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茂原商工会議所主催 消費税軽減税率対策窓口相談等事業セミナー開催のご案内

 セミナー①

セミナー②

【セミナー受講申込書】茂原商工会議所 行
FAX送信先 0475-23-7895
TEL0475-22-3361

希望するセミナーを
○で囲んでください。

事業所名

TEL

所在地

受講者氏名 受講者氏名

_　　　_ _　　　_FAX

◎ご記入いただきました個人情報につきましては、
　本セミナー開催の目的以外には使用いたしません。

〒　　　-

◆会　場：茂原商工会議所 会議室 ◆受講料：無料 ◆定員：20名（先着順 ※定員になり次第締め切らせていただきます）
◆対象者：小規模事業者・中小事業者 ◆お問合せ：茂原商工会議所 中小企業相談所 TEL.0475-22-3361
◆申　込：電話、または、下記申込書に必要事項を記入してFAXいただくか、商工会議所ホームページよりネット申込が可能です。

セミナー① 1/21火  

セミナー② 2/21金 

快適な職場を保ち、経営力強化を目指す～ハラスメントの防止～　

 新しい自分発見！ 今年はさらに差をつける～大笑いのコミュニケーションの極意～

快適な職場を保ち、経営力強化を目指す～ハラスメントの防止～　
消費税の軽減税率導入・税率引き上げに対して

日　時 ： 令和2年1月21日火　14:00～16:00
講　師 ：   加藤  美香保氏

弁護士
千葉商科大学大学院 客員准教授

　働き方改革関連法の施行により、労働環境に著しい変化が起きた令和元年。
　ある調査機関が実施したアンケート結果によると、中小企業の約90パーセント
が人材不足を感じていると回答し、離職や採用難で従業員の定着が図れず、慢性
的な従業員不足が続いている企業は未だに増加傾向にあります。
　このように、売り手市場が加速の一途を辿る今、『人材』は企業にとってとても貴
重な存在であり、存続に欠かせない柱となっています。
　当所では、11月26日「令和元年度 輝く社員表彰式」を挙行しました。（詳細は2ページ）
　今回表彰された方々は、まさに企業の輝く『人財』であり、従業員の輝きが会社
の魅力に繋がるのではないでしょうか。

（写真は「令和元年度 輝く社員表彰式」の様子）

「令和元年度 輝く社員表彰式」を開催

　昨年10月の消費税率変更並びに軽減税率制度の導入に伴い、国内消費の停滞が予想されます。
　そのような環境変化に柔軟に対応できる経営力を身につけるために、経営者は自社の強みや弱み
を振り返り、未来を見据え、経営課題を解決していかなければなりません。
　本講座では、近年、人手不足が深刻な中では、企業の大きな課題の一つとなっているハラスメント
に関しまして、ハラスメント行為の基礎知識をはじめ、実際に起きた問題の事例や予防・対策方法を
学ぶことで、より健全で働きやすい職場づくりを目指すことで、経営力の強化を目指します。

個性心理学活用！  新しい自分発見！ 今年はさらに差をつける

日　時 ： 令和2年2月21日金　14:00～16:00
講　師 ：   爰野  寿美子氏㈱こもちゃん　代表取締役

　コミュニケーション能力を高めることによって、お客様を理解し、強いてはそれが顧客満足実現に繋
がります。本セミナーでは個性心理学を基に、顧客満足実現に向けたコミュニケーションのノウハウを
学びます。
　是非この機会にご参加されてはいかがでしょうか。

～大笑いのコミュニケーションの極意～

令和元年台風第15・19号及び１０月25日の大雨による被災中小企業向け支援策
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工業・商業部会 合同海外視察研修を実施
　令和元年11月14日（木）～17日（日）3泊4日の行程（16名参加）で、マレーシアの視察研修を実施しました。少子化や人口減少によって日本
国内市場は縮小傾向にあり、国内企業としては、事業のグローバル展開を図ることが生き残るための一策であります。そこで、成長著しい新
興国での市場開拓・事業展開を探るべく、マレーシアのイスカンダル計画を視察しました。
　13の州と3つの連邦特別区からなるマレーシア。マレー系、中華系、インド系に加えて、様 な々先住民族が生活する多民族国家であり、主要
産業は、製造業（電気機器）、農林業（天然ゴム、パーム油、木材）、鉱業（錫、原油、液化天然ガス）です。マレーシア国家計画である「第9次マ
レーシア計画」において、『産業の高度化や新たな成長分野への投資促進を目指すとともに、これまでの国内開発における地域格差を是正
し、首都圏以外の地域の経済成長の促進を図る』こととされ、イスカンダル開発地域をはじめとする5つの経済回廊を設定し、それぞれ地域
の特色を生かした長期的開発計画が定められました。
　イスカンダル計画とは、電気や電子など既存の産業だけでなく、医療や教育など新たな産業育成による雇用創出、居住区や観光資源の整
備など、全ての分野において最初の選択肢となる「イスカンダル・マレーシア」の創造を目指すものであり、「金融」「観光」「教育」「物流」「医
療」「クリエイティブ」「電気・電子」「油脂・石油化学」「食品・農産物加工」という9つの重点産業分野も設定し、第2のシンガポールへと成長さ
せる国家プロジェクトです。
　今回は、①『メディニ・イスカンダル・マレーシア社』（本社をマレーシアに置く都市開発デベロッパー。マレーシア政府資本60％、中東、三井
物産㈱の共同出資により設立。ジョホール州メディニ地区の土地開発や販売、リース等を行っている。）、②『ヌサジャヤテックパーク』（イスカ
ンダル唯一のシンガポール、マレーシア両政府間協力プロジェクトとして始動した工業団地。）、③『㈱ＫＩＴＺ』（ヌサジャヤテックパークに進
出している、バルブを中心とした流体制御機器総合メーカー。）を訪問し、イスカンダル計画の概要や進捗状況を、“今後の可能性”という視
点から学ぶことが出来た有意義で実りある視察となりました。

