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人の力を超えた重量物を吊り上げ、移動させる･･･
異能の職人が集まり一つの目的物を作り上げる建設
現場にあって、クレーンは欠くことのできない重要
な役割を担っています。

㈱アライクレーン（谷津）
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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）

　　　 習志野市特定創業支援事業
「ならしの創業塾」を開催

開催

　当所では、将来の地域社会を担う創業者育成が、地域
経済活性化の一助になるとの考えのもと、創業支援に力
を入れています。この「ならしの創業塾」（全６回）の修
了者（一定要件有）は、株式会社を設立する際の登録免許
税が軽減されるなどの優遇支援を受けることができま
す。創業をお考えの方は、この機会にぜひお申し込みく
ださい。
日　時　６月15日㈯、29日㈯、７月６日㈯、27日㈯、
　　　　８月３日㈯　※現場実習 ７月21日㈰
　　　　全日 ９時30分～16時30分
場　所　習志野商工会議所
内　容　開業の仕方、事業計画の策定、融資・税務・販促
　　　　の知識など、創業に必要な知識を幅広く習得
　　　　（専門家による個別相談あり）
講　師　中小企業診断士、税理士、行政書士ほか
参加費　3,000円（全６回、税込み） ※学生は無料
定　員　30人（先着順）
問合せ　中小企業支援室

（※詳細は、同封のチラシをご参照ください）

　　　
「第1回代表者連絡会議」を開催

　 報告

　４月22日㈪、第１回 代表者連絡会議（吉田 茂雄 委員
長）が開催されました。会議では、各部会等の活動方針・
事業計画や役員・議
員の改選について、
３議案が可決承認、
また、事務局より
習志野高校野球部
センバツ甲子園大
会などについて報
告されました。

　 お知らせ　　　　　 
春の巡回健康診断を実施します
あじさい共済加入者は最大2,000円割引！
　健康診断は働くひとの健康状態を知る第一歩です。
会員事業所の方であればどなたでも受診できます。

基本健診内容

①胸部X線撮影、身長、体重、視力、聴力、内科検診、
　BMI、血圧、検尿（血糖、蛋白、ウロビリ、潜血）、
　腹囲（C、D、Eコースのみ）
②貧血検査（赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット）
③労働法令血液検査、肝機能（GOT、GPT、γ-GTP）、血中脂質
　（LDL、HDL、中性脂肪）、貧血（赤血球、白色素）、血糖検査
④心電図検査（心疾患関係の検査）　⑤胃部X線撮影

検診コース・検診料
コース（検診内容） 検診料（税込）

基
本
コ
ー
ス

Ａ［①］ 3,800円
Ｂ［①＋②］ 4,800円
Ｃ［①＋③］ 8,800円
Ｄ［①＋③＋④］ 9,800円
Ｅ［①＋③＋④＋⑤］ 14,000円

オ
プ
シ
ョ
ン

乳がん検査（マンモグラフィ乳房撮影） 3,910円
前立腺がん検査（PSA検査） 2,060円
大腸がん検査 1,030円
じん肺検査 3,600円

※あじさい共済の助成対象は基本コースのみです。
※オプションのみの受診も可能です。
開催日時・会場等の詳細は、同封のチラシをご参照ください。
問合せ　経営室

　 お知らせ　　　　 習志野高校野球部、
春のセンバツ甲子園大会で
見事準優勝！
　第91回センバツ甲子園大会（３月23日㈯〜）において、
市立としては39年ぶりとなる優勝を目指した習志野高
校が、惜しくも決勝で東邦高校（愛知）に敗れ、準優勝と
なりました。地元商店会からは、「一戦一戦力をつけ、成
長する姿に元気をもらいました。選手、関係者、応援団
の皆さん、感動をありがとうございました」と感謝の声
があがっています。この経験を生かし、夏の選手権大会
での活躍を期待します。

多くの感動をありがとうございました

　 お知らせ　　　　 「習志野ソーセージ
スモークウインナー」発表会を
開催しました
　４月20日㈯、平成29
年に地域団体商標とし
て登録した「習志野ソー
セージ」の新作「習志野
ソーセージ スモークウ
インナ―」の一般販売開
始にあわせ、イオン津田 来場者で埋めつくされる発表会会場

