博
榎本 光男
山中 政人
佐宗 隆

員

商工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合的な改善
発達を図ることを目的として活動しておりますが、その
目的達成に必要な重要事項を常時調査研究するための4つ
の委員会及び特別委員会を設置しています。

委員長
副委員長
〃

部会長
副部会長
〃
〃
〃

工業部会 （役員 32 名）
髙橋 和彦 ㈱髙橋工業所
小関 常雄 新日鐵住金㈱君津製鐵所
伊原 弘實 ㈱イハラ
鈴木 荘一 三木造園土木㈱
福田 順也 ㈲福田水道

部会長
副部会長

飲食業部会
影山 孝
野村 茂

部会長
副部会長
〃
〃

観光業部会 （役員 16 名）
佐久間 俊彦 ㈱サンセルモハミルトンホテル上総
鎌田 貢司郎 鎌田屋旅館
山田 弘一
㈲山徳
鴇田 正和
おりきさわボート

（役員 9 名）

㈲あめ家
くつろぎ処釜めしの店「蔵」

（役員 33 名）

㈱新葉ホーム
㈲タナカ測量設計
㈲タリア商事
君津中野郵便局
小糸運輸㈲

委

委員長
副委員長
〃

※敬称略

総務財政委員会 （委員 13 名）
柳井 範佳 ㈲柳井商会
榎本 光男 ㈲タリア商事
石塚 貴雄 ㈲石塚文化堂
地域活性化委員会 （委員 20 名）
天笠 寛
㈱オールプロジェクト
山中 政人
君津中野郵便局
山口 庸一
三鍵経営研究所

会
福利厚生対策委員会 （委員 17 名）
委員長
神子 哲也
㈲神子建設
副委員長
中野 賢二
㈱協立工業
〃
武田 富士子 ㈱君津運送
国際交流委員会 （委員 17 名）
委員長
上荒磯 宏光 ㈱荒磯製作所
副委員長
正木 守
㈱正木設計
〃
小関 常雄
新日鐵住金㈱君津製鐵所
きみつまちづくり創生特別委員会（委員８名）
委員長
天笠 寛
㈱オールプロジェクト
副委員長
山中 政人
君津中野郵便局

地区代表役員
君津地区
小糸地区
清和地区

白石
石塚
鎌田

健二
貴雄
貢司郎

㈲しらいし
㈲石塚文化堂
鎌田屋旅館

小さな掛け金、大きな安心

小櫃地区
上総地区

柳井
田中

範佳
喜博

㈲柳井商会
㈲タナカ測量設計

上記プランは、2015 年９月末までにご成約いただいたお客様に限ります。

HAMILTON HOTEL KAZUSA
下記の①〜③の中からお好きなものをお一つお選びください。

⇽∏∙ཎχ

①送迎用マイクロバスご両家各１台ずつ

③演出 ３０,０００円相当

②宿泊５名様分サービス＆新郎新婦様宿泊サービス

火災・生命・自動車共済
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䛈㻞㻥㻥㻙㻝㻝㻡㻝㻌༓ⴥ┴ྩὠᕷ୰㔝䠐┠䠒䌦䠎䠔

0120-51-8365

䝤䝷䜲䝎䝹䝣䜵䜰ẖ᪥㛤ദ୰䟿ヲ䛧䛟䛿䝩䞊䝮䝨䞊䝆䜢䛤ぴ䛟䛰䛥䛔䚹

地域のポータルサイト

䝝䝭䝹䝖䞁䝩䝔䝹ୖ⥲

きみなび

᳨⣴

ኽ۟ࡸǋ
Ɲܺ˟ǋ
Ɲܿජǋ
ƥƻƝႻᛩƘƩƞƍ

検索

News from The Kimitsu Chamber of Commerce and Industry

青年部通信
『活動報告』新春賀詞交歓会
君津商工会議所主催「平成 29 年新春賀詞交歓
会」において、日頃の青年部事業協力への御礼と
昨年 10 月に開催された「第 5 回きみコン」について
吉田秀一青年部会長から報告した。また、減少する
青年部員数の増強を図るため昨年開催された「歴代
会 長 会 議」の 開
催 に 触 れ、青 年
部活動のさらなる
飛躍と加入勧奨の
強化を誓い、青年
部ＰＲを行った。
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女性会通信
女性会上総地区（鈴木時子会長）では、12 月 27
日に毎年恒例の年末フラワー講習会を開催しました。
当日は白熊生花店 ( 白熊節子 ) さんが講
師となり、参加者 17 名はお正月のアレン
ジメントを生け、終始和やかな雰囲気で１
年間の出来事や新年の抱負を話題に会
員同士の交流を深めました。
また、平成 29 年 2 月8日( 水 )、
オークラアカデミアパー
クホテルにて女性会の新年会が開催されました。
当日は野村会頭、川名副会頭、西田事務局長も出
席され、女性会会員も 40 名の
参加となりました。新年会の終
盤にはフラダンスグループをお呼
びし、みんなで楽しく踊りました。

