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習志野商工会議所

開催 2020年に向け、

外国人を新たなお客様に！

『外国人旅行者 おもてなし
セミナー』を開催
訪日外国人旅行者数は年々増加し、2020年オリン
ピック・パラリンピックの開催に向け、今後も旅行者
数の増加が予想されます。すでに、外国人旅行者の望
むサービスや商品の提供・開発に取り組む事業者が出
てきていますが、こうした動きは、大型店やチェーン
店のみならず、地域の商店街や個店などにとっても外
国人対応を進める絶好の機会です。このセミナーで
は、外国人旅行者へのおもてなし術について、具体的
に紹介します。
日 時 ２月14日㈫ 16時～
（予定）
場 所 習志野商工会議所
参加費 無料
定 員 30名
問合せ 中小企業支援室

開催

次世代分野の現場に学ぶ

工業部会
『先端技術見学会』
を開催
工 業 部 会（ 吉 田 茂 雄
部 会 長 ）で は、会 員 事
業所の技術振興を目
的に、国内化粧品メー
カー大手㈱ファンケル
の 化 粧 品 製 造 部 門「 ㈱
㈱ファンケル美健 千葉工場
ファンケル美健千葉工
場」と、一貫生産と物流・販売システムに強みを持つ大
手化学メーカー「花王㈱ 栃木工場」の見学会を実施し
ます。多くの方のご参加をお待ちしています。
（※詳細は、同封のチラシを参照ください）
日 時 ３月２日㈭ ～３月３日㈮ ※１泊２日
視察先 ① ㈱ファンケル美健 千葉工場（流山市）
② 花王㈱ 栃木工場（栃木県芳賀郡）
参加費 15,000円／人
（宿泊、食費、保険代等）
※２日目のゴルフ・観光・食事代等は自己負担
定 員 20名
問合せ 中小企業支援室

募集

人脈・ネットワークを広げよう

習志野商工会議所『会員交流
会』を開催

商工会議所は、地域の様々な業種や規模の方々が集
まる総合経済団体です。３月９日㈭、全ての会員事業
所の交流機会として、年に一度の「会員交流会」を開催
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します。当日は、習志野市出身の阿部詩織さん、林愛美
さんによるライブ演奏会をはじめ、豪華景品のあたる
抽選会もお楽しみいただけます。お誘い合わせのう
え、多くの皆様のご参加
をお待ちしています。
（※詳細は、同封のチラシ
を参照ください）
日 時 ３月９日㈭
18時 ～ 19時45分
場 所 モリシアホール
（習志野市谷津1-16-1）
参加費 2,000円／人
定 員 150名
習志野市出身の
問合せ 経営室
林さん（左）、阿部さん（右）

報告

新春賀詞交歓会を開催

１月６日㈮、習志野文化ホールホワイエで、新春恒
例の賀詞交歓会（習志野市、習志野商工会議所、習志
野市社会福祉協議会共催）が開催されました。
習志野市にゆかりのある著名人をはじめ、習志野市
の各界から609名が集まり、年の初めの挨拶を交わし
ました。また、習志野市と都市間交流のある上野村、
南房総市、富士吉田市、京田辺市をはじめ、ご提供い
ただいた賞品の大抽選会も行われ、華やかなお祝い
ムードと例年以上の熱気に包まれた賀詞交歓会とな
りました。

新年恒例の鏡開きが盛大に行われました

報告 ICT 技術革新を見学

建設業部会『視察研修会』
を実施
１月27日㈮、建設業
部会（田久保浩一部会
長）は、建設現場で進
む ICT 等の最新技術
の視察を目的に、
『コマ
ツIOTセンタ東京』
（千
最新の ICT 建機の性能に驚き
葉市）などを訪問しま
と新たな発見に出会いました
した。
（参加者21名）
コマツ IOT センタ東京では、ICT 建機やドローンな

習志野商工会議所

どを利用したスマートコンストラクションを見学、体
験しました。
参加者にとっては、安全管理・コスト増など様々な
課題が山積する建設現場において、今後 ICT の普及で
広がる企業運営の新たな可能性について再考する機
会となりました。

