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◇国の中小企業・小規模事業者対策予算の主なポイント ◇大型展示会で販路開拓支援「大網白里市商工会」
◇かんたんに！明確に！ネットde記帳

◇長南町商工会館が竣工されました
◇10月 1 日から軽減税率制度が開始されます

◇一宮町観光拠点施設に大きな期待
◇工業統計調査にご協力を

◇福祉共済推進で白子町商工会が全国 1 位に!!

千葉県商工会連合会は三月十九日、鴨
川市内のホテルにおいて県内四十商工会
の 商 工 会 長（ 委 任 状 を 含 む ） が 出 席 し、
平成三十年度臨時総会を開催しました。
冒 頭、 和 泉 県 連 合 会 長 は 挨 拶 の 中 で、
各種政策の効果もあって景気は緩やかに
回復していると言われているが、中国経
済の成長鈍化による国内製造業の需要低
下や英国のＥＵ離脱問題、大企業の不正
やソーシャルメディアによる企業の信頼
損失、そして災害被害による経済損失な
ど、不透明な状況にあるが、一方で若年
層を中心とした地方移住が増え、オリン
ピック・パラリンピック開催に伴う外国
人観光客の増加によるインバウンド需要
の見込み、そして消費喚起策のプレミア
ム商品券の発行事業やキャッシュレス決
済へのポイント付与など、商工会地域へ
の新たな可能性が生まれてきていること
に触れ、続いて、商工会運営安定化の為

の組織・財政基盤強化をはじめ、伴走型
小規模事業者支援事業や消費税改正に伴
う軽減税率対策、地域振興への取り組み
とコンプライアンスの遵守、商工会職員
の資質向上を基本方針と掲げ、この方針
に基づく重点事業を中心に事業計画を策
定いたしましたと述べられました。併せ
て、今後も皆様と力を合わせ県連合会の
事業推進と円滑な運営に努め、全力で商
工会や中小企業・小規模事業者を支援す
る所存であることを強調されました。
その後、議案審議が行われ上程された
七 議 案 全 て が 原 案 ど お り 承 認 さ れ、 ま
た、千葉県商工労働部 地域産業推進・
観光担当部長 田中剛様をはじめとする
来賓の方々による祝辞が述べられ、総会
は終了しました。
なお、議案及び平成三十年度の重点事
業は左記の通りです。

