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　まちの歩みとともに時間を重ね愛されてきた、昔ながらの八百屋さん。店内には旬の野菜や果物が所狭しと
並べられ、その選び方や食べ方を伝授したり、まちの話題を交換する店主の元気な声がこだまします。

Part
場16
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㈲長谷川青果（香澄）



毎月2,000部発行「商工習志野」へ誌面広告を掲載して PR しませんか？
掲載料 10,290円／月 （６か月未満 ※長期割引あり）　サイズ （５×8.6cm（縦×横）／１コマ）

開催　　　 2019年 決済手段は
こう変わる！「キャッシュレス
視察研修会」を開催
　商業部会（鈴木 和弘 部会長）、地域・まちづくり委員会

（金子 正 委員長）では、東京オリパラ、増税対策、個店・
商店会運営等の視点から、国内で急速に広がるキャッ
シュレスの情報収集を目的とした、先進地への視察研修
会を実施します。
日　時　２月21日㈭ ※日帰り
内　容　①「キャッシュレスTech」展示会（東京ビッグサイト）
　　　　②LINE Pay株式会社（本社／新宿）
　　　　③都内商店街（中井商工会／早稲田商店会）
費　用　8,000円
定　員　15～20名程度（貸切バス）
問合せ　中小企業支援室（村富）

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

開催　　　 事業承継
「会社のバトンタッチ」個別相談会
を開催
　当所では、「事業承継個別相談会」を開催します。事業承
継についてお悩みの皆様は是非この機会をご利用下さい。
日　時　２月27日㈬  10時～16時20分 ※要事前予約
場　所　習志野商工会議所
内　容　事業承継に関する個別相談会
相談員　千葉県事業引継ぎ支援センター 専門相談員
問合せ　中小企業支援室（野手）

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

開催　　　 習志野商工会議所
「会員交流会」を開催

　当所では、全会員事業所を対象とした「会員交流会」を
開催します。当日は、ライブ演奏をはじめ豪華賞品があ
たる抽選会もお楽しみいただけます。地域の様々な業
種や規模、法人・個人事業者の方々が集まる年に一度の
機会です。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。

日　時　３月５日㈫
　　　　18時～19時45分
場　所　ホテル ザ・
　　　　マンハッタン
定　員　150名
問合せ　経営室（堀）

（※詳細は、同封のチラシ
をご参照ください）

　　　
「新春賀詞交歓会」を開催

　 報告

　１月９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）が開催されました。
　習志野市の各界から総勢571名が集まり、年初めの挨
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、京田辺市の特産品をはじ
めとした豪華賞品の福引抽選会も行われ、華やかな新年
のスタートとなりました。

主催者挨拶の様子（左：白鳥会頭）

　　　広報・情報化推進委員会
「AIの未来 視察研修・講演会」を開催

　 報告

　広報・情報化推進委員会（竹谷 嘉夫 委員長）では、１月
18日㈮に、千葉工業大学東京スカイツリータウン®キャ
ンパス、J:COM Wonder studioの視察と、千葉工業大学 
人工知能・ソフトウェア技術研究センター副所長 竹内 
彰一氏による「人工知能の現在と今後の可能性について」
の講演会を実施しました。日常生活ではすでにAIを搭
載した製品が普及し始めていますが、参加者にとって
は、その背景となる先端技術や研究内容を知る大変有意
義な機会となりました。

会員事業所を
ご利用ください！

⬇ このプレートが目印 ⬇

㈱テックエステート 茜浜ホール事務所
お問合せ・ご予約 ［10：00〜16：00］

TEL：047（408）0205
FAX：047（452）0170

http://www.akanehama-hall.jp

〒275-0024 習志野市茜浜2-7-2

生バンドの演奏会も実施
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から施行される「働き方改革関連法」について、働き方改
革の全体像や労働時間法制の見直し、雇用形態に関わら
ない公正な待遇の確保などの改正ポイントが、千葉労働
局担当職員から説明されました。

