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商工貯蓄共済キャンペーン実施中！

満期を迎えられましたら満期継続を！

令和元年 10 月 1 日から兵庫県の最低賃金が以下の通り
改定されます。
時間額 871 円 ⇒ 時間額 899
（改定前）

円（28 円 UP）

貯蓄積立 ＋ 生命保証 ＋

融 資

（改定後）

※この最低賃金は、原則として、県内の事業場で使用される
パート、アルバイト等を含めた全ての労働者に適用されます。
ただし、以下の 9 業種については、産業別最低賃金(特定
最低賃金)が適用されますのでご注意ください。
①「塗料製造業」 ②「鉄鋼業」 ③「はん用・生産用・業務
用機械器具製造業」
④「電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気・情報通
信機械器具製造業」 ⑤「輸送用機械器具製造業」
⑥「計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製
造業」 ⑦「自動車小売業」 ⑧「繊維工業」
⑨「各種商品小売業」
※最低賃金において算入しない賃金は、以下のとおりです
①臨時に支払われる賃金及び 1 ヶ月をこえる期間ごとに支
払われる賃金
②時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金
③精皆勤手当、通勤手当、家族手当
生産性向上のための設備投資（機械設備、POS システム
等の導入）などを行って、事業所内の最低賃金を一定額以
上引き上げた場合、その設備投資などの費用の一部を助成す
る「業務改善助成金」制度があります。助成金は申請に一定
の要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
業務改善助成金

求人のことなら・・・
（お問合せ：兵庫労働局）
たかテレビ文字放送をご活用ください！
商工会では、求人でお困りの事業所に対して、たかテレビの
文字放送を活用して、事業所の求人情報を公開し、町内求
職者とのマッチングに取り組んでいます。 掲載料は無料ですの
で、たかテレビ文字放送による求人情報公開のご希望がござ
いましたら商工会までお気軽にご相談ください。
＜掲載にあたって＞
※掲載内容は商工会で編集させていただく場合があります。
※掲載期間は商工会及びたかテレビに一任していただきます。
※給与を掲載する際は、最低賃金にご注意ください。
（担当：松本）

『商工貯蓄共済』は、貯蓄積立・生命保証・融資の３つの
特色を組み合わせた共済制度です。毎月の掛金の一部が生
命保険として契約され、大部分が貯蓄積立となります。また、
加入後１年経てば融資を受けることも可能です。
貯蓄積立金から、積立の範囲内で取り崩しができる、便利
な仮払制度もご利用いただけます。
只今、新規 5 口（10 年）または新規 10 口（5 年）に
ご加入いただくと、5,000 円相当の特産品が選べるキャンペー
ンを実施しています！
商工貯蓄共済の満期を迎えられた契約者様は、満期継続
につきましては、病気・ケガをされていても、再度告知書をいた
だくことなく継続できます。満期を迎えられた際は、キャンペーン
を活用いただき、ぜひとも満期継続をお勧めいたしますので、商
工会までご相談ください。
（担当：石塚）

県による事業継続支援事業補助金

二次募集受付中！
事業承継時に発生する費用を補助する制度として既に一
次募集が採択されましたが、この度、二次募集が実施されま
す。一定の要件を満たし、商工会の指導を受けて事業承継計
画を策定する必要がありますので、事業承継をお考えの事業
所は早期に商工会にご相談ください。
対 象 者
平成 30 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までに事業
承継を行った事業者または行う予定の事業者（先代経営者
は 60 歳以上かつ後継者は先代より若いこと）
対象経費
店舗賃借料
第三者承継のみ対象
3 年以内 上限 100 万円／年
広報宣伝費等
3 年以内 上限 100 万円／年
事務費
建物改修費
1 年以内 上限 200 万円／年
設備導入費
補 助 率
対象経費の 1/2 以内
提出期限
10 月 15 日（火）当日消印有効
（担当：経営指導員）
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ゴルフで楽しく、旅行でおいしく会員交流！
お誘いあわせのうえぜひご参加ください！