　11月26日（火）午後5時より、リソル生命の森「森のホール」に於いて「令和元年度 輝く社員表彰式」を挙行しました。今年
度は12名の優良社員表彰受賞者と95名の永年勤続表彰受賞者が16事業所より申請されました。
　式典には、受賞者61名が出席し、来賓に茂原市長代理として豊田正斗茂原副市長、茂原市議会議長代理として前田正志 
茂原市議会副議長、市原淳千葉県議会議員を迎え、厳粛に執り行なわれました。また、同施設内「トリニティ書斎 レストラン
ブローニュ」で行われた式典終了後の祝賀会では、オペラやクラシックの生歌をお楽しみいただきました。

「令和元年度 輝く社員表彰式」を開催

表彰式に参加された
勤続35年以上の皆様

（敬称略）

永年勤続表彰
受賞者

勤続35年

黒木　宏
㈱ハイレックス関東

勤続35年

白鳥　礼子
リソル生命の森㈱

勤続40年

露崎嘉一郎
東洋ケミカルエンジニアリング㈱

勤続35年

糸久　敬二
㈱ハイレックス関東

式典の様子 受賞代表者による謝辞 祝賀会の様子秋葉会頭による式辞

1 常議員会を開催

3『茂原起業家交流会２０１９』を開催
〈日　時〉 12月17日（火）　18：00～21：00
〈会　場〉 茂原市役所 1階 市民室
〈内　容〉 起業家講演会
　トトカ・グリーム株式会社 代表取締役 山代佳子 氏による女性起業家、起業前に悩む方、起業して間も
ない方々に新しい気づきと勇気を与える講演。
●茂原創業塾代表者によるビジネスプランコンテスト
　企業を目指す茂原創業塾の代表者3名が事業プランをプレゼンします。各金融機関支店長やベテラン

経営者が審査委員を務め、優勝者を選出します。
●地域起業家交流会
　地域の起業家、起業を目指す方、経営者、金融機関など、同業・異業種、年齢・肩書を問わず、交流する

チャンスです。新しい人脈開拓にぜひご活用ください。
申込方法 茂原商工会議所（茂原市茂原443） TEL.0475-22-3361 までお問合せください。

常議員会の様子

　12月3日（火）、当所において常議員会を開催しました。
　秋葉会頭の挨拶の後、顧問・参与選任（案）、委員会組
織（案）について審議を行い、それぞれ原案通り、可決承
認されました。
　また、常議員会終了後、新議員を交えた懇親会が開催
されました。

入場無料

2「茂原 創業塾2019」 第8回を実施
創業塾生ビジネスプラン発表会を開催

　11月26日（火）当所は、最終
講義となる第8回目の創業塾
を開催しました。
　最終回は受講生の作成し
たビジネスプランの発表会を
行いました。
　発表者5名は緊張な面持ち
をしながらのプレゼンテー
ションとなりました。また、講

師を務めた㈱ちばぎん総研経営コンサル第2部　内海部長の的確なアドバイスが発表者と塾生全体に気づ
きとひらめきを与えました。
　最後に創業塾生32名のうち修了資格のある22名に修了証書の授与を行い、受講生たちは創業に向けて新
たな一歩を踏み出しました。

茂原創業塾2019　受講者集合写真

㈱KITZ工場見学の様子ヌサジャヤテックパークの説明を受ける視察団イスカンダル計画概要説明を受ける視察団 メディニイスカンダル社での集合写真

〈12月号紙面の訂正とお詫び〉
　11月15日に発行した広報「新議員紹介」部分において、２号議員 
秋葉 浩史 氏のふりがな標記に誤りがありました。ここに深くお詫
びするとともに、改めてご紹介いたします。

氏　　名　秋葉 浩史 氏（あきば ひろし）　
事業所名　㈱ウチヤマ ビジネスホテルセントラル
役　　職　専務取締役 総支配人

2号議員
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たな一歩を踏み出しました。

茂原創業塾2019　受講者集合写真

㈱KITZ工場見学の様子ヌサジャヤテックパークの説明を受ける視察団イスカンダル計画概要説明を受ける視察団 メディニイスカンダル社での集合写真

〈12月号紙面の訂正とお詫び〉
　11月15日に発行した広報「新議員紹介」部分において、２号議員 
秋葉 浩史 氏のふりがな標記に誤りがありました。ここに深くお詫
びするとともに、改めてご紹介いたします。