問合せ：習志野商工会議所　TEL：047（452）6700　FAX：047（452）6744　　：同封チラシ有り

刺繍、プリント、マーキング
１枚から制作します
ユニホーム、作業着、制服

習志野スポーツ ［２F マーキング工房］
TEL：047-477-5151  FAX：047-477-5152

〜事業運用・業務改善での困り事は！〜

〒275-0017 千葉県習志野市藤崎3-6-4
TEL：070（4158）4917   FAX：047（478）5530
MAIL：t_kobayashi@narafuji.com  HP：http://narafuji.com/hp3/

品質マネジメントに基づいた無料診断で､運用課題が明確化！
【支援内容】業務課題（ヒューマンエラー､技術伝承､
事業計画､QCツール､ 管理職育成､ 目標管理､ 顧客
満足度､他）､個人情報保護・マイナンバー対策､ISO
認証業務（導入､移行､模擬審査）､ITシステム導入

ナラフジ・ビジネスサポート

福島第一原発で活動した災害対応ロボット

　　　「働き方改革関連法
セミナー」を開催
　 報告

　当所では、１月21日㈪、「働き方改革関連法セミナー」を
開催し、23名が参加しました。このセミナーでは、４月１日

習志野高校野球部  春の甲子園出場決定！！
～待ちわびた春の吉報に、地元も歓喜～

熱心に話を聞く受講者

憧れの夢舞台へ
　３月23日㈯から阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開幕する「第91回選抜高校野球大会」に、習志野市立習
志野高校野球部の出場が決定しました。昨秋の関東地区大会の実績が評価されたもので、2009年のセンバツ
以来10年ぶり（春夏通算12回目）の出場に、学校や市民、関係者が喜びに沸く中、選手たちは憧れの夢舞台で
の活躍に思いを新たにしています。

地元経済界も祝福、市内に横断幕を設置
　春の吉報に、地元商店会からも「（習志野高校の1975年の）夏の甲子園優勝の感動を今も覚えている。甲子
園で10年ぶりに習志野の文字を躍動させ、まちに元気を届けてほしい」と祝福の声が上がっています。習志野
商工会議所でも習志野市商店会連合会と共同で市内９ヶ所に横断幕を設置するなど、経済界全体で習志野高校
野球部を応援していきます。

習志野高校の甲子園出場に係る寄付金のお願い
　高等学校の健闘を祈り、特段のご協力を賜りたくお願い
申し上げます。 （※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

京成実籾駅前ロータリーに掲げられた横断幕 春の甲子園出場が決定し、歓喜に沸く習志野高校野球部
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マルケイ融資をご利用ください［年利1.11％で2,000万円まで（1月31日現在）。無担保・無保証人］

速報

設備の種類
（価格要件）

機械装置
（160万円以上）

ソフトウェア
（70万円以上）

工具・器具備品
（30万円以上）

建物付属設備
（60万円以上）

支援措置

対象設備 特別償却 税額控除

機械装置・器具備品 40% 4%

上乗せ要件を満たす場合
（付加価値額増加率が8%以上） 50% 5%

建物・付属設備・構築物 20% 2%

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！

平成31年度 税制改正のポイント
～中小企業の成長と変革、円滑な事業承継を促進～

Ⅰ. 生産性の向上や人手不足を解消するための投資を支援します

　「平成31年度与党税制改正大綱」（平成30年12月14日）が公表され、当所をはじめ、全国の商工会議所が
強く要望してきた中小企業向け設備投資減税や研究開発税制の充実、個人事業者の事業承継税制の創設な
ど、企業の生産性向上や円滑な事業承継を後押しする内容が数多く盛り込まれました。ここでは、中小企業
に関する主な改正内容をお知らせします。

　都道府県への「地域経済牽引事業計画」の提出・認定で、機械装置、建物等の特別償却または税額控除など
の支援措置を受けることができます。

注「地域経済牽引事業計画」とは、市町村及び都道府県の地域特性を活用した事業が生み出す経済的波及効果を最大化しようとする
　基本計画に基づき事業者が策定するものです。