習志野高等学校
吹奏楽部に協賛金を贈呈
報告

１月18日㈬、今年、創部55周年を迎える習志野高等
学校吹奏楽部の「ニュージーランド特別講演」
（ウェリ
ントン／３月20日～ 27日）に向け、高野専務理事から
赤松校長に、延べ32事業所から寄せられた協賛金と芳
名帳を手渡しました。赤松校長は「音楽活動を通じて
人材を育成するまたとない機会です。音楽のまち習志
野を内外にアピールしてきます。」と述べられました。
協賛にご協力いただきました事業所の皆様に、心よ
り御礼申し上げます。
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造法が日本で初めて伝えられたことから「日本のソー
セージ製法伝承の地」とされ、
「習志野ソーセージ」は、
現存する当時のレシピをもとに製作されました。
１月24日㈫、習志野市立第七中学校の学校給食では
約400食分が提供され、２年生の生徒は「しっかりし
た味で食べ応え十分。今日聞いた味の由来や習志野
の歴史を家族に伝えたい」と話していました。
当所では、今後も習志野ソーセージを有力なご当地
グルメに育て、地域の活性化を図っていきます。

笑顔で習志野ソーセージを頬張る生徒たち

お知らせ『平成28年分決算・

確定申告相談会』
を実施

赤松校長（中央）と 吹奏楽部の海老沢教諭（左）、
高野専務理事（右）

お知らせ『習志野ソーセージ』

に中学生が舌鼓！

当所が地域ブランドとして育成に取り組む「習志野
ソーセージ」を多くの子供たちに味わってもらおう
と、現在、市内の小中学校（一部学校除く）の学校給食
で提供してもらっています。
習志野市は、約100年前、ドイツ式のソーセージ製

問合せ：習志野商工会議所

TEL：0 4 7（ 452）6700

当所では、会員事業所
（個人事業所に限る）の皆様
の確定申告が円滑に行えるよう、
「平成28年分決算・
確定申告相談会」を開催します。ぜひこの機会をご
利用ください。
日 時 ２月14日㈫、16日㈭、23日㈭、24日㈮、
３月３日㈮、６日㈪、９日㈭、14日㈫
いずれも10時〜16時（昼休12時〜13時）
場 所 習志野商工会議所
相談員 千葉県税理士会 千葉西支部所属税理士
相談料 無料
必要書類 平成28年分決算書、確定申告書用紙、前年
分決算書、確定申告書（控）、関係帳簿類（現
金出納帳、経費帳、売掛帳、買掛帳）
、各種
控除証明書（国保・国民年金、健康保険、生
命保険、地震保険、介護医療保険、小規模
企業共済など）、印鑑
問合せ 中小企業支援室

FAX：047（452）6744

：同封チラシ有り
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速報！

中小企業向け

平成29年度 税制改正のポイント
設備投資の後押しと事業承継の円滑化を図る税制が大幅に拡充
「平成29年度与党税制改正大綱」
（平成28年12月８日公表）では、中小企業の設備投資を促進する税制
措置の対象設備の拡大や地域未来投資促進税制の創設、研究開発税制の拡充、所得拡大促進税制の拡
充などが盛り込まれました。さらに、中小企業から要望の強い事業承継税制の前進も図られました。
ここでは、中小企業等に関する主な改正内容をお知らせします。

中小・中堅企業の設備投資を促進する税制

♳. 中小企業経営強化税制の創設、固定資産

税の減免措置の拡充等（平成30年度末まで）

⇒４つの税制措置が中小企業の設備投資を後押し！

▪①中小企業投資促進税制、②商業・サービス業活性
化税制が２年間延長されます。

♴. 地域未来投資促進税制の創設
▪事業者が策定し、都道府県が認定する地域中核事業
計画（仮称）に基づいて行う設備投資に対する減税
措置が創設されます。
▪地域の中核企業が行う先端ものづくり、インバウンド
観光などの投資が対象となります。

▪④固定資産税の減免措置の対象設備に器具備品、
建物附属設備が追加されます。

事業者
策定

地域中核事業計画（仮称）

中小企業等経営強化法の認定が必要
1／2 減免
（３年間 ）

即時償却
or

税額控除
7％、
10％（※1）

30％
特別償却
or

税額控除
7％（※1）

④ 固定資産税の減免

生産性 １％以上向上
or

投資利益率５％以上の設備

①【延長】

基づく

拡充（※2 ）

③【新設】中小企業経営強化税制

②【延長】

中小企業
投資促進税制

商業・サービス業
活性化税制

機械装置

器具備品

ソフトウェアなど

建物附属設備

※1. 資本金3,000万円以下の法人に適用
※2. 一部地域で業種制限有り

確認
認定

国・都道府県

▪機械装置、ソフトウェア等に加え、器具備品、建物附
属設備まで対象とした「③中小企業経営強化税制」
が創設されます（２年間）。

設備投資

対象設備

特別償却

税額控除

機械・装置

40％

4％

器具・備品

40％

4％

建物・建物附属
設備・構築物

20％

2％

※ 機械価額の合計額2,000万円以上が対象、100億円が限度

♵. 中小企業の法人税の軽減税率の延長
▪中小法人の年800万円以下の所得に係る法人税率を
15％に軽減する措置が２年間延長されます。
所得金額

本則での税率

租特での軽減税率

年800万円以下

19％

15％

4 マルケイ融資をご利用ください［年利1.16％で2,000万円まで（１月31日現在）。無担保・無保証人］
マル経融資とは、小規模企業の方が商工会議所の経営指導を経て、融資申込みをする「無担保・無保証・低利」の国の制度です！
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円滑な事業承継に資する税制措置

