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◇令和元年度通常総会が開催されました
◇関東経済産業局長表彰、千葉県商工会連合会
長表彰
◇関東ブロック商工連連絡協議会 全体会議・通
常総会が千葉県で開催
◇商売繁盛窓口が各商工会に開設されます
◇小規模事業者持続化補助金
◇消費税軽減税率対策「レジ導入補助金」
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◇人手不足にお悩みの中小企業のみなさまへ
◇キャッシュレス導入を支援します
◇令和元年春の叙勲
◇千葉県商工会青年部資質向上セミナー・通常
総会・主張発表大会・リーダーズセミナーが
開催されました
◇千葉県商工会女性部主張発表大会・通常総会
が開催されました

中小・小規模事業者の持続的発展と、
商工会組織のさらなる発展に向けて
～令和元年度通常総会～
千葉県商工会連合会は ５ 月２９日、千葉市内のホテル ラリンピックの開催を控え、公的需要とインバウンド
において、県内４０商工会長等（委任状含む）が出席し、 の増加など、一層の期待感が持たれていたが、米中貿
多数のご来賓のご臨席のもと令和元年度通常総会を開 易摩擦等により国内企業の生産が落ち込むなどの要因
催しました。
により、景気判断が悪化となっている。このような状
総会の議事では、一般会計及び特別会計の平成３０年 況ではあるが、経営発達支援計画の着実な実施と各種
度事業報告と収支決算報告を含む ５ 議案が原案通り承 事業の実施に向け、みなさまと力を合わせながら事業
認されたほか、第 ７ 号議案として任期満了に伴う役員 運営に努めていきたい。」と述べられました。
選任が上程され、県青連の米倉英希新会長の連合会役
総会では、千葉県商工労働部 生稲次長、関東経済
員への就任が承認されました。
産業局経営企画部 高橋次長から祝辞を頂戴し、盛会
和泉会長は挨拶で、「２０２０年東京オリンピック・パ 裡に終了しました。

挨拶を述べる和泉県連合会長

挨拶を述べる関東経済産業局 経営企画部 高橋次長

県連合会 新任役員
理事 米倉 英希（県青年部連合会）
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令和元年度経営改善普及事業に関する
功労者の関東経済産業局長表彰
１．役員功労者（ ４ 名）
田中 秀貴 一宮町商工会 副会長
田中 清志 長生村商工会 理事
門谷 幸男 山武市商工会 監事
鹿嶋 正弘 木更津市富来田商工会 監事
２．青年部・女性部功労者（ ３ 名）
小川 智輝 旭市商工会青年部 副部長
鎌形 節子 東庄町商工会女性部 部長
小林 真知子 富津市商工会女性部 部長
基準日：平成31年 3 月31日

令和元年度千葉県商工会連合会長表彰
１．役員功労者（ ９ 名）
２．青年部功労者（ ４ 名）
３．女性部功労者（ ５ 名）
４．優良常勤職員（ １ 名）
５．県連重点事業表彰（財政力強化部門）
九十九里町商工会、他 ８ 商工会
６．県連重点事業表彰（組織力強化部門）
一宮町商工会、他 ２ 商工会
７．県連重点事業表彰（地域力強化部門）
酒々井町商工会、他 ２ 商工会

令和元年度千葉県商工会連合会共済推進表彰
１．商工貯蓄共済目標達成表彰
神崎町商工会、他 ２ 商工会
２．会員福祉共済目標達成表彰
木更津市富来田商工会、他１０商工会

平成３０年度実績に係る記帳機械化報奨金贈呈
鎌ケ谷市商工会
野田市関宿商工会
四街道市商工会
印西市商工会
成田市東商工会
長生村商工会
山武市商工会
芝山町商工会