氏　　名　秋葉 浩史 氏（あきば ひろし）　
事業所名　㈱ウチヤマ ビジネスホテルセントラル
役　　職　専務取締役 総支配人

2号議員



茂原商工会議所青年部 新入部員募集！！

お問合せ  TEL.0475-22-3361 担当:佐久間

　新しい時代を開くのは常に青年の熱と力です。私たち青年部は新し
い仲間を募集しています。この茂原市を我々青年部でもっともっと盛り
上げていきましょう。
　興味を持っていただけた方は、お気軽にお問合せください。

会長 内山 美代志
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スマホで簡単！印象に残る「ビジネス写真」の取り方・伝え方セミナーを実施
　11月21日（木）午後2時より、消費税軽減税率対策に対応した

「印象に残る「ビジネス写真」の取り方・伝え方セミナー」を開催
し、11名の参加がありました。
　講師には、写心庵 代表 永田知之氏をお迎えし、消費税軽減税
率制度の概要とビジネスで活用できる写真の撮り方について講
義いただきました。
　実際に、自身のスマートフォンで写真を撮りながら、見た人の印
象に残る写真や、見た人が行動するビジネス写真について学んだ
受講者からは、「すぐにでも活用できるので受講してよかった」、

「SNSで活用できる！」などの声をいただきました。セミナーの様子

キャッシュレス決済についての商業セミナーを開催
　市では、「キャッシュレス決済　事業者・消費者の注意点」をテーマに、商業セミナーを開催します。現在、キャッシュレ
ス決済を用いた支払に対してポイント還元が実施されている中、キャッシュレス決済の現状を捉え、事業者・消費者の注意
点、事業者がキャッシュレス決済を導入する際のポイントをわかりやすく解説します。キャッシュレス決済に興味のある方は
ぜひご参加ください。
◆日　　時　令和2年1月28日（火）15時～17時　　◆会　場　市役所1階102会議室
◆参 加 費　無　料　◆定　員　40人（申込順）
◆講　　師　大谷　更生 氏
◆申込方法　電話またはメール※メールの場合は、氏名、事業所名、住所、連絡先をご明記ください。
◆申込締切　令和2年1月24日（金）
お申込み・お問合せ　商工観光課（６階）TEL.20-1528　FAX.20-1604  mail：shinkou@city.mobara.chiba.jp

復興支援情報
 アクサ生命保険株式会社（代表
取締役社長兼ＣＥＯ安渕聖司）よ
り「令和元年十月豪雨」に対し復
興支援金をいただきました。
ご支援ありがとうございました。

〈千葉県中小企業復旧支援事業〉被災した中小企業に対し、事業活動の再開に必要な費用について助成します。
【予 算 額】 320,000万円
【補助対象】 施設修繕費、機械装置費、設備廃棄費、備品等（保険給付を除く）
【補 助 率】 ３／４　上限額 1,000万円
茂原市では、補助率の自己負担分1/4に対し、市独自の上乗せ支援を行う予定です。

（自己負担1/4の内1/2を補助、但し上限50万円）
詳しい内容が発表され次第、茂原商工会議所ＨＰにて情報掲載をいたします。

令和元年台風第15・19号及び１０月25日の大雨による被災中小企業向け支援策

茂原商工会議所
ＨＰ https://www.mobara-cci.or.jp/

　雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくさ
れた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の
維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
　特例の内容については、右記ＱＲコード、およびホームページＵＲＬをご
参照ください。

台風災害に伴う雇用調整助成金の特例実施
千葉労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/
chiba-roudoukyoku/
content/contents/
000557024.pdf
 

商工会義所LOBO（早期景気観測） 2019年11月調査結果

2019年11月の動向
今月の業況

業況 は、消費低迷から悪化
先行きは、期待感見られるも、慎重な見方続く

l全産業合計の業況 は、▲ （前月比▲ ポイント）

l省力化投資を中心とする設備投資や都市部の民間工事な
どの建設業は堅調に推移したものの、消費税率引上げに
伴う消費者の節約志向の強まりや、高額品を中心とする
駆け込み需要の反動減の影響が残り、小売業やサービス
業、卸売業など幅広い業種の売上が落ち込んだ。また、
米中貿易摩擦や世界経済の先行き不透明感、深刻な人手
不足や人件費の上昇、仕入コストや光熱費の増加が業種
を問わず、広く業況の押し下げ要因となっており、中小
企業の景況感には鈍さが見られる。

l先行き見通し は、▲ （今月比＋ ポイント）

lクリスマスや年末年始の個人消費拡大やインバウンドを
含めた観光需要拡大への期待感がうかがえる。一方、消
費税率引上げの影響や、人件費の上昇や受注機会の損失
など人手不足の深刻化の影響、原材料費の上昇、コスト
増加分の価格転嫁の遅れ、貿易摩擦や世界経済の動向、
日韓情勢の行方など不透明感が増す中、中小企業の業況
感は慎重な姿勢が続く。