♳. 事業承継税制の拡充

人手不足下における納税猶予取消リスク増大への対応

現行制度の問題点

改正による措置

▪自然災害や取引先の倒産で雇用を削らなければ
いけない

▪セーフティネット規定が創設され、雇用要件が
免除（一部緩和）されます

▪深刻な人手不足で雇用したくても雇用できない

▪小規模な企業を中心に雇用要件が緩和されます

▪生前贈与後、納税猶予取消となった際、高額な贈与
税が発生

▪納税猶予が取消となった場合でも、納税額が相続税
と同額となります

人手不足

♴. 非上場株式の評価の見直し

アベノミクスでの株高による相続税負担への緊急対応
現行の直近３ヶ月、前年平均に加え、２年間平均が選択可能に
なり、株価上昇局面での急激な変動を平準化

上場企業の配当、利益、簿価純資産を単体から連結会計ベース
に見直し、上場企業のグローバル経営を反映することで、過大
な評価を是正

第４次産業革命を推進する税制

♳. 中小企業の研究開発税制の拡充

▪ IoTなどを活用したサービス開発についても、
研究開発税制の対象となります。

「利益」のウェイトが他の要素に比べ３倍になっていたのを「配
当」
「簿価純資産」と同水準にし、好業績企業の株価を抑制する
とともに、利益圧縮による過度な株価対策を防止
類似業種比準方式を利用できる企業が増えるように、大会社、
中会社の定義を見直し。現在、中会社、小会社に判定されてい
る企業の株価を抑える

改正後の控除率と控除上限（中小企業の場合）
17 ％

試験研究費が5％超増
加した場合、最大17％
まで税額控除可能

12％

（ 控除率 ）

▪中小企業について、試験研究費の増加に応じて、
控除率が 12 ～17％に拡充されます（現行：12％）。

注上場企業：自社と類似する業種の上場企業。株価の
計算は全て１株あたりの金額で行う。

控除上限 25％

控除上限 10％上乗せ
（ 35％）
5％増加

（ 試験研究費増減率）

税 理 士 が見る29年度税制改正の特徴
平成29年度税制改正で中小企業者に係る大きなものは、設備投資等を促進する税制
の創設と拡充です。また、非上場株式の評価見直しも事業承継を考えるうえで重要に
なってきますので、事業者の方々にはその動静に注目していただきたいと思います。
（太和田章税理士事務所 代表税理士 太和田 章 氏）
出典：日本商工会議所

毎月2,000部発行「商工習志野」へチラシ同封して PR しませんか？１回につき30,860円
両面印刷 ･ 光沢 ･ カラー印刷も OK ！ 36,000円で印刷 ( モノクロ ) 代行します！
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開催

経済講演会

どうなる日本の政治！？
「 新党請負人 」の異名を持つ政治アナリストの
伊藤惇夫氏が、今後の日本の政治・経済などに
ついて、タイムリーな話題とともに話します。

経 営 に
役 立 つ
冊 子

無料
差し上げます

① 職場でよくある労務トラブル

講師

労務トラブルの事例と対応策、
防止策などを簡潔にわかりやすく解説。

政治アナリスト

① 退職・解雇 ② 募集・採用 ③ 就業

伊藤 惇夫 氏

など

② 会社経営の法務トラブル Ｑ＆Ａ
経営上の法務問題（債権回収、労務管理、
支払督促など）の対処ポイントを解説。
① 取引先・対外関係 ② 社内関係 ③ 法的手続

