内

開催日時

容

開催場所

2月14日（日）～15日（月）

青年部研修旅行

和歌山県湯浅町方面

2月17日（水）19：00～21：00

Webマーケティング SNSを使った販促方法
【講師】㈱アイデンティティブランディング 取締役 大江 祐介

木津川市商工会館

2月18日（木）8：30～11：30

定期健康診断

加茂保健センター

2月19日（金）13：30～16：30

確定申告無料個別相談会

木津川市商工会加茂支所

2月22日（月）
一部14：00～17：00
二部18：00～21：00

売れる仕組みの構築プログラム『4つのステップ』
【講師】3×3JUKE 高田 靖久

木津川市商工会館

2月23日（火）13：30～16：30

確定申告無料個別相談会

木津川市商工会館

2月24日（水）9：00～16：00

確定申告無料個別相談会

木津川市商工会山城支所

2月17日（水）18日（木）19日（金）
⑦10：00～12：00 ⑧13：30～15：30
2月24日（水）25日（木）26日（金）
⑨10：00～12：00 ⑩13：30～15：30

パソコン講習会 【講師】㈱ビクパソネット 柴田 光晴

ビクトリー学院（㈱ビクパソネット）

3月1日（火）13：30～16：30

確定申告無料個別相談会

木津川市商工会加茂支所

3月2日（水）9：00～16：00

確定申告無料個別相談会

木津川市商工会山城支所

3月9日（水）9：00～16：00

確定申告無料個別相談会

木津川市商工会山城支所

3月16日(水)13：30～15：00

経済講演会 激動する世界『日本の針路を考える』
【講師】長谷川 幸洋

木津川市商工会館

3月29日（火）19：00～21：00

商店街成功事例 講演会 京田辺市キララ商店街（仮）
【講師】田原 剛

加茂文化センター

新規会員様のご紹介

確定申告無料個別相談会について
税理士による確定申告無料個別相談会を開催いたします。
相談を希望される方は、時間調整をさせていただきますのでお電話でご予約ください。
また、事務局でも随時ご相談をお受けしておりますのでご相談ください。

確定申告のご案内
確定申告・納付の期限は下記のとおりです。
納期限に遅れた場合、あるいは振替納税をご利用の方が残高不足により振替ができなかった場合は、
納期限の翌日から納期日までの延滞税がかかりますのでご注意ください。
申 告 ・ 納 付 の
期
限
（申告・納付の期限
は同日です）
振替納税の振替日

発行者

所得税及び復興特別所得税

消費税及び地方消費税

平成２８年３月１５日（火）

平成２８年３月３１日（木）

平成２７年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告期
間は平成２８年２月１６日（火）～３月１５日（火）までです。
還付申告は平成２８年２月１５日（月）以前でも行えます。

平成２８年４月２０日（水）

木津川市商工会
木津川市木津南垣外83-3

平成２８年４月２５日（月）
ＴＥＬ： 0774-72-3801
ＦＡＸ： 0774-72-6564
Ｍａｉｌ：kizugawa‐sci@kyoto‐fsci.or.jp
ＵＲＬ：http://kizugawa.kyoto-fsci.or.jp

補助金情報
●ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
１．革新的サービス・ものづくり開発支援（補助率 2/3）
２．サービス・ものづくり高度生産性向上支援（補助率 2/3 ）

●小規模事業者支援パッケージ事業
小規模事業者が、商工会・商工会議所と一体となって実施する販路開拓の取組を支援します（持続化補助金）。具
体的には、販路開拓のチラシ作成、商品パッケージ製作、集客力を高めるための設備導入などの費用を補助します。

●中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業
設備ごとの省エネ効果等で簡易に申請が行える制度を創設し、高効率な省エネ設備（空調、工業炉、給湯など）へ
の更新を支援します。
※平成27年度補正予算案が公表されましたのでご案内いたします。なお、詳細がわかり次第商工会だより、HP等
で周知させていただきます。

日本政策金融公庫からのお知らせ
日本政策金融公庫（略称：日本公庫）の名称や当公庫と類似した名称を使用した団体が、ダイレクトメールや電話に
よる融資等の勧誘や斡旋・預金調査と称し預金残高や取引銀行の聴取を行っているとの情報が、当公庫に寄せら
れています。また、当公庫の正規の借入申込書を加工して使用している、当公庫の正規の融資制度と類似した名称
の商品を案内しているとの情報もあります。当公庫は、これらの団体とは一切関係はありません。このような融資の勧
誘には十分ご注意いただくとともに、銀行口座等の個人情報を教えたり、金銭の振り込みを行ったりすることのない
ようお願いいたします。

パソコン基礎講習会
以前、ご案内しましたパソコン講習に空きがございます。
選べる４コース（Ａ～Ｄ）オリジナル教材で少人数個別指導。お好きな日程が選べます。ぜひ、お申し込みください。
コース
目標
内容

特徴

A
B
C
D
ワード入門
エクセル入門
ワード
エクセル
簡単な案内状作成
簡単な帳票作成
文書作成など
表計算など
パソコン操作
パソコン操作
表計算・関数
文字入力
文字入力
速く・きれいに文書を作成
データベースなど便利な機能を
文書の装飾
計算式入力
ワードの便利な機能をマスター
マスター
表作成・絵の挿入
見積書など作成
１
商工会で何度も実施され、受講生から「よくわかった」と評判の講座です。
２
はじめての方でも安心して受講できます。
３
「見て、まねて、すぐできる」オリジナル動画を使ったマイペース学習
４
各レッスン「覚えよう」「やってみよう」「チャレンジしよう」 ３ステップで確実にワードやエクセルをマスターできます。
５
パソコン歴３０年のインストラクターがやさしく指導
６
パソコンの最新情報・お役立ち情報などもお伝えします。

