多可町商工会通信

みみより Information
所得税および消費税
確定申告相談日のお知らせ
いよいよ確定申告の時期が近づいてまいりました。
確定申告期間中は商工会窓口にて確定申告書等の受付
を行っておりますのでご利用ください。
なお、税理士による相談日も 3 日間設けていますので、税理
士との相談を希望される方は、事前にご連絡ください。
【日時】 2 月

27 日(月)

上山泰弘・高橋千明 税理士

2 月 28 日(火)

池田博文・前田真秀 税理士

3 月 1 日(水)

遠藤康夫・吉住いつみ 税理士
時間は各日とも
午前の部…10:00～12:00
午後の部…13:00～15:40
【会場】 商工会館 2Ｆ会議室
※相談される場合は、所得控除関係書類などをご準備いただ
くとともに、昨年の申告書・決算書の控えをご持参ください。
また、税務署から届いている「確定申告書・決算書等用紙」
の封筒または「確定申告のお知らせ」はがきもご持参ください。
納付期限等について
●申告所得税及び復興特別所得税
納付期限…3 月 15 日(水)
振 替 日…4 月 20 日(木)
●消費税及び地方消費税（個人事業者）
納付期限…3 月 31 日(金)
振 替 日…4 月 25 日(火)
※振替日は振替納税をご利用の場合のみです。
振替納税は便利で安全です。この機会にご相談ください。
マイナンバーに関する対応について
平成 28 年分の確定申告書(所得税・消費税)に、個人番
号(12 桁のマイナンバー)の記載が必要になります。
申告書の提出の際には、本人確認書類の提示または写しの
添付が必要です。詳しくはお問合せください。
(担当：本庄・遠藤)
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生産性向上に!業務効率化に!
「ＩＴ導入補助金」を活用ください
生産性の向上やビジネスプロセスの抜本的改革につながる、
ＩＴツール（ソフトウェア、サービス等）を導入しようとする中小
企業に対して、その事業費等の経費の一部を補助する「ＩＴ
導入補助金」の公募が開始されています。
○補助対象となる事業
受発注システムのＩＴ導入、アプリ開発、クラウドの導入、
社内の各種業務管理(顧客管理、原価管理、給与計算、
経理等)のＩＴ化など
注意点
＊IT 導入支援事業者(ソフトやサービスを提供する業者)が、
導入を予定しているＩＴツールを、あらかじめ補助金事務
局に登録し、認定を受けておく必要があります。
＊申請事業者は、交付決定までに経営力向上計画の承認
を得ておく必要があります。
○補助金額
サービス・ソフトウェアの導入費のうち２/3 以内
上限額：100 万円 下限額：20 万円
（担当：経営指導員）

最低賃金引き上げ応援!
「業務改善助成金」
設備投資等を行って、事業場内の最低賃金を一定額以上
引き上げた場合、その費用の一部を助成する制度です。
○助成金の対象用途も拡充!
設備、機器の導入に加え、新たにサービスの利用も対象に!
例)在庫管理効率化のための pos レジや新システムの導入
人材育成･教育訓練の費用など
○賃金の引き上げ額に応じて、3 つのコースから選べます。
① 事業場内の最低賃金が 1,000 円未満の企業
60 円以上の賃金引上げで…
⇒助成率 1/2(従業員 30 人以下なら 3/4)
⇒助成上限額 100 万円
事業場内の最低賃金が 800 円以上 1,000 円未満
② 90 円以上の大幅な賃金引上げで…
⇒助成上限額 150 万円
③ 120 円以上の大幅な賃金引上げで…
⇒助成上限額 200 万円
(②③ともに、助成率 7/10(従業員 30 人以下なら 3/4))
さらに、助成率が引き上げられる場合もあります。

（担当：経営指導員）
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建設現場の未来を考える視察研修

多可町企業懇話会！会員募集中

（建設業部会視察研修のご案内）

多可町内で活動する企業が一堂に会し、学び、親しく交流
を深めることで、夢のある多可町を創造するとともに、企業の社
会貢献を果たすことを目的とした新たな組織「多可町企業懇
話会」を４月２７日に創立します。
発起人代表には、日藤ポリゴン㈱の藤阪光一会長が就任い
ただき、小寺商工会長も強力に応援しています。
主な事業は社会情勢の研修会と行政との懇談会等で、年
会費は 15,000 円（定額）。創立総会はエーデルささゆりに
兵庫県立大名誉教授の佐竹隆幸氏をお招きして記念講演も
開催します。商工会員であればどなたでも加入できますので、ご
関心がある方は 2 月末日までに商工会にご一報ください。
（担当：原田・後藤）