日

時

場

所

定

員

参加費
問合せ

３月 21 日㈫ 17 時 ～ 18 時 30 分
習志野商工会議所

など

③ 家族に迷惑をかけない自社株の相続対策
「自社株や会社への貸付金は相続税の
課税対象」など、相続対策のポイントを解説。

無料

100 人

① 紙切れ同然の自社株に莫大な相続税

中小企業支援室

など

※ 数に限りがあります

※ 申込・詳細は、折込チラシをご参照ください

申込み

中小企業支援室 ☎ 047（452）6700

6 ビジネスの最前線で役立つ知識、技術を効率よく学べる商工会議所の検定試験【簿記検定試験・販売士検定試験】
直近の試験日

販売士検定

１〜３級

２月15日㈬

簿記検定

１～３級

2月26日㈰

習志野商工会議所

お知らせ
募 集
習志野商工会議所
TEL：047（452）6700

募

集

貴社の PR を支援します！

習志野商工会議所では、会員限定で、
下記の広報サービスを行っています。
⑴ DM 発送代行サービス
貴社のチラシを会報誌に安価で折り込
む DM 発送サービスを実施しています。
▶発送先 会員事業所（約2,000事業所）
▶費 用 チラシ持込：30,860円
印刷依頼：36,000円
⑵ JR 津田沼駅掲示板
JR 津田沼駅構内のコンコース掲示板
の貸し出しを実施しています。
▶費 用 １区画 ／１週間 1,030円
（１回の申込みで最大４週間まで）
▶サイズ 縦65cm × 横60cm
※ JR 掲示板は、４月１日からリニューア
ルを予定しています。改定費用などの
詳細は、会報３月号でご案内します。
▶問合せ・申込み
経営室 TEL：047（452）6700

ハッピーバスへの広告募集

習志野市内を走るコミュニティバスの
「ハッピーバス」に広告を出してみません
か？ハッピーバスは新津田沼駅、新習志
野駅、京成津田沼駅、京成大久保駅等を
経由し、１日約1,400人の方が利用して
います。事業 PR 等にご活用ください。
○ 広告の種類
① ポスター B3 ／１枚
１週間 5,000円 １か月 16,000円
② ステッカー 200mm ×500mm
１か月 4,000円から
③ H ポール（運転席後ろ） B3 ／１枚
１か月 24,000円から
※詳細は習志野市 HP「ハッピーバス」
※京成バス㈱が事業主体となり運行
▶問合せ 習志野市都市計画課
TEL：047（451）1151

電柱広告の募集

大切なお客様を迷わせません。また、
災害発生時に避難する場所への誘導案内
を広告面に掲載することで、地域の安全
確保への貢献をアピールできます。
▶費 用
制作費 8,000円（通常12,000円）
広告料 2,200円 ～ 2,400円（月額）
▶問合せ 東電タウンプランニング㈱
千葉総支社 広告部
TEL：0120（78）5059

早春囲碁大会 参加者募集中！
▶日 時
▶定 員
▶参加費
▶試 合

２月26日㈰ 13時〜
80名
2,000円（昼食なし）
チャンピオン戦（無差別、総互
先、先番６目半コミダシ）
▶各 賞 優勝、準優勝、敢闘賞、参加賞
◎入賞者は段位免状申請可
※原則として、８人で対局し、約半数
が入賞します。２敗すると失格しま
すが、一般対局が出来ます。
▶問合せ 津田沼囲碁クラブ
TEL：047（475）5255

お知らせ
中小企業最低賃金引上げ支援対策費
補助金（業務改善助成金）について

生産性向上のための設備投資などを
行って、事業場内の最低賃金を一定額以
上引上げた場合、その費用の一部を助成
します。
▶対象者
事業場内最低賃金800円未満から、
1,000円未満の全国47都道府県に事
業場を設置している中小企業・小規模
事業者に拡充
▶支給要件
① 事業実施計画を策定すること
② 引上げ後の賃金額を支払うこと
③ 解雇、賃金引き下げ等の不交付事由
がないこと など
▶助成額一覧
従来の1コース
（事業場内の最低賃金引
上げ額60円以上）
から５コース
（同30円
以上 ～120円以上）
に拡充されました。
▶問合せ 厚生労働省労働基準局賃金課
TEL：03（5253）1111
http://www.mhlw.go.jp/gyomukaizen/

2017.2.10

災害発生時の心得について～ むやみに
移動を開始せず、落ち着いた行動を～

大規模な災害が発生すると、公共交通
機関が運行を停止し、帰宅が困難になるこ
とが予想されます。多くの人が一斉に帰
宅を始めると、火災や建物からの落下物
などにより負傷する恐れがあり危険であ
るほか、救助・救急活動の妨げとなります。
★むやみに移動を開始しない
○身の安全を確保し、職場や集客施設等
の安全な場所にとどまる。
○災害用伝言サービスにより、家族の安
否などを確かめる。
○交通情報や被害情報などを入手する。
★日ごろから準備しておきたいこと
○携帯ラジオや地図を持ち歩く。
○スニーカーや懐中電灯、手袋、飲料水
や食料などを用意する。
○家族などと安否確認の方法、集合場所、
帰宅経路の状況を確認しておく。
▶問合せ 千葉県防災危機管理部
TEL：043（223）2163

