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第98回 通常議員総会開催

TOP記事

令和３年度 事業報告と決算を承認
6月24日(金)ザ・クレストホテル柏で第98回通常議員総会を開催しました。総会終了後は3年ぶりに感染防止策を講じての懇親会を行い、久し振りに参
加者同士の交流を深める機会となりました。

審議
事項

▶第一号議案：令和3年度事業報告書(案)の承認について ▶第二号議案：令和3年度一般及び収益会計・特別会計収支決算書(案)の承認について
▶第三号議案：収支剰余金処分(案)の承認について

議事の概要

▶第四号議案：常議員の補充選任(案)について

各議案について、
以下の通り承認されました。

第一 号議案
第一号議案の令和3年度事業は、優先課題としてコロナ
禍の影響を受ける中小企業の事業継続と雇用維持に向け
た支援を行いました。重点課題として、次の4項目を掲げ、
原案どおり承認されました。

第二号議案の令和3年度収支決算書(案)は、原案どおり承認されました。
(下記グラフ参照)
収入の部【469,204千円】
24.0%

40.2%

❶ 情報発信力強化による支援充実
❷ 創立50周年記念事業の実施

❸ 街づくりの中心的役割を担う
❹ 会議所運営基盤の充実

会費

事業収入

交付金

20.8%
取崩収入

9.4%
5.6%

その他

支出の部【469,204千円】
29.8%

38.9%
事業費

人件費

第三号議案

管理費

16.4%
会議費

14.6%

その他 0.3%

第四号議案

第三号議案の剰余金54,730,657円を会館修繕積立金

第四号議案の常議員には5名の方を補充選任しました。(下記参照)

7,000,000円、退職給与積立金10,000,000円、財政調整

選任された常議員

基金5,730,657円、部会事業費7,000,000円と次期繰越
金25,000,000円にすることが承認されました。
剰余金

5,473万円

会館修繕積立金

700万円

退職給与積立金

1,000万円

財政調整基金

573万円

部会事業費

700万円

次期繰越金

2,500万円

京葉瓦斯㈱
東葛支社
小暮直樹氏

ニッカウヰスキー㈱
柏工場
牧野弘明氏

㈱髙島屋
柏店
浅野秀樹氏

㈱千葉銀行
柏支店
櫻井正則氏

大樹生命保険㈱
柏支社
久保木秀一氏

※法人形態は略称で記載しております
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報告

報告

第509回常議員会を開催
6月14日（火）、第509回常議員会を開催しました。

小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
柏商工会議所の支援先４社が採択
ポストコロナを踏まえて、人との接触機会を減らす感染症対

