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　君津市「まち・ひと・しごと創生」総合戦略に基づき、商工会議所
としての役割を再認識すべく、地方創生についての調査研究のための
新しい組織を立ち上げ、地元地域の活性化に全力で取り組みます。
○各地域活性化事業への支援強化
○中心市街地活性化事業への推進
○婚活事業（青年部）への支援

①地方創生に向けた取り組み

　専門家や関係機関と連携し、経営状況の分析や市場調査、事業計画
策定支援、販路拡大支援など、経営発達支援計画に基づいた相談体制
の強化を図る。この他「小規模事業者持続化補助金」をはじめとする
国の各種補助事業の申請を行います。
主な事業　
○創業・第2創業（経営革新）支援及びセミナーの開催　
○まごころお届けサポート事業　　○まちゼミの開催

②小規模事業者に対する伴走型支援

　平成29年4月から予定されている消費税軽減税率制度導入に当たり、
小売業や卸売業等の中小・小規模事業者にとって、納税事務や商品管
理における事務負担の増大が見込まれます。 
　そこで、消費税軽減税率制度を円滑に実施するため、講習会の開催、
相談窓口の設置や巡回指導型、専門家派遣を通じたきめ細かいサポー
ト、パンフレット等による周知等を行います。

④消費税増税及び軽減税率への対応

○会員増強の実施　　○かずさ共済リニューアルの実施

③組織・財政基盤安定化のための取り組み

科　　　　　目 平成28年度予算額

会費 35,496

交付金 56,084

事業収入 15,259

手数料収入 24,605

賦課金収入 1,160

雑収入 316

繰入金 37,831

繰越金 1,000

合　　　計 171,751

科　　　　　目 平成28年度予算額

事業費 51,361

１．総合振興事業費 6,053

２．地域振興事業費 9,433

３．部会事業費 2,820

４．商工技術普及事業費 460

５．調査広報事業費 2,660

６．福利厚生対策事業費 9,613

７．青年部・女性会活動費 2,000

８．経営改善普及事業費 14,042

９．共済事業費 890

10．会議費 1,650

11．その他事業費（相談所） 1,740

管理費 79,542

繰出金 11,218

その他の支出 27,273

予備費 2,357

合　　　計 171,751

(収入の部)　　　　　　　　　　　　　　　　　　※単位：千円

(支出の部)　　　　　　　　　　　　　　　　　　※単位：千円
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地域経済活性化に向けた
君津商工会議所　平成28年度事業計画・予算

 

 



HAMILTON HOTEL KAZUSA
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。

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。
①送迎用マイクロバスご両家各１台ずつ
②宿泊５名様分サービス＆新郎新婦様宿泊サービス

③演出 ３０,０００円相当

0120-51-8365

/

きみなび×tｗice photo  works

挨拶する秋元会頭 受付を手伝う女性会君津地区
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　4 月 6 日 ( 水 )・7 日（木）、当会議所並びに木更津商
工会議所の合同開催による「ビジネスマナー研修会」
を開催しました。
　講師には、昨年に引き続きＮＴＴユーザー協会契約
講師で㈱ソフト・サービス・カンパニー、代表取締役
の佐藤初代氏をお招きし、社会人としての心構えや身
だしなみといった職場生活のマナーに始まり、挨拶や
名刺交換の仕方、訓練用電話機を使用した実施訓練を
行い、自らの職場を想定した電話応対の仕方など、受
講者が実際に声を出し体験して学んでいただける研修
となりました。

　花曇りの 4 月 3 日（日）、第 10 回「三舟山＆郡
ダムお花見ウォーク」が開催されました。
　今年は暖冬で桜の開花時期が危ぶまれましたが、
7分咲きの桜はとても見応えがありました。
　当日は郡ダム広場で「三舟山マルシェ」、里の案
内所では「地元農産物販売」など様々なイベント
が実施され大勢の参加者で賑わいました。

　花曇りの 4 月 3 日（日）、第 10 回「三舟山＆郡
ダムお花見ウォーク」が開催されました。
　今年は暖冬で桜の開花時期が危ぶまれましたが、
7分咲きの桜はとても見応えがありました。
　当日は郡ダム広場で「三舟山マルシェ」、里の案
内所では「地元農産物販売」など様々なイベント
が実施され大勢の参加者で賑わいました。

　「はじめての青色申告で帳簿のつけ方がわからない」
「事業が忙しく、帳簿づけが後回しになってしまってい
る」･･･そんな方にお勧めの記帳代行サービス。ご利用
後は、青色申告特別控除６５万円の適用が受けられ、
所得税のみならず住民税まで節税できます。また年末
調整や確定申告の手続きまで、一貫した相談に応じて
おります。正しい記帳は経営安定のための第１歩！
　是非この機会に『記帳代行サービス』を御利用下さい。
料金は月々 6,480 円～ご興味のある方はお気軽にご相談
下さい。（相談窓口）経営相談課 0 4 3 9（52）2 5 1 1

　4 月 11 日 ( 月 ) 当会議所にてポータルサイトきみな
び主催｢きみなび写真教室｣を開催。講師は、tｗice 
photo  works 代表の加藤徹也氏、テーマは人物を素敵
に撮るカメラ撮影方法。座学だけでなく実技を交えた
ワーク型講義で大変わかりやすく､参加者一同大変有意
義な研修となりました。ＨＰなどのネット媒体による会
社ＰＲには従業員の顔写真やサービス内容、会社外観
などの写真データを掲載する事が会社信用力の UP に
もつながるため、ポータルサイトきみなびは今後もそ
のような需要に応えるべくさまざまな経営支援事業を
企画していきたいと思います。

