
　本年度は君津商工会議所が創立して２０周年を迎えます。
多くの先人達の努力で平成７年商工会から商工会議所へ移行致しました。
　私は、平成１４年６月から会頭職を拝命し、地域総合経済団体の責任者
として務めさせて頂き、月日の経つのは早いもので１４年目を迎えました。
　私のモットーは、就任時より地域の中小零細企業が地域で生活し、地域
を愛し、互いに助け合い、分かち合うまちづくりであります。企業数の９９.
７％、従業員数の７０％を占める中小企業が日本経済の基盤を支えている
からであります。
　商工会議所の使命は、「会員企業の発展」「地域の活性化」であります。
地域経済を支える中小企業の経営環境は厳しい状況にありますが、アベノ
ミクスにより将来の希望がもたらされ、平成２７年はデフレ脱却を確実なも
のにする転換期と言われ、疲弊する地方経済の再生、創生に取り組む年と
言われております。君津商工会議所もその視点に立ち、君津市の多様な歴
史や文化、地域資源を背景とした取り組みを加速させて参りたいと考えてお
ります。そしてその主たる担い手は、地域の皆さんであることが重要であり
ます。君津商工会議所は、地域の皆さんと共に歩んで参ります。
　商工会議所が『なくてはならない商工会議所』と言われるよう努力して
参ります。

　君津市内の消費需要拡大を図ることにより、地域経済の活性化を目的としたきみつプレミアム付商品
券を発行いたします。
　この機会に顧客の拡大、店の PR販売促進に積極的にご利用いただきたく、商品券を使用できる店舗・
事業所を募集致します。

プレミアム率３０％！
１冊 10,000 円（額面 1,000 円商品券の 13 枚綴り）
発行総額：３億２５００万円（25,000 冊）
発行内容：大型店・中小共通券　6枚（6,000 円）
　　　　　中小店専用券　　　　7枚（7,000 円）
購入対象：君津市内在住の方
利用期間：平成 27 年 9 月 1 日～ 12 月 31 日まで
詳細につきましては４月号DMを参照して下さい。
ＨＰ：http://www.kimitsucci.or.jp/premium/premium.html
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お蔭様で 20 周年！
君津商工会議所

秋元  秀夫  会頭

きみつを元気に！

きみつプレミアム付商品券取扱店募集！

きみつプレミアム商品券について
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　第 40 回通常議員総会が 3月 26 日の午後 4時からホ
テル千成において、議員 103 名 ( 内委任状 56 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。
　秋元会頭の挨拶では「本年は君津商工会議所設立 20
周年にあたり、君津市という名前を広く知ってもらう
良い機会であり、設立からこれまでの諸先輩方や会員
の大変なご苦労を相互に労い、喜び合う式典を開催し
たい。また、君津市の人口は平成 11 年のピーク時より
5000 人減少しているが、分析を見ると山間地域は減少
しているのに対し旧君津地区は増加しているという結

果が出ている。この問題を解消していくには市内道路 30 分間構想が不可欠と考え、皆様と一緒に行政へ要望し
て参りたい。一方、地方の産業の成長が懸念される中、国の補助金による地方創
生をめざしたプレミアム商品券事業への取り組みを行政と一体となって検討し
ており、これにより市内経済の消費を喚起して参りたい。今後も会員の皆様のご
理解、ご協力を一層お願い申し上げます。」（抜粋）と挨拶があり、議事に移った。
　また、当日は総会終了後役員・議員交流会が開催され、来賓に鈴木洋邦市長、中
澤経済部長、足城経済部次長、加藤観光課課長、高橋秘書課課長、青年部吉原会長
各氏にご出席頂き今後の市内商工業の活性化に係る活発な意見交換が行われました。

■議　事■
議案第１号
　平成 27 年度事業計画案決定の件
議案第２号　
　平成 27 年度収支予算案決定の件
議案第３号　
　議員総会の決議事項の一部を常議員会に
　委任する件
議案第４号　　
　役員の欠員に伴う補充選任の件