中小企業の年800万円以下の所得にかかる法人税率を19％から15％に軽減する措置を2年間延長

❖ベンチャー企業に対する法人税額控除上限の引上げ（最大60％）、控除率が引上げされます。
❖試験研究費の増加インセンティブの強化の観点から控除率が見直しされました。

【中小企業経営強化税制】
即時償却or税額控除10%

⇒延長（2年間）・強化
生産性が年平均1%以上向上

投資利益率5%以上のパッケージ投資

生産性向上設備（A類型）

生産性向上設備（A類型）

　　　 働き方改革に資す
る設備（休憩室、食堂等
の整備）の適用明確化

【中小企業投資促進税制】
30% 特別償却or税額控除7%

⇒延長（2年間）

【商業・サービス業等活性化税制】
30% 特別償却or税額控除7%⇒延長（2年間）

※「売上高or営業利益が1年間で2%以上向上」が新たに要件化

強化

特
集

【国】
基本方針

【事業者】
設備投資

【事業者】
地域経済牽引事業計画

【市町村及び都道府県】
基本計画

【都道府県】
承 認

⇒ ⇒ ⇒ ⇒
同
意

同
意
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速報

要 件

• 経営承継円滑化法に基づく認定、2019年から5年以内に承継計画の提出
• 納税猶予税額相当の担保提供、事業継続・資産保有に係る定期的な報告
• 後継者死亡時まで事業継続・資産保有等で納税免除
• 事業を廃止した場合、猶予税額および利子税納付
• 経営悪化等で廃業する場合、廃業時点の資産額で贈与・相続税額を再計算し、承継時との差額を免除
• 小規模宅地特例と選択適用（併用不可）

対象資産

事業用宅地
（400㎡）

建 物
（800㎡） 機械装置 器具備品 車両船舶 構築物等

商品数 8% 10%

お弁当 持ち帰り イートイン

そば、ピザ 出前、宅配 店内飲食

医薬品 エナジードリンク 医薬品の栄養ドリンク、
市販の薬

アルコール類 ノンアルコールビール
みりん風調味料 ビール、みりん

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！

Ⅱ. 個人事業主による円滑な事業承継を後押しします

Ⅲ. 消費税率10％への引上げに伴う経済への影響を緩和します

個人事業者（青色申告事業者）の贈与・相続に係る納税猶予制度を新設（10年間の時限措置）

❖住宅ローン減税の延長 ⇒ 所得税・住民税の控除期間を現行の10年から13年に延長
❖自動車の保有に係る税負担の軽減 ⇒ 自動車税の引下げ、エコカー減税等の見直し 等

税理士から見た“平成31年度 税制改正大綱のポイント”
　平成31年度与党税制改正大綱では、10月に予定される消費税率引上げ後の影響緩和を
基本スタンスに、現下の中小企業の課題である生産性向上と事業承継について、中小企業
向け設備投資減税の延長・拡充や個人版事業承継税制の創設等の措置が講じられました。
これにより、中小企業の人材確保や働き方改革の取組み、個人事業主の円滑な事業承継が
後押しされることを期待します。　（税理士　福田　繁男／千葉県税理士会　千葉西支部　支部長）

消費税率の8％から10％への引上げに合わせ、新たに軽減税率が導入されることになりました。
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無 料

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　珠算検定  １〜３級 段位  ２月10日㈰　　簿記検定  ２・３級  ２月24日㈰

問合せ：中小企業支援室

　せっかくのアイデアが眠っていませんか？ 専門機関の相談員が発明に関する様々なお悩みをお聞き
します。無料で個別相談が受けることができますので、お気軽にご相談ください。