※講習中、パソコン全般に関してのご相談やご質問にも丁寧にお答えします。
各コースともすべて2時間×3回＝6時間

【

日程番号

２月１７日（水）１８日（木）１９日（金）

⑦午前１０時～正午

⑧午後１時３０分～午後３時３０分

２月２４日（水）２５日（木）２６日（金）

⑨午前１０時～正午

⑩午後１時３０分～午後３時３０分

場

所

】 ビクトリー学院（㈱ビクパソネット）
城山台7-6-7 小学校西側 ※駐車場５台有
【 講 師 】 柴田 光晴氏
できるだけ、ご自分のノートパソコンを
【受講対象者】 商工会会員と家族及び従業員
ご持参ください。
受講料：１,０００円（テキスト代）
【 申 込 】 木津川市商工会ＨＰにて申込用紙をダウンロードの上、木津川市商工会本所宛に持参もしく
はＦＡＸ(７２－６５６４)してください。また、電話での申込みも承っておりますので、木津川市商
工会までお電話ください。ＴＥＬ（７２－３８０１）
各日程６名まで、先着順にて受講決定させていただきます。

小規模企業共済制度のご案内
～小規模企業共済制度は、退職後のゆとりある生活を応援する安心の共済制度です。～
廃業時・退職時に、共済金を受け取れます。
受け取り方法は一括・分割・併用のいずれ
かを選べます。

掛金は毎月１，０００円～７０，０００円の
範囲内で自由に選べ、「全額所得控除」
となります。（５００円単位）

小規模企業共済のメリット
「小規模企業共済」の魅力は、掛金を払い込むときと共済金を受け取るときの両方で節税効果を得ら
れることです。

掛金を払い込むときの節税効果
払い込んだ掛金は、全額が所得控除の対象となります。掛金は月額１，０００円から７０，０００円の範
囲（５００円単位）で自由に設定でき、仮に最大の７０，０００円の場合は、年間８４０，０００円の所得控
除が受けられます。
共済金を受け取るときの節税効果
共済金を一括で受け取る場合には退職所得扱いに、分割で受け取る場合には公的年金等の雑所
得扱いとなり、受け取るときも退職所得控除などのメリットがあります。

共済金の受取方法が選べます
共済金は、個人事業主や共同経営者、小規模企業の役員の方が事業を辞めたときや退職をしたと
き、配偶者や子に事業譲渡をしたときなどに受け取ることができます（任意解約も可能）。
共済金の受取方法には、一括、分割（１０年、１５年）、一括と分割の併用という３種類があり、老後
のライフプランにあわせて自由に選ぶことができます。

事業資金等の貸付制度も利用できます
一定の条件を満たせば、共済契約者が払い込んだ掛金の範囲内で事業資金等の貸付けを受けられ
ます（無担保、無保証人）。貸付けは、災害時などの想定外のケースや新しいチャレンジに役立てるこ
とができます。
このように、「小規模企業共済」には、加入後も個人事業主や共同経営者、小規模企業をサポートす
るメニューが用意されています。

課税される
所得金額

加入前の
税額（a）

加入後の税額（b）

加入後の節税額（=a-b）

所得税
+住民税

掛金月額
１万円

掛金月額
３万円

掛金月額
７万円

掛金月額
１万円

掛金月額
３万円

掛金月額
７万円

200万円

306,500円

286,000円

250,000円

178,000円

20,500円

56,500円

128,500円

400万円

776,500円

740,500円

668,500円

538,500円

36,000円

108,000円

238,000円

600万円

1,376,500
円

1,340,500
円

1,268,500
円

1,124,500
円

36,000円

108,000円

252,000円

所得税の確定申告書（B様式の例）
掛金金額36万円（3万円×12ヶ月）、課税所得金額400万円であれば

108,000円の節税！

青年部研修旅行のご案内
【日

時】

【研 修 先】

平成28年2月14日（日）～15日（月）
和歌山県湯浅町方面

【内
容】
＜14日（日） 紀州備長炭研究所＞
和歌山県産の特産品であり、無形文化財に指定されている紀州備長炭。製炭師から炭焼きの歴史や技、自
然と共有するための知恵などの奥深い炭の歴史を学ぶ。
＜15日（月） 和歌山世界遺産センター＞
世界で唯一、人が手を加えることができる世界遺産。参詣道の維持、修復活動に協力し、CSR活動並びに交
流を深める。

給与所得者の扶養控除等申告書の提出について
平成２８年１月支払給与等から必要になりますので、配偶者、扶養親族の有無にかかわらず提出してもら
い、事業主が年末調整時まで保管してください。
対象：役員、正社員、専従者、パート、アルバイトで給与の
支払いを受ける方
（但し、かけもちをしている方はメインの事業所での提出と
なります。）

商工会費の口座振替について
第３期（平成２７年１２月～平成２８年３月分）会費を２月２２日（月）に指定口座よりお引落させていただきま
すので、よろしくお願いいたします。

プレミアム商品券事業について
平成２８年１月２５日現在までに、２９８,３５３,０００円のプレミアム商品券が換金されました。

Facebook日々更新中です★
★木津川市商工会の『Facebook』のページを開設しております。
もう皆さんは見てくださいましたでしょうか？？講習会の情報や、
地元のお祭りなど幅広く情報を更新しております！
ぜひ、木津川市商工会のページにアクセスしてくださいね

商工会だよりがパソコンで読めます！
商工会だよりをいち早くメールでお送りします！
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

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