総括的事業方針
　昨年６月に中小企業政策の再構築に向けた第２弾として位置付けられた「小
規模企業振興基本法」及び「商工会議所による小規模事業者の支援に関する
法律を一部改正する法律」が施行され地域を代表する総合経済団体としての
役割はますます重要性を増しています。困難に直面する地域の中小・小規模
企業の経営力向上のため、諸事業を展開し経営支援拠点としての存在を確立
すると共に、地域経済の活性化に努めて参ります。

君津の地域情報、お店情報を満載　地域のポータルサイト きみなび 検索

平成27年度事業計画及び予算可決・夢を実現実行へ！地方創世を私達の手で！！

第40回 通常議員総会開催

2

平成 27年度　収支予算総括表
〈収入の部〉 （単位：千円）

科　　　目 予算額 科　　　目 予算額
　 会　　　　　費 35,736
　 交　　付　　金 55,737
　 事　業　収　入 15,512
　 手 数 料 収 入 24,150
　 賦 課 金 収 入 1,370
　 雑　　収　　入 259
　 繰　　入　　金 19,849
　 繰　　越　　金 1,000
 153,613

〈支出の部〉 （単位 : 千円）

合　　　計

合　　　計

　 事　　業　　費 53,168
　1. 総合振興事業費 8,997
　2. 地域振興事業費 8,304
　3. 部会事業費 2,373
　4. 商工技術普及事業費 336
　5. 調査広報事業費 2,750
　6. 福利厚生対策事業費 10,277
　7. 青年部・女性会活動費 2,000
　8. 経営改善普及事業費 13,451
　9. 共済事業費 1,020
10. 会議費 1,620
11. その他事業費（相談所） 2,040
　 管　　理　　費 78,928
　 繰　　出　　金 10,549
　 その他の支出 8,910
　 予　　備　　費 2,058
 153,613

　平成２７年４月１日、千葉県火災共済協同組合と

千葉県中小企業共済協同組合は合併いたしました。

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(代)

TEL043-201-3033(代)
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　この度の人事異動により、経済部次長
に就任しました村田等でございます。
　地方創生が叫ばれているなか、地域
の活力を創出し、商工業が安定かつ発
展を続けていくためには、商工会議所
の皆様との連携強化が必要であると深
く認識しております。
　今後とも、皆様のご指導ご協力をい
ただきますようお願い申し上げます。

　この度の人事異動により、観光課長
に就任しました庄司博でございます。
　観光消費がもたらす経済への波及効
果は大きく、観光は地域経済の促進に
は重要な役割がございます。君津商工
会議所の皆様のご指導ご協力をいただ
きながら、観光および地域経済の発展
のため努力していきたいと思います。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

　4月5日（日）、小雨の降りしきる中スタートした『戦
国の里お花見ウォーク』。
　今年はスタート会場を一新し、駅前から JA きみ
つ味楽囲さだもと店へと変更。オープニングセレモ
ニーでは君津市長に続き秋元会頭が挨拶した。
　また、女性会君津地区役員総勢 10 名が受付を担
当し、参加者への心温まる呼びかけで会場を盛り上
げました。

戦国の里 
お花見ウォーク開催

君津市経済部 新人事君津市経済部 新人事

事務局異動事務局異動

平成27年度君津商工会議所事務局組織図
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専 務 理 事　前田 秀一
事 務 局 長　井川 秀雄

▶総務課　
主 任 主 事　阿曽 まり子
主　　　事　羽山 由利子
記帳指導職員　髙橋 恭子

▶中小企業相談所
   経営相談課
所　　　長　西田 隆昭
主　　　査　中野 久美子
経営指導員　鳥取 正彰
経営指導員　岩﨑 翔太
経営指導員　鈴木 大輔
補　助　員　野島 和美

記帳指導職員　三木 淳也
記帳指導員　白井 節子
記帳指導員　島　 菜香
記帳指導員　岡田 輝美
記帳指導員　鈴木 時子
記帳指導員　原　 愛歩
　　　　　　　　　（新任）