業況 （※DI＝「好転」の回答割合－「悪化」の回答割合）

年 年 先行き
見通し

月 月 月 月 月 月 月 ～ 月
全 産 業 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

建 設 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

製 造 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

卸 売 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

小 売 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

サービス ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
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株価（円）DDII 全 産 業 業 況 と 日 経 平 均 株 価

景気の後退局面 全産業業況ＤＩ 【左軸】 日経平均株価 【右軸】

◆バブル崩壊（ 年）
◆消費税率 ％（ 年 月）
◆アジア通貨危機（ 年 月）

◆ バブル崩壊（ 年）
◆阪神・淡路大震災（ 年 月）

◆リーマンショック（ 年 月）

◆東日本大震災
（ 年 月）

◆消費税率８％
（ 年 月）

、 ともに対前年比では改善するも
価格転嫁できない企業が依然として 割を超える
l 消費者向け商品・サービス（Ｂ Ｃ）におけるコスト増加分の価

格転嫁について、「全く転嫁できていない」企業は 、「一部
転嫁できていない」企業は となり、価格転嫁できていない企
業は合計 と、 年 月調査から ポイント減少した。

l 企業向け商品・サービス（Ｂ ）におけるコスト増加分の価格転
嫁について、「全く転嫁できていない」企業は 、「一部転嫁
できていない」企業は となり、価格転嫁できていない企業は
合計 と、 年 月調査から ポイント減少した。

l コスト増加分の価格転嫁の動向は、 年 月調査と比べると、
、 ともに若干改善したものの、 割超の企業が依然とし

て価格転嫁できていないという結果となった。価格転嫁できない
理由では、消費者の節約志向・低価格志向、需要の減少を挙げる
企業が増加した。企業からは、原材料費や人件費等、様々な経費
が上昇傾向にある中で、価格転嫁が進まず、経営が苦しいといっ
た声が多く寄せられた。

中
小
企
業
の
声

l 業務内容が消費者に直結している取引先は価格に厳しい傾向が
ある。また、新規顧客は交渉によって適正価格に落ち着いてい
るが、取引の長い既存顧客は価格交渉が非常に難しい。

（むさし府中 計量器測定器等製造）

l 消費税率引上げ分の値引き圧力も強く、価格転嫁が一層困難に
なっている。 （和歌山 食堂）

価格転嫁の動向（ ） 【図 】

価格転嫁の動向（ ） 【図 】
※円グラフの外側が 年 月調査、内側が 年 月調査

価格転嫁できない主な理由

（）内： 年 月調査との比較
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今月のトピックス
コスト増加分の価格転嫁の動向
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お問合せ  TEL.0475-22-3361 担当:佐久間

　新しい時代を開くのは常に青年の熱と力です。私たち青年部は新し
い仲間を募集しています。この茂原市を我々青年部でもっともっと盛り
上げていきましょう。
　興味を持っていただけた方は、お気軽にお問合せください。

会長 内山 美代志
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スマホで簡単！印象に残る「ビジネス写真」の取り方・伝え方セミナーを実施
　11月21日（木）午後2時より、消費税軽減税率対策に対応した

「印象に残る「ビジネス写真」の取り方・伝え方セミナー」を開催
し、11名の参加がありました。
　講師には、写心庵 代表 永田知之氏をお迎えし、消費税軽減税
率制度の概要とビジネスで活用できる写真の撮り方について講
義いただきました。
　実際に、自身のスマートフォンで写真を撮りながら、見た人の印
象に残る写真や、見た人が行動するビジネス写真について学んだ
受講者からは、「すぐにでも活用できるので受講してよかった」、

「SNSで活用できる！」などの声をいただきました。セミナーの様子

キャッシュレス決済についての商業セミナーを開催
　市では、「キャッシュレス決済　事業者・消費者の注意点」をテーマに、商業セミナーを開催します。現在、キャッシュレ
ス決済を用いた支払に対してポイント還元が実施されている中、キャッシュレス決済の現状を捉え、事業者・消費者の注意
点、事業者がキャッシュレス決済を導入する際のポイントをわかりやすく解説します。キャッシュレス決済に興味のある方は
ぜひご参加ください。
◆日　　時　令和2年1月28日（火）15時～17時　　◆会　場　市役所1階102会議室
◆参 加 費　無　料　◆定　員　40人（申込順）
◆講　　師　大谷　更生 氏
◆申込方法　電話またはメール※メールの場合は、氏名、事業所名、住所、連絡先をご明記ください。
◆申込締切　令和2年1月24日（金）
お申込み・お問合せ　商工観光課（６階）TEL.20-1528　FAX.20-1604  mail：shinkou@city.mobara.chiba.jp

復興支援情報
 アクサ生命保険株式会社（代表
取締役社長兼ＣＥＯ安渕聖司）よ
り「令和元年十月豪雨」に対し復
興支援金をいただきました。
ご支援ありがとうございました。

