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年末調整・確定申告の準備は
お早めに ！

新春交流会のお知らせ
平成２６年新春交流会を開催します。
と き
ところ
会 費

平成２６年１月１０日（金） １８：００
長崎ロイヤルチェスターホテル
５，０００円

商工会員をはじめ時津町・長与町の行政、議
会、関係団体３００名規模の交流会です。
新年のお祝いとご挨拶は「新春交流会」で行
いましょう。皆様のご参加を心よりお待ち申し
上げております。
チケットは、商工会役員又は事務局でお買い
求めください。

とぎつふれあい産業まつり開催

１．所得税に加えて復興特別所得税が源泉徴
収されることになりました。
復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき
所得税額の２．１％相当額です。
①毎月の給与や賞与から源泉徴収する税額
は、所得税と復興特別所得税の合計額です。
②年調所得税額に１０２．１％をかけた税額
（１００円未満切り捨て）が、１年間に納める
べき所得税及び復興特別所得税です。
２．給与所得の収入金額が１，５００万円を超
える場合の給与所得控除額は、２４５万円
の定額となりました。
３．特定の役員等に対する退職手当等に係
る退職所得の金額の計算については、
「退職所得控除額を控除した残額を２分
の１する措置」が廃止されました。
納 期 限

１１月１０日（日）に時
津ウォーターフロント公
園で「２０１３とぎつふれ
あい産業まつり」が開催
されました。
深夜から早朝にかけ
て吹いた激しい突風に
より、約半分のテントに骨が折れる等の被害が出た
ため、開催が危ぶまれましたが、急きょ新しいテント
を調達。開始時間の１０時に何とか間に合わせ開催
する事ができました。
時折雨が降るなどあいにくの天候にもかかわら
ず、たくさんの来場者に恵まれ、スタンプ会ビンゴ
大会や、ジャンボ巻寿司、元村龍踊りなどのイベン
トにも黒山の人だかりができるなど、成功裡に終え
ることができました。

今年も、年末調整を行う時期となりました。
平成２５年分の所得税から適用される主な改正
点は下記のとおりです。

納期の特例の承認を受け
ていない源泉徴収義務者
（毎月納付）
納期の特例の承認を受け
ている源泉徴収義務者
（年２回納付）

平成２６年

１月１０日（金）
平成２６年

１月２０日（月）

《税務相談所会員の皆様へ》
１２月中旬までに、年末調整事務手続きの案内
１２
月中旬までに、年末調整事務手続きの案内
ハガキを郵送する予定です。関係書類の整備を
お願いします。
また、確定申告についても、決算準備表等を
同封していますので、併せて準備をお願いします。
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エコアクション２１認証・登録
制度セミナー開催
工業・建設両部会
では、１１月２０日（水）
本所３階研修室に
おいて、「エコアクシ
ョン２１認証・登録制
度セミナー」を開催。
同制度は、事業
者等が、二酸化炭素や廃棄物の排出量など、環
境負荷を減らしながら併せて経営コストの削減を
図るなど、持続可能な社会の実現を目指してい
くことを目的とした、環境省認定の登録制度です。
当日は、５企業等から８名が参加。環境省策
定のガイドラインに基づき、環境経営のための
仕組み構築や運用、維持のための方策等につい
て、エコアクション２１地域事務局ながさきか
ら派遣の講師の説明に、参加者一同、熱心にペ
ンを走らせていました。
近年、同認証・取得によって、自治体の入札
審査で加点を受けたり、金融機関の低利融資制
度を受けることができるなど、企業のメリット
も広がっております。
両部会では、今後、同認証・取得に向け、来
年３月まで月２回のペースで開催していきま
す。途中からでも結構です。関心がある方の参
加（無料）をお待ちしております。

青年部視察研修を実施
１１月２３日（土）～２４日（日）、鹿児島県で青年
部視察研修を実施しました。
初日は「南九州市商工会」を訪問し、現地の青年
部と事業運営等について懇談。事業実施体制や
若手の育成に加えて、青年部の枠を超え、まちお
こしのＮＰＯを立ち上げて熱心に活動しているという
部員の話も聴くことができ、非常に参考になりまし
た。
翌日は、過疎地域への大型店舗展開と常識にと
らわれない流通形態で成功を収めている「A-Zスー
パーセンター」を視察。地方での事業可能性や長
与・時津における大型店舗との共存等について認
識を深めました。
部員からは、「自分
の商売や青年部活動
に非常に参考になっ
た」との声が聞かれま
した。

