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佐藤電機サービス
クリーンワークス
ＳＨＯＰ　ＭＡＲＳＡ
株式会社 近江屋商会
ＩＴ－ＮａｂｅＮｅｔ
方方餃子王
石田シャッター工業
印刷センター 株式会社

有限会社 山口屋商店
池田測量 株式会社
株式会社 伊藤商事
大井表具店
株式会社 ソフケン
有限会社 エム電機サービス
鈴木建材 株式会社
鈴木建設 株式会社

そば処 上むら
ビューティサロン順
アン美容室
有限会社 水谷電気設備工事
株式会社　武藤
有限会社 鳶武藤組
進光園緑化 株式会社
有限会社 藤田商事

有限会社 山崎重機
有限会社 エス・アイ・ピー
やまざき
ミスタータイヤマン白井店
有限会社 みどりや
大和田商店

■年末調整指導会のお知らせ
　期日：平成27年１月１３日（火）～１６日（金）
　時間：９：００～１１：３０
　　　　１３：００～１６：３０
お持ち頂くもの

①専従者・従業員に支給した給与、賞与の金
額を記載してある帳簿、又は所得税源泉
徴収簿（参考に前年分もご持参下さい。）

②専従者・従業員の控除証明書のはがき（国
民年金保険料の証明書・生命保険料・地
震保険料・小規模企業共済掛金・国民年
金基金など）

③国民健康保険税・介護保険料の支払金額
（平成26年１月～１２月まで納めた金額）

④専従者・従業員及びその配偶者、扶養家族
の住所・生年月日・所得金額を記載した物

※平成２５年から源泉所得税の納期期限が変
更となりました。
・納期の特例（半年に１回源泉所得を報告して

いる方）を受けている事業所は、７月～１２月
分を翌年１月２０日まで納付（１０日間延長さ
れました）

・納期の特例を受けていない事業所は毎月報
告している方は１月１０日まで納付

３．パートタイム労働法の実効性を高めるた
めの規定の新設

お問合わせ先　千葉県労働局雇用均等室
　☎０４３−２２１−２３０７

■税改正のお知らせ
消費税・簡易課税制度の見直し
　平成２７年４月１日以後に開始する課税期
間について適用となり、簡易課税制度のみな
し仕入率が、金融業及び保険業を第４種事業
（60%）から第５種事業（50%）、不動産業を第
５種事業から第６種事業（40%）となります。

■千葉県最低賃金改正のお知らせ
　千葉県内の事業場で働くすべての労働者
（パート、アルバイト等含む）及びその使用者に
適用される千葉県最低賃金（地域別最低賃金）
が次のように改正されました。
　平成２６年１０月１日から時間額７９８円。
　但し、産業別の最低賃金もございますのでご
確認下さい。
お問合わせ先
　ハローワーク　☎０４７−４３１−８２８７

■個人住民税の給料天引きの徹底
　平成２８年度から個人住民税の給与天引きを
徹底します。原則として全ての従業員から特別
徴収する必要がありますので、御準備をお願い
いたします。
お問合わせ先
　白井市役所　課税課　☎４９２−１１１１　
　千葉県佐倉県税事務所　収税第２課
	 	☎０４３−４８３−１１１８

■パートタイム労働法のお知らせ
　平成２７年４月１日からパートタイム労働者の
公正な待遇を確保し、納得して働くことができ
るようにするため、パートタイム労働法（短時間
労働者の雇用管理の改善等に関する法律）や施
行規則、パートタイム労働指針が変わります。
主な改正ポイント

１．パートタイム労働者の公正な待遇の確保
２．パートタイム労働者の納得性を高めるた

めの措置

白井市商工会の案内です
住 民 の 皆 様 へ

市内の様々な業種の方々が入会しておりますので、何かお
困りのことがございましたらお電話下さい。またホーム
ページに会員名簿を掲載しておりますので活用下さい。

　商工会とは、主として町村における商工業の総合的改善発達を図
るとともに、社会一般の福祉の増進に資することを目的として、特別
の法律により設立された法人です。
　商工会は全国の市町村に１，６７９の商工会があり、商工業者の経
営支援や地域の活性化を図るための様々な活動を行っています。