関東経済産業局長表彰（関東経済産業局産業部
高橋次長（左）、山武市商工会 小関会長（右））

旭市商工会
神崎町商工会
香取市商工会
多古町商工会
東庄町商工会
勝浦市商工会
鴨川市商工会

千葉県商工会連合会長表彰（県連合会 和泉会長
（左）、酒々井町商工会 大谷会長（右））

関東ブロック商工連連絡協議会
全体会議・通常総会が千葉県で開催
関東経済産業局管内の １ 都１０県の商工会連合会の

向けた取り組みや各都県連の会員支援体制の課題解

会長・役員が一堂に会し、中小企業・小規模事業者

決等を協議し、全国商工会連合会へ更なる支援体制

支援の為、関東ブロック商工連協議会の全体会議が

強化に向けた要望を行いました。

千葉県で開催されました。

また、当日は関東経済産業局 角野局長をはじめ、

経営発達支援計画による創業支援や伴走型支援の

全国商工会連合会 森会長、千葉県商工労働部 生稲

推進を通じた支援策、そして新たなガイドラインの

次長、懇親会において千葉県 森田健作知事よりご

もと作成する「第 ２ 次経営発達支援計画」の認定に

祝辞を賜りました。

挨拶を述べる千葉県 森田健作知事
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挨拶を述べる全国商工会連合会 森会長

挨拶を述べる経済産業省 関東経済産業局 角野局長

令和元年度商売繁盛窓口が各商工会に開設されます！

― 商工会に商売のことなら無料で何でも気軽に相談できる商売繁盛窓口が開設されます。―

◆商売繁盛窓口とは

千葉県の「小規模事業者提案型事業」を活用した千葉県の商工会独自の制度で中小企
業診断士等の専門家を ６ 月から ８ 月を除き、翌年 ２ 月までの ８ か月間、月に一度、県内
すべての商工会へ配置するものです。ご相談は無料で、商売に関することであれば何で
もご相談いただけます。

◆何度でも相談できます

１ 回だけの相談では解決できないような内容であっても、まずはお気軽にご相談くだ
さい。商売繁盛窓口では専門家の先生と商工会の経営指導員が伴走型支援として、継続
して支援いたしますので、一緒に問題点を特定し、支援をおこなっていくことが可能です。
具体的な問題点が分からないといったお悩みを抱えてらっしゃる方は多くいます。私
たちは、専門家の先生とともに、事業の目指している姿をお伺いし、現状と目指してい
る姿にギャップが生じている要因を明らかにしていくご支援ができます。
問題が特定できれば課題を明確にしていくことが可能となり、課題を一緒に解決して
いくお手伝いまでする事が可能です。

◆商売繁盛窓口で解決できます

もちろん、具体的な課題をお持ちの方もご相談いただくことが可能です。その課題を
どのように解決するかを一緒に考えていきますので、ぜひ一度商工会までご相談下さい。
また、基本的に毎月同じ先生に相談することができますので、進捗を一緒に確認しな
がら進んでいくことが可能です。

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は商工会の
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 ２ ／ ３ を補助するものです。
補助上限は５０万円（一定の要件に合致
する場合は１００万円）となります。
補助金は主に次のような事を行い販路
開拓に取り組むような事業に用いる事が
できます。
・看板を作成して店舗の認知度を
高めたい
・商圏を拡大するために広告宣伝を
行いたい等々
２０１９年 ７ 月３１日締め切りとなりますが、
最寄りの商工会で支援計画書を作成しま
すので、お早めにご相談ください。

一回の相談は原則一時間程度としているため忙し
い事業主さんも安心です。
また、事前予約制ですのでご都合に合わせてご相
談いただくことができます。商工会の経営指導員に
よる伴走型支援に専門家の知見を加えた強力なご支
援を提供してまいります。

