開催日時

内

容

開催場所

12月14日（月）19：00～21：00

金融セミナー
金融機関と上手につきあうために知っておくべきツボ
【講師】(株)しのざき総研 代表 篠﨑 啓嗣

木津川市商工会館

12月18日（金）16：30～19：30

屋台村（夜市）

木津川市商工会本所駐車場

12月19日（土）14:00～15:30

ほんまもんのサービスはこれや！（女性部主催）
【講師】 ㈱日本旅行 添乗員 平田 進也

木津川市商工会館

12月24日（木）18：00～19：30

チャリティーサンタ（木津川市商工会青年部主催）

木津川市エリア

1月20日（水）19：00～21：00

店舗デザインセミナー 店舗レイアウトを変えてお客様の心を
つかむ～売れるお店はここが違う！～
【講師】㈱フェイ・ローデザイン一級建築事務所
専務取締役 中村 真由美

木津川市商工会館

チャリティーサンタ 木津川市商工会青年部主催

サンタに扮した青年部員が、皆様からお預かりしたプレゼントを直接自宅
へお届けいたします。大切なお子さん、お孫さんの特別なクリスマスの思い
出作りをお手伝いいたします。チャリティー金としてお預かりしたお金は、市
内の児童施設にボールやおもちゃなどにかえ、寄付させていただきます。
今回は木津川市全体が対象となっております。Facebookやホームページ
にサンタ事業の様子をのせていきたいと思っておりますので、ぜひご覧くだ
さい。
実施日：平成２７年１２月２４日１８：００～１９：３０まで
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【主 催 】 木津川市商工会 青年部地域ふれあい委員会

◆サンタ事業に関するお問い合わせ：山城支所 ＴＥＬ86-3157
【チャリティーサンタの応募は終了しております】

年末調整が始まります
●本年も、年末調整を行う時期となりました。「年末調整」は、給与の支払
を受ける人の一人一人について、毎月（日）の給与や賞与などの支払の際
に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならな
い税額（年税額）とを比べ、その過不足を精算する手続です。納期限までに
手続きをされますようにお願いします。
納期限：平成28年１月12日（火）「納付の特例」の承認を受けていない源泉徴収義務者
平成28年１月20日（水）「納付の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者
～商工会にて代行をされます方は、お早めに下記書類をご持参ください～
★税務署から送付された書類一式
★源泉徴収簿
★給与明細（給与の支払額が確認できるもの）
★保険料控除証明書（生命保険会社等から送付されたもの）
★社会保険料の納付が証明できるもの（控除証明書、領収書）

発行者

木津川市商工会
木津川市木津南垣外83-3
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年末調整の手数料は下記の通り
となっております。
【従業員お一人につき ５００円】

TEL:0774-72-3801
FAX:0774-72-6564

節税の基礎知識～年末調整・確定申告の節税のために～
●所得税の節税になるものとして以下のものがポイントになります。
1.白色申告から青色申告への変更
① 白色申告から青色申告に変更するだけで、課税所得から最大１０万円の控除が受けられます。
さらに、複式簿記での記帳、確定申告時に貸借対照表と損益計算書を税務署に提出すれば、最大
６５万円の控除が受けられます。
② その事業の専従者(青色事業専従者)を雇うことができ、その給与を全額経費にすることができます。
(青色事業専従者として給与の支払いを受ける場合は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれませ
ん。
③ 「純損失」(利益が赤字)を確定申告することにより、翌年以降３年間にでる黒字金額から差し引くこと
が出来ます。また、今年赤字で、前年も青色申告をしている場合は、今年の赤字を前年に繰戻して、
前年の所得税の還付を受けることが可能です。
④ 未回収の売掛金で、貸倒れになりそうな金額について、当期の決算でその貸倒引当金を費用計上
できます。
２.小規模企業共済への加入