【審議事項】
第一号議案

第98回通常議員総会上程議案

策を踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入

第二号議案

新規加入会員

等の取組を支援する小規模事業者持続化補助金(低感染リスク

いずれも原案どおり承認されました。24事業所の
加入が承認され、総会員数は3,981事業所になりま

型ビジネス枠)の採択者が発表されました(第6回公募分)。
当所の助言等を受けて事業計画書を作成した４事業所が採
択されました。

した。
続いて部会活動、委員会活動の報告を行いました。

事業者名

補助事業で行う事業名

相川建設
（株）

オンライン受注システム導入と自社の強みを活かした新規事業進出

スズノブ千葉店

無洗米対応精米機の新規導入による
「ブランド無洗米」
の通販事業

わワ和

お家でいつでもお店の味を楽しむ。
わワ和の商品化とPR事業

ぼたん

「１日１組限定！」
安心して飲食できるダイニング店舗の設立
※法人形態は、
略称で記載しております

7月の行事予定
７/６

日本珠算連盟柏支部理事会

７/７

クラウド会計ソフトセミナー

７/７

若手製造業者向けマネジメントセミナー

７/７

青年部

７/８

保健環境衛生部会常任委員会

役員会

軽作業を外部委託し労働力不足を補いませんか？

猫の手紹介サービス

会員のみ

の ご紹介

会員企業の労働力不足を軽減する為、外部委託できる企業を紹介する「猫の手紹介
サービス」を行っています。このサービスを利用し、人手と時間がかかる軽作業を外部

７/１２ 経営審議会

委託する事で、一時的・恒常的に発生する人手不足の解消が可能です。会員割引とし

７/１２ 正副会頭・部会長・委員長会議

て、利用料金の総額から5％引きとなり、当所が仲介するので安心してご利用いただけ

７/１２ 常議員会

ます。

７/１２ インボイス制度＆電子帳簿保存法対応

問当所ホームページ又は、業務課☎04-7162-3315

セミナー
７/１３ 事業承継出張相談会
７/１４ 青年部

７/２０ 税務相談
７/２０ 後継者育成塾（入門コース）①
女性会例会・納涼会
７/２１ 青年部

猫の手紹介サービスの仕組み

例会

正副会長会議

柏商工会議所
お申し込み

トセミナー
７/２８ 青年部

役員会

受託企業
中古買取販売・レンタル・

７/２７ 若手製造業者向けマネジメン
会員企業

定価の5％
引きで受注

仲介

運送・印刷・DM代行・製造
業・貿易・ブライダル…

封入れ・丁合・シール張り・箱組・アセンブ
リ・取付・梱包・データ入力などを委託！

対：対象 時：日時 所：場所 内：内容 定：定員 入：入会金 年：年会費 月：月会費 費：費用 師：講師 持：持ち物 他：その他 注：注意 申：申し込み 問：問い合わせ

令和4年7月1日（金）第620号

3

4

令和4年7月1日（金）第620号

支援

支援

当所で個別相談随時実施中

事業再構築補助金
事業再構築補助金は、
認定経営革新等支援機関と共
に事業計画を策定し、
新分野展開や業態転換、
事業・業
種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた
規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を国が
支援するものです。また、当所では随時個別相談を行っ

当所で個別相談
随時実施中

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、
当所と一体となって事業計画等を作成し、
販路開拓等に
取り組む費用を国が支援するものです。
持続化補助金は、
補助対象経費が広く、
多くの小規模事業者の皆さんに活用できるチャ
ンスがあります。
当所では随時個別相談を行っていますので、
お問い合わせください。
補助額 上限50〜200万円

補助率 2/3

通常枠に加え5つの特別枠が設けられており、
それぞれ補助額が異なりま
すので、
詳細は下記の小規模事業者持続化補助金サイトから公募要領をご参

ていますので、お問い合わせください。
（当所は認定経

照ください。

営革新等支援機関です。
）

問●振興課☎04-7162-3305

内詳細は右記の事業再構築補助金サイトから公募要領

●補助金事務局☎03-6632-1502

他6月16日
（木）
現在の情報です 応募締切 第９回：９月中旬予定

小規模事業者
持続化補助金サイト

をご参照ください。
尚、
本事業の申請には、
原則ＧビズＩ
Ｄプライムアカウントの取得が必要です。未取得の方
は、
必ず利用登録を行ってください
問●振興課☎04-7162-3305
●補助金事務局（ナビダイヤル）☎0570-012-088

相談

無 料 日本政策金融公庫の担当者による出張相談会！

一日公庫のご案内

IP☎03-4216-4080
他 6月16日（木）現在の情

事業再構築
補助金サイト

報です

主催 柏商工会議所・日本政策金融公庫松戸支店

日本政策金融公庫の「一日公庫」を完全予約制で開催いたします。皆様が考えている
事業内容は、融資担当者にどのように評価されるのか、実際の融資担当者に相談してみ
てはいかがでしょうか？先着順になりますのでお早めに申込みください。

支援

＜事業環境変化対応型支援事業＞

専門家（中小企業診断士）による
個別相談実施中
最低賃金引上げ、デジタル化等の対応といった事業
環境変化の影響による経営相談やウィズコロナ・アフ
ターコロナ時代に向けた戦略と事業計画の策定のほ
か、補助金等の電子申請サポートなども相談できま
す。尚、相談には事前予約が必要です。
時原則毎週木曜日