第１回代表者連絡会議の様子
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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

沼店でお披露目発表会が開催されました。当日は試食
会も行われ、来場者からは「スモークの風味が効いてい
てとても美味しい」と、大変好評でした。

　 表彰　　　平成31年度
千葉県工業振興功労者表彰
㈱樋口製作所 樋口 惠己 氏が
表彰されました
　後継者・技術承継の支援や産学官連携支援等に長年尽
力し、千葉県の工業振興に貢献してきたことの功績によ
り、当所会員事業所の㈱樋口製作所 会長 樋口 惠己 氏が
表彰されました。おめでとうございます。

職務・執行者変更の
お知らせ
１号議員

㈱ジオ・アカマツ モリシア津田沼マネジメントセンター
　館長  宮間 俊一 氏

代表者変更により、  
⬇

　　　館長  岡田 浩一 氏

２号議員（常議員）
㈱ジェイコム千葉 YY船橋習志野局
　局長  京　 克樹 氏

代表者変更により、  
⬇

　　　局長  町塚 栄介 氏

３号議員（常議員）
㈱千葉銀行 津田沼支店
　支店長  君塚 桂一 氏

代表者変更により、  
⬇

　　　支店長  村　 昭寛 氏

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

　商工会議所は、「商工会議所法」によって運営される地域唯一の総合経済団体です。習志野商工会議所は、昭和62
年の設立以来、地域の商工業振興や社会発展における様々な活動を行っています。なかでも、商工会議所の議員は、
地域商工業者の代表として、商工会議所の最高意思決定機関を構成する重要な役割を担っています。
　本年は、その役員・議員の任期満了（任期３年／10月31日まで）に伴う改選の年となっています。会員の皆様は、
新たな役員・議員の改選が円滑に行われますようご協力をお願いいたします。

（※選挙・日程等の詳細は決定次第お知らせします）

　選挙による１号議員（定数50名）、各部会から選出される２号議員（定数35名）、選考委員会が選任する
３号議員（定数15名）の合計100名が、習志野商工会議所を代表する議員として選任されます。

習志野商工会議所 役員・議員改選のお知らせ

≪役員・議員の選任方法≫

表彰状を受け取る樋口氏
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マルケイ融資をご利用ください［年利1.21％で2,000万円まで（4月30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！

消費税特集
第一弾

すべての事業者に影響がある
消費税　　　  まであと少し！8％→10％

そもそもなぜ消費税の引き上げが行われるの？
　今後、日本は少子高齢化による現役世代の減少と高齢化による医療費の増加により、適切な社会保障財源の

確保が難しくなることが予測されるため、業界や年齢に関係なく課すことのできる「消費税」
の引き上げが決まりました。

　2019年10月１日より実施される消費税率の引き上げでは、新たに「軽減税率制度」が導入されます。事業者に
とっては、消費者への事前告知のほか「適用税率ごとに区分した税額の計算」や「商品ごとの適用税率及びその
合計金額を記載した請求書等の発行」などの事務負担が増加するため、事前の準備が大切です。

　10月1日の消費税率引き上げ時から、生活必需品である飲食料品などの消費税率を8％に据え置く制度で、標準税率
は10％、軽減税率は8％となります。
★軽減税率（8％）の対象  ・・・ 新聞（定期購読）、飲食料品、テイクアウト、出前宅配、お土産  など
★標準税率（10％）の対象 ・・・ 外食、酒類、衣料品・医療部外品、ケータリング  など

　8％と10％の税率を分けて記載する必要があるため、請求書や領収書の様式の変更や、軽減税率に対応した商品管理、
請求書、区分した経理処理に基づく税額計算が必要となります。
　また、会議用のお弁当などの軽減税率商品を購入した場合は税率ごとに分けて経理処理をする必要があるため、ほと
んどすべての事業者で経理処理が必要です。補助金制度などを活用し、事前の準備を整えましょう。
（※2023年10月以降に適格請求書等保存方式（インボイス制度／税務署に要申請書提出）が導入されるため、2019年
10月からの４年間は、経過措置として現行の請求書等保存方式を維持しながら、区分経理に対応した区分記載請求書
等保存方式とする税額計算の特例が導入されます）