ご商売をされている方、これから始めようとしている方を応援します
商工会は、様々な事業をしておりますので是非ご入会下さい。

経営相談 金融相談 講習会・研修会 地域活性化交流対策
税務・経理指導 労務相談や事務代行 各種共済・年金・保険制度

講演会のお知らせ

部長　押田　俊子
印刷センター㈱

ふるさとまつり出店
　今年も出店はもちろん部員の中から実行委員
会、企画運営委員会にも参加しております。
　模擬店では、毎年好評の鶏うどんやぎんなん
等を販売し、完売しました。ふるさとまつり以外
では食べられませんので、是非一度食べてみて
ください。

女性部員募集
　商工会員で経営者の方又は、経営者の奥さ
んが入部できます。視察・研修・講演会・イベン
トなど様々な企画運営事業を行っていますので
興味のある方は、是非私達
と一緒に活動してみません
か？
　年会費３，０００円です。

　部長　青野　義
㈱青野造園土木

ふるさとまつり出店
　部恒例の行事として、ふるさとまつりに今年も出
店参加しました。
　模擬店では、冷めてもおいしいと好評のやきそ
ばとジュースを販売し、両日とも晴天のため、早い
時間に完売し、食材を追加し大変忙しい二日間で
した。部員の皆さんお疲れさまでした。
　部員の中から実行委員会、企画運営委員会に
も参加しております。　

青年部員募集
　経営者又は、後継者等（年齢４０歳以下）の方
が入部できます。旅行・研修・講演会・イベント
など様々な企画運営事業を行っていますので興
味のある方は、是非私達と一緒に活動してみま
せんか？
　年会費１２，０００円です。

企業を成長に導く女性の活躍
講　師　山極　清子　さん
　　　　㈱wiwiw（ウィウィ）社長執行役員・
　　　　昭和女子大学客員教授
日　時　１２月２５日（木）ＰＭ２時～
場　所　千葉商工会議所　第１ホール
参加費　無料
お問合わせ先　千葉県商工労働部　雇用労
働課　労働環境班　☎043-223-2743

　白井コミュニティセンターが主催で平成２６年
１１月１５日（土）開催されました。
　今回から商工会も共催となり白井コミュニ
ティセンターの多目的ホールで行いました。
　当日は、１対１のトークや軽食（会員事業所か
らの提供）を取りながらのフリートーク・プロの
マジシャンによるテーブルマジックなどをして盛
大に開催することが出来ました。
　男性２３名・女性２５名総勢４８名が参加し、

１２組のカッ
プルが誕生い
たしました。

第２回オミパｄｅ白井　　
　～お見合いパーティ～　開催

ゆつぎ１００号発行おめでとうございます　（広告協賛社名）
　誌名

「　　　　　　　」

の由来

「ゆつぎ」とは、
ゆいつぎ・いいつぎ・言い伝う
言葉の回覧板・コミュニケー
ション
今は、もう消えつつある方言
「ゆつぎ」しっかりみんなに伝え
たい言葉の輪、心の輪

　この度、白井市商工会・
会報「ゆつぎ」の第１００号
を発行させていただくことと
なりました。これも第１号より
２１年にわたり「ゆつぎ」発
行にご協力いただきました白
井市商工会員の皆様、記事
の投稿や写真のご提供をし
ていただきました全ての方々のおかげであります。こ
の場をお借りして御礼申し上げます。
　近年の印刷技術の進歩やコンピューターの普及に
より２１年前にはできなかったカラーでの発行も可能
になり会員の皆様の商工会活動等もよりリアルにお伝
えすることができるようになりました。
　これからも会員のみならず市民の皆様にも商工会
を知っていただくツールとして「ゆつぎ」を発行させて
いただきます。ご協力をよろしくお願い申し上げます。