☆小規模企業共済制度は、個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をや
められたり退職されたりした場合に備えて、あらかじめ資金を準備しておく国がつくった共済制度で
す。掛金は、最大月７万円で、年間で最大８４万円の「小規模企業共済等掛金控除」を受けることが
できます。（掛金は毎月千円～七万円の範囲で自由に選ぶことができ(５００円刻み)ます。）
※今年１２月中に契約され一括納付された場合、今年の所得より最大８４万円の所得控除ができま
す。
３.中小企業倒産防止共済への加入
☆中小企業倒産防止共済とは、取引先の倒産の影響を受けて、連鎖倒産や経営難に陥ることを
防止する為の共済制度です。掛金は月額5,000円～20万円で、法人の場合は損金、個人の場合
は事業所得の必要経費に算入することができます。

４.少額減価償却資産の特例を活用する
☆中小企業者等が、減価償却資産のうち、1個(または1組)当たり30万円未満の少額減価償却資産
については、購入・使用開始した年度に一括して経費計上することができます。
(少額減価償却資産の特例を適用できるのは、1年間で、取得価額が合計300万円まで）

５.国民年金の付加年金への加入
☆付加年金は、国民年金に上乗せして納付できる任意加入の公的年金制度です。保険料は月額
400円、年額4,800円の定額で決められており、国民年金受取時に200円×納付月額が毎年プラス
されます。支払った付加年金保険料の全額が社会保険料控除になり、配偶者や子供の代わりに
納めた分も控除対象となります。※国民年金基金と付加年金は同時に加入できませんが、確定拠
出年金(日本版401Ｋ）であれば同時加入できます。
６.国民年金基金への加入
☆個人事業主などの被保険者の為に国が作った、サラリーマン・公務員との年金額の差を
解消するために国民年金に上乗せする２階部分の年金です。掛金の上限は月額68,000円で年額
最大816,000円の社会保険料控除が受けられます。
※これは個人型確定拠出年金(日本版401Ｋ)と合計の掛金の額になります。
※デメリットとして物価スライド制に対応していないので、年金を貰うまでの間に物価が大きく上昇し
てしまった場合、実施的な年金額は下がってしまいます。

平成２８年度入札参加資格審査申請（指名願）受付のご案内
１．測量・建設コンサルタント等業務（追加審査）
入札参加資格有効期間：平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日までの１ヶ年
２．物品・役務の供給等（追加審査）
入札参加資格有効期間：平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日までの１ヶ年

木津川市

３．建設工事（定期審査）
入札参加資格有効期間：平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日までの２ヶ年
※１．２については追加審査ですので、現在資格を有している方は申請の必要がありません
申請期間は平成２８年２月１日（月）から同年２月２９日（月）午後５時（必着まで）
※ただし、土曜日・日曜日・祝日は除く。
☆詳しい内容は、市ホームページの「入札・契約情報」から『平成28年度入札参加資格審査』をご
覧下さい。申請様式などはそちらからダウンロードしていただくか、商工会までお越しください。用
紙をお渡しさせて頂きます。

福祉共済「生命」保障わくわく・ドキドキご当地名産品プレゼントキャンペーン
キャンペーン期間中に全国商工会会員福祉共済「生命」保
障（以下、福祉共済「生命」保障）に加入すると、日本各地
の隠れた銘品やこだわりの逸品が購入できる

「ニッポンセレクト」のギフトカード
「3,240円（税込）」相当が、
毎月抽選で当たります☆

《１．対象契約》
キャンペーン対象期間に契約を開始する場合、
概ね2ヶ月以上前に加入手続きが必要となりま
す。
詳しくは最寄りの商工会へお問い合わせくださ
い。
《２．対象者》
上記期間中に福祉共済「生命」保障に新規加入
された加入者
《3．応募方法》
上記期間中、新規にご契約いただくと自動的に
応募になります。

《プレゼント商品》
日本各地の隠れた銘品やこだわりの逸品が購入
できる「ニッポンセレクト」のギフトカード
「3,240円」を、キャンペーン期間中合計180名の
方にプレゼントします。
《抽選・発表》
毎月1日契約者に対して、厳正なる抽選を行いま
す。
賞品の発送は、契約日の属する月の下旬になり
ます。当選者の発表は、賞品の発送をもって代え
させていただきます。