消費税の歴史（沿革と主な経済対策）

2019年10月から始まる消費税引き上げの特徴

～きちんとした準備・
　対策を行いましょう～

★消費税法成立、一部間接税が廃止3％1989年
4月～ 施行

★「消費税４％＋地方消費税１％」とする
　税制改革関連法を施行5％1997年

4月～ 施行

★経済対策５兆円、プレミアム付き商品券の発行など8％2014年
4月～ 施行

★当初の2015年施行から２度延期
　されての実施10％2019年

10月～ 施行

軽減税率制度の導入

仕事への影響
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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！

　消費税の軽減税率に対応したレジの導入や受発注システムの改修・入替えに国の補助金を活用
するためには、９月30日までに導入・改修、支払いを完了することが必要です。

お気軽にお問合せ下さい　中小企業支援室　☎047（452）6700

消費税軽減税率対策補助金のご案内

中小企業・小規模事業者向け

A型 複数税率対応レジの導入支援等
原則 ３／４ （３万円未満のレジ購入の場合 ４／５）

レジ１台20万円、券売機１台20万円

（１事業所あたり上限200万円）

2019年９月30日まで
※導入・改修・支払い完了後、12月16日までに補助金の

申請をしてください。

補　助　率

補助上限

完了期限

日頃から軽減税率対象商品を

販売しており、将来にわたり継続

的に販売を行うために複数税率対

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対象です。

B型 電子的受発注システムの改修支援等
原則 ３／４

1000万円（発注システム）、150万円（受注システム）

2019年９月30日まで
※システム会社に改修を依頼する場合は、６月28日までに

補助金の事前申請をしてください。

※補助金の交付申請は原則代理申請です。

補　助　率

補助上限

完了期限

電子的受発注システムを使用

して日頃から軽減税率対象商

品を取引しており、将来にわたり

継続的に販売を行うために受発注

システムを改修・入替する事業者

が対象です。

C型 請求書管理システムの改修支援等
原則 ３／４

150万円

2019年９月30日まで
※補助金の交付申請は原則代理申請です。

補　助　率

補助上限

完了期限

日頃から軽減税率対象商品を

取引しており、軽減税率に対応し

た請求書の発行を円滑に行うため

に、請求書管理システムを改修・

導入する事業者が対象です。

詳細は、軽減税率対策補助金事務局まで　【HP】 http://kzt-hojo.jp/

【問】 ☎0120（398）111　９時〜17時（土・日・祝を除く）

習志野商工会議所では、
10月の消費税改正に向け
セミナーを開催します

■日  時：６月18日㈫  13時30分～15時30分　 ■会  場：サンロード津田沼６階（京成津田沼駅ビル）

■受講料：無料　 ■講  師：秋島 一雄 氏（㈱IAC 代表取締役／中小企業診断士）

「中小企業のための消費税改正に向けての準備セミナー」
　本年10月の消費税引き上げで最も影響を受けるのは、価格の転嫁や準備の負担が大き
い中小企業です。本セミナーでは、消費税改正を直前に控え「これだけは知っておいてほ
しい、やっておかなければいけないこと」をご説明します。
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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　簿記検定  １〜３級  ６月９日㈰　　珠算検定  １〜３級 段位  ６月23日㈰

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

　ベストウィズクラブでは、「福祉制度キャンペーン」を４月15日㈪～６月28日㈮に実施いたしま
す。本キャンペーンは『商工会議所福祉制度』を会員の皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉向
上にお役立ていただくことを主な目的としています。
　『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金準備他、入院・介護・老後に備えた
様々な保障ニーズにお応えするものです。
　商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺いした際には、是非ご協力いただき
ますようお願い申しあげます。

※「ベストウィズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし全国各地の商工会議所および
　アクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。　　　　  問合せ　経営室 ☎047-452-6700

『商工会議所福祉制度キャンペーン』実施のお知らせ

★会　場　津田沼公園（モリシア津田沼前）
★交　通　JR津田沼駅南口から徒歩２分
★問合せ　中小企業支援室 
　　　　　☎ 047（452）6700

▲昨年の様子

▲習志野ソーセージに並ぶ長蛇の列

　毎年恒例となりました「ソーセージ＆ビー
ルフェスティバル」。今回は、４月にイオン津
田沼にてお披露目会を開催した新作「習志野
ソーセージ スモークウィンナー」の販売や、千
葉県内の地ビールが数多く出店します。また
ステージイベントも行いますので、多くの方の

ご来場をお待ちしています。

５月25日㈯〜26日㈰

午前11時〜午後７時
ソーセージ＆ビ

ールフェスティバ
ル2019開催!!