平成三十年度一般会計収支予算補正
（案）
承認の件

二、商工会財政基盤強化への支援の実施

一、会員加入増強運動実施商工会への支援の実施

●二〇一九年度千葉県商工会連合会重点事業
第一号議案

二〇一九年度事業計画（案）承認の件

●平成三十年度臨時総会議案
第二号議案

四、経営発達支援事業に対する支援の実施

三、県連合会の財政基盤強化に向けた取組みの実施

七、消費税軽減税率対策等の実施

五、小規模企業振興条例の制定に向けた支援の実施
計算書
（案）
承認の件

八、地域振興対策事業の実施

二〇一九年度常勤役員報酬（案）承認の件

千葉県商工会連合会定款の一部改正の件

九、資質向上対策事業の実施

第四号議案

第六号議案

商工会災害助け合い基金について

六、提案型巡回指導による伴走型支援の実施

第七号議案

（案）
及び特別会計予想損益
第五号議案 二〇一九度共済事業計画

基準
（案の２）
、及び借入金限度額
（案の３）
承認の件

第三号議案 二〇一九年度一般会計収支予算
（案の１）
、会費賦課

開会の挨拶をする和泉県連合会長
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平成 30 年 度 補 正、平成 31年 度 当 初 予算
国の中 小企 業・小 規 模 事 業 者 対 策 予算 の主 なポイント
〇サービス等生産性向上IT導入支援事業
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツール（ソフトウエア、サービス等）
を導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
（昨年度実績）補助率 1/2 補助額 15万円～50万円 【募集期間】近日発表予定
〇小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が、商工会・商工会議所の助言を受けて経営計画を作成し、その計画に
沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の一部を助成するものです。
（昨年度実績）補助率 2/3 補助額 50万円～100万円※ 一定の場合補助上限額が100万円に引き上がります
【募集期間】近日発表予定
なお平成30年度に実施した平成29年度補正小規模事業者持続化補助金では千葉県内商工会地域で223件の申請が
あり、内127件が採択されました。
◆事業実施のポイント
補助金は採択されることがゴールではなく、実際に受け取って初めて意味をなします。公募要領には補助金のルールが記載
されていますので、補助金が確実に受け取れるために申請時及び事業実施時に公募要領をよく読んでご対応下さい。なお、不
明点があれば是非近くの商工会までお早めにご相談ください。
〇小規模事業者経営改善資金融資事業（マル経融資）
商工会の経営指導員の経営指導を受けている小規模事業者に対し、日本政策金融公庫が一定額を上限に無担保・無保
証人・低利で融資を行うものです。
〇小規模事業者経営発達支援資金
経営発達支援計画の認定を受けた商工会から、事業計画の策定・実施の支援を受けて持続的発展に取り組む小規模事業
者に対し、日本政策金融公庫が融資を行うものです。
※千葉県内の商工会は全て経営発達支援計画の認定を受けています。

日々の売上や経費はどのように記
録していますか？
ネットde記帳で帳簿管理すること
で青色申告特別控除（65万円）の要
件である貸借対照表を作成すること
ができます。
ネットde記帳の利用は、
商工会によ
る事務代行と事業者入力のいずれか
を選択できます。利用料等について
は、
最寄りの商工会へお気軽にお問い
合わせください。
ネットde記帳は、商工会が運営す
る商工会員限定の会計ソフトです。

2 SHOKOREN NEWS・No.237・

2019年10月1日から、消費税軽減税率制度が開始されます
対応の準備がまだの方は、今すぐご準備を！全ての事業者に関係があります！

！要注意！

①飲食料品や新聞を取り扱わない事業者でも帳簿・請求書等を税率ごとに
区分して記載することが必要になります。
②軽減税率に対応するレジ・システムを導入するための補助金には締切が
あります。締切後は補助金をもらえない可能性が高いです。

軽減税率の対象となるもの
（税率８％）
①飲食料品の販売（酒類・外食を除く）
②週２回以上発行される新聞
③テイクアウト ④出前、宅配

軽減税率の対象とならないもの
（税率10％）

①酒類 ②飲食店での外食
③医薬品、医学部外品、再生医療等製品
④ケータリング（有料老人ホームで行う飲食料品の提供を除く）

軽減税率対策補助金を活用しましょう！
①軽減税率対応レジの導入・改修

【対 象 者】
軽減税率の対象商品の販売を行っている中小の小売事業者等
【補 助 率】
原則3/4 ただし3万円未満のレジ購入の場合4/5
【補助上限】
レジ1台あたり20万円
なお、商品マスタの設定等が必要な場合はプラス20万円で上限40万円
【完了期限】
2019年9月30日まで

②受発注システムの改修等

【対 象 者】
軽減税率の導入に伴い電子的に受発注を行うシステムの改修等を行う必要のある中小の
小売事業者、卸売事業者等
【補 助 率】
原則3/4
【補助上限】1,000万円（受発注システム）150万円（受注システム）
【完了期限】
2019年9月30日まで
ただし、システム会社に改修を依頼する場合は2019年6月28日までに事前申請が必要

★補助金申請前のチェックポイント★

１．今使っているレジが複数税率に対応しているか、システムの変更が
必要なのか、まずレジメーカー等に確認する。
２．2019年9月30日までに導入・改修・支払いまで完了できるか、
レジメーカー等としっかり計画を立てて申請する。
3．不明な点、心配な点があるときは、近くの商工会に相談してみる。

