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志免町商工会商工会だより
＼志免町の“美味しい”を応援しよう！／

#しめエール飯
飲食店応援リーフレットを発行しました！

＼志免町の“美味しい”を応援しよう！／

#しめエール飯
飲食店応援リーフレットを発行しました！
　当会と志免町飲食店組合の協力連携のもと、町内飲食店
をより一層PRするためにリーフレットを制作しました。リーフ
レットには町内飲食店65店の情報が掲載されており、お得な
クーポンもついています。巡って！食べて！町内飲食店を応援し
ましょう！（リーフレットは10月の広報しめに折り込み及びリー
フレット掲載店舗に設置しております。また、志免町商工会HP
からもご覧いただけます。）
　#しめエール飯ハッシュタグキャンペーンを行いました。志
免町商工会SNSをフォローし、リーフレットに掲載されている
飲食店の料理等の写真と2つのハッシュタグ「#しめエール
飯」＋「#お店の名前」で投稿された方の中から抽選で商品
券をプレゼントいたします。(当選者の方には12月中旬までに
メッセージ等にて当選通知を送ります。)
キャンペーンの応募は終了しましたが、引き続きSNSに投稿し
て志免町の“美味しい”を盛り上げましょう！
　9月30日(水)志免町飲食店組合の方々と町長室を訪問し
リーフレット完成のお知らせをしました。

手前左から ≪大西組合長  世利町長  伴会長≫
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日時／令和2年12月8日（金）、令和3年1月22日（金）、令和3年2月19日（金）、令和3年3月19日（金）
　　　10時～17時(1件2時間程度)※上記以外の相談日でも相談可能ですので、まずはご連絡ください。
対応／福岡県商工会連合会　共済推進課

保険の無料診断してみませんか？ あなた・ご家族・会社にとって最適な保険を専門家よりアドバイスいたします。
(加入を強制するものではございませんのでご安心ください)

保険の無料個別診断

志免町プレミアム商品券 発行しました！

法律相談・働き方改革相談のお知らせ
商工会では毎月、法律相談を1回、働き方改革相談を2回、無料にて開催しております。
事業経営上また個人的な法律・働き方改革についてご相談ください。

■法律相談

■働き方改革相談

町外への顧客流出を防止するとともに町内の消費需要を喚起することにより、町内商工業の活性化を図るため
総額1億2千万円発行しました。

※使用・換金期限のお知らせ
　使用期限：令和3年2月28日(日)
　換金期限：令和3年3月12日(金)
　期限が過ぎた商品券は使用・換金できません。
　お早めに期限内での使用・換金をお願いします。

お楽しみ抽選付きクーポン券 発行しました！
毎年開催しております「商工まつり・し～麺vsし～1グランプリ」は、ご来場さ
れる町民の皆さまや出店者の安全を第一に考え、今年の開催を中止いたしま
した。この取組みはコロナ禍を乗り越えて、来年は「商工まつり・し～麺vsし～
1グランプリ」を盛大に開催できるよう、皆さまにたくさんお買い物していた
だき志免町のお店を元気づけて盛り上げていきたいという主旨で総額200万円発行しました。
※使用・換金期限のお知らせ
　使用期限：令和3年2月28日(日) ★お楽しみ抽選に応募される場合：令和2年12月31日(木)
　換金期限：令和3年3月12日(金) ★お楽しみ抽選対象分：令和3年1月15日(金)
　期限が過ぎたクーポン券は使用・換金できません。お早めに期限内での使用・換金をお願いします。
●お楽しみ抽選について
　抽選の発表は当選者への発送をもってかえさせていただきます。
　景品の発送は令和3年2月上旬を予定しております。

日時／令和2年12月23日（水）、令和3年1月27日（水） 13時～15時(1件30分程度)
対応／葛西 俊宏 弁護士・神田 典明 司法書士
日時／令和2年12月11日（金）・25日（金）、令和3年1月8日（金）・22日（金）
　　　10時～12時・13時～16時（1件1時間程度）
対応／働き方改革推進支援センター　社会保険労務士