10時〜16時（相談時間は1件1時

間程度）
所柏商工会議所1階相談室

費相談料無料

対市内中小企業者（小規模事業者含む）
相談員 中小企業診断士
相談内容 経営相談、
事業計画策

定支援、持続化・事業再構築補
助金電子申請サポート等
問振興課☎04-7162-3305

【一日公庫のメリット】
▶柏商工会議所で、日本政策金融公庫の融資担当者とのご面談が可能です

▶事前に決算書等の資料をご提出頂けますと、より迅速に融資審査結果をご連絡
できます。
（ご面談内容により、後日となることもあります）

▶融資制度全体にかかるお問い合せやご相談も可能です
時令和4年7月22日（金）①10時〜12時

②13時〜15時

※1社1時間以内でお願いします
所柏商工会議所１Ｆ 相談室

費相談料無料

内 ●開業、新規事業、増店舗の資金について相談したい
●自分の考えている事業内容を聞いてもらいたい
●融資を検討しているが前もって制度・必要書類等の説明を受けたい
どんなご質問ご相談でも結構です！なお、審査の結果ご希望に沿えないことがあります
定8事業所（先着順）
申相談は完全予約制です。相談の2日前までにTEL又当所HPでお申し込み下さい
問経営支援課☎04-7162-3305
他 ●来場時には「マスク着用」等のご協力をお願いします
●駐車スペースに限りがございますので、公共交通機関をご利用ください

対：対象 時：日時 所：場所 内：内容 定：定員 入：入会金 年：年会費 月：月会費 費：費用 師：講師 持：持ち物 他：その他 注：注意 申：申し込み 問：問い合わせ
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融資

会員のみ

事業資金の相談は、柏商工会議所へ

■マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資）

マル経融資とは商工会議所の推薦により、日本政策金融公庫から事業資
利子補給制度」
（実質無利子）とも、令和4年9月末日まで延長されています。
※令和4年6月1日現在の情報

利率（年）

きる融資※利子補給あり

①従業員数が商業・サービス業は5人以下の

経営指導を6カ月以上受けている事業所
業を継続して行っている事業所

②柏商工会議所の

上記に加え、
新型コロナウ

③最近１年以上柏市内で同一事

イルスの影 響により最 近

融資限度額

１ヵ月の売 上高がまたは

返済期間
（据置期間）

④日本政策金融公庫が融資の対象として

過去6ヵ月
（最近1ヵ月を含
みます。）の平均売上高が

※商工会議所の推薦が必要、ほかにも要件があります

前４年のいずれかの年の

申問中小企業相談所☎04-7162-3305

少している小規模事業者

※どちらの融資も、
審査の結果、
ご希望に添えないこともあります

相談はお早めに

源泉指導実施中

当所では、源泉所得税の納付方法等についての指導を行っています。
源 泉 所 得 税 の 納 期 の 特 例（ 右 記 参 照 ）の 承 認 を 受 け て い る 場
合 、1月から6月までの分を7月11日（月）までに納付することになって
います。※特例の承認を受けていない方は6月分のみ
相談を希望する方は、ご自分の納付方法を確認の上、早めにお申し込
みください。

クロスワード

お便りコーナー
こちらのコーナーでは、読者より届いた本誌

利率（年）

同期と比較して5％以上減
保証人・担保

設備資金

2,000万円
7年以内
10年以内
（1年以内）
（2年以内）
1.2１％柏市の利子補給適用で
5年間実質金利1.0％
保証人・担保は不要

■新型コロナウイルス対策マル経融資

⑤所得税・法人税・住民税・事業税等を完納していること

支援

運転資金

保証人・担保

資金使途

個人と法人。製造業・その他は20人以下の個人と法人

いる業種

担保・無 保 証 人で 利 用で

受けた小規模事業者が経

金の融資を受けられるものです。新型コロナウイルス対策マル経及び「特別

対次の①〜⑤を満たす事業所

営改善に必要な資金を無

資金使途
融資限度額
返済期間
（据置期間）

商工会議所の経営指導を

2022年9月末日まで
運転資金
設備資金
通常のマル経融資＋
別枠1,000万円以内
10年以内
10年以内
（3年以内）
（4年以内）
通常マル 経 融 資 利率から当初3年間
は▲0.9%引下げ。柏市の利子補給適
用で残り2年間実質金利1％※一定の要
件あり
保証人・担保は不要