地区担当職員（経営指導員）
地　　区 担当

久保・中野・人見・大和田・君津 1番地 西田
八重原西・八重原東・上総地区 鳥取
坂田・小櫃地区 岩﨑
周南・貞元・小糸地区・清和地区 鈴木

記帳指導員　林  千草
新任

記帳指導員　原  愛歩

経済部次長

村 田 　等

観光課長

庄 司 　博

退職

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！安心の無料ロードサービス

むら   た       ひとし

しょう じ        ひろし

はら   あゆ  み

皆様方からの温かいご指導、ご鞭
撻を頂きました事心より御礼申し
上げます。事業の益々のご繁栄を
ご祈念申し上げます。

会員様のお役に立てるよ
う励んで参りますので、
ご指導の程よろしくお願
い致します。

対人・対物　車両・搭乗者　人身傷害

KCCI News 3

News from The Kimitsu Chamber of Commerce and Industry　きみつ商工会議所だより　　　　 ●平成27年5月1日発行



君津の地域情報、お店情報を満載　地域のポータルサイト きみなび 検索4

まちかど見聞録

　都内で修業を積んだ地元出身の
店主が平成25年 10 月に開業、コク
のある醤油ベースのタレと植物性
油を６種配合したネギ風味油を浅
草開化楼に特注しているコシの強
い太麺にしっかりと絡めて提供、油
そばならではの麺とタレの一体感をご堪能頂けます。お好み
で特性ラー油と酢をかけるとさっぱりとした味に変化します。
君津に初上陸油そば専門店　一度食べたらやみつき必至 !!

　(代表の一言　緒形和人 )

　「地元にない麺で勝負したい」との思いで日夜がんばってお
ります。
　油そばといいつつ低カロリーなので、女性にもぜひおすす
めします。ランチタイムは麺大盛り無料、ライス一杯無料です。
　君津初油そば (680 円 ) をぜひご堪能ください。３種の味噌
をブレンドしたなごみみそラーメン (750 円 ) もおススメです。

会員紹介

「油そば」ついに君津へ初上陸！

麺や和（なごみ）

３月の議員総会の席で披露された春を彩るお花畑。

これが全て食べられるとは驚きの創作スイーツ。
一足早い春の訪れに、総会会場の皆様に感動を与
えてくれました。

作品：安倍君枝さん（クッキングママ）

無料相談ご利用下さい！ 
　会員限定無料相談随時受付しております。

詳しくは君津商工会議所迄（52）2511

 商工会議所会費振替のご案内
　６月は商工会議所会費及び特別会費の振替月
です。会費及び特別会費は、６月２５日 ( 木 ) に
振替を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 1,774（H27.3.3 現在）

ビジネスで大事なことは「人との出会い」礼儀とは相手に対する思いやりの心
　４月８日（水）・９日 ( 木 ) の２日間、君津商工会議所・
木更津商工会議所の合同開催による「ビジネスマナー研修
会」を開催し、総勢５３名が参加しました。セミナーはグ
ループ形式で行われ、和やかで明るい雰囲気のもと実施。
新入社員が即戦力として活躍できるよう、敬語、電話対応
職場内でのエチケットや顧客対応時のマナーなど、一人一
人が『企業の顔』であることを認識し、社会人としての心
構えと基本的なビジネススキルの基本を学びました。

ビジネスマナー研修会開催

●代表者：緒形 和人（おがた かずと）
●営業時間：11:30～14:00  18:00～ラスト
●定休日：なし ( 不定休有 )
●住所：〒299-1152 君津市久保 2-10-8
●TEL：0439-55-1199
●FAX：0439-55-1199

法律（浜名弁護士） 取引トラブル、債権回収等
税務（金坂税理士） 一般税務相談、相続等
労務（宮地労務士） 就業・給料規則、社保事務等
申請（井口行政書士） 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

『Spring in KiImitsu 』
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