ソーセージ＆ビ
ールフェスティバ

ル2019開催!!
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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。
■DM発送代行サービス
　毎月10日に発送している会報誌「商工
習志野」に、貴社のチラシを安価で折り込
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
　　　　　（※１通約 15.4円）
▶問合せ　経営室 TEL：047（452）6700

お知らせ
みんなで囲碁入門参加者募集中！
▶日　時　５月29日㈬10時〜11時30分
　　　　　５月30日㈭10時〜11時30分
　　　　　５月31日㈮10時〜11時30分
▶場　所　津田沼囲碁クラブ
　　　　　（JR津田沼駅南口モリシア７Ｆ）
▶定　員　各15名
▶対　象　これから囲碁を覚えたい方、
　　　　　少し知っている方
▶内　容　囲碁のルール、簡単な詰碁、
　　　　　九路盤で実際に対局してみる
▶費　用　無料
▶講　師　囲碁教室講師
▶問合せ　日本棋院 津田沼支部
　　　　　TEL：047（475）5255

工業統計調査について
　経済産業省では、令和元年６月１日現
在で「工業統計調査」を県、市区町村を通
じて実施します。工業統計調査は、製造
業を営む事業所を対象として、その活動
実態を明らかにすることを目的としてい
ます。調査結果は、国や地方公共団体の
行政施策の重要な基礎資料として利用さ

お知らせ
募  集
習志野商工会議所

TEL：047（452）6700

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

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

れるとともに、企業、大学などでの研究
資料、小・中・高等学校の教材など、広く
利用されているところです。
　５月中旬から６月にかけて調査員が

「調査員証」を携帯してお伺いしますの
で、ご回答をよろしくお願いします。
▶問合せ　習志野市総務部総務課
　　　　　TEL：047（451）1151（代表）

経済センサス－基礎調査にご協力を
　令和元年６月から令和２年３月にかけ
て、「経済センサス－基礎調査」が実施され
ます。我が国のすべての産業分野におけ
る事業所の活動状態等の基本的構造を全
国及び地域別に明らかにすることを目的と
しています。調査は、調査員が全国すべ
ての事業所の活動状態を実地に確認し、新
たに把握した事業所など一部の事業所に
は調査票を配布することにより行います。
　皆様の調査へのご理解・ご回答をよろ
しくお願いします。
▶問合せ　習志野市総務部総務課
　　　　　TEL：047（451）1151（代表）

2019年度国税庁経験者（国税調査官級）
を募集します
　人事院では、30歳以上の社会人経験者
を対象とした「国税庁経験者採用試験（国
税調査官級）」を実施しています。
　採用後は、各国税局（国税事務所）管内
の税務署に配属され、国税調査官または
国税徴収官に任用されます。
▶試験概要　令和元年７月頃に官報公告
　　　　　および国税庁HPに掲載予定
▶受験資格　平成31年４月１日において、
　　　　　大学等（短期大学を除く）を卒
　　　　　業した日または大学院の課程
　　　　　等を修了した日のうち最も古
　　　　　い日から起算して８年を経過
　　　　　したもの
▶申込受付期間　８月中旬
▶試験実施期間　９月から12月まで
▶最終合格発表　12月下旬
▶問合せ　東京国税局 総務部
　　　　　人事第二課試験係
　　　　　TEL：03（3542）2111

2019年度前期ビジネス・キャリア検定
試験を開催します
　ビジネス・キャリア検定試験は、厚生
労働省が定める職業応力評価基準に準拠
し、職務を執行する上で必要となる知識