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

●平成28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

Kcci TOPIX 1 ビジネスマナー研修会開催 Kcci TOPIX 2 きみなび写真

Kcci TOPIX 3 三舟山＆郡ダムお花見ウォーク開催
Kcci
INFORMATION　

記帳代行サービスのご案内
帳簿の整理はバッチリですか？
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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

　3 月 5 日（土）、ホテル千成において青年部創立 20 周年記
念式典・祝賀会が盛大に執り行われました。
　当日は浜田靖一衆議院議員をはじめ、鈴木洋邦市長、川名
寛章県議会議員、石井宏子県議会議員、秋元秀夫会頭など、
行政・団体関係者約 100 名の方々にご臨席いただきました。

　野村会長は式辞にて、創立 20 周年を迎えられたことに
対する関係諸団体や地域の方々、歴代青年部員への御礼と、
青年部の今後益々の地域経済発展への貢献に対する意欲を
述べられました。
　記念祝賀会では、石井宏子県議会議員に乾杯のご発声を
いただき、その後は青年部の歩みをまとめたスライド
ショーの上映や創立 20 周年記念事業として製作・監修を
行った「小糸在来麺」の披露、「M☆Splash!!」によるアト
ラクションなどが行われ大いに盛り上がりを見せ、吉田 20
周年事業実行委員長による挨拶により幕を下ろしました。

青年部通信

　6月 1 日を基準日として、すべての事業
所や企業を対象に経済センサス・活動調
査が実施されます。
　この調査は、我が国における産業構造
を包括的に明らかにすることを目的とす
る政府の重要な調査です。
調査の趣旨・必要性をご理解いただき、
調査票がお手元に届きましたらご回答を
よろしくお願い致します。

君津市役所　総務課
0439（56）1484

第206回  珠算検定試験合格者発表

原　彩夏（森山珠算教室）

巖　彩果（八重原珠算塾）　　　 山口　蒼結（八重原珠算塾）
盛田　晃一朗（森山珠算教室）    石井　舞（森山珠算教室）

茂田　莞太朗（太陽珠算塾）　　 須藤　柊羽（八重原珠算塾）
浅井　里菜（森山珠算教室）

該当者なし　　　　　　

秋良　駿成（常代そろばん教室）

須藤　穂純（常代そろばん教室）

３級

　第２０６回珠算能力検定試験が２月１４日（日）君津商工
会議所にて開催されました。
　受験者数３８名で合格者は下記の通りです。

News from The Kimitsu Chamber of Commerce and Industry　きみつ商工会議所だより　　　　 ●平成28年5月1日発行

青年部創立20周年記念式典盛大に開催！
～未来へ繋ぐ地域の創造にむけて～

合格おめでとうございます

１級

２級

４級

５級

6級

平成 28 年
経済センサス・活動調査を

実施します
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会員紹介

プレッツェル

●代表者：山田　智（やまだ さとる）
●営業時間：午前 9時～午後 5時
●定休日：毎週水・木曜日
●住所：〒299-1162 君津市南子安 1-7-22
●TEL：0439-55-6908    
●URL   http://www.kimitsu-panyasan.biz/

君津のパン屋

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（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

まちかど見聞録

詳しくは君津商工会議所迄 0439（52）2511

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。

『経営計画作成支援セミナー』

退職の御挨拶　事務局長　井川 秀雄　　
　35 年もの長い間、大変お世話になり誠にありがと
うございました。心より感謝申し上げます。皆様の事
業所がますます発展されます様、ご祈念いたしており
ます。

新任の御挨拶　記帳指導職員　吉原 啓介
　少しでも早く業務に慣れ、会員の皆様の
力になれる様に精一杯努力して行きたいと
思います。これからご指導の程よろしくお
願い申し上げます。

♥  開催日時　 平成 28年 6月 5日（日）・6日（月）
♥  募集人員　 各日とも 40名（定員になり次第締め切り）
♥  コ  ー  ス　 谷津バラ園～浅草ビューホテルランチビュッフェ～まるごとにっぽん～明治神宮～ＮＨＫスタジオパーク
♥  参  加  費　 お一人様 7,000 円　※代金は当日徴収
♥  参加資格　 君津商工会議所会員並びにそのご家族・従業員（高校生以下不可）
♥  申込方法　 申込書にてＦＡＸまたはお電話にて 5月 6日（金）までにお申込み下さい。

　小規模事業者持続化補助金を活用し、販売促進で
収益を向上させるための計画作成支援セミナーが
4 月 5 日・12 日と 2 日間実施されました。補助金
を活用したい！販路開拓したい！実現のカギは「事
業計画書」にあり･･･。
　当所では、その他の補助金申請についても支援を
行っておりますのでお気軽にご相談ください。

きみつＣＣＩ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
会員親睦旅行のご案内（バラ園と浅草日本グルメツアー）

事務局異動

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 27 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1,750（平成２８年３月３１日現在）

お店の紹介

　生産者の皆さんと共に地元を元気にしたいと考
え、パンを作っている｢パン職人のお店｣。
　国産のライ麦全粒粉を使って焼き上げた「全粒粉
のパン」がオススメです。

代表者の声 

　当店はホームページ制作や売上減少等の悩みを　
抱え、弱小パン屋の今後の方向性に長い間、自問自
答の隘路でした。そのような中、商工会議所の専門
相談員による無料相談から糸口を感じ、自社ホーム
ページ開設から農園との提携による新商品開発、地
域内直売所や酒蔵等への販路開拓と多くの解決策を
得ることが出来ました。
　同じように多様な悩みを抱えている会員の方は、ぜ
ひ一度、商工会議所に相談してみては！と思います。

あい  ろ

●平成28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