【源泉所得税の納期の特例】
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に払った月の翌月10日
までに国に納めなければなりません 。しかし、給与を支払うべき従 業員が常時
9人以下の場合、源泉徴収した所得税を、
年2回（7月と1月）
にまとめて納付できます。
※この特例を受けるためには事前申請が必要です
問振興課☎04-7162-3305（担当：梅澤、今泉）

すが、順調のようで、嬉しい限りです

●支援の所でネットショップ開設サービスが気にな

●近年ネットによるリスクや、気候変動による思い

りました

もよらない災害など…つい以前では考えられな

●景気情報で各業種の声は、具体的で興味深いで

い損失の多く…。保険を見直そうと思います

す。価格の高騰と人手不足が広がって不安です

●「柏まつり・手賀沼花火の中止」は本当に無念で

●若い頃には、いつかは自分のお店を持ってみたい

すね。人やお金の動きもなくなり活性化にマイナ

…などと憧れた事もありましたが、実際に起業な

●楽しく読ませて頂いています。従来紙より

スです。柏商工会議所・柏市商店会連合会・柏市

んて夢のまた夢だな、と思いながら読ませていた

紙面が大型化し、文字が大きく記事面が読

商工振興課etc よくわかりません。とにかく柏大

だいてます

みやすいので、保存版として活用しています

好きです。
「商工かしわ」すみからすみまで読んで

の感想などを紹介します。

●増尾のほのぼの通りもすっかりさみしくな

●入院中で、病院で読んでいます。柏で仕事をして

ます

いるため、柏の情報が必要です。柏まつりと手賀

りました。せめて、地元で買い物をして少し ●紙面リニューアルしてから初めて読みました。高

沼花火は、幼いころからずっと毎年楽しみにして

でも元気になってほしいと願っています

いたイベントで、中止ということがとても残念で

齢者としては読み易くありがたいです

●私の知人が起業して柏の葉キャンパス駅近 ●柏の景気情報に何か提 案を記載したらと思い
くに事務所を開きました。五年近くになりま

す。コロナが終息して、早くまたイベントが復活し

ます

てほしいです

リストから漢字を選び、空マスを埋めクロスワードを完
成させ、Ａ〜Ｃのマスに入る漢字でできる熟語は？

図 書 カー
ド

者
影

白

粉

C
切

瀬
江

断

前

※ひとつの文字は1回だけ使います。
【応募】

リスト

付

衣

石

御

海

浴

苔

場

面

下

玉

内

戸

砕

水

答：

味

A

うえ、〒277-0011 柏市東上町
7-18「柏商工会議所 商工かし
わクイズ係り」までお送りくだ
さい。7月8日（金）必着です。

B
彩

ハガキに、下記の情報を記載の

① クイズ の 答 え
【景品】

② 興味を

持った記事・感想など

③応募

図書カードを抽選で５名に

者情報（郵便番号・住所・氏名）

プレゼント

※6月号の答え「梅雨空」。
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5月

市内１4５事業所・組合に調査

の暑い時期は外仕事の人手不足を予想」(とび)

【製造業】
｢ＳＤＧｓやカーボンニュートラルの観点で、太陽光発電システムに設備投資。パネ
ル設置は終わったが、半導体不足で蓄電用バッテリーが間に合わず。電気代、燃料費
当所は柏市内の事業所等を対象に景気動向調査を実施しています。

高騰が収益を圧迫」(自動車附属品)、
「上海や北京のロックダウンで部品が顧客先に

調査期間＝令和4年5月25日〜令和4年6月6日

入らず、一時的に製造ストップ」(金属素形材製品)

調査対象＝市内145事業所・組合（回答数100）
全産業ＤＩはやや悪化。人流の増加が見られ、先行きは持ち直しに期待感あり。た
だ、コスト上昇による採算悪化に懸念
※【ＤＩとは】売上、採算、業況などを示す景況判断指数。ＤＩ＝「増加・好転などの
回答割合」−「減少・悪化などの回答割合」
5月の全産業合計のＤＩ（前年同月比以下同じ）は、▲16.0(前月▲14.5)となり、マ
イナス幅が1.5ポイント拡大した。