〇消費税軽減税率対策 レジ導入補助金とは
消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対し
て、複数税率対応レジや券売機の導入や改修、受発注システム、請求書管理システムの
改修等に要する経費の一部を補助することにより、導入等の準備が円滑に進むよう支援
する制度です。
参考：http://kzt-hojo.jp/
（ 1 ）Ａ型 複数税率対応レジの導入等支援
軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に販売するために、複数税率対
応レジ又は区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等を発行する券
売機を、導入又は改修する必要のある事業者が使える補助金です。
（ 2 ）Ｂ型 受注発注システムの改修等支援
軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に取扱うために、電子的受発注
システムの改修・入替を行う必要がある事業者が使える補助金です。
（ 3 ）Ｃ型 請求書管理システムの改修等支援
軽減税率に対応するために、必要となる区分記載請求書等保存方式に対
応した請求書管理システムの改修・導入を行う必要がある事業者が使え
る補助金です。

～人手不足にお悩みの県内中小企業のみなさま～

移住支援金対象法人を募集します！
千葉県では、県内条件不利地域内の中小企業への就業を促進するため、移住支援金対象法人の登録受付を行っ
ています。
登録された法人は、県のマッチングサイト「千葉県地域しごとＮＡＶＩ」に無料で求人広告を掲載でき、移
住支援金対象就業先として、ＵＩＪターンを検討されている方にアピールできます。
人手不足に悩む対象地域の中小企業の皆様、ぜひこの機会に登録を御検討ください。
県内条件不利地域とは？
館山市、勝浦市、鴨川市、富
津市、南房総市、いすみ市、東
庄町、長南町、大多喜町、御宿町、
鋸南町の計１１市町が該当します。

移住支援金とは？
東京２３区（在住者又は通勤
者）から千葉県内の移住支援事
業を実施する条件不利地域に移
住・就業した方に、移住支援金
（一世帯最大１００万円）を支給す
る制度です。
（注）法人へは支給されません

移住支援金対象法人の
主な登録要件
・資本金１０億円以上の法人でないこと、み
なし大企業でないこと
・本社所在地が東京圏以外の地域又は条件
不利地域にある法人であること
・雇用保険の適用事業主であること …等
（注）個人事業主は対象とはなりません

★その他詳しい登録要件、申請方法等は下記千葉県ＨＰ(雇用労働課)を御参照ください！
https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/index.html

千葉 雇用労働課

検索
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【千葉県商工会青年部連合会
主張発表大会・リーダーズセミナーが開催されました】

『令和元年度 千葉県商工会女性部
主張発表大会・通常総会』

３９

行方 與一 氏が
旭日単光章を受賞

リーダーズセミナーでは、県内各地の商工会青年部
が参加し、講師に全国商工会青年部連合会会長 奥村
直幸氏をお招きし、「ＩＭＰＵＬＳＥとしてやるべき
こと」について講演を受けました。
奥村氏は現在の境遇について幼少期から現在に至る
までを講演されました。講演は好評で、出席者は熱心
に聴講していました。

主張発表者 集合者写真

～令和元年 春の叙勲～
令和元年春の叙勲において、中
小企業振興に寄与したとして行方
與一 元長柄町商工会会長が旭日
単光章叙勲の栄に浴されました。
行方氏は昭和 年に長柄町商工
会理事、昭和 年同商工会副会長
を経て、平成 年同商工会会長に
就任するなど、長年に亘り要職を
歴任され、中小企業の振興及び地
域経済活性化に尽力した功績が認
められての受賞となりました。

６ 月 ５ 日、千葉市（三井ガーデンホテル千葉）にて
千葉県商工会青年部連合会主張発表大会・リーダーズセ
ミナーが開催され、県内各地の商工会青年部から２１２
名が参加しました。
主張発表大会では、各ブロック代表者 ９ 名が青年部
活動や地域活性化に向けた取り組み等をテーマに、熱の
こもった発表が行われました。
最優秀賞には、南房総市朝夷商工会青年部の長谷川浩
司さんが輝きました。長谷川さんは ９ 月 日に千葉県
で開催される関東ブロック青年部連絡協議会令和元年度
千葉大会に千葉県代表として出場します。
入賞者は次のとおりです。
最優秀賞…長谷川 浩司 （南房総市朝夷）
優秀賞……富樫 泰良 （御宿町）
優良賞……澤田 岳典 （野田市関宿）
津田 壮一郎 （富里市）
齋藤 幸介 （長生村）
久我 将行 （睦沢町）
池島 雅大 （山武市）
渡邉 悦徳 （匝瑳市）
柏木 卓也 （袖ケ浦市）
最優秀賞…長谷川 浩司（南房総市朝夷）