日　時　２月19日（火）  10時～12時、13時～16時（事前予約制）

場　所　習志野商工会議所
相談員　一般社団法人千葉県発明協会所属  窓口支援担当者
相談料　無料

無料発明相談会

　会社やNPO法人等の設立、建設業許可などの各種許認可や登録の申請、相続・遺言書作成など、日常
生活に関するお困り事、お気軽にご相談ください。

日　時　２月15日（金）  13時～16時（事前予約制）

場　所　習志野商工会議所
相談員　千葉県行政書士会  葛南支部所属行政書士
相談料　無料

行政書士無料相談会

平成30年分 決算・確定申告相談会
　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30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18日（月）、21日（木）、26日（火）、３月４日（月）、５日（火）、８日（金）、12日（火）、14日（木）
10時～12時、13時～16時（事前予約不要）

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30年分決算書・確定申告書用紙、前年分決算書・確定申告書控え、
　　　　　関係帳簿類（現金出納帳、経費帳、売掛帳、買掛帳など）、
　　　　　各種控除証明書（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
　　　　　※配偶者及び配偶者特別控除を受ける方は、配偶者の合計所得金額が分かる資料をご準備ください。

募 集 相 談 会 の お 知 ら せ

平成30年分 決算・確定申告相談会

行政書士無料相談会

無料発明相談会
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募　集
新春囲碁大会参加者募集中！
▶日　時　２月24日㈰ 13時〜
▶場　所　津田沼囲碁クラブ
　　　　　（JR津田沼駅南口モリシア７Ｆ）
▶試　合　○チャンピオン戦
　　　　　○点数制
▶　賞　　●優勝、準優勝、
　　　　　　敢闘賞、参加賞
　　　　　●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
　　　　　◎入賞者は段位免状申請可
▶定　員　80名

お知らせ
募  集
習志野商工会議所

TEL：047（452）6700

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

since1971

松樹印刷有限会社 〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼1-15-16  TEL：047（451）2222

株式会社ハセガワ
産業廃棄物中間処理場

廃棄物の事は全てお任せ下さい！

本　　社：習志野市大久保1-6-2
八千代工場：八千代市大和田新田710

http://www.hasegawa-eco.com/
TEL：047（473）1638

▶費　用　2,000円（昼食なし）
▶問合せ　日本棋院 津田沼支部
　　　　　TEL：047（475）5255

お知らせ
「相続登記はお済みですか月間」のお知らせ
　千葉司法書士会では、毎年２月の１ヵ
月間を「相続登記はお済みですか月間」と
定め、 県内の当会所属司法書士が各司法
書士の事務所で、相続（登記）に関する相
談を無料でお受けしています。
▶期　間　２月１日㈮〜28日㈭
▶場　所　ご希望の千葉司法書士会所属
　　　　　の司法書士事務所
▶相談料　無料
▶問合せ　千葉司法書士会
　　　　　TEL：043（246）2666
　　　　　HP：http://chiba.shiho
　　　　　shoshikai.or.jp

習志野市中小企業資金融資をご利用の
皆さまへ

【平成30年度下期習志野市中小企業資金
融資に係る利子補給について】

　習志野市より、習志野市中小企業資金
融資をご利用の方を対象に、平成30年度
下期に係る利子補給交付申請書等を送付
します（１月29日付）。つきましては、下
記の期限までにご提出いただきますよう
お願い申し上げます。

▶対象期間　平成30年７月１日〜12月31日
▶提出期限　平成31年２月28日㈭ 必着
　　　　　（期限までにご提出いただけな
　　　　　い場合は利子補給できません）
▶問合せ・送付先
　　　　　習志野商工会議所
　　　　　（習志野市津田沼4-11-14）
　　　　　TEL：047（452）6700

㈱エル・マジェスタ主催「Women 
Orchestra World」開催のお知らせ
　女性が主人公の日本最古の物語「竹取
物語」をテーマに、目でも耳でも楽しめる
ウーマンオーケストラの世界へお連れします。
▶日　時　２月20日㈬ 19時〜20時30分
▶場　所　サントリーホール ブルーローズ
▶費　用　前売 5,000円／当日 6,000円
　　　　　プレミアム  50,000円
▶問合せ　㈱エル・マジェスタ
　　　　　Mail：elmajesta1119@
　　　　　gmail.com

