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＜提出予定議案＞
第１号議案　平成２８年度事業報告承認の件
第２号議案　平成２８年度決算関係書類承認の件
第３号議案　平成２９年度事業計画 ( 案 ) 決定の件
第４号議案　平成２９年度収支予算 ( 案 ) 決定の件
第５号議案　平成２９年度運営資金一時借入限度額決定の件

日時：平成29年5月25日（木）午後3：30～
会場：白井市コミュニティセンター２階会議室
※総代の皆様におかれましては、当日資料をご持参のうえ
　(総代会資料事前郵送)ご来場ください。

白井市商工会 平成29年度 第52回 通常総代会開催 のお知らせ

 「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が
平成29年３月31日に国会で成立しました。平成
29年４月１日から平成30年３月31日までの雇用
保険料率は以下のとおりとなります。

　労働保険の年度更新は６月１日
～７月１０日までです。
　労働保険（雇用保険・労災保
険）は従業員を一人以上雇用され
ている事業所は必ず加入しなけれ
ばなりません。
　商工会では、労働保険事務組
合として事務の代行を行っていま
す。労働保険未加入の事業所は是
非ご検討ください。（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。）

事務委託をされた事業者に対して以下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

会員視察研修
実施報告

　去る２月１９日～２０日、商工会福利厚生・共
済推進委員会視察研修会において「ＪＡＸＡ角
田宇宙センター」を視察しました。
　宮城県角田市にある角田宇宙センターはＪＡ
ＸＡの宇宙推進系の研究開発、主に実際の打
ち上げ用ロケットエンジン開発や将来のエンジ
ンの技術研究などを行っています。
　普段見ることのできない研究設備の公開や
親切なガイドの方の説明によって宇宙を身近に
感じることができました。

労働保険年度更新・加入のお知らせ

平成2９年４月から雇用保険料率が引き下がります

1975年に打ち上げたＮ-１から最新のＨ-ⅡＢ
まで歴代ロケットが1/20サイズの模型で勢
揃い！参加者一同、興奮しました！　

• 失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業
主負担ともに1/1,000ずつ引き下がります。

• 雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負
担）は、引き続き 3/1,000です。

平成29年度の雇用保険料率
負担者

事業の種類

①
労働者負担
（失業等給付の
保険料率のみ）

②

事業主負担

①＋②
雇　　用
保険料率

失業等給付の
保険料率

雇用保険二事
業の保険料率

一般の事業 3/1,000 6/1,000 3/1,000 3/1,000 9/1,000
（28年度） 4/1,000 7/1,000 4/1,000 3/1,000 11/1,000

農林水産・清酒製造の事業 4/1,000 7/1,000 4/1,000 3/1,000 11/1,000
（28年度） 5/1,000 8/1,000 5/1,000 3/1,000 13/1,000
建設の事業 4/1,000 8/1,000 4/1,000 4/1,000 12/1,000
（28年度） 5/１,000 9/1,000 5/1,000 4/1,000 14/1,000

（枠内の下段は平成28年度の雇用保険料率）

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）
が改正されました。

時間額８４２円（改定日：28年10月1日から）



平成29年4月発行

　去る2月11日～12日、商工会青年部員１１名で
震災復興の宮城県南三陸町方面を視察しまし
た。1日目は「ニッカウヰスキー仙台工場」、2日
目は「青葉城址公園」を視察し、大いに部員間
の情報交換ができました。

　去る2月23日、白井市文化会館「かおりホー
ル」においてフェイスストレッチングセミナーを
開催いたしました。
　参加者は商工会会員、一般市民の方々が熱
心に聴講し「顔の表情」が簡単なフェイスト
レーニングによって明るくイキイキと変わってい
く様子がうかがえました。毎日のわずかな時間

　平成29年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分（4月納付分）*から
9.93％から9.89％に引き下げることとなりました。一方、介護保険料率については１.58％から1.65％
に引き上げることになりました。皆さまのご理解をお願い申し上げます。 

*任意継続被保険者の方は4月分（4月納付分）から変更となります。 

素敵な表情DE商売繁盛！
フェイスストレッチングセミナー開催

で、どこでも簡単にできてコストもかからないと
インストラクターの佐藤利絵先生…正しいフェ
イスストレッチングの方法を学びコミュニケー
ション能力アップを目指しました。
　商工会では29年度も経営関連のセミナーを
開催予定しております。ぜひご参加ください！

青年部視察研修会
実施報告

　商工会では記帳から決算、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。

障害共済・医療共済制度です！
掛け金は月々 2,000 円
お問い合せは商工会事務局まで

全国商工会会員福祉共済

｢領収証｣ 等に係る
印紙税の非課税範
囲が拡大されました

　「金銭又は有価証券の受取書」について
は、記載された受取金額が３万円未満のも
のが非課税とされていましたが、平成 26 
年４月１日以降に作成されたものについて
は、受取金額が５万円未満のものについて
非課税となっています。
※「金銭又は有価証券の受取書」とは、金
銭又は有価証券を受領した者が、その受
領事実を証明するために作成し、相手方に
交付する証拠証書をいいます。 

の 
豆知識

商工会事務局からの
お願い

　商工会の会員事業所におかれまして、組織変
更（個人⇄法人）や商号・屋号・事業所名・住
所地・電話番号・ＦＡＸ番号等の変更がありま
したら商工会事務局までご連絡下さい。

◆商工会事務局☎（４９２）０７２１

経営改善貸付（マル経）融資
　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
　担保、保証人は不要です。
　融資対象者は、商工会員（加入後６ヶ月以上
の指導条件有）であり融資対象の要件を満た
す方になります。
※詳しくは商工会までお問い合わせ下さい。

◆商工会事務局☎（４９２）０７２１

事業予定　（平成２９年５月～８月）
日　時 行　事　内　容　等 場　　所

5月 9日 商工会青年部総会 市内　孫新
10日 県女性部連合会総会 大多喜町
12日 県青連総会 千葉市内
17日 商工会女性部総会 むらさき
19日 建設業組合総会 ２Ｆ会議室
25日 商工会第52回通常総代会 白井コミュニティセンター

　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。
　個人事業者の方には、帳簿及び伝票等を持っ
てきていただければ事務代行も行っております
のでご利用下さい。
（委託手数料：5,000円/月）

商工会の記帳代行・「ネット de 記帳システム」
及び指導のご案内

平成29年度の協会けんぽの保険料率は3月分（4月納付分）
から改定されました。～協会けんぽからのお知らせ～

平成28年度第2次補正予算
小規模事業者持続化補助金

〈追加公募分〉の公募開始について
◇追加募集期間
　平成29年4月14日㈮～5月31日㈬（当日消印有効）
　（商工会への書類提出は5月24日㈬までにお願いします）
◇事業実施期間
　交付決定日から平成29年12月31日㈰　
◇実施要領・様式等
　千葉県連HPに公開、または商工会事務局にお
　問い合わせください。

日　時 行　事　内　容　等 場　　所
6月 下旬 商工会理事会 ２Ｆ　会議室

下旬 源泉税納付指導 １Ｆ　経営相談室　他
7月 10日 前期分源泉税納付期限 商工会事務局

中旬 金融相談会「一日公庫」 ２Ｆ　会議室
下旬 商工会理事会 ２Ｆ　会議室

8月 1日～ 「ふるさとまつり」参加募集予定 商工会事務局
下旬 しろい「夏祭り」開催予定