“ウルトラＤ” 報告会を

開催しました ！

平成２５年度「商工
会地域振興調査事
業（ウルトラＤ事業）
成果報告会」を１１月
１２日（火）に、本所に
て開催。
本事業は、商工会
が平成２３年度から取り組んでいるもので、今年度
は時津地区の２事業所（美パーマＣa‘Ｍ(美容業)・
㈲ロフト(生花小売業)）、長与地区の２事業所（㈱ロ
ゼハウス(婦人服販売業)・パティスリープランシェ(菓
子製造販売業)）を対象に実施。
専門家には、中小企業診断士の髙橋幸司氏を迎
え、５月２９日の臨店研修を皮切りに１１月１２日の成
果報告会までの約半年間にわたり、店頭、店内に
おける情報発信の強化、店頭看板、ＤＭの見直し
等に取り組みました。
成果報告会では、参加した４店舗からそれぞれ取
り組んだ内容、その成果及び今後取り組むべき課
題等について発表を行いました。
各店舗の報告を聞いて、「手書きのＰＯＰやＤＭ
づくりが参考になった」「自分のお店でも取り入れて
真似してみたい」といっ
た意見が多かったで
す。参加店舗の取り組
みぶりは、各店舗で実
感できますので、是非
一度、お店をのぞいて
みてください。

消費税増税 ！
対策はお済みですか？
現行の消費税（５％）が、平成２６年４月（８％）、
平成２７年１０月（１０％）の二段階にわたり、税率
が引き上げられます。
対策はお済みですか？ 税率の変更に伴い、
企業は様々な対応に迫られています。
表示価格は内税か、外税か？そもそも増税分
を価格に転嫁出来るのか？納税資金をどう確保
するか？など様々な課題が想定されます。
そんなお悩みにお応えし
ます。商工会では、税理士
による「セミナー」「個別
相談会」を開催（詳細は、
別紙チラシ参照。）します。
この機会に是非ご利用く
ださい。
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工業・建設部会視察研修
１１月１４日（木）
工業・建設両部会
では、「人と社会の
豊かな未来を創造
する モノづくりフェ
ア２０１３」（福岡市）
での合同視察研修
を実施。当日は、
総勢１４名が参加。
東北や関東など遠隔地からの企業も多く、大企業
はもとより中小企業からの出展も多数。限られた経
営資源のなか、優れた製品を製作することで、大企
業にもひけをとらない“がんばる中小企業”が数多く
見受けられました。
そのようななか、長崎県内からは、有安オート（平
戸市）の自転車電動バイクや中村輪業（南島原市）
の軽(かる)カー、㈱真人（諫早市）の廃石膏ボードを
リサイクルしたエコパンドなど合計１０社が出展。い
ずれも低価格かつ高付加価値の製品化により目を
見張るものがあり、今後の販路拡大に期待が持てる
ものでした。
モノづくりという、日本の伝統的かつ繊細な技術と
最新技術の融合に接することができ、今後の事業
に役立つことができるのではないかと思われる有意
義な研修でした。

女性部マイタウン
えひめ
子供ビジネススクール
女性部では、長
与小学校６年全
児童（１０６名）を
対象に、今年で
１３年目となるマイ
タウン子供ビジネ
ススクールを開催
しました。
１０月３１日（水）の事前講習会では、マナー講師
の嶋崎慈子氏から、働くための心構えや挨拶などを
学び、１１月９日（金）、長与町内３１事業所での職
場体験にのぞみました。
約２時間の体験でしたが、子供たちは事業所の
方々の熱い思いに感動し、「また働きたい」と話して
いました。
今後も「地域の子供は地域で育てる」という共通意
識のもと、また、地元商店街への利用促進に繋がる
よう、継続していきたいと思います。