千葉エリア日本大学新技術説明会
「人手不足を解消するIoT技術」
～地域に貢献する日本大学の技術～を開催
▶日　時　２月22日㈮ 13時〜17時
▶場　所　日本大学 生産工学部
　　　　　津田沼キャンパス
▶問合せ　日本大学知財課
　　　　　TEL：03（5275）8139
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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
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ドコモショップ津田沼店
TEL：047（476）1100
ドコモショップ津田沼北口店
TEL：047（455）7778
ドコモショップ北習志野店
TEL：047（496）3900
ドコモショップ八千代中央店
TEL：047（450）8300

★ますます充実！スマートフォン★
▼▽▼ ドコモおすすめサービス ▼▽▼

♥dカード  dカードゴールド
①ポイントカードも電子マネーも１枚でスマートに。
②dポイントがさらに溜まりやすいdカードゴールドも人気です。
③dポイントを貯めてお得に♪
♥「災害用音声お届けサービス」
大規模な災害時に音声メッセージで安否情報をお届けするサービスです。
♥ドコモ光  好評受付中！ 詳しくは、ドコモショップへ！

　昨年11月に開業したばかりの『株式会社 蔵トレ』
は総合商社として、主にサビ止め材やサビ落とし材
といった建設材料の販売、オークション代行業を行
っております。必要な物・欲しい物の購入や不要な
物の販売など、お客様が面倒に思いがちな相手との
交渉・発送などを我々が代わって行います。親切な
スタッフが心を込めてご案内しますので、ぜひお問
合せ下さい。

" 一番大切なのは
お客様に喜んでいただくこと"

株式会社 蔵トレ

住所：千葉市若葉区中田町2355-1　代表者：瀧澤 博之さん
TEL：080（5372）9218　創業年月日：2018年11月
MAIL：h_takizawa@kuratore.info

　今年で創業42年を迎える『ふじはら酒専門店』は、
船橋市に店を構える地域密着型の酒屋さんです。地
酒・ワイン・焼酎・ビールが豊富に販売されており、
特に日本酒は店主自ら厳選した珍しい銘柄が多く
置いており、日本酒ファンを唸らせます。また、月
一回立ち飲みイベント「カクウチ」、年一回「利き酒
会」を行うなど、“酒縁”を深めるイベントを開催し
ています。ぜひご来店ください。

ふじはら酒専門店

"小さな酒屋から広がる大きな酒縁 "

住所：船橋市南三咲2-9-19　代表者：藤原 照道さん
TEL：047（449）2803　営業時間：10時〜21時（日曜日：10時〜20時）
定休日：水曜日　HP：https://facebook.com/fujiharasaketen

HP QRコード

　新京成電鉄（本社 鎌ヶ谷市）では、11月26日から、映画「ドラゴン
ボール超 ブロリー」（大ヒット上映中）とのコラボレーション企画とし
てフルラッピング電車「ドラゴンボール超（スーパー）ブロリー電車（ト
レイン）」を運行しています。また「ドラゴンボール超 ブロリー公開記
念乗車券」を、新京成24駅中７駅で限定5,000部販売中です（無くな
り次第終了）。チケットには、映画に登場するキャラクターと７種類
のドラゴンボールがデザインされていて、全種類集めると何か願いが
かなうかも★
問合せ▶▶▶ 新京成電鉄 お客さま案内番号　 TEL：047（389）1249
Ｈ　Ｐ▶▶▶ https:www.shinkeisei.co.jp/

五
ご

香
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駅

四星球
孫悟空ver

映画「ドラゴンボール超
スーパー

ブロリー」コラボ企画

「ドラゴンボール超
スーパー

ブロリー列
トレ

車
イン

」
運行＆記念切符販売中！

新京成電鉄

HP QRコード

©バードスタジオ／集英社　©「2018 ドラゴンボール超」 製作委員会
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