開催日時

内

容

開催場所

２月１３日（月） 19：00～20：30

好感度アップセミナー 講師：浅井 千華子 氏

木津川市商工会館

２月２０日（月） 8：30～11：30

健康診断

加茂保健センター

確定申告無料個別相談会

木津川市商工会山城支所

２月２１日（火） 13：30～15：30

女性部セミナー『フラワーセラピー ～お店や職場の環境を改
善！生産性UP!～』 講師：阿部 広子 氏

木津川市商工会館

２月２２日（水）

確定申告無料個別相談会

木津川市商工会館

２月２２日（水） 15:30～17：30

「経営力向上計画」活用セミナー 講師：神戸 壮太 氏

木津川市商工会館

２月２４日（金）

9:00～16：00

確定申告無料個別相談会

木津川市商工会加茂支所

３月 １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 ６日（月）

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

市制10周年のキセキ
木津川市日本一フェスタ～春の夜空に花が咲く～

木津川市中央体育館

(受付終了)

２月２０日（月）

9:00～16：00

9:00～16：00

３月１９日（日） 10：00～19：00

相楽地域ビジネスサポートセンター主催

無料セミナーのご案内

こんな時どうしますか？起きる前の予防策 ～契約書作成の注
意点と債権回収方法～ 講師：弁護士 橘 英樹 氏

２月２３日（木） 19：30～21：30

木津川市商工会館

個人事業主の方へ 平成28年分確定申告について （別紙詳細）
・商工会に確定申告・決算指導を希望される場合の手数料
所得税の申告のみ 3,000円 、 所得税と消費税の申告 5,000円
本所、各支所で随時、ご相談をお受けしておりますので、ぜひご利用下さい。

商工会費納付のお願い
平成２８年第３期（平成２８年１２月～平成２９年３月分）の商工会費を、お届けいただいております口座から、
お引き落としさせていただきます。
お手数ですが、預金残高のご確認をお願いします。
現金納付の方は、２月末までに窓口までお持ちいただきますようお願いします。

引 落 日

２月２０日（月）

窓口納付締切日

２月２８日（火）
木津川市商工会
マスコットキャラクター
たけのこタッキー

≪商工会だより目次≫
●２ページ目
●３ページ目
●４ページ目

発行者

金融機関との意見交換会、融資制度ご案内、入札参加資格審査ご案内

小規模企業共済制度のご案内
女性部活動報告・新会員様ご紹介

木津川市商工会
木津川市木津南垣外83-3

【編集 竹原】

ＴＥＬ： 0774-72-3801
ＦＡＸ： 0774-72-6564
Ｍａｉｌ：kizugawa‐sci@kyoto‐fsci.or.jp
ＵＲＬ：http://kizugawa.kyoto-fsci.or.jp

金融機関との意見交換会を実施しました
去る、１月１７日（火）及び２６日（木）に、京都府主催による、京都府制度融資に係る「中小企業応援隊
サポート制度（旧：いきいき割引）」について、金融機関（京都銀行様、京都中央信用金庫様、南都銀行
様）との意見交換会を実施しました。
この制度は、商工会等の支援機関から経営支援（事前支援）を受けていただき、京都府中小企業融資
制度の内、「経営あんしん融資」をご利用された場合のみ、保証料を０．１～０．２％引き下げるという制
度になります。
借入金額が多く、返済期間が長い場合、数十万円の保証料が割引される場合もあり、事業所様にとっ
ては、非常にメリットのある制度になりますが、利用件数が年々減少しているのが現状です。
今後は、事業所・金融機関・商工会が連絡を密にとり、金融機関との定期的な意見交換会を実施し、今
まで以上に制度の普及・利用を行うことで、事業所様の負担軽減を行いたいと思っております。
【福井】

京都府融資制度のご案内
・小規模企業おうえん資金（ベース枠） 限度額1,250万円（他の保証付融資残高含む）
使途／融資期間

：運転資金・設備資金とも／10年以内

対象者
：府内で1年以上継続して同一事業を行っている小規模企業者
保証協会の保証必要／利率 年1.2％（固定） *保証料10万円までは木津川市から補給あり
＊なお経営状況によっては、各銀行、信金等の審査により、ご希望に添えない場合があります。
直近2期分の申告書・決算書等ご準備の上、最寄りの金融機関までご相談ください。

商工会が推薦を行い日本政策金融公庫が行う融資制度のご案内
・マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度） 限度額2,000万円
使途／融資期間 ：運転資金／7年以内、設備資金／10年以内

対象者
：最近1年以上事業を行い、6ヶ月以上商工会の経営指導を受けている者
無担保・無保証人／利率 年1.16％（平成29年1月16日現在）
＊なお経営状況によっては、公庫の審査により、ご希望に添えない場合があります。
直近2期分の申告書・決算書等ご準備の上、本所、各支所までご相談ください。

木津川市 競争入札参加資格審査のご案内
① 測量・建設コンサルタント等業務 （定期審査）
入札参加資格有効期間 平成29年4月1日～平成31年3月31日 2ヶ年

② 物品・役務の供給等 （定期審査）
入札参加資格有効期間 平成29年4月1日～平成31年3月31日 2ヶ年

③ 建設工事 （追加審査）
入札参加資格有効期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日 1ヶ年