食欲の秋！播州百日どりを食べつくそう！
グルメフェア好評開催中！

■旬の海鮮料理満喫 日帰りバスツアー (40 名様限定)
【日程】 10 月 22 日（祝）
【場所】 福井県（海辺の宿 長兵衛）

商工会では、地域の特産品として長年愛されている「播州
百日どり」の魅力や美味しさをもっと沢山の方々に知っていただ
き「ご当地グルメ」として育てていくため、グルメフェアを開催し、ス
タンプラリーを行っています。ぜひこの機会にご賞味ください。
【実施期間】 11 月 30 日（土）まで
【スタンプラリー応募方法】
①グルメフェアののぼりのあるお店に備え付けの「播州百日どり
グルメフェアスタンプラリー」の応募用紙にスタンプを押印して
もらってください。インスタグラムでも応募できます。
②お店のスタンプを 3 個集めて、グルメフェアののぼりのあるお店
に設置してある応募箱に投稿いただくか、郵送でご応募くだ
さい。
（担当：金高）

■第 4 回会員交流ゴルフ大会 (先着 64 名)
【日程】 11 月 27 日（水）9：03 スタート
【場所】 滝野カントリー倶楽部八千代コース
（担当：足立・遠藤）

消費税軽減税率いよいよスタート！
導入後も説明会が開催されます
10 月 1 日から消費税軽減税率がスタートとなります。
それぞれ準備をされていると思いますが、導入後も税務署主
催による説明会が開催されます。
当町管轄の西脇税務署では、近日の予定では以下の日程
で開催されますので、ご案内いたします。
日程

時間

場所

10/17㈭

14:50～15:30

11/18㈪

15:15～15:45

多可・中コミュニティプラザ

11/21㈭

15:15～15:45

西脇・西脇市民会館

西脇・マナビータ・プラザ
マナビータ・ホール

この他にも県内の税務署で説明会が開催される予定で、詳
細は「国税庁」ホームページの「新着情報」にある『消費税軽減
税率制度説明会の開催予定一覧』をご確認ください。
表に示している西脇市・多可町で開催される説明会のお問
合せやお申し込みは直接西脇税務署にご連絡ください。

優良従業員表彰の推薦と表彰式のお知らせ
優良従業員表彰式
【日時】 11 月 22 日（金） 17:30～
【場所】 多可町立交流会館（加美区寺内）
優良従業員表彰推薦基準
・町長表彰（同一企業に 20 年以上勤務）
・商工会長表彰（同一企業に 10 年以上勤務）
※該当する従業員がおられましたら、推薦書とご負担金（町
長表彰 5,000 円、商工会長表彰 3,000 円）を添えて
10 月 18 日（金）までに商工会にご提出ください。
（担当：足立・遠藤）
各種お問合せ
〒679-1134 多可郡多可町中区茂利 20
TEL：0795-32-2161 FAX：0795-32-1699
E-mail：shokokai@taka-cho.jp
【事 務 局 長 】 後藤
【経営支援課】 本庄・宮内・横畑・松本・杉本
【業務推進課】 足立・金高・遠藤・石塚・吉田

商業部会アンケート調査：キャッシュレス・消費者還元事業の加盟店登録についてお答えください。
消費税率引上げにあわせて、今年の 10 月から来年 6 月まで実施される「キャッシュレス・消費者還元事業」は、キャッシュレス決済
を導入して加盟店の登録をしないと、メリットを受けることができません。商工会では、多可町内の加盟店登録の状況を調べるため、
アンケーを実施します。該当するものにチェック☑をつけて FAX にてご返信ください。回答結果については、商工会商業部会として、町
内の消費拡大に向けた事業検討に活用させていただきますので、ご協力ください。
（担当：宮内・吉田 FAX:32-1699）
【質問】消費者還元事業に参加できる「加盟店」として、加盟店 ID の発行・登録申
請されていますか？（例：ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ、電子ﾏﾈｰ、ＱＲコード等）

□はい

・

□いいえ

・

□わからない

【事業所名】
【お 名 前】