事前予約が必要です。電話・窓口にてお申し込みください。

有効期限：令和3年2月28日（日）まで

¥500

●この商品券は表記期間中に限り加盟店取り扱い商品とお引換えいたします。
　但し、公共料金の支払い・商品券・ギフト券・宝くじ・たばこ・印紙等
　一部ご利用できないものがあります。店頭でおたずね下さい。
●この商品券は現金との交換及び返金はできません。お釣り銭の支払いもできません。
●この商品券は火災盗難紛失又滅失等の場合当会は責任を負いかねます。
●この商品券は「商品券取扱い店」のノボリがあるお店でご利用できます。
●この商品券は下記の大型店等では使用できません。（7/16現在）
・ イオン福岡東店　・ 家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ福岡志免本店　・ ザ・ビッグ福岡空港東店　・ サンドラッグ志免店
・ ジョイント志免日枝店　・ スーパーセンタートライアル福岡空港店　・ ディスカウントドラッグコスモス志免店、福岡空港東店、南里店
・ ドラッグストアモリ空港東店　・ ㈱ハローデイ志免店　・ ベスト電器志免店　・ ホームプラザナフコ粕屋店、志免店　・ ㈱マルキョウ志免店

志免町公式キャラクター
「シメッチャ」

志免町公式キャラクター
「シメッチャ」

有効期限：令和3年2月28日（日）まで

¥500

●この商品券は表記期間中に限り加盟店取り扱い商品とお引換えいたします。
　但し、公共料金の支払い・商品券・ギフト券・宝くじ・たばこ・印紙等
　一部ご利用できないものがあります。店頭でおたずね下さい。
●この商品券は現金との交換及び返金はできません。お釣り銭の支払いもできません。
●この商品券は火災盗難紛失又滅失等の場合当会は責任を負いかねます。
●この商品券は「商品券取扱い店」のノボリがあるお店でご利用できます。
●この商品券はすべての加盟店で使用できます。

志免町公式キャラクター
「シメッチャ」

志免町公式キャラクター
「シメッチャ」

クーポン券の有効期限：令和3年2月28日（日）まで

¥200

クーポン券の裏面に必要事項をご記
入のうえ、令和2年12月31日までに
ご利用された方の中から、抽選で50
名様に豪華景品が当たります。発表
は発送をもってかえさせていただき
ます。（2月上旬予定）

事前にミシン目に沿って切り離してからご利用ください。

志免町商工会
マスコットキャラクター「しめたもん」

お楽しみ抽選に
応募を希望される方は、
裏面をご覧ください！

お楽しみ抽選付き
クーポン券を使って、
豪華景品をゲットしよう！

志免町商工会
マスコットキャラクター「しめたもん」

クーポン券は現金で500円以上のお買い物
につき、１枚ご利用できます。志免町プレミ
アム商品券とは一緒にご利用できません。
詳しくは、クーポン券の裏面をご覧ください。
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新型コロナウイルス感染症 各種支援策について
※詳細は各お問合せ先まで

●持続化給付金
対象者：売上が前年同月比50%以上減少している月がある事業者
申請期日：令和3年1月15日まで
お問合せ先：0120-279-292　https://www.jizokuka-kyufu.jp/

●家賃支援給付金
対象者：売上が前年同月比50%以上または連続する3か月の合計で前年同期比30%以上減少している月があり、
　　　 事業用の土地・建物の賃料を支払っている事業者
申請期日：令和3年1月15日まで
お問合せ先：0120-653-930　https://yachin-shien.go.jp/

●福岡県家賃軽減支援金
対象者：家賃支援給付金の給付決定を受けた県内の事業者
申請期日：令和3年2月28日まで
お問合せ先：0570-010833　https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/yachin-keigen-fukuoka.html

●中小企業経営革新実行支援補助金（コロナ緊急対策）
対象者(すべてに該当)：①県内の中小企業者　②経営革新計画の承認を受けている(申請中含む)
　　　　　　　　　　③新型コロナウイルス感染症の影響で売上が前年同月比15%以上減少し、その後2か月
　　　　　　　　　　　間を含む3か月の売上が前年同期比15%以上減少すると見込まれる
補助率：対象経費の3/4
補助金額：上限50万円
補助対象：新規事業に必要な経費
申請期日：補助金予算額に達するまで
お問合せ先：092-643-3449　https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/keieikakushin-jikkoushien.html