【卸・小売業】
「値上げニュースで、一部のお客様に多少の買い込みがみられた。外出に抵抗が減
りつつあり、お客様の来店時間の流れが変わってきた」(大型小売店)、
「 テナントで
は、原材料高騰に伴う価格改定が発生。飲食業界は夜間需要の回復が途上」(各種商
品小売)

【サービス業】
「接待、宴会需要は戻らず、コロナ前比でマイナス。人手不足と席数減で週末も大
きく伸びず、原材料高騰も深刻」(日本料理)

業種別トピックス

【全国との比較】

【建設業】

全産業の合計DIは柏▲16.0に対し全国▲20.4で、柏のマイナス幅の方が小さい。

「仕入価格上昇がいまだに続き、取引先に価格改訂をお願いしても改善なし。マイナ
スにならなくても利益幅が少なくなっていく。また、従業員の定着は難しく、これから

業況ＤＩ値（前年同月比）の推移

景気天気図
全産業

※DI＝「好転」の回答割合ー「悪化」の回答割合

R３
12月

R4
1月

2月

3月

4月

5月

先行き見通し
6月〜8月

全産業

▲10.1

▲15.9

▲19.1

▲28.5

▲14.5

▲16.0

▲14.0

建設

▲18.7

▲19.0

▲40.0

▲19.0

▲16.0

▲15.7

▲15.7

製造

▲8.6

△6.6

±0.0

▲36.0

▲18.5

▲16.0

▲8.0

卸・小売

▲15.3

▲16.2

▲41.6

▲40.5

▲29.4

▲34.3

▲43.7

サービス

△7.1

▲29.5

△2.9

▲13.7

△12.5

△8.3

△20.8

柏の景気

CCI-LOBO

柏と全国の
景気天気図

令和4年度業況ＤＩ値（前年同月比）の推移

案内

柏商工会議所会員限定

ストレスチェックサービス

会員のみ

従業員50人以上の事業所では年1回以上のストレスチェック実施が義務化されています。

建設

▲16.0 ▲15.7

製造

卸・小売 サービス

▲16.0 ▲34.3

8.3

▲20.4 ▲31.3 ▲15.4 ▲31.8 ▲9.3

特に好調
DI≧50

好調

まあまあ

不振

50＞DI≧25 25＞DI≧0 0＞DI≧▲25

お願い

極めて不振
▲25＞DI

特定商工業者の皆さまへ

法定台帳提出のお願い
当所では、商工会議所法に基づき、特定商工業

会員企業の方々への福利厚生サービスの一環として(一社)日本産業カウンセラー協会と連携し、｢スト

者（当所会員・非会員を問わず）に、法定台帳の提

レスチェックサービス｣を会員限定の特別プランで提供。事前と事後のコンサルタント料金が無料になり

出をお願いしています。ご案内を該当事業所に郵

ます。

送しましたので法定台帳の提出にご協力くだ

内▼ストレスチェック

さい。

●WEB版＝1人440円
（基本料金・税込）
●紙ベース版＝1人770円＋初期費用5万5千円(基本料金・税込）
▼ストレスチェックのデータ処理・分析・結果をサーバー内保管(前年度との比較可能)
▼ストレスチェックの結果表示(個人宛)、
実施者・実施事務従事者へ通知
▼実施状況の点検・確認、
次年度の改善事項の検討・提案
問 詳しくは当所ホームページ又は、業務課☎04-7162-3315へ

法定台帳とは、商工業者の実態を把握するとと
もに、調査研究や災害時等に貴重なデータとして
活用するものです。
8月31日（水）までにFAX、メールのいずれかで
ご提出ください。
問 総務課☎04-7162-3325

対：対象 時：日時 所：場所 内：内容 定：定員 入：入会金 年：年会費 月：月会費 費：費用 師：講師 持：持ち物 他：その他 注：注意 申：申し込み 問：問い合わせ
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支援

