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講演会開催
　３月１６日（金）午後２：００～午後３：３０
に小久保　晴代氏（健康管理士・ﾌﾘｰｱﾅｳﾝｻｰ）
を講師にお招きし白井市文化会館２階中ホール
にて「その日の疲れはその日のうちに解消」と
いうテーマで開催いたします。
　聞くだけ見るだけの講演会ではなく実際に体
を動かして体験できる内容となっています。
　無料ですので大勢の方々のご参加をお待ちし
ております。一般の方も入場できます。

フリーマーケット開催
　４月７日（土）に、第６
回しろい桜まつりに於いてフリーマーケットを
開催いたします。
　出店者は年々増えており大勢の方が参加さ
れまた、来場者もたくさん来ていただけるよう
になりました。是非ご来場いただき掘り出し物
を見つけてください。
　３月１日から出店者を募集を致します。申込
み方法や詳細につきましては商工会ＨＰまたは
お電話にてお問い合せ下さい。

商工会費引き落としのお知らせ
銀行口座振替をご利用の方にお知らせいた
します。平成２４年度商工会費の引き落とし
を下記の日程で予定しております。
　　千葉銀行	 ４月	 ３日（火）
　　千葉興業銀行	 ４月	 ３日（火）
　　京葉銀行	 ４月	１６日（月）
　　千葉信用金庫	 ４月	１６日（月）

ご商売をされている方、
これから始めようとしている方へ

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。

イ．経 営 相 談

　各専門家（弁護士・情報処理・診断士等）
を派遣してアドバイスを行っています。

ロ．講習会・研修会

　経営に必要な知識や技術などに関する各種
講習会や研修会などを開催しております。

ハ．金 融 相 談

　事業資金などのご相談や斡旋などを行ってい
ます。

ニ．労 務 相 談

　労働保険（労災保険・雇用保険）の事務代
行を行っています。

ホ．税務・経理指導

　税理士による税務相談会また個人事業所に
ついては帳簿のつけ方から決算、申告まで
アドバイスを行っております。また記帳代行
業務も行っております。

ヘ．各種共済・年金・保険制度

　安心、有利な各種の共済、年金、保険制度
をご用意しております。（貯蓄・年金・休業補償・
PL保険・経営者及び従業員退職金・倒産防止・
自動車保険・火災保険等）

ト．地域活性化・交流対策

　地域活性化のため、各種イベントやまつりを
開催して、賑わいの創出と地域住民との交
流を図っております。秋の「ふるさとまつり」

を商工会がやっています。また春に青年部が
主催している「しろい桜まつり」等の後援を

行っています。

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。

こんにちは 商工会です
　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１，７４７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。

第６回しろい桜まつり
を開催
　４月７日（土）１０時～１５時市役所駐車場に
て、青年部主催による第６回「しろい桜まつり」
を開催いたします。市役所周辺には桜が沢山あ
るため市民の皆様にお花見を楽しんでいただこ
うと思い今年で６年目。イベントの内容は商工
会員のＰＲを兼ねた模擬店、女性部・一般市民
によるフリーマーケット、白井太鼓倶楽部によ
る太鼓の演奏、ひまわり連によるよさこいソー
ラン踊り、琴の演奏などを行い年々盛大になり
出店者や来場者も増えてきています。是非ご来
場下さい。

しろい七福神・菖蒲まつり
開催のお知らせ
　今年で「第８回しろい七福神・菖蒲まつり」
を開催し、地域活性化のための賑わいの創出
や住民との交流を図り、魅力ある街づくりに寄
与したいと思います。
　また、有志によって寺前の菖蒲園も整備され
ており、近くで観賞できます。
　イベント内容は、七福神グッズの販売・太鼓
の演奏・歌謡ショー・呈茶・餅つき・花、鉢物
直売・地元農産物直売・模擬店等予定してお
ります。是非お出かけ下さい。
　日時：平成２４年５月１３日（日）
　　　　午前１０時～午後４時まで
　場所：来迎寺（折立）布袋尊 昨年度の菖蒲まつりの様子

昨年度の桜まつりの
様子
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片道の通勤距離 1か月当たり
の限度額

2キロメートル未満 (全額課税)

2キロメートル以上10キロメートル未満 4,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満 6,500円

15キロメートル以上25キロメートル未満 11,300円

25キロメートル以上35キロメートル未満 16,100円

35キロメートル以上45キロメートル未満 20,900円

45キロメートル以上 24,500円

新規会員のご紹介
事 業 所 名 住　所 電話番号 業　種

（合）しろい光夢辿 復1458-1 491-1505 白井コミュニティセンター管理運営

志賀宏祥写真事務所 名内398-3 491-9821 記録写真撮影・写真教室講師

大等飯店 根349-1 492-0977 中国料理店

㈱セレナ 船橋市前原西1-4-3 403-7008 経営コンサルティング・教育・ＩＴ事業

㈲トランスポートささき 河原子242-7 498-2323 運送業

IT－NABENET 堀込1-3-6-3 492-3289 事務機器及び雑貨販売業

炭火料理　炭心 清水口1-2-4-1 440-8575 飲食店

㈱ニッポン食堂 谷田1349-5 492-8197 農産物販売・農業資材の販売業

サンレー㈱ 堀込2-4-9-202 492-5110 解体業

㈱K－Trade 大山口2-8-18 402-6656 雑貨（傘・カバンなど）販売業

㈱フリースタイル 西白井2-19-1 410-9699 電化製品設備設置業

（H24,2,14 現在）

「社会保険料の節約法・年度更新、算
定基礎届の手続解説セミナー」開催

　３月８日（木）午後６時から白井コミュニティー
センター２階会議室で行います。社会保険料

■ ハローワーク船橋よりお知らせ
　雇用保険手続きについてオンラインで行うよ
うに推進しております。雇用保険被保険者休業
開始時賃金月額証明書／雇用保険被保険者所
定労働時間短縮開始時賃金証明書」の提出が
可能となり被保険者の電子署名がなくても利用
が出来るようになりました。
　問い合わせ　☎047-431-8287