　　広報委員長　清水　達人

　商工会会報ゆつぎ１００号の記念すべき発行に当たり一言ご挨
拶を申し上げます。商工会の運営及び諸事業に関しましては、日頃
から会員各位の絶大なるご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。
　又、会報ゆつぎの発行にあたりましては広報情報化委員会の委
員各位の読みやすい紙面作りに工夫を凝らして頂き敬意を表する
次第です。
　白井町商工会は、昭和40年１０月に１２８社の会員で設立、現在
では約600社の会員を有する迄に至りました、偏に会員各位のご協
力の賜物と感謝を致します。
　今年度の主な事業では既存の事業に加え、暮らしなんでもお助け隊、小規模工事の登録
制度や観光資源の更なる調査研究、オミパde白井の共催、住宅リフォーム助成制度の活用、
ふるさと祭り、夏祭り、菖蒲まつりへの参加等々を柱としながら地域経済の活性化や会員事
業所の更なる発展のために関係機関との連絡調整を密にしながら進めているところでありま
す。
　今後につきましては、会報ゆつぎ、HP等を通じ情報の発信や共有をしながら厳しい環境
の中、諸問題に迅速に対応すべく役員が一丸となり進めて参りますので、今後共ご協力をよ
ろしくお願い申し上げます。

　　商工会　会長　石田信昭

白井市商工会・会報「ゆつぎ」の１００号の発行にあたり

ご相談下さい
一般社団法人
成田青色申告会

〒286-0035	 成田市囲護台1-2-12
	 TEL	 0476 -22-2210
	 FAX	 0476 -24 -2219
http://www.narita-aoiro.or.jp/

?
事業を始めたが、右も左もわからない…
同じ確定申告するなら白色より
青色が得と聞くけれど…

記帳義務がある…帳簿といわれても…
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　１０月１８日（土）～１９日（日）に市役所駐車
場をメイン会場とし、２日間で延べ４８，０００
人の来場者により開催されました。
　開催日前の週末は２週続けて台風が来て
去ったことで関係者は今年こそ２日間晴天だと
思い期待しました。
　今回は、期待通り２日間晴天に恵まれ、盛大
に開催することが出来ました。記憶によると２
日間晴天に恵まれたことはなかったと思いま
す。

第３３回 白井市ふるさとまつり開催
　イベントでは、今年限りとなりますが、初めて
（一社）千葉県鳶工業会の協力を経て、各地区
から総勢９０名が集まり、纏振り・木遣り・梯子
乗り演技を披露していただきました。来場者か
ら演技が終わるたびに大きな拍手があり、喜ん
でいただけました。
　ふるさとまつりは、各種団体や各方面の方々
のご協力によって成り立っています。
　運営に際し毎年、ボランティアとして参加下
さっている白井高校生徒会ほかご協力頂いた皆
様、大変有り難うございました。
　また、今年も駐車場を快く提供して頂きまし
たホーマック白井店さんにもご協力頂き心より
感謝申し上げます。
　白井市ふるさとまつり実行委員会

会長　石田信昭、事務局一同（商工会内）

商工会員・従業員健康診断のお知らせ
　会員・従業員を対象に毎年、健康診断を実施
しております。今年度は以下の通り実施致しま
す。
　期日	 平成２６年１２月８日（月）
　場所	 ウェルぷらっと（市役所となり）
　※詳しい事は郵送してありますご案内をご確
　　認ください。

従業員視察研修開催のお知らせ
　開催日　平成27年２月８日（日）～９日（月）（予定）
　行　先　飯坂又は石和方面を予定
　※視察先等、今現在検討しておりますので、
　　決定次第ご案内いたします。

商工会会員ゴルフ大会開催について
　開		催		日　平成２７年３月１８日(水)
　場　　所　船橋カントリークラブ
　募集人数　４０人
　※詳細につきましては、申込書を後日ご案内
　　いたします。

