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志免町商工会商工会だより
第23回志免町商工会通常総代会

第1号 議案　平成２６年度事業報告及び収支決算書・
　　　　　　貸借対照表及び財産目録承認の件
第2号 議案　平成２７年度事業計画、収支予算決定の件
第3号 議案　借入金最高限度額及び借入先決定の件
第4号 議案　志免町商工会定款の一部改正の件
　１．商工会定款（別表）の総代の地区割表及び業種割の定数改正
　２.全国商工会連合会と福岡県商工会連合会との役員改選時期
　　の統一に伴う定款の一部改正
　３．青年部員の年齢制限の引上げに伴う定款の一部改正
第5号 議案　役員補欠選任の件（青年部長交代による役員補欠選任の件）

すべての議案は原案通り承認可決されました。

　平成27年5月22日（金）、志免町商工会におきまして第23回通常総
代会が開催されました。総代会の中で永年勤続従業員表彰をおこない
有限会社 松活 橋本 良（ハシモトツカサ）様を表彰いたしました。
　また、青年部部長の交代に伴い、新理事として青年部長 南里崇志 氏
が理事に就任いたしました。

①商工会組織強化
　会員巡回キャンペーン実施（役職員・総代）
　組織強化（会員増強・財政の安定化）
　会員ネットワーク構築への研究
②小規模企業の経営革新・創業支援の強化
③新事業推進事業による志免町特産品の開発、逸店逸品運動
　の推進
④商工まつりによる地元消費者への謝意、新年賀詞交換会の実
　施による地元企業間の交流促進を通じ地域振興へ寄与する
⑤中小企業の情報化支援と広報の充実
⑥商工振興委員等による経営改善普及事業の推進
⑦企業及び、その従業員への各種講演会、研修会を開催し、
　企業力支援
⑧貯蓄共済・全国商工会会員福祉共済事業による会員福祉増進
⑨志免町プレミアム商品券発行事業
⑩経営発達支援計画の推進
⑪産業競争力強化法に基づく志免町との連携による創業支援
　事業計画の策定および実施

事業実施予定時期について
◆志免町プレミアム商品券発行（6月27日）
◆会員向け（経営者：従業員さん）
　レクリエーションの開催（7月20日）
◆労働安全衛生法による健康診断
　（10月下旬から11月中旬）
◆商工まつり、し～麺グランプリ
　（11月1日：会場シーメイト）
◆新年賀詞交換会の開催
　（平成28年1月下旬）

各事業、セミナー開催、企業
者向け各補助金等の情報は
志免町商工会ホームページ
（表紙のＱＲコード）、フェイス
ブックでご覧になれます。

平成27年度の重点事業項目
懇親会 伴会長あいさつ 世利町長あいさつ

従業員表彰
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志免町商工会マスコットキャラクター
しめたもんの志免町PR日記

【志免ブランド認定審査会の開催の巻】【志免ブランド認定審査会の開催の巻】

【第7回志免ブランドフェアの巻】【第7回志免ブランドフェアの巻】

【筑後船小屋よかよかまつりの巻】【筑後船小屋よかよかまつりの巻】

　3月20日～22日までの3日間、イオン福岡東店さん協力のもと
「第7回志免ブランドフェア」を開催したたもんよ。
　今回は4つのお店（創作寿司割烹しめ寿し・㈱みやび・ベーカリー
アーリーモーニング・フジマサ醤油）が出店したたもん。各店自慢
の商品に大勢のお客様が立ち止まり、購入されていたたもんよ。
地元商品のPRにつながったはずたもん！

　3月23日（月）に志免ブランド認定審査会を開催したたもんよ。今回5事
業所の7商品の申込みがあったたもん。
　この厳しい審査を合格したのが、3事業所の４商品たもん！今回認定され
た志免ブランドの商品は僕がしっかりとＰＲしていくたもんよ。

　3月14日（土）、JR筑後船小屋駅で開催された『筑後船小屋よかよかま
つり』にベーカリーアーリーモーニングさんと一緒に参加してきたたも～
ん♪
　筑後市が新幹線開通４周年を記念して開催したイベントで福岡県内の
ゆるキャラがたくさん出場したたもんよ。
　イベントではゆるキャラのみんなと一緒に、【ようかい体操第一!】や【恋
するフォーチュンクッキー】を踊ったたもんよ。
　また、【ゆるキャラグランプリ2012】でグランプリを獲得したバリィさん