平成29年度税制改正大綱（抜粋）
個人所得課税
〇配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
・所得控除 38 万円の対象となる配偶者の給与収入金額の上限を 150 万円（合計所得金額 85 万円）に引上げ（※）。
控除額は逓減し、配偶者の給与収入金額約 201 万円（合計所得金額 123 万円）で消失。
（※）控除額等については、所得税の場合のもの。
〇積立 NISA の創設
・積立・分散投資に適した一定の投資信託に対して定期かつ継続的な方法で投資を行う「積立 NISA」を創設（年間
投資上限額 40 万円、非課税期間 20 年。現行の NISAとは選択適用。
）

法人課税
〇研究開発税制の見直し
・総額型の税額控除率（現行：8 〜 10％、中小法人 12％）を試験研究費の増減割合に応じた税額控除率（6 〜 14％、
中小法人 12 〜 17％）とする制度に改組。
〇所得拡大促進税制の見直し
〇コーポレートガバナンス改革・事業再編の環境整備

資産課税
〇事業承継税制の見直し
・災害時等における雇用確保要件の緩和と、相続時精算課税制度との併用を認める。
〇国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し
〇償却資産に係る特例措置の対象追加
・中小事業者等が取得する一定の機械・装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、地域・業種を限定し
たうえでその対象に一定の工具、器具等を追加。

自動車共済
対人・対物

車両・搭乗者

人身傷害

●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
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日々の生活に「運動」をプラスしてみませんか？

会員紹介

君津メディカルスポーツセンター

君津メディカルスポーツセンターは、体力・健康の
維持増進、生活習慣病予防、そして心豊かに生活を
送るために「運動」をご提案しています。
１ヶ月体験からどうぞ

●営業時間：火〜土 10：30 〜 21：00
日・祝 10：00 〜 19：00
定休日：月曜日
●住所：君津市西君津１１−１
●TEL：0439-88-0611 ●FAX：0439-88-0739
●URL：http://www.tairyoku.or.jp

君津メディカルスポーツセンターの会員制度を１ヶ月
間体験していただけます。中でも総合会員（１ヶ月体験
料 7,279 円税込 ※65 歳以上は 500 円割引）はトレーニン
グルーム・スタジオ教室受講・温水プール・温浴施設が
回数制限なく利用できます。トレーニングルームには専
門指導員が常駐し皆様の目的に合わせたプログラムを提
供いたします。運動を長続きさせるためには「理解して
納得しておこなう」ことが不可欠です。専門指導員が皆
様の体力・健康の維持増進をサポートいたします。

かずさ共済配当金のご案内
平素は、当会議所「かずさ共済」事業につきまして格
別のご理解とご支援を賜り厚くお礼申し上げます。
「かずさ共済」へご加入頂いている皆様の配当金のお支払が
下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
保険年齢
１５歳〜６０歳
６１歳〜６５歳
６６歳〜７０歳
お支払日

4

会員限定無料相談随時受付しております。
法律（浜名弁護士） 取引トラブル、債権回収等

性別 １口の掛金 配当金１ケ月当り 配当金１年間

税務（金坂税理士） 一般税務相談、相続等

男性

労務（宮地労務士） 就業・給料規則、社保事務等

850 円

176.25 円

2,115 円

男性

1,245 円

289.75 円

3,477 円

女性

975 円

199.41 円

2,393 円

男性

1,549 円

391.83 円

4,702 円

女性

1,093 円

238.83 円

2,866 円

女性

平成２９年２月２４日（金）

事業所別の明細は新加入者証とともに２月の上旬に
発送しております。
ご不明な点がございましたら担当までご連絡ください。
君津商工会議所（℡52−2511）担当 / 経営相談課 野島

千葉支社

無料相談ご利用下さい！

申請（林行政書士） 法人設立、建設許可等
特許（神崎弁理士） 特許権、商標権の取り方等
経営（山口診断士） 中小企業診断、経営コンサルタント
金融（日本政策金融公庫） 資金繰り、新規創業等
相談は予約制となっております。初回のみ無料です。

詳しくは君津商工会議所迄 0439（52）2511

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

君津の地域情報、お店情報を満載

TEL 0438-37-9954

地域のポータルサイト
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