受付期間 ： 平成29年2月1日（水）～2月28日（火）
問合せ先： 木津川市 指導検査課 契約検査係 TEL 0774-75-1224
＊ なお、申請用紙は、市役所のホームページからダウンロードしていただくか
商工会の本所、各支所の窓口までお越しくださいますようお願いします。

【森山】

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～
節税

経営者の退職金

掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」とし

小規模企業共済制度は、小規模企業の経営
者の方が、事業をやめられた後の生活の備え
となる「経営者の退職金」です。

て、課税対象所得から控除できます。

おトク

実際に、どれだけおトクなの？
【例】課税される平均所得金額が４００万円、月々３万円の掛金を
１５年間納付したＳさんが共済金Ａを受取った場合。
★

節税額合計：１０９，５００円×１５年＝１，６４２，５００円
★

掛金合計額＝５，４００，０００円

合計

共済掛金A：６，０３３，０００円

２，２７５，５００円

※退職金受け取りの際の税金は、所得税及び住民税を
合算すると約２，４００円になります。
※一括受取の場合は、退職所得扱いとなります。

受取額－納付額＝６３３，０００円

掛金の全額所得控除による節税額一覧表
課税される所得金額

加入前の税額
（所得税＋住民税）

加入後の節税額
掛金月額１万円

２００万円

３０９，６００円

２０，７００円

４００万円

７８５，３００円

３６，５００円

６００万円

１，３９３，７００円

３６，５００円

掛金月額３万円

★

掛金月額７万円

５６，９００円

１２９，４００円

１０９，５００円

２４１，３００円

１０９，５００円

２５５，６００円

共済金額一覧表
掛金月額が１０，０００円の場合（掛金月額を３０，０００円とする場合は、下記の表の金額を３倍にしてください）

共済金Ａ（Ａ共済事由）

掛金納付年数

掛金合計額

・個人事業の廃止
・個人事業主の死亡
・会社等の解散 など

共済金Ｂ （Ｂ共済事由）
・老齢給付（※）
・会社等役員の疾病、負傷、
６５歳以上での退任
・会社等役員の死亡など
※６５才以上で１８０ヵ月以上掛金を
納付した方に限る。

５年

６００，０００円

６２１，４００円

６１４，６００円

１，２００，０００円

１，２９０，６００円

１，２６０，８００円

１，８００，０００円

２，０１１，０００円

１，９４０，４００円

２０年

２，４００，０００円

２，７８６，４００円

２，６５８，８００円

３０年

３，６００，０００円

４，３４８，０００円

４，２１１，８００円

１０年
１５年

★

詳しくは、商工会事務局まで

【駒】

女性部 じゃばらカードケース講習会を開催しました！
「商工会合併後、女性部役員はお互い親しくなったけれど、女性部員の交流の場が少なくて、な
かなか親しくなれない。」というのが女性部役員の悩みの種でした。そこで、「なにかみんなで一緒
に同じものを作れば、会話もはずむし、仲良くなれるはず。」「作るだけでなく、お茶菓子を一緒に食
べる時間があればいいのでは。」という意見が出ました。これは、役員がたけちゃんコロッケを一緒
に作った経験から学んだことでした。
第１回目は、じゃばらカードケースを作ることになりました。 「あら、これいいね。」「私が作ったの
よ。」「自分で作ってみたいわぁ。」「じゃあ、私が教えてあげるからこのカードケースを女性部で一
緒に作りましょう。」という会話が発端でした。「自分達のやりたいことを自分達で決める。」これが
女性部のスタンスです。
１月１７日(火)午後１時から、１２名の
女性部員が商工会本所に集まりました。
裁縫の得意な人が講師となり、みんな
でわいわい言いながら、カードケースを
作りました。最後は、料理上手な人が手
作りの和菓子を、素敵な抹茶茶碗を
持っている人がお茶椀を、それぞれ持っ
てきてくださり、自己紹介や雑談をしな
がら、全員でいただきました。女性部員
の距離が縮まり、楽しく有意義な講習会
となりました。今後も、定期的に部員の
じゃばらカードケース
みなさんが集まって学ぶことのできる講
習会を続けていく予定です。
女性部では、随時女性部員を募集しています。木津川市商工会会員、もしくはその配偶者や会員の親
族でその事業に従事している女性であればどなたでも入部できます。年会費は２,０００円で現在の部員
数は９９名です。「こんなことをやってみたい！」「あんなことを学びたい！」「仲間を作りたい！」という部
員ひとりひとりの思いが実現できるような女性部をめざして日々活動してます。まだ入会しておられない
方はぜひご入会ください。お待ちしております。
【矢嶋】

新規会員様ご紹介
ステイブルカーズ自動車販売
渡邊 史郎
木津川市山城町北河原畑岡14-1-15-1
0774-66-5203

合同会社かぶとむし
山本 晴久
奈良市中山町136-26
0742-31-5484
奈良市にて11月より障がい児の集いの場所、
放課後等デイサービスを開設しました！
まだまだ若輩者ではございますが、木津川市
商工会並びに会員様の皆様、どうぞよろしくお
願いします。
木津川市商工会
木津川市木津南垣外83-3
ＴＥＬ：72-3801 ＦＡＸ：72-6564

木津川市商工会会員の皆様、はじめまして。
ＳＴＡＢＬＥＣＡＲＳ（ステイブルカーズ）自動車販
売と申します。弊社では車輌販売を中心により
良いカーライフをテーマに取り組んでいます。木
津川市のますますの発展を願い、微力ながら頑
張って参ります。

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