と記念撮影を撮ることができたたも
ん。しめたもんもあの人気にあやかり
たいたもんよ。
　筑後市では志免ブランドに認定さ
れたベーカリーアーリーモーニングさ
んの【石炭あんぱん】と一緒にた～っ
ぷりと志免町の魅力をPRしてきたた
もんよ。

❶ベーカリーアーリーモーニング
　…石炭あんぱん
❷相撲料理 若杉山
　…ごま風味 博多漬け丼のたれ
❸㈲寿司割烹大吉…くろダイヤ巻き
❹㈲寿司割烹大吉…高菜地産マキ

❷

❹

❶

❸
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商工会からのお知らせ

平成２８年１月から
マイナンバー（社会保障・税番号）
制度が始まります。
マイナンバー制度が、はじまるとどうなるの？

1

2

3

4

5

●労働保険年度更新のお知らせ
　平成27年度の労働保険年度更新の手続期間は、6月
1日（月曜日）から7月10日（金曜日）までです。事業主の
みなさまには、この期間中に労働保険料等の申告と納付
の手続きを行っていただくようお願いいたします。
　労働保険料等の申告と納付の手続は、最寄りの銀行・
郵便局等の金融機関の窓口、労働基準監督署又は福岡
労働局総部労働保険徴収課で行うことができます。ま
た、電子申請や郵送で行うこともできます。

平成27年度から、
労災保険料率及び労務費率が変わります。
詳しくは厚生労働省のHPでご覧いただけます。

「年度更新手続」に関する詳しい内容につきましては、県
下各労働基準監督署又は福岡労働局総務部労働保険徴
収課までお問い合わせください。

•お問い合わせ先
 福岡労働局総務部労働保険徴収課
 ☎092-434-9833

マイナンバーとは？？
 国民一人ひとりが持つ12桁の個人番
号のことです。マイナンバー制度は、複
数の機関に存在する個人の情報を同
一人の情報であるということの確認を
行うための基盤であり、社会保障・税制
度の効率性・透明性を高め、利便性の
高い・公平公正な社会を実現するため
の社会基盤（インフラ）です。
※法人には法人番号が通知されます。

事業者にも制度の影響はあるの？
 平成２８年１月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用がはじ
まります。
　それに伴い事業者も、税や社会保険の手続きで、従業員などのマ
イナンバーを取り扱います。

マイナンバーの安全な管理のため
に必要なことは？
　マイナンバーは、個人情報保護のために、
その管理に当たっては、安全管理措置など
が義務付けられます。

具体的なガイドラインはあるの？
　マイナンバーの取扱について法律が求
める保護措置及びその解釈について、具体
例を用いて解説したガイドラインを用意し
ています。
　「特定個人情報の適正な取扱いに関する
ガイドライン（事業者編）」など、特定個人
情報保護委員会のサイトにて、ご確認くだ
さい。

どんな準備が必要なの？
 組織体制やマイナンバー利用開始までのスケジュールを検討し、対
応方法を決定してください。
具体的には・・・
●マイナンバーを適正に扱うための社内規程づくり（基本方針・取扱
規程の策定）

●マイナンバーに対応したシステム開発や改修（人事・給料・会計シ
ステム等への対応）

●特定個人情報の安全管理措置の検討（組織体制・担当者の監督・
漏えい防止・アクセス制御など）

マイナンバーの取扱いの注意点は？
 事業者にも特定個人情報（マイナンバーをその内容に含む個人情
報）の適正な取り扱いが求められます。マイナンバーは法律で定め
られて範囲以外での利用が禁止されます。
●マイナンバーの利用範囲
　法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定
されます。
●マイナンバーの提供の要求
　社会保障及び税に関する作成事務を行う必要がある場合に限っ
て、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。

●パートタイム労働法が変わりました。
　平成27年4月1日から、パートタイム労働者の公正な待遇
を確保し、納得して働くことができるようにするため、パート
タイム労働法（短時間労働者の雇用管理の改善等に関する
法律）や施行規則、パートタイム労働指針が変わります。