節税で、今日からおトク
確かな備えで、未来もナットク

小規模企業共済制度
規模は小さくても、
ひたむきに頑張る経営者の方を応援したい。
そんな思いから生まれた
「小規模企業共済制度」
。
掛金が全額控除になる
今のおトクと積立による未来のナットクがひとつになった従業員20名以下
(※宿泊業・娯楽業を除くサービス業、
商業の場合は常時使用する従業員は
5名以下)の企業経営者のための制度です。

小規模企業共済のお得ポイント

相談

非会員も可

無 料で す

柏商工会議所経営相談室
専門家による相談 要予約
▶税務＝7月20日(水) 千葉県税理士会柏支部 ▶法律＝相談者と調整
弁護士／木村和俊･児玉隆晴･大澤一郎･守屋智章 ▶経営＝相談者と調
整 中小企業診断士／大橋唯男・友光俊郎・細野眞・大矢たかし・石井伸
暁 ▶労務＝相談者と調整 社会保険労務士／友光俊郎・青木康明 特定
社会保険 労務士／大 村文 江･川村由里子 ▶メンタルヘルス・ストレス
チェック＝相談者と調整 日本産業カウンセラー協会東関東支部 ▶事業
承継・経営者保証解除支援＝7月13日(水) 千葉県事業承継・引継ぎ支援
センター ▶特許＝相談者と調整 弁理士／木船英雄 ▶国際化＝相談者

1 掛金は全額所得控除
毎月1,000円〜70,000円の範囲内で自由に設定
2 受取時も税制メリット
一括受取 → 退職所得扱い ・ 分割受取 → 公的年金等の雑所得扱い
3 資金に困った場合の一般貸付制度
納付月数により、
掛金の7〜9割の範囲内で貸付制度が利用可能
他来所(申込)される場合は、
必ず事前にご予約のうえ、
お越しください。

と調整 相談員／杉下初男・山口正路 ▶個店Ｗｅｂマーケティング＝相談
者と調整 ＩＴコーディネータ／谷内剛 ▶許認可＝相談者と調整 行政書
士／杉下初男

日本政策金融公庫の特別相談
時7月8日(金)10時〜15時（予定）

日本政策金融公庫・国民生活事業の融資（6月1日現在）
限度額
一般貸付

予約なしの場合、
担当不在や混雑等によりお受けできない場合もござい
ます
問経営支援課☎04-7162-3305
※内容に応じて、独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済相談室
☎050-5541-7171 までお問い合せいただくこともございます

マル経融資

(保証人不要）

4,800万円

金利

2.01〜2.70％（基準利率）

期間

運転５年〜７年以内、設備10年以内

限度額

2,000万円

金利

1.21％（柏市利子補給により実質1％）

期間

運転7年以内、設備10年以内

所柏商工会議所経営相談室 等

申相談は完全予約制

問経営支援課☎04-7162-3305

支援

事業承継・経営者保証解除
支援出張相談会

非会員も可

当所では、事業承継に関わるさまざまな課題解決を支援する公的相談

ウクライナ避難民への
就労分野での支援について
ハローワーク松戸では、緊迫した情勢が続くウクライナを支援するた
め、ウクライナから避難された方に対する就労支援を実施します。つきま
しては、就労を希望する避難民の受け入れについて、ご協力いただける事
業所を募集します。ハローワーク等の紹介により、ウクライナ避難民を継
続雇用または試行雇用する事業主に対して、助成措置等も活用いただけ
ますので、ご協力いただける場合は、ハローワーク松戸求人・企画部門ま
でご連絡いただきますようお願いいたします。
連絡先 ハローワーク松戸

求人・企画部門☎047-367-8609(31#)

窓口である千葉県事業承継・引継ぎ支援センターによる出張相談会を
開催。経営保証解除に向けた相談にも応じます。
対 東葛地域の事業者
時 令和4年7月13日、8月17日、9月14日の各（水）10時〜16時

※日程は変更になる場合もあります
所 柏商工会議所
※公共交通機関のご利用を
費 無料

申 相談は完全予約制。開催日の1週間前までに予約を
他 詳細は、
「柏商工会議所 事業承継・経営者保証解除支援出張相談会」
で検索
問 経営支援課☎04-7162-3305（担当：近藤）
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支援