商業部会視察研修を
えひめ
実施しました
商業部会では、
１１月２１日（木）～
２２日（金）の ２ 日
間、鹿児島市の
「宇宿商店街振
興組合」と「かごっ
まふるさと屋台
村」の視察研修を
実施し、西岡部会長ほか６名が参加しました。
最初の視察先である「宇宿商店街振興組合」
では、宇宿商店街振興組合の河井理事長から、
①商店街を取り巻く経済環境 ②商店主の意識
と社会的責任 ③集客力強化イベントや取り組
み方法 ④活動事例 ⑤子どもたちとのコラボ
事業などについての取り組みの現状、効果、課
題等を中心に約２時間の説明を受けました。
２つ目の視察先である「かごっまふるさと屋
台村」では、ＮＰＯ法人鹿児島グルメ都市企画
の担当者から、「かごっまふるさと屋台村」を
開発した経緯や、４つのコンセプト（①鹿児島
市の玄関口におけるおもてなしの拠点・観光の
スポット ②鹿児島産品の情報発信拠点 ③
若手企業家の育成 ④中心市街地活性化事業）
に基づく運営、オープン後の効果、課題等につ
いて約１時間３０分の説明を受けました。その
後、屋台村の店舗を案内していただき、活気あ
る姿を直に感じ取ることができました。
２つの視察先とも、人を呼びこむ仕組みづく
りができており、元気で活気のある商店街と屋
台村で、大変参考になる有意義な視察研修でした。

女性部花いっぱい運動
１１月２５日（月）、女性部では、今年も長与支
所前道路沿いに、花苗を植栽する「花いっぱい
運動」を実施しました。
当日は、天気が心配されましたが、開始時間
には雨も上がり、２００株のビオラとチューリ
ップの球根を植えました。
ビオラの花は、小さいけれど花つきがよく、
寒い冬の間も元気に咲いてくれると思います。
年に２回の花苗
の植え付けも今年
で３年目。手際よ
くきれいに植える
ことができるよう
になりました。
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創業６５年 家族で豆腐をつくっています！

安心・安全・安らぎをモットーに ！

㈲金澤食品

スナック来里異夢

豆腐の製造は朝が早く、午前１時から家族総
出で始めます。岩屋山系の伏流水で作る豆腐
は、時津町･長崎市内の給食を中心に、小売店
に卸しています。
お客様に美味しく食べていただくために、原
料の大豆は、商品により種類を変え、日々の温
度・湿度によっては、
水に漬けこむ時間を
変えるなど、衛生管理
にも細心の注意を払
い、丁寧に作っています。
是非、一度、当店の
豆腐をご賞味ください。
住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業時間
定 休 日

時津町元村郷1２９９-３
（８８２）３２２２/（８８２）３９５２
1：００～１1：００
日曜日

第２回

１２月２日（月）

１２月１６日（月）

申込期限 締め切りました
●１月審査会
第１回
日 時
申込期限

１２月６日（金）
第２回

１月８日（水）

１月２０日（月）

１２月２０日（金）

１月１０日（金）

(平成２５年１１月９日現在)
制度の種類
㈱日本政策金融公庫普通貸付

利率(年利％)

長崎県知事表彰
全国商工会連合会会長表彰

日 時

第１回

長与町嬉里郷５３９-６
（８８３）６７０９
1８：３０～２５：００
火曜日

◆永年勤続長崎県知事表彰（敬称略）
商工会が推薦した、同一事業所（会社）に三十年以上
勤続した労働者に同県知事から感謝状が贈られまし
た。受賞者は、山﨑亨（㈱大東エンジニアリング）・
山口正男（㈱イワナガ）・島本治、山岡國夫、杉本保
志、小林敏之、坂本典明、中原豊、田平勝義（以上㈱
鍋順）の9名の方々です。
◆全国商工会連合会会長表彰（敬称略）
商工会事業推進の貢献者として同連合会会長から表
彰状が贈られました。受賞者は、西岡克之（役員功
労）、林田紀子（優良常勤職員）の2名の方々です。

●１２月審査会

住
所
ＴＥＬ／ＦＡＸ
営業
営業時間
時間
定 休 日
受賞者の皆さん、おめでとうございました。

「マル経融資」申込みに係る金融
審査会の開催について（お知らせ）

お客様の安心・安全・安らぎをモットー
に営業させていただいて、はや３０年が過
ぎました。これもひとえにお客様や地域の
方々のおかげだと感謝しております。
これからもお客様がますます笑顔になっ
ていただけるよう
に頑張っていきま
すのでよろしくお
願いします。
可愛いスタッフ
共々ご来店をお待
ちしております。

1.45～3.65％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付

1.60％

県創業バックアップ資金

2.20％

長与町小規模企業振興資金

2.50％

県中小企業経営緊急安定化対策資金

1.80％

県経営安定資金（長期資金）

2.50％

年末年始の休館について
●年末年始は、１２月２８日（土）～１月５日（日）
までお休みとなります。商品券の換金、ゴミ
袋の購入等、お早めに！