の習得と実務能力の評価を行うことを目
的に、年２回実施されています。
▶受付期間　４月15日㈪〜７月26日㈮
▶試験日　10月６日㈰
▶試験分野　人事・人材開発・労務管理、
　　　　　経理・財務管理他
　　　　　（８分野43試験）
▶問合せ　千葉県職業能力開発協会 
　　　　　総務企画課
　　　　　TEL：043（296）1150

令和２年３月 新規学校卒業予定者を
対象とする求人等説明会について
　令和２年３月新規学校卒業予定者の就職
支援の一環として、当所では、事業主の皆
様方に求人の養成を行うとともに、適正な
求人の取り扱いに係る説明会を開催します。
▶日　時
　一回目　５月22日㈬ 14時〜16時
　二回目　５月23日㈭ 14時〜16時
▶開催場所　船橋公共職業安定所第一庁舎
▶説明内容　⑴令和２年３月新規学卒予定
　　　　　　者の求人の取扱いについて
　⑵男女均等な採用選考ルール等について
　⑶高校教諭との情報交換会
▶問合せ　船橋市公共職業安定所
　　　　　TEL：047（431）8287

2019年度２次補正予算「小規模事業者
持続化補助金」の公募について
　本事業は、小規模事業者の事業の持続的
発展を後押しするため、小規模事業者が、
商工会議所等の支援を受けて経営計画を作
成し、その計画に沿って取り組む販路開拓
等の経費の一部を補助し支援するものです。
▶公募期間　４月25日㈭〜６月12日㈬
　　　　　※当日消印有効
▶対象者　小規模事業者
▶補助率　補助対象経費の２／３以内
▶補助上限額　50万円
▶問合せ　中小企業支援室
　　　　　TEL：047（452）6700
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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！

　『NOMADO㈱』では特許の素材を使ったイン
ソールの企画・販売をしています。商品名は「Dr.
NOMADO（ドクターノマド）®」インソールです。
既製品では不可能だった個人の足にフィットする
インソールが、渡辺 正孝 氏監修のもと誕生しまし
た。形状記憶素材の使用で数日履くと自分の足型
になり、怪我の防止や健康をサポートしてくれます。
弊社インソールはホームページまたは東急ハンズ
で購入可能ですので、ぜひお買い求めください。

NOMADO株式会社
"自分に合ったセミオーダーのインソール"

住所：習志野市東習志野8-11-12　代表者：福田 恭平さん
TEL：047（474）8888　FAX：047（474）0009
営業時間：９時～18時　定休日：土・日・祝日
HP：http://dr-nomado.com/

　『パーソナルカラー・骨格診断サロン mariko』で
は、今の自分のナチュラルな魅力を知ることで自分
が似合うファッションやメイクを理解し、お客様が
今以上におしゃれを楽しめるようご提案していま
す。パーソナルカラー診断や骨格診断をベースに下
着のアドバイスも交え、女性の魅力を引き出します。
個人のお客様はもちろん、接客業や営業の方向け印
象アップセミナーの研修として法人のお申込みも
受け付けていますので、ぜひお問合せ下さい。

パーソナルカラー･骨格診断サロンmariko
"自分の知らない魅力を知りましょう"

住所：習志野市奏の杜2-3　代表者：金岡 茉莉子さん
TEL：090（7947）1973　営業時間：10時～17時
定休日：不定期　HP：https://mariko-kanaoka.com/menu

HP QRコード

HP QRコード

HP QRコード

　越境EC（インターネットを活用した海外向け通信
販売）事業を行う『㈱Cross Line Japan』では、取引
先の企業様と協力し、海外通信販売サイトを活用し
ながら世界中の人々に日本の素晴らしい商品をお
届けできるよう、日々業務を行っています。３月に
は日本で数人しかいない世界最大オークションサ
イトebayの「イーベイ・ジャパン公認コンサルタン
ト」に認定されました。ご依頼・越境EC用システム
に関しては、ぜひ弊社にお任せください。

" 世界に販売したい企業様とともに"

株式会社CrossLineJapan

住所：習志野市泉町3-7-1　代表者：山下 泰三さん
TEL：047（409）0064　営業時間：10時～18時　定休日：土・日・祝日
HP：https://en.cljp.ltd/
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