退職金はありがとうのメッセージ 従業員の確かな安心のために備える

中 小企 業 退 職 金共 済 制 度
「退職後の安定に」
「安心して働ける職場に」
「意欲・生産性の向上に」
「人材の安定確保に」従業
員のために国の助成がある退職金制度を導入してみませんか？
従業員の福利厚生と雇用安定を図り、企業の振興と発展に寄与することを目的とした制度です。
非会員も可

中退共制度の６つのポイント

開始まであと約１年！できる準備を始めよう！

インボイス制度＆電子帳簿保存法
対応セミナー

point

01 掛金の一部を国が助成

主及び掛金月額を増額する事業主に

ばいいのかお悩みの事 業 者様に、制度の仕組

※一部対象外あり

す。また、電子帳簿保存法について、帳簿書 類

必要経費として全額非課税

02 掛金月額の選択

時令和4年7月12日（火）18時〜19時30分

従業員ごとに１６種類から選択可能

所 柏商工会議所4階401会議 室／オンライン

point

（ZOOM)

掛金は口座振替で手間がかからず、

師(有）
AT PLUS 公認会計士・税理士 金子 洋樹 氏

納付状 況や試 算額を知らせてくれる

内●【インボイス制度】①基本の仕組み②登録

ので管理が簡単

申請の手続き③免税事業者の準備④課税
事業者の準備

※資本金の額または出費の総額に
よっては外形標準課税が適用
point

03 簡単な管理

対市内中小・小規模事業者

point

法人の場合は損金、個人の場合は

point

の保存方法の変更点を解説します。

一般の従業員より低めな特例掛金月額の用意もあり

05 掛金は非課税

国が掛金の一部を助成

みから必要な準備について具体的に解説しま

06 ポータビリティ
従業員の転職時にすでに積み立てられていた退職

金を引き継ぐことが可能な通算制度あり ※条件あり

問 経営支援課☎04-7162-3305

●【電子帳簿保存法】
①帳簿書類の保存の仕方

※内容に応じて、中退共本部相談窓口(☎03-6907-1234)にお問い合わせ頂くこともあります

定先着30名(オンラインは定員なし)

他 来所(申込)される場合は、必ず事前にご予約のうえ、お越しください。予約なしの場合、担当不

申 当所HP申し込みフォームまたはTELで申し込み

在や混雑等によりお受けできない場合もございます。また、駐車スペースに限りがありますので、

問 振興課☎04-7162-3305(担当:今泉)

告知

04 短時間労働者の特典

初めて中退共制度に加入する事業

インボイス制度開始にあたり、何から始めれ

費無料

point

公共交通機関をご利用ください

自転車損害賠償保険

千葉県では、
「 千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関す

令和4年7月1日から加入が義務化されます
【自転車小売業者様・自転車を利用して通勤する従業員がいる事業者様】

る条例」の改正により、令和4年7月1日から自転車損害賠償保険

自転車購入者や自転車通勤者が、自転車保険等に加入しているか確認してくだ

等への加入が、個人・事業者ともに義務となりました。万が一の事

さい。もし、加入が確認できない場合は、自転車損害賠償保険の種類や、加入義

故に備えて、自転車損害賠償保険等に入りましょう。

務等についての情報提供をお願いします。

【自転車を業務で利用する事業者様】

※「自転車損害賠償保険等」とは、自転車の事故により他人の生命・

事 業用の自転車の利用により、従 業員

身体を害した場合において、生じた損害を賠 償するための 保 険

等が他 人に被害を与えてしまった場合に

又は共済です。詳しくは、千葉県のホームページをご確認ください

備えた保険に加入しなければなりません。

毎月１日発行

問 千葉県 環境生活部 くらし安全推進課☎043-223-2263

定価１部50円

（会員の購読料は会費に含まれます）
柏商工会議所は個人情報保護法に基づき対応しています
6月末の会員数3,981事業所

公式LINEアカウント

公式ホームページ

セミナー開催情報、
支援金情報などお届け

柏商工会議所の
最新情報はこちら

千葉県
ホームページ