■ 税制改正
・通勤手当
　自家用車・バイク・自転車など交通用具を使
用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税
限度額が変わりました。平成24年1月1日以後に
受けるべき通勤手当について適用されます。
改正内容：運賃相当額が距離比例額を超える
場合に、運賃相当額（最高限度：月額10万円）
までが非課税とされる措置が廃止され、通勤手
当の金額が距離比例額を超える場合には、そ
の距離比例額を超える金額については課税の
対象となります。

・生命保険料控除
　介護医療保険契約に基づいて支払った保険
料等について、適用限度額が4万円の所得税控
除が創設され、各保険料に応じた生命保険料
控除の合計適用限度額が12万円（今までは10
万円／廃止）とされます。

　平成24年分以後の所得税について適用され
ます。
平成24年1月1日以後に生命保険会社や損害保
険会社等と締結した保険料（新契約）但し、平
成23年12月31日以前に締結した保険料控除は
今まで通り限度額10万円（旧契約）
　新契約と旧契約の両方ある場合は、生命保
険4万円・個人年金保険4万円・介護医療保険4
万円で合計適用限度額が12万円となります。
　問い合わせ　成田税務署　☎0476-28-5151

■ 放射能除染作業を行う
事業所の方へ

　厚生労働省では、平成23年3月11日に発生し
た東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子
力発電所の事故により放出された放射性物質
の除染等作業や廃棄物の処理等に従事する労
働者の放射線障害防止対策として、新たな規則
「東日本大震災により生じた放射性物質により
汚染された土壌等を除染するための業務等に
係る電離放射線障害防止規則」を制定し、平成
24年1月1日から施行されております。
　この規則では、公園や公道など汚染状況重
点調査地域等（毎時0.23μSｖを超える地域）
における土壌等の除去等の業務や廃棄物収集
等の業務を行う事業者は、「除染等業務に係る
特別教育」を受講することが義務づけられてお
ります。また商工会に除染作業の依頼・問い合
わせなどがあった場合会員事業所を紹介するこ
とが出来ませんので、受けられた方は商工会ま
で必ずご連絡いただきたいと思います。
　開催日については以下の講習会を開催してい
る団体にお問い合せ下さい。
　厚生労働省千葉労働局	 ☎043-221-2303
		（社）千葉県労働基準協会連合会
	 ☎043-241-2626
　建設業労働災害防止協会千葉県支部
	 ☎043-225-8524

■ お買い物お届けサービスを
実施する店舗を募集します

　商工会・市では、市内の商工振興を図るた
め、消費者が買いに行けないから届けてもらう
「お買い物お届けサービス」の仕組みづくりを
進めています。
「お届けサービス」とは
◎お届けサービス実施店舗を登録。
＊日用品や食料品だけでなく、建設や給排水な
　どあらゆる店舗の登録を予定しています。

◎消費者が登録店舗へ電話等により品物を注文。
◎店舗から消費者の自宅へ配達。
　今後、会員の皆様から登録店舗を募集しま
す。次回のゆつぎ配布時に登録申込用紙の配
布を予定しています。
お買物お届けサービスについてのお問い合わせは
　白井市商工会　　☎492-0721
　白井市市民経済部商工振興課　☎492-1111

■ ふるさと産品の新規品紹介
と申請受付

　市では市内の産業の振興と市民のふるさと
意識の高揚を図るために特産品や独自の手法、
原料で製造・加工されたものを「ふるさと産品」
に認定し、パンフレット作成や事業者の出店に
よる販売の推奨をおこなっています。
　12月に行われた認定審査会では、（有）遠山珈
琲の「珈琲おこし」を新たに認定しました。これ
までの「日本梨」など11品目は引き続き認定し
ています。
　また、認定基準に該当する産品を市内で生
産・販売している農業・工業・商業事業者等か
らの認定申請を受け付けています。
　認定基準・申請の仕方など詳細につきまして
はお問い合わせ下さい。
　白井市市民経済部商工振興課　☎492-1111

がさがる事によって会社負担分の経費が少なく
なる裏技や労働保険料の年度更新・算定基礎
届けの簡単な方法など他では聞けないような事
まで社会保険労務士が講演いたします。是非、
ご参加下さい。参加料は、会員無料・会員以

外1,000 円です。参加申込書は、商工会ＨＰ
又はお電話でご連絡ください。申込書をFAX
にて送付いたします。

広報情報化委員会

ホームページを通じて全国のお客様に
こだわりの逸品をお届けしませんか。

　商工会では、平成21年4月より千葉県商工会
連合会ホームページ「うまいもんちば」内に「白
井市商工会オンラインショップ」を開設しており
ます。【ＦＡＸさえあれば、参加可能です】パソ
コン操作・入金管理など面倒な作業は一切あり
ませんのでご安心して参加できます。（※対象商
品は、食品・加工品・菓子などの食べ物に限ります）
　参加資格：当商工会員の方
　加入金：５，０００円（初回のみ）
　出品商品１品ごとに掲載手数料：５００円
　販売手数料：売上代金の５％
　申込書：商工会ホームページ（会員へお知らせ）
又はご連絡ください。申込書をFAXにて送付
いたします。