〈千葉県中小企業復旧支援事業〉被災した中小企業に対し、事業活動の再開に必要な費用について助成します。
【予 算 額】 320,000万円
【補助対象】 施設修繕費、機械装置費、設備廃棄費、備品等（保険給付を除く）
【補 助 率】 ３／４　上限額 1,000万円
茂原市では、補助率の自己負担分1/4に対し、市独自の上乗せ支援を行う予定です。

（自己負担1/4の内1/2を補助、但し上限50万円）
詳しい内容が発表され次第、茂原商工会議所ＨＰにて情報掲載をいたします。

令和元年台風第15・19号及び１０月25日の大雨による被災中小企業向け支援策

茂原商工会議所
ＨＰ https://www.mobara-cci.or.jp/

　雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくさ
れた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の
維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
　特例の内容については、右記ＱＲコード、およびホームページＵＲＬをご
参照ください。

台風災害に伴う雇用調整助成金の特例実施
千葉労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/
chiba-roudoukyoku/
content/contents/
000557024.pdf
 

商工会義所LOBO（早期景気観測） 2019年11月調査結果

2019年11月の動向
今月の業況

業況 は、消費低迷から悪化
先行きは、期待感見られるも、慎重な見方続く

l全産業合計の業況 は、▲ （前月比▲ ポイント）

l省力化投資を中心とする設備投資や都市部の民間工事な
どの建設業は堅調に推移したものの、消費税率引上げに
伴う消費者の節約志向の強まりや、高額品を中心とする
駆け込み需要の反動減の影響が残り、小売業やサービス
業、卸売業など幅広い業種の売上が落ち込んだ。また、
米中貿易摩擦や世界経済の先行き不透明感、深刻な人手
不足や人件費の上昇、仕入コストや光熱費の増加が業種
を問わず、広く業況の押し下げ要因となっており、中小
企業の景況感には鈍さが見られる。

l先行き見通し は、▲ （今月比＋ ポイント）

lクリスマスや年末年始の個人消費拡大やインバウンドを
含めた観光需要拡大への期待感がうかがえる。一方、消
費税率引上げの影響や、人件費の上昇や受注機会の損失
など人手不足の深刻化の影響、原材料費の上昇、コスト
増加分の価格転嫁の遅れ、貿易摩擦や世界経済の動向、
日韓情勢の行方など不透明感が増す中、中小企業の業況
感は慎重な姿勢が続く。

業況 （※DI＝「好転」の回答割合－「悪化」の回答割合）

年 年 先行き
見通し

月 月 月 月 月 月 月 ～ 月
全 産 業 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

建 設 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

製 造 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

卸 売 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

小 売 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
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景気の後退局面 全産業業況ＤＩ 【左軸】 日経平均株価 【右軸】

◆バブル崩壊（ 年）
◆消費税率 ％（ 年 月）
◆アジア通貨危機（ 年 月）

◆ バブル崩壊（ 年）
◆阪神・淡路大震災（ 年 月）

◆リーマンショック（ 年 月）

◆東日本大震災
（ 年 月）

◆消費税率８％
（ 年 月）

、 ともに対前年比では改善するも
価格転嫁できない企業が依然として 割を超える
l 消費者向け商品・サービス（Ｂ Ｃ）におけるコスト増加分の価

格転嫁について、「全く転嫁できていない」企業は 、「一部
転嫁できていない」企業は となり、価格転嫁できていない企
業は合計 と、 年 月調査から ポイント減少した。

l 企業向け商品・サービス（Ｂ ）におけるコスト増加分の価格転
嫁について、「全く転嫁できていない」企業は 、「一部転嫁
できていない」企業は となり、価格転嫁できていない企業は
合計 と、 年 月調査から ポイント減少した。

l コスト増加分の価格転嫁の動向は、 年 月調査と比べると、
、 ともに若干改善したものの、 割超の企業が依然とし

て価格転嫁できていないという結果となった。価格転嫁できない
理由では、消費者の節約志向・低価格志向、需要の減少を挙げる
企業が増加した。企業からは、原材料費や人件費等、様々な経費
が上昇傾向にある中で、価格転嫁が進まず、経営が苦しいといっ
た声が多く寄せられた。

中
小
企
業
の
声

l 業務内容が消費者に直結している取引先は価格に厳しい傾向が
ある。また、新規顧客は交渉によって適正価格に落ち着いてい
るが、取引の長い既存顧客は価格交渉が非常に難しい。