主な改正のポイントは次のとおりです。
①パートタイム労働者の公正な待遇の確保
・正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者
の対象範囲の拡大
・パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる
場合は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事業を
考慮して、不合理と認めるものであってはならない
②パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
・パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改
善措置の内容について、事業主が説明しなければならない
③パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
・雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主が、厚
生労働大臣の勧告に従わない場合は、厚生労働大臣は事
業主名を公表することができる。

・パートタイム労働法に関するお問い合わせ
 福岡県労働局雇用均等室　☎092-411-4894
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本年4月より青年部長に就任した南里崇志です。
これから2年間青年部長として、また、商工会理事として志免町
の商工業発展に尽力してまいりますのでよろしくお願いします。

第6回志免町商工会青年部
チャリティゴルフ大会開催

　５月２５日（月）、福岡レイクサイドカントリークラブにおきまして第6回志
免町商工会青年部チャリティゴルフ大会を開催致しました。
　当日は、218名もの方にご参加いただき、大変白熱したプレーが行わ
れました。参加者、協賛者ほか、今大会に
ご協力いただいたすべての皆様に心よ
り御礼申し上げます。
　なお、チャリティホールによりお預かり
しました寄付金にて、志免町内の介護等
福祉施設に車椅子を寄贈させていただ
きます。

第6回志免町商工会青年部チャリティゴルフ大会協賛社様一覧（順不同、敬称略）
ご協賛社名

アーリーモーニング
㈲相部設備工業
あおぞら整骨院
㈱あおやぎ
as
achieve
有吉建工
al Lupo!
㈱アルファ
㈲アンツ
居酒屋 肴也
居酒屋 なすび
居酒屋 ふくろう
㈲石原機工
泉屋酒販㈱
稲永 義信
㈱岩切
インテリアよしゆき
魚杳
内山自動車
内山米穀店
㈱エスエス
X-HOUSE
江藤税理士事務所
㈱NGP
ゑびす
恵比寿薫
恵比須饅頭
エムパック
LSCサービス㈱
えんまくん
大場ラジオ商会
お茶の大円
オフィスエムイー
Car Network First
そば処 かかし
隠れ家じゃっきー
椛島グリーン
樺島工業
Café Zelva
cafe nine hakatanomori

亀岡プロパン
亀山プロパン
川崎建設㈱
㈲清原印刷
キリンマジック
くすりのタケハラ
グランドゼロ
クリエートワン
栗山土地家屋調査士事務所
㈲黒瀬建設
権丈、板金工業所
㈲古万里
㈱佐賀銀行 志免支店
㈱サカグチホールディングス
㈲相良建設工業
㈲三福工業
ＣＲ７
㈲重登
實﨑ウィード・プリベント
しめ寿し
しめ手羽
志免町社会福祉協議会
ジモコムかすや
真工業
新堀 徹
㈲真和土地
㈲須恵塗装工業
㈲寿司割烹大吉
スナック 艶
スナック ジール
スナック レトロ
㈱スポーツの文巧堂
Sumiyaki Dining さくら
セブンイレブン志免西小学校前店
㈱ゼンケン
大煙
㈲大耕建設
㈱大興
タイセイゴルフセンター
高嶋整体院
㈱たかた商会

高山文具店
宝プロパンガス㈱
ダスキン志免
たびっとくんツアー
ぢどり屋 いし田
ちんとんしゃん
つつみミシン
つねさん
つめかいなたこかいな瓜
㈲ディー・グラント
㈱ＴＭ工業
デリカ食品㈱
㈲東部環備
ドルチェ
㈲長崎屋ミート
NATURA
鍋処 美食旬彩 さくら
南里園芸
南里造園土木
㈱南里不動産商事
日栄プロパン
ニック・リバース
直方自動車商事㈱
博多 若杉
白龍ラーメン
㈲はたもと商店
パティスリーカプリス
花ののぐち
花ののぐち迎田公園通り店
濱﨑工務店
晴る家
㈲板金屋
㈲ピープルライン
百済塗装店
ピュア調剤薬局
裕英うどん
風林火山２号店
㈱福岡銀行 志免支店
福進自動車
㈱冨士正醤油醸造元
㈱BLANKEY