白井市住宅リフォーム補助金について
　白井市では平成26年度の住宅リフォーム補
助金について10月末時点で数多くの申請があり
補助金の予定額が残りわずかとなりました。申
請については市のホームページで確認いただく
か担当課にお問合わせ下さい。
　なお、平成27年度から3年間助成期間を延長
する予定です。
お問合わせ先　白井市役所　建築指導班　
　☎４９２−１１１１（内線３２２３）

労働保険の事務代行
　商工会では、労働保険（雇用保険・労災保
険）の事務代行を行っています。
　但し、一人親方は事務代行を受けることが出
来ませんのでご了承下さい。
　但し確定保険料の１０％で最低額１０，０００
円・最高額５０，０００円（別途消費税）手数料
が掛かります。

◎事務委託をされた事業者に対して次の事務
代行をさせていただきます。

・ 概算保険料・確定保険料その他労働保険
料と一般拠出金及びこれに係る徴収金の
申告・納付（印紙保険料は除く）

・ 雇用保険の被保険者に関する届出等に関
する手続き

・ 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険
の任意加入申請書、雇用保険の事業所
設置届等の提出に関する手続き

・ 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱
退申請等に関する手続き

・ 労働保険事務処理の委託、委託解除に関
する手続き

・ その他労働保険の適用徴収に係る申請、
届出及び報告等に関する手続き

経営改善貸付（マル経）融資制度
　融資限度額　２，０００万円、返済期間は、
運転資金７年以内・設備資金１０年以内で担
保、保証人は不要です。
　融資対象者は、商工会員であり融資対象の
要件を満たす方になります。詳しいことは商工
会までお問い合わせ下さい。

　記帳から決算、申告の仕方まで懇切に指導
します。また、「ネットde記帳システム」を利用す
ると、経営に役立つ財務資料をスピーディーに
入手することができます。経理ソフト及びデータ
等を商工会連合会が一元管理していますので、
データの保護やセキュリティーも安心してお使
いいただけます。インターネットに接続できる環
境があれば、いつでもどこでも、すぐに利用でき
ます。
　経営の分析などは商工会等に依頼し、日々の
取引を自社で管理したいという方にも最適で
す。
　個人事業者に就きましては、帳簿及び伝票を
持ってきていただければ事務代行もしておりま
すのでご利用下さい。
（但し、月５，０００円の手数料が掛かります）

はしご車体験

柏レイソル、藤田優人選手と秋野央樹選手に
よるトークショーとサイン会

かっぽれ踊り

白井高等学校吹奏楽部の演奏 纏振り・木遣り・梯子乗り演技

ポニー試乗会

　
　白井駅前商店会では国の補助金
を使い防犯カメラを設置しました。

木造改築・増改築
リフォーム・修繕など

宇 賀
工務店

①	 電話	492-0612
② 〈住 所〉中102 ⑤ 〈注 文 料 金〉相談・見積り無料・

工事代金は要相談③ 〈配達・訪問地域〉市内全域　
④ 〈受 付 時 間〉8：30〜18：00 ⑥ 〈別 途 費 用〉なし

切り取って、冊子の32ペー
ジに張ってください。

切り取って、冊子の35ペー
ジ富士産業株式会社と差
し替えてください。

フジテック
株 式 会 社

①	 電話	498-0760　FAX	498-0766
② 〈住 所〉中149-15 ⑤ 〈注 文 料 金〉見積り無料
③ 〈配達・訪問地域〉市内全域　 ⑥ 〈 別 途 費 用 〉要相談
④ 〈受 付 時 間〉9：00〜18：00　定休日／土曜日・日曜日・祝祭日

新規加盟店

リフォーム・水廻りのトラブル（キッチン・おふろトイレ・洗面等）
パッキン交換からキッチン・ユニットバス
の施工まで温水暖房・エアコン販売施工
ガス機器販売施工　アパート管理

●金融委員会● ●労働保険事務組合●

●記帳代行及び指導●

●福利厚生委員会からのお知らせ●

●建設業部会●