年末の「経営相談窓口」を設置します
商工会では、「年末の経営相談窓口」を設置し、会員事業者様や小規模事業者様からの資金繰り相談や既
存の借入返済相談等の金融相談を実施いたします。
期

間： 平成２７年１２月２１日（月）～平成２７年１２月２８日（月）《土日祝日を除く》

開設時間： ８時３０分～１８時３０分

★商工会までお問い合わせください

３地区の秋祭り ～木の津まつり・やましろまつり・かもまつり～
●３地区の秋祭りが開催されました。至らぬ点も多々あったと思いますが、何事もなく無事に終えることができました。以
下、各まつり担当者からのコメントを載せさせていただきます。

１１月１日(日)晴天に恵まれた木の津まつりは、約１５，０００人の来場者にお
越し頂きました。今年は、青年部が主体となりハロウィンで統一感を出し、来場
者も出店者も仮装を楽しみました。この写真は、木津中学校生５０人の吹奏楽
部のステージの様子です。沢山の方々がステージを楽しまれている姿を見て、
改めて嬉しく思っております。遠方から毎年出店下さる、京丹後市久美浜まる
ごとうまいもの市、木津川市の各種団体や出店者の皆様など、このまつりにご
参加、ご協力頂いた方々に心よりお礼を申し上げます。

今年は１０月３１日・１１月１日の２日間、木津川市文化協会文化祭と同時
開催で行いました。１０月３１日は多くの方にハロウィンの仮装でご来場いた
だき、会場を盛り上げていただきました。青年部のステージも、来場者が一
緒に参加して大人も子どもも楽しめるものになりました。皆さまのご協力によ
り、成功裡に終えることが出来ましたことに深く感謝申し上げます。
出店いただきました事業所様におかれましては、日々のご商売が継続発展
されることを願ってやみません。
２日間とも好天に恵まれたかもまつりは、２日間来場者約15,000人をお迎え
することができ、会場全体をハロウィンとすることで主催者・出店者・出演者・来
場者が一体となったまつりとなったと思われます。それは、ホームページや
Facebookを利用したり、ＫＢＳ京都テレビによる告知も行い昨年以上の成果を
出すことができました。また、まつりのテーマをハロウィンに徹底した成果による
ものもあると思います。さらに、このような取り組みを評価していただき、ＫＣＮ
京都による２週間にわたる放映をしていただくことができました。このように、主
催者だけでなく参加する者すべてが主人公となれるまつりの実施に向けて、
次年度以降にも弾みがついたと感じています。

プレミアム第１弾の抽選
日

時

： 平成２７年11月１０日 午後２：００に抽選いたしました。

抽選方 法： 各応募はがきから無作為に抽出

応 募 数 ： Ａコース 旅行券１０万円 １,２６４枚 ２本
Ｂコース 旅行券 ５万円 １,５６３枚 ４本
Ｃコース ＵＳＪペアチケット１,１２２枚 ２０本

～平成２７年１１月１０日 抽選の様子～

プレミアム商品券事業について
１１月２５日現在までに、￥245,232,500円のプレミアム商品券が換金されました。(発行総額３億３千万円）

商工会だよりがパソコンで読めます

自宅のパソコンで

商工会だよりを

商工会だよりがパソコンで読めるようになりました。
あなたのパソコンに毎月、商工会だよりをお送りいたします。
講習会日程情報や補助金情報など役立つ情報が盛りだくさん！
☆いち早くを読んじゃおう！
商工会だよりをいち早くチェック！
商工会だよりをメールで送付を希望される方は木津川市商工会までご連絡ください。
※木津川市商工会ホームページでは過去の商工会だよりが読めます。

木津川市商工会

山城支所
木津川市山城町上狛北的場１５
TEL：86-3157 FAX:86-4064

加茂支所
木津川市加茂町里南古田２４
TEL:76-2970 FAX:76-7211