●中小企業経営革新実行支援補助金（感染防止対策）
対象者(すべてに該当)：①県内の中小企業者　②令和2年度に経営革新計画の承認(変更)を受けている(申請中含む)
補助率：対象経費の3/4
補助金額：上限50万円
補助対象：感染防止対策に係る経費(国･県･町等の感染防止対策に係る補助金と重複申請していない経費)
申請期日：補助金予算額に達するまで
お問合せ先：092-643-3449　https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/keieikakushin-jikkoushien-kansenboushi.html

　公的金融機関（日本政策金融公庫、商工組合中央金庫など）による「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等の特別
利子補給の対象となる貸付により借入れを行った方のうち、一定の条件に該当する方は、ご融資から最長3年間にあた
る利子相当額の助成を受けることができ、実質無利子となります。
　対象の方は日本政策金融公庫などから郵送された申請書類に必要事項をご記入の上、事務局（中小機構運営の特別
利子補給制度事務局）宛て専用封筒にて令和3年12月31日(当日消印有効)までにご郵送ください。

お問合せ先：新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局　0570-060515（平日・土日祝日 9時～17時）
※金融機関にてご融資を受けた方は、各制度融資によって取り扱い方式が異なりますので、詳細はご融資を受けた金融機関へお尋ねください。

新型コロナウイルス感染症 特別利子補給助成金の申請はお済ですか？

（日本政策金融公庫）のご案内 ご融資額３５０万円以内
（お子さま１人あたり）国の教育ローン

【ご相談・お問い合わせは】
教育ローンコールセンター 0570-008656（または 03－5321－8656） 詳しくはWebで！ 国の教育ローン 検索

高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。
お子さま１人につき350万円以内を、固定金利（年1.68%（令和2年11月2日現在））で利用でき、在学期間内は利息のみのご返済とすることができます。
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福岡県最低賃金額改定のお知らせ福岡県最低賃金額改定のお知らせ 福岡県の最低賃金が次のとおり改定されました。

雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。
問合せ先：福岡労働局労働基準部 賃金室 ☎０９２－４１１－４５７８ ＦＡＸ０９２－４１１－４８７５ ホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/

最低賃金引上げには
「業務改善助成金」を
ご活用ください。

令和2年10月1日から 1時間 842円（1円アップ）

講習会
ぞくぞく開催！

経営力アップ

BCP（事業継続計画）セミナーを開催
　令和２年10月20日（火）志免町立町民センター視聴覚室にて
「BCP（事業継続計画）セミナー　～過去の事例から学ぶ教訓と
BCP策定のポイント～」を開催しました。
　本セミナーでは、MS＆ADインターリスク総研㈱リスクマネジメ
ント第四部 事業継続マネジメントグループマネージャー福井 茂氏
による、中小企業における身の丈にあったBCPの考え方のほか、近
年頻発している自然災害が発生したときに損害を最小に抑え、事業を継続・復旧するための計画の策
定について紹介しました。
　セミナーに参加された方から、“リスクを認識し、BCP策定の必要性を感じました”などBCPへの理解
を深めるセミナーとなりました。

※BCP（事業継続計画）とは
自然災害などの緊急事態に遭遇した場合に、事業資産の損害を最小限におさえ、事業の継続及び早期復旧を可能
とするために、あらかじめ行うべき活動や事業継続のための計画を定めて文書化した計画。

参加事業所の受注力向
上やＰＲ、地域住民の住
まいに関する困りごと
に対応するため広報誌
を作製し、12月号の町
広報誌へ折り込み周知
します。

商工会会員事業所の事業主・従業員等を対象に
健康診断事業を開催しました。
今年は感染症対策を進め安全確保を行いなが
ら、8月に栄光病院で
4日間、10月に青洲会
クリニックで3日間行
い、多くの方が受診さ
れました。

住まいの工事隊の広報誌を発刊しました！ 健康診断事業を行いました！
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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
【アビスパ福岡 志免町応援デーの巻】【アビスパ福岡 志免町応援デーの巻】
　10月25日(日)ベスト電器スタジアムでアビスパ福岡の公式
戦が「志免町応援デー」として開催されたたもん！志免町の名品
をたくさんひっさげてPRして、アビスパも応援して、試合は見事

勝利したたもん！
　しめたもんはスタジアムに行
けなかったけど、たくさん志免
町をアピールできたたもん！
　今年はコロナウイルス感染
症の影響でイベントが中止にな
る事が多かったから久しぶりの
イベントで楽しかったたもん♪