（むさし府中 計量器測定器等製造）

l 消費税率引上げ分の値引き圧力も強く、価格転嫁が一層困難に
なっている。 （和歌山 食堂）

価格転嫁の動向（ ） 【図 】

価格転嫁の動向（ ） 【図 】
※円グラフの外側が 年 月調査、内側が 年 月調査

価格転嫁できない主な理由

（）内： 年 月調査との比較

消費者の節約志向・低価格
志向が続いている（強まっ
ている）ため ＋

競合他社が販売価格を上げ
ていない（据え置き、値下
げ）ため ▲

需要が減少しているため ＋

予め販売価格を固定した長
期契約により、足元の価格
変動を反映できないため ▲

※円グラフの外側が 年 月調査、内側が 年 月調査

価格転嫁できない主な理由

競合他社が販売価格を上げ
ていない（据え置き、値下
げ）ため ▲

消費者の節約志向・低価格
志向が続いている（強まっ
ている）ため ＋

需要が減少しているため ＋

予め販売価格を固定した長
期契約により、足元の価格
変動を反映できないため ▲

全く転嫁
できていない

一部転嫁
できていない

合計
全て転嫁

できている

コストが増加
していないため

転嫁する必要がない

コストが増加
していないため

転嫁する必要がない

全て転嫁
できている

全く転嫁
できていない

合計

一部転嫁
できていない

合計

合計

【複数回答・上位 項目】

【複数回答・上位 項目】

（）内： 年 月調査との比較

今月のトピックス
コスト増加分の価格転嫁の動向
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！耳より情報

◆この制度の特徴

◆引受保険会社　－順不同－

●集団扱の契約者となれるのは茂原商工会議所会
員事業所及びその役員、従業員の方々が加入でき
ます。

●自動車保険の保険料が一般で加入した場合と比
べて年払いなら５％割引、月払いでも分割割増が
ありませんので、実質保険料が割安になります。

●保険料は保険開始月の２ヶ月後にご指定の口座よ
り自動引落しとなりますので、加入時に現金のご
用意は不要です。

●他の保険会社等（一部共済を除く）から切替えて
も無事故割引が継承できます。

※上記は「集団扱自動車保険の概要」をごく簡単に説明したもの
です。詳しい内容を記載した「パンフレット」「重要事項説明
書」をご覧ください。また、ご不明な点、具体的な手続きその他
詳細につきましては取扱代理店または引受保険会社にお問合
せください。

更新日が近い方は、今すぐお電話を。更新日が近い方は、今すぐお電話を。

集団扱自動車保険のご案内集団扱自動車保険のご案内

○経営改善貸付  年1.21％（R元12.2現在）
　　

小規模企業共済・倒産防止共済についての
お問合せは
茂原商工会議所　ＴＥＬ 0475-22-3361
https://www.mobara-cci.or.jp/kyosai/123/125.html

■連鎖倒産から中小企業を守ります！
取引先企業の倒産による連鎖倒産から事業主を守る
共済制度です。
1 最高8,000万円の共済の貸付けが受けられます。
2 共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
3 掛金は税法上、経費または損金に算入できます。
4 一時貸付金制度も利用できます。

倒産防止共済制度倒産防止共済制度

https://www.mobara-cci.or.jp/kyosai/123/124

■個人事業主や会社役員のみなさんを応援
　する国の共済制度です！
小規模企業の、個人事業主又は会社等の役員の方
がやめられたり退職されたりした場合に、生活の安
定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備
しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度と
いえるものです。

安心・確実な国の共済制度

掛金にも共済金にも税制上のメリット

事業資金等の貸付制度も充実

ライフプランに合わせた共済金の受取方法

小規模企業共済制度ご案内小規模企業共済制度ご案内

茂原商工会議所・中小企業相談所
住所：茂原市茂原443番地
ＴＥＬ：0475-22-3361　ＦＡＸ：0475-23-7895　

「相談窓口」となり
「皆さんの事業」を支援します
「相談窓口」となり
「皆さんの事業」を支援します

弁護士による法律相談を行っています

●中小企業における「経営革新・業種変更」「創業・
　ベンチャービジネス」及び「よろず相談」等の、窓口
　相談と支援を行っています。

●相談日 12/25水・1/17金・2/12水
●時間は、14時～17時
●相談料　無　料
●事前予約が必要となります。
※詳細はHPをご覧ください。
URL http://www.mobara-cci.or.jp

当所会員の方は
お気軽にお問合せください。 会員企業

限定

要予約要予約毎月10日

茂原商工会議所・中小企業相談所
お問合せ

ＴＥＬ：0475-22-3361

千葉県信用保証協会による
定例相談会を実施
千葉県信用保証協会による
定例相談会を実施

相談料無料 あいおいニッセイ同和損保 TEL：0475-23-5311

損保ジャパン日本興亜 TEL：0475-20-3527

AIG損害保険 TEL：043-382-4020
　　　　　　　　　　　　　　　(A06A151176)

新しい労災リスクから会員の皆様をお守りする
全国商工会議所の ｢業務災害補償プラン｣｢業務災害補償プラン｣

■ 全国商工会議所のスケールメリットによる低廉な掛金（約半額水準）
■ 労災賠償に備える「使用者賠償責任保険」を標準セット
■ 政府労災保険の給付を待たずに＊保険金のお支払いが可能
■ 契約は無記名式。短期労働者やパート・アルバイトも包括自動補償
■ 掛金は売上高と業種で算出　掛金は全額損金算入可能