㈲堀兄弟運送
㈱前澤電気工業
㈱まつだ
マルキ商事㈱
㈱マルミ吉住組
マルミ不動産（同）
丸山 泰嗣
㈲三谷空調
㈱ミルテック
明秀苑
㈱メトコス
めん家 鉄
もつ鍋 茶びん
YAKITORI 善
焼肉料理 うし大臣
焼肉 ニューモランボン
焼肉 みらく
山崎合同司法書士事務所
悠
よし魚 鮮魚
㈱吉田プロパン
㈲吉原電工社
リラクスペース マーノ
レイクサイドカントリークラブ
若杉山
若杉建設
和合木工
志免町料飲店組合
志免町食品衛生協会
志免町消防団有志一同
志賀商工会青年部
古賀市商工会青年部
宇美町商工会青年部
篠栗町商工会青年部
須恵町商工会青年部
新宮町商工会青年部
久山町商工会青年部
粕屋町商工会青年部
志免町商工会青年部OB会
志免町商工会
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上記会員さんの中から、3事業所をご紹介します。

新会員さんご紹介（26年9月～27年4月加入）
田富・吉原
　㈲アンツ
　岡部電化サービス
志免A
　桃家
　吉木工業
　リラクゼーション かなさん堂
　UENO SAKURAGI LABO
志免B
　Cafe nine hakatanomori
　家伝料理 はな
　ガルズバーグ

　桜丘法律事務所
　Snack ＣＲ７
　スナック スマイル
　トータルビューティーサロン こすもす
　博多ＤＯＮ’ｓ屋
　福七 中華料理　
　福島軽運送
　メンバーズ 希美
　るれーぶ
南里
　（大神 良藏）
　ナカニワ電気

　ニコニコハート㈱
　㈱ハッピーホーム
　藤本指圧マッサージ治療院
　㈲山下工務店
別府
　㈲アシスト
　㈱エム・アール・イー志免支店
　㈱岡本工務店
　久田設備
　合同会社 NEXT FLIGHT
鏡・御手洗
　㈲山村電業

町外
　朝日消毒㈱
　ａｃｈｉｅｖｅ
　㈱エイコー
　Ｎ工房
　三宮紀彦公認会計士・税理士事務所～あやの会計
　㈱ヘキムラ興産
　㈲ヤマムラ建設

①㈲山下工務店
②山下　登　③建設業
④志免町南里2-22-16　⑤937-2488
⑥ 
⑦「地域密着」をモットーに頑張っております!!
　簡易補修・困り事等連絡お待ちしております!!

①福七　中華料理
②周　強　③飲食業
④志免町志免4-13-5　⑤936-6688
⑥http://shimeshoko.or.jp/archives/fukushichi/
⑦各種宴会・歓送迎会・忘新年会承ります。お客様のご予算
　に応じて対応させていただきます。お気軽にご相談下さい。

①事業所名 ②代表者名 ③業種 ④住所
⑤電話番号 ⑥HP,ブログ等 ⑦一言PR

平成27年4月末現在 919名
入会者37名／脱会者38名

会員加入状況

①三宮紀彦公認会計士・税理士事務所～あやの会計
②三宮紀彦　③税理士業
④福岡市博多区浦田1-11-11 第3元木ビル
⑤0120-685-337 ⑥http://www.srk-sogo.com
⑦経営に関するアドバイスの他、補助金申請や資金繰り
　対策にも強い税理士です。お気軽にお問合せください。

消費税簡易課税制度の
みなし仕入率の改正
（金融業・保険業・不動産業）
について

税務相談のお知らせ税務相談のお知らせ
日時　毎月第2第4木曜日 １０時～１６時
場所　志免町商工会館
　　　※相談無料 事前予約が必要です。窓口・電話にてお申込み下さい。

法律相談のお知らせ法律相談のお知らせ
毎月１回、法律相談を開設致しました。
事業経営上また個人的な法律上の問題
についてご利用下さい。
日時　6月24日（水） １３時～１５時　
場所　志免町商工会
　　　高橋 健太郎  弁護士、葛西 俊宏 弁護士がご相談に応じます。
　　　※相談無料 事前予約が必要です。窓口・電話にてお申込み下さい。

顧問税理士のご紹介
名前　小園 一紀（こぞのかずのり）税理士
職歴　昭和46年 福岡国税局入局～平成24年7月退職
　　　（主に個人課税を担当）
趣味　家庭菜園・ボーリング
一言 この度、九州北部税理士会