～税相会員のみなさまへ～
・年末調整について
年末調整関係書類は税務署より送付されています。必要書類にご記入の上、控除証明書等を添付し期限内に商工会へ
ご持参下さい。 令和3年１月7日（木）
・所得税確定申告・消費税申告について
年明け1月中旬より決算指導と申告相談を実施します。関係書類は12月中に発送致します。必要書類等お早めにご準
備頂き、期限内に商工会へご持参下さい。 令和3年1月29日（金）

～消費税申告についてご存知ですか？～
仕入や経費に係る消費税額が、売上に係る消費税額を上回った場合、消費税の還付を受けられる事があります。還付を
受けるには事前に届出が必要となります。令和3年中に設備などの購入を検討されている事業者の方は、令和2年12
月21日（月）までに、商工会へ一度ご相談下さい。

志免町税務相談所からのお知らせ

商工会では毎月、無料で税務相談を2回開催して
おります。事業経営上また個人的な税務の問題に
ついてご相談ください。
税務相談
日時／令和2年12月10日(木)・24日(木)、
　　　令和3年1月14日(木）・28日(木)
　　　10時～12時・13時～16時（1件1時間程度）
対応／田中 馨子 税理士

税務相談のお知らせ

事前予約が必要です。電話・窓口にてお申し込みください。

●年末年始休館のお知らせ
令和2年12月29日(火)～令和3年1月3
日(日)まで商工会館を休館いたします。
(令和3年1月4日(月)から通常どおり開
館いたします。）

商工会からのお知らせ



①株式会社 ヒロトサービス
②岡田 栄一　③引越し・建築業
④志免町別府4-1-3 A-Ⅲ101号
⑤0120-161-035
⑥HP：https://hirotoservice.com
⑦引越・片付け・リフォームなどお家の事ならお任せ下さい！
安さと安心を必ずお届け致します。

①株式会社 アジア開発貿易
②伊藤 裕二　③卸売業
④志免町別府北1-8-20
⑤092-405-0601
⑥HP：http://www.asia-kaihatu.com
⑦弊社では食品の卸売業を主に行っていますが志免町では高齢者向けの配食事業を
通じて、地域に貢献して参ります。

①Carmity
②岩橋 真一郎　③廃車買取・自動車輸出・トゥクトゥク事業
④志免町南里6-22-10
⑤092-935-2782
⑥Instagram：@carmity.ltd
⑦廃車高価買取、オークション代行、輸出を軸に、トゥクトゥクを使ったイベント、送迎事
業をやってます！

①ホテル フロント・イン福岡空港
②沖本 徳史　③ホテル業
④志免町別府2-18-1
⑤092-624-6688
⑥HP：https://hotel-front-inn-fukuoka-airport.jp/
⑦令和2年4月7日オープン。地域の皆様をはじめ、ビジネス・観光でご利用頂けます。
お待ち申し上げます。

①レストラン 悠雅
③飲食業
④志免町大字志免451-1
⑤シーメイト：092-936-8141（「レストラン悠雅へつないでください」と申し出てください。）
⑥LINE：@119unovs
⑦シーメイト館内にあるレストランです。中華料理、韓国料理、お菓子、雑貨などもあ
り、食材の加工も致します。

令和2年11月 志免町商工会だより 第69号

ー 6 ー

新会員さんのご紹介／令和2年6月～令和2年10月にご加入された会員の中から、5事業所をご紹介します。

新会員さんご紹介（令和2年6月～令和2年10月加入）
田富・吉原・桜丘
　山田興建
　雄エクステリア
　J-one
　㈱BEAT
志免A
　レストラン　悠雅
　hair salon you
　モリユース

志免B
　中内工業
　プランニングオフィス・K
　ふくや　志免店
　オフィス One to One
南里
　合同会社　髙橋
　ぐぅ～っと整骨院
　68トレーナーズ
　㈲凛・ビューティーラボ

㈲ジャイロブリッジ
Carmity
別府
　㈱ヒロトサービス
　ホテル フロント・イン福岡空港
　㈱対海食品
鏡・御手洗
　zerotone.sol
　(松本　章吾)
　㈱アジア開発貿易

町外
　(西　完次)(福岡市東区)
　スーパーセンタートライアル須恵店(須恵町)
　第一生命保険㈱福岡総合支社
　福岡空港営業オフィス(福岡市博多区)

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

令和2年10月末現在 937名
会員加入状況
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