【お問合せ先】 茂原商工会議所（募集覚書締結商工会議所になります。） TEL.0475-22-3361

大好評大好評

うつ病による自殺や過労死など新しい労災は年々増加。そしてその賠償金も高額化の傾向に…。
しかも、平成18年の労働安全衛生法の改正により、企業側の責任は厳格化の方向。これらの労災
リスクにしっかり対応でき、しかも低廉な掛金で加入できる新しい補償プランができました。

業務災害補償プランの特徴 お見積り、ご加入手続きは引受保険会社に
お問合せください。

検 定 だ よ り 検定試験、合格おめでとうございます。

簿記検定合格者発表
2級 ○鵜澤　雅生　○山田　茂之　○土屋　妃花　○中村　那摘　○田中　千晴
 ○峯島　瑞穂　○清水友規乃
3級 ○松村多希子　○髙橋　香奈　○所　与志美　○今井　雄太　○髙畠　美和
 ○今井　　茂　○渡辺　　亮　○小泉　典之　○山本　彩果　○山下　雅之
 ○細矢　隼輝　○渡辺　桂悟　○齋藤奈美江　○稲永　眞子　○河内　裕菜

令和2年度 定期健康診断のご案内(会員限定)

ご不明な点等ございましたらお問合せください。　茂原商工会議所  TEL.0475-22-3361 健診係

〈日　　時〉 令和２年２月４日（火）
 午前：８時３０分～１１時３０分／午後：１３時００分～１５時００分
〈場　　所〉　茂原商工会議所本納支所
〈定　　員〉 180名
〈負 担 金〉 1人／7,700円
〈申込締切〉 令和2年1月8日（水）
〈申込方法〉 商工もばら年末号に同封の定期健康診断のご案内に必要事項をご記入のうえ、
 負担金を添えて茂原商工会議所本所または、支所までお申し込みください。
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員事業所及びその役員、従業員の方々が加入でき
ます。

●自動車保険の保険料が一般で加入した場合と比
べて年払いなら５％割引、月払いでも分割割増が
ありませんので、実質保険料が割安になります。

●保険料は保険開始月の２ヶ月後にご指定の口座よ
り自動引落しとなりますので、加入時に現金のご
用意は不要です。

●他の保険会社等（一部共済を除く）から切替えて
も無事故割引が継承できます。

※上記は「集団扱自動車保険の概要」をごく簡単に説明したもの
です。詳しい内容を記載した「パンフレット」「重要事項説明
書」をご覧ください。また、ご不明な点、具体的な手続きその他
詳細につきましては取扱代理店または引受保険会社にお問合
せください。
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茂原商工会議所　ＴＥＬ 0475-22-3361
https://www.mobara-cci.or.jp/kyosai/123/125.html

■連鎖倒産から中小企業を守ります！
取引先企業の倒産による連鎖倒産から事業主を守る
共済制度です。
1 最高8,000万円の共済の貸付けが受けられます。
2 共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
3 掛金は税法上、経費または損金に算入できます。
4 一時貸付金制度も利用できます。

倒産防止共済制度倒産防止共済制度
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■個人事業主や会社役員のみなさんを応援
　する国の共済制度です！
小規模企業の、個人事業主又は会社等の役員の方
がやめられたり退職されたりした場合に、生活の安
定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備
しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度と
いえるものです。
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掛金にも共済金にも税制上のメリット
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ライフプランに合わせた共済金の受取方法

小規模企業共済制度ご案内小規模企業共済制度ご案内

茂原商工会議所・中小企業相談所
住所：茂原市茂原443番地
ＴＥＬ：0475-22-3361　ＦＡＸ：0475-23-7895　

「相談窓口」となり
「皆さんの事業」を支援します
「相談窓口」となり
「皆さんの事業」を支援します

弁護士による法律相談を行っています

●中小企業における「経営革新・業種変更」「創業・
　ベンチャービジネス」及び「よろず相談」等の、窓口
　相談と支援を行っています。

●相談日 12/25水・1/17金・2/12水
●時間は、14時～17時
●相談料　無　料
●事前予約が必要となります。
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千葉県信用保証協会による
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損保ジャパン日本興亜 TEL：0475-20-3527

AIG損害保険 TEL：043-382-4020
　　　　　　　　　　　　　　　(A06A151176)

新しい労災リスクから会員の皆様をお守りする
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■ 労災賠償に備える「使用者賠償責任保険」を標準セット
■ 政府労災保険の給付を待たずに＊保険金のお支払いが可能
■ 契約は無記名式。短期労働者やパート・アルバイトも包括自動補償
■ 掛金は売上高と業種で算出　掛金は全額損金算入可能

【お問合せ先】 茂原商工会議所（募集覚書締結商工会議所になります。） TEL.0475-22-3361
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うつ病による自殺や過労死など新しい労災は年々増加。そしてその賠償金も高額化の傾向に…。
しかも、平成18年の労働安全衛生法の改正により、企業側の責任は厳格化の方向。これらの労災
リスクにしっかり対応でき、しかも低廉な掛金で加入できる新しい補償プランができました。