採用力向上特別セミナーの開催

中小企業人材採用サポート事業（千葉
県補助事業）として、県内中小企業の採用
力向上に向けたセミナーを開催します。
▶日 時 ２月23日㈭
13時30分 ～15時30分
▶場 所 千葉商工会議所 14階
第１部「 売り手市場の採用戦略 」
原 正紀氏（㈱クオリティ・
オブ・ライフ 代表取締役）
第２部「 千葉県の中小企業が採用を
成功させるためには 」
常見 陽平氏（千葉商科大学
国際教養学部 専任講師）
▶定 員 100名 ▶参加費 無料
▶問合せ 千葉県商工会議所連合会
TEL：043（222）8170

〜 お詫びと訂正 〜

１月号掲載の「平成28年度習志野市
危機管理講演会開催のお知らせ」の
問合せ番号に誤りがございました。
関係者および、誤記載によりご迷惑
をおかけした皆様には心よりお詫び
申し上げます。
● TEL （誤）043（223）4144 ➡︎
（正）047（453）9211︎

習志野商工会議所会館をご利用ください！【当所会員は特別料金にて貸し出しています】
会議・セミナー・サークル活動、パソコン教室など様々な用途に合わせてご利用できます
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いろはのデザイン

パソコン市民講座 イトーヨーカドー津田沼教室

HP QRコード

HP QRコード
No.

318

住所：習志野市津田沼 7 - 5 -16 代表者：高橋 朋博さん
TEL：080（4141）8061 HP：ht tp: //irohano.com/

住所：習志野市津田沼 1-10 -30 イトーヨーカドー津田沼店７階 エレベーター前
代表者：和田 浩一さん TEL：047（479）2281
営業時間：月・水・木・土・日・祝 10 時 10 分 〜 17 時 30 分
火・金 10 時 10 分 〜 19 時 30 分
HP：ht tps: //w w w. pc4353. net /t sudanuma/

" オンリーワンの制作物をお作りします "

" 一緒にスキルアップをしませんか？"

『いろはのデザイン』では、HP 作成やチラシなど広告
媒体の企画・デザイン制作を行っています。広告を作成
する上で最も大切なことは、お客様へ共感と信頼を与
え、価値を高めることです。お客様の要望やご予算に
合わせ、一緒になって効果的に企業や商品を売り込む
方法を考えていきます。お気軽にご相談ください。

『パソコン市民講座』では、幅広い年代の方に受講い
ただいています。様々な目的やご要望に合わせた 800
講座以上のカリキュラムを設けており、時間の選択や
個別学習、自宅学習など、生徒さんが自分の都合に合
わせて学ぶことが可能です。パソコンの便利さや楽し
さをもっと深く知りたい方、いつでもお待ちしています。

幼児教室 ぷりずむ

梅の花 津田沼店

HP QRコード

HP QRコード

住所：習志野市大久保 2 - 7 - 6 代表者：渡辺 麻子さん
TEL：047（407）3551
営業時間：９ 時 ～ 17 時 定休日：土・日（４月〜 日・月）
mail：prism .children@gmail .com

住所：習志野市谷津 1-16 -1 モリシア津田沼店８階
支配人：田村 沙織さん TEL：047（403）8787
営業時間：11 時 ～ 22 時（ 21時 ラストオーダー ）
HP：ht tp: //w w w.umenohana - restaurant.co.jp/

" 保護者の方に寄り添います "

" 湯葉と豆腐の和食の店 "

『幼児教室 ぷりずむ』は、１歳半 ～ 未就学の発達障が
い、またはその疑いのあるお子様を対象とした児童発
達支援事業所です。様々な療育と相談を通し、ご家族
の支援を行います。毎週木曜日にはすべての未就学の
お子様と保護者を対象に「こどものひろば」というイベ
ントも開催しています。お気軽にお問い合わせください。

昨年 10 月１日にモリシア津田沼に OPEN したばかり
の『梅の花 津田沼店』では、４名の個室から10 名の小
団体様用、30 名 ～ 50 名の団体様用と、大小さまざま
な個室をご用意しています。ご家族連れから会社の新
年会・歓送迎会等様々なシーンでご利用頂けます。皆様
のご来店を心よりお待ちしています。
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なやみごと・相談受付、お気軽にご相談ください

顧問弁護士

渡辺 惇先生

TEL：047（472）0911