統計は 次代を読み解く パートナー

平成３１年３月分（４月納付分）
から、千葉支部の健
康保険料率が変更になります。介護保険料率も変更
となります。

６月１日は

工業統計調査 です！

製造業を営む事業所を対象に毎年
実施しています。
（経済センサス活
動調査の年は除く。）経済動向を
把握するための重要な調査ですの
で、
ご回答をお願いいたします。
経済産業省 千葉県 市区町村

協会けんぽ
千葉支部からのお知らせ

給与・賞与の

9.89％

健康保険料率

平成31年2月分
（3月納付分）まで
給与・賞与の

工業統計キャラクター
コウちゃん・コウミちゃん

1.57％

平成31年2月分
（3月納付分）まで

給与・賞与の

9.81％

平成31年3月分
（4月納付分）まで

介護保険料率

給与・賞与の

1.73％

平成31年3月分
（4月納付分）から
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平成31年3月5日(火)から8日(金)の4日間、幕張メッ
セで開催されたアジア最大級の食品・飲料専門展示会
「FoodexJapan2019」に千葉県・千葉県産業振興セン
ター・千葉銀行・木更津市と共同で大網白里市商工会が出
展しました。大網白里市商工会では積極的に会員事業所
の販路開拓に取り組んでおり、本出展もその一環として
実施されました。
「煮干し・落花生加工品・米穀・日本酒」を取り扱う4社の
会員事業所が出展し、各事業所は専門家による指導を受
けた後、それぞれ自慢の商品を全国から集まった多くのバ
イヤーに積極的かつ効果的にPRし、多くの商談へと結び
つけることが出来ました。

〇新たな商工会館が竣工される
去る３月２２日
（金）、長南町商工会館竣工式が執り行わ
れました。
当日は、長南町商工会 中橋会長より新たな会館に対す
る万感の思いを込めた挨拶に始まり、長南町 平野町長、長
南町議会 板倉議長、千葉県商工会連合会和泉会長、商工
会中部ブロック長生支部代表 一宮町商工会 秦会長の４
名からお祝いの言葉が贈られ、竣工式に花を添えました。
町からの補助金を活用し、
分離発注による商工会員の力を
結集して建てられた本会館は、
地域経済を支える拠点として、
各方面から大きな期待が寄せられています。

平成30年4月に完成した「一宮町観光拠点施設」。この施設は、
市内の空き店舗増加と駅周辺の空洞化が進んでいることへの対策
として整備されたものです。
一宮町は2020年東京オリンピックの競技会場に選定されたこと
もあり、県道30号線の海岸沿いにはサーフショップやカフェ等が点
在し、多くのサーファーで賑わっています。この賑わいを町内全体に
も広げるべく、駅前に観光案内所、農産物直売所、
レンタサイクル＆
サーフボード、貸テナントが複合された施設を置くことで、電車で訪
れる観光客でも市内を周遊して観光もサーフィンも楽しめるように
する狙いがあります。
一宮町商工会は町議会の議決により、この「一宮町観光拠点施
設」の指定管理者となっており、町からの大きな信頼のもと、経済
活性化の一端を託されています。今後の一宮町と一宮町商工会の
発展が期待されます。

平成２９年度会員福祉共済推進活動におきまして、白子町商工会（前橋
貴男会長）が「がん」の補償部門で年間純増口数３２口増となり、全国の約
１６００商工会の中でトップとなりました。
その栄誉を称え、全国連より全国１位のトロフィーが届きましたので、平成
３１年１月１６日に、県連合会一法師専務理事より前橋会長へトロフィーの授
与が行われました。
白子町商工会の皆様、本当におめでとうございます。
会員福祉共済をはじめとした商工会共済は会員事業所の「リスク」に備
え、
ご商売を続けていただけるための経営支援の一環です。また、商工会の
スケールメリットによる団体割引等も適用されております。ぜひ、商工会の
共済をご活用ください。
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トロフィーを受け取る前橋会長（左）
と
贈呈する一法師専務理事（右）