業務災害補償プランの特徴 お見積り、ご加入手続きは引受保険会社に
お問合せください。

検 定 だ よ り 検定試験、合格おめでとうございます。

簿記検定合格者発表
2級 ○鵜澤　雅生　○山田　茂之　○土屋　妃花　○中村　那摘　○田中　千晴
 ○峯島　瑞穂　○清水友規乃
3級 ○松村多希子　○髙橋　香奈　○所　与志美　○今井　雄太　○髙畠　美和
 ○今井　　茂　○渡辺　　亮　○小泉　典之　○山本　彩果　○山下　雅之
 ○細矢　隼輝　○渡辺　桂悟　○齋藤奈美江　○稲永　眞子　○河内　裕菜

令和2年度 定期健康診断のご案内(会員限定)

ご不明な点等ございましたらお問合せください。　茂原商工会議所  TEL.0475-22-3361 健診係

〈日　　時〉 令和２年２月４日（火）
 午前：８時３０分～１１時３０分／午後：１３時００分～１５時００分
〈場　　所〉　茂原商工会議所本納支所
〈定　　員〉 180名
〈負 担 金〉 1人／7,700円
〈申込締切〉 令和2年1月8日（水）
〈申込方法〉 商工もばら年末号に同封の定期健康診断のご案内に必要事項をご記入のうえ、
 負担金を添えて茂原商工会議所本所または、支所までお申し込みください。
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茂原商工会議所主催 消費税軽減税率対策窓口相談等事業セミナー開催のご案内

 セミナー①

セミナー②

【セミナー受講申込書】茂原商工会議所 行
FAX送信先 0475-23-7895
TEL0475-22-3361

希望するセミナーを
○で囲んでください。

事業所名

TEL

所在地

受講者氏名 受講者氏名

_　　　_ _　　　_FAX

◎ご記入いただきました個人情報につきましては、
　本セミナー開催の目的以外には使用いたしません。

〒　　　-

◆会　場：茂原商工会議所 会議室 ◆受講料：無料 ◆定員：20名（先着順 ※定員になり次第締め切らせていただきます）
◆対象者：小規模事業者・中小事業者 ◆お問合せ：茂原商工会議所 中小企業相談所 TEL.0475-22-3361
◆申　込：電話、または、下記申込書に必要事項を記入してFAXいただくか、商工会議所ホームページよりネット申込が可能です。

セミナー① 1/21火  

セミナー② 2/21金 

快適な職場を保ち、経営力強化を目指す～ハラスメントの防止～　

 新しい自分発見！ 今年はさらに差をつける～大笑いのコミュニケーションの極意～

快適な職場を保ち、経営力強化を目指す～ハラスメントの防止～　
消費税の軽減税率導入・税率引き上げに対して

日　時 ： 令和2年1月21日火　14:00～16:00
講　師 ：   加藤  美香保氏

弁護士
千葉商科大学大学院 客員准教授

　働き方改革関連法の施行により、労働環境に著しい変化が起きた令和元年。
　ある調査機関が実施したアンケート結果によると、中小企業の約90パーセント
が人材不足を感じていると回答し、離職や採用難で従業員の定着が図れず、慢性
的な従業員不足が続いている企業は未だに増加傾向にあります。
　このように、売り手市場が加速の一途を辿る今、『人材』は企業にとってとても貴
重な存在であり、存続に欠かせない柱となっています。
　当所では、11月26日「令和元年度 輝く社員表彰式」を挙行しました。（詳細は2ページ）
　今回表彰された方々は、まさに企業の輝く『人財』であり、従業員の輝きが会社
の魅力に繋がるのではないでしょうか。

（写真は「令和元年度 輝く社員表彰式」の様子）

「令和元年度 輝く社員表彰式」を開催

　昨年10月の消費税率変更並びに軽減税率制度の導入に伴い、国内消費の停滞が予想されます。
　そのような環境変化に柔軟に対応できる経営力を身につけるために、経営者は自社の強みや弱み
を振り返り、未来を見据え、経営課題を解決していかなければなりません。
　本講座では、近年、人手不足が深刻な中では、企業の大きな課題の一つとなっているハラスメント
に関しまして、ハラスメント行為の基礎知識をはじめ、実際に起きた問題の事例や予防・対策方法を
学ぶことで、より健全で働きやすい職場づくりを目指すことで、経営力の強化を目指します。

個性心理学活用！  新しい自分発見！ 今年はさらに差をつける

日　時 ： 令和2年2月21日金　14:00～16:00
講　師 ：   爰野  寿美子氏㈱こもちゃん　代表取締役

　コミュニケーション能力を高めることによって、お客様を理解し、強いてはそれが顧客満足実現に繋
がります。本セミナーでは個性心理学を基に、顧客満足実現に向けたコミュニケーションのノウハウを
学びます。
　是非この機会にご参加されてはいかがでしょうか。

～大笑いのコミュニケーションの極意～

令和元年台風第15・19号及び１０月25日の大雨による被災中小企業向け支援策

  