香椎支部から派遣されまし
た。税理士の小園でござい
ます。志免町商工会の小規
模事業者の皆様の税務相
談・申告相談等に従事させ
ていただくことになりまし
た。会員の皆様の経営向上
等の一助となるよう頑張り
ます。よろしくお願いします。

改正前 改正後
業種区分の変更

第一種事業（90％）
卸売業

第二種事業（80％）
小売業

第三種事業（70％）
農林水産業・鉱業・建設業・製造業

第四種事業（60％）
料理飲食業等・金融業及び保険業

第五種事業（50％）
運輸・通信業・サービス業・不動産業

第一種事業（90％）
卸売業

第二種事業（80％
小売業

第三種事業（70％）
農林水産業・鉱業・建設業・製造業

第四種事業（60％）
料理飲食業等

第五種事業（50％）
運輸・通信業・サービス業・金融業及び保険業

第六種事業（40％）
不動産業

簡易課税制度のみなし仕入率が、次のとおり改正されました。 
・金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ
 （みなし仕入率60%⇒50%） 
・不動産業が、第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ
 （みなし仕入率50%⇒40%）
【適用開始時期】 
平成27年４月１日以後に開始する課税期間から適用されます。
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志免町で買い物するなら

商品券取扱加盟店216店舗で使えます!
がお得!!

プレミアム商品券と住宅リフォーム工事券の2種類発売!! この機会をお見逃しなく!!
6月27日（土）10時より発売開始!!

志免町
プレミアム
商品券

プレミアム商品券
住宅リフォーム
工事券

10,000円で販売!!

2,000円お得!! 10,000円お得!!

（500円×24枚綴りの商品券）
※商品券は16枚のA券と8枚のB券のセットです。
　A券は全てのプレミアム商品券取扱い店で使用できます。
　B券は大型店では使用できません。

■ 使　用　期　間／販売開始～平成27年12月26日まで
■ 利用限度額／1回のお買い物につき60,000円まで
■ 購　入　制　限／1名あたり50,000円まで（10,000円単位）

販売元／志免町商工会　後援／志免町　　この事業は「地域住民生活等緊急支援のための交付金」を活用しています。

12,000円分
の商品券を
購入時の
ご注意

50,000円で販売!!
※ご購入はご本人様かご家族様に限ります。
※購入の際には裏面の「住宅リフォーム工事券購入申込書」
　を提出いただきます。

■ 使　用　期　間／販売開始～平成27年12月26日まで
■ 利用限度額／期間中600,000円まで
■ 購　入　制　限／1世帯あたり500,000円まで（50,000円単位）

60,000円分
の商品券を
購入時の
ご注意

使用できる
具体例

●自己が居住する物件の（住宅リフォーム工事、内装、畳、便所、台所、風呂、水回り、内・外壁の塗装工
　事、壁、屋根、車庫、造園、土木、測量、下水道工事、太陽光発電・オール電化・床暖房）工事などです。
●1世帯で、複数の工事を抱き合わせてもOKです！
　（施工が伴うものに限るため、エアコンを購入し設置するようなものは、本券の対象外です）

総額
２億6,400万円分

発行!!

総額

3,600万円
分

発行!!

※上記の店舗では「B券」は使用できません。

◆6月27日（土）、28日（日）の２日間のみ 販売時間：10時～16時
　志免町民センター（ロビーにて）志免町役場横
◆6月29日（月）以降（平日のみ） 販売時間：10時～16時
　❶志免町商工会
　❷志免町ふれあいセンター2F（6月29日（月）～7月3日（金）までの期間限定）

商品券参加大型店プレミアム商品券・住宅リフォーム工事券販売場所
・DCMダイキペット＆グリーン福岡東店
・ジョイント志免店　・イオン福岡東店
・ホームプラザナフコ志免店、粕屋店
・マミーズ志免店　・ベスト電器志免店
・マルキョウ志免店　・マルショク空港東店
・ザ・ビッグ福岡空港東店　・ダイレックス志免店
・ヤマダ電機テックランド福岡志免本店
・スーパーセンタートライアル福岡空港店
・ハローデイ志免店売切れ次第終了となります。

※両日とも販売額に限りがありますのでお早めに
　お買いもとめ下さい。
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