選任された役員は次のとおりです。

最優秀賞に輝いた 九十九里町商工会女性部 古川さん

５ 月 ９ 日、長柄町、生命の森リゾート「森のホール」
において、県下 ３ 名の代表による主張発表大会および商
工会女性部連合会の通常総会が開催され、県内 商工会女
性部から１８６名が出席しました。
主張発表大会の結果
最優秀賞
古川 愛敬美（九十九里町）
テーマ：女性部活動と地域振興・まちづくり
～日本舞踊で身も心も美しく～
古川さんは、令和元年 ７ 月 ２ 日開催の関東ブロック商
工会女性部主張発表大会（新潟大会）に、千葉県代表とし
て出場しました。
優秀賞
高安 法子 （旭市）
優良賞
金木 久代 （南房総市内房）
県女性連新役員一覧（順不同、敬称略）
会 長 神﨑 清美
（長柄町 )
副会長 玉田 千代子 （我孫子市）
副会長 秋山 優子
（栄町）
副会長 櫻井 憲子
（九十九里町）
副会長 太田 まさ子 （多古町）
副会長 金木 久代
（南房総市内房）
理 事 伊藤 その枝 （柏市沼南）
理 事 山口 萬紀子 （印西市）
理 事 浪川 米子
（旭市）
理 事 椿
由美子 （神崎町）
理 事 大地 冨美子 （御宿町）
理 事 青木 剣菁
（鋸南町）
監 事 中村 やす子 （睦沢町）
監 事 紫関 多喜子 （勝浦市）

挨拶をする千葉県商工会女性部連合会 神崎会長
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令和元年度千葉県商工会青年部若手経営者等
資質向上セミナー・通常総会が開催されました。
情報交換会での米倉会長、越智全
青連会長、山﨑前会長、多古町佐
藤前部長

【青年部連合会】新役員（敬称略）
会 長 米倉 英希
（睦沢町）
副会長 内山 厚子
（野田市関宿）
野路 康行
（富里市）
中嶋 貴大
（山武市）
山崎 信太郎 （多古町）
貝塚 将太
（大多喜町）
事 口石 琢也
（鎌ケ谷市）
菰岡 翼
（印西市）
中島 康行
（長生村）
宗島 理仁
（白子町）
大矢 潤一郎 （千葉市土気）
鈴木 良則
（匝瑳市）
岩井 宏幸
（東庄町）
髙橋 雄介
（富津市）
福原 透
（袖ケ浦市）
平川 雄一
（いすみ市）
鈴木 達也
（南房総市内房）
黒川 欣保
（鋸南町）
荒木 新五
（袖ケ浦市）
渋谷 和幸
（我孫子市）
事
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総会終了後 集合写真

４ 月 日 千 葉 市 三( 井 ガ ー デ ン ホ テ ル 千 葉 に) て 千 葉
理
県商工会青年部連合会 令和元年度若手経営者等資質向
上セミナー・通常総会が開催され、県内各地の商工会青
年部から１２０名の青年部員が参加しました。
若手経営者等資質向上セミナーでは、全国商工会青年
部連合会 会長 越智 俊之 氏をお招きし、「ＩＭＰＵＬＳ
Ｅイノベーション」について講演をしていただきました。
続いて行われた通常総会の開会に先立ち、昨年度純増
５ 名の部員増強を果たし、県内で最も部員増強運動の
成果をあげた鎌ケ谷市商工会青年部の表彰が行われまし
た。
通 常 総 会 で は、 上 程 さ れ た ５ 議 案 は 全 て 承 認 さ れ、
任期満了に伴う役員改選については米倉会長をはじめと
監
する新役員の選任が行われました。
２５
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