建設業部会（部会長：竹内政彦）では、最新の ICT 建
機を使用するなど、安全でスマートな現場改善に取り組んでい
る企業等への視察研修を行います。
日 時
3 月 16 日（木）8:15 出発～20:30
集 合
ベルディーホール駐車場
参加費
お一人 6,000 円
研 修
①『あべのハルカス』事業の概要説明
②『コマツレンタル』
建設現場の「見える化」見学、座学
ドローンの飛行見学、ICT 建機体験 等
懇親会
お食事処 成実
※詳細は部会員宛に送付する案内文書をご確認ください。
※先着 40 名です。
※会員であればどなたでも参加できますのでお問合せください。
（担当：金高）

百日どりメニュー「良かった」が 96％
播州百日どりグルメフェア＆スタンプラリー
11 月 1 日から 30 日までの 1 ヶ月間、「播州百日どり」の魅
力や美味しさを広域的に PR するために、会員飲食店 26 店舗
が既存のメニューや新たに開発したメニューを提供するグルメフェ
アとスタンプラリーを開催しました。
【参加者アンケート（回答 374 人）】
＊「百日どり」について知っていた ⇒はい：95％
＊「百日どり」を食べたことがある ⇒はい：98％
＊メニューについて大変良かった、良かった ⇒96％
全体的に大変好評であったことが伺え、今後も継続的なグル
メフェア開催を検討し更なる地域振興につなげたいと思います。
（報告：岸本）

小寺会長が「交通アクセス改善」を提案

110 人が年頭に集う会に！
１月４日、妙見富士カントリークラブに於いて、恒例の「年頭
に集う会」を開催しました。戸田町長をはじめとする役場関係
者や教育関係者、町議会の議員に内藤県議などのご来賓と
商工会員を含め、110 人が集い、新春の門出を祝いました。
冒頭、小寺会長は「多可町の次世代を担ってくれる人に夢を
与えるためにも、交通アクセス改善に向けて行動を起こしましょ
う」と提言。これは藤井比早之代議士が「国土交通大臣政務
官」に就任され、昨年末の表敬訪問が背景になっています。
また、今年度から総合司会は商工会女性部の井上あや子
部長が担当し、厳かな中にも華やかであたたかい雰囲気を醸し
出していただきました。
商工会は「会員がもっともっと集う催しにしたい」と願っています
ので、戌年(来年)の 1 月 4 日は今からご参加の予定を入れて
おいてください。
（報告：原田）

夕方 5 時から 『食べて呑んで楽しんで』
TAKABAR(タカバル)スタンプラリー開催決定！！
【開催期間】 2 月 24 日(金)～3 月 26 日(日)
町内の飲食店 15 店舗が提供するバルメニューを、食べ歩い
て呑み歩いて楽しむイベント「TAKABAR」を、スタンプラリー形
式で行います。 詳しくは 2 月 22 日新聞折込されるパンフレッ
トをご覧ください。
たかめぐり

2 月の予定
16 日
21.22 日
27.28 日

職員コラム

（10 日以降の主な予定のみをピックアップしています）

理事会、よろず支援拠点サテライト相談会
播州織総合素材展 2017（東京都港区）
確定申告相談日
少しだけ紙面が変わったのが分かりましたか？

記事タイトルを「黒ベタ白字」で統一していましたが、今回から
「白ベタ黒字」記事が登場しています。この「白ベタ黒字」は事
業報告記事です。商工会は様々な事業を行っていますが、そ
の事業を報告する機会がなかなかなかったので、今回から取り
入れてみました。『あの事業は結局どうなったのか？』そんな気に
なる話題も提供していきます。

（本庄）

各種お問合せ
〒679-1113 多可郡多可町中区中村町 125-1
TEL：0795-32-2161 FAX：0795-32-1699
E-mail：shokokai@taka-cho.jp
【事 務 局 長 】 原田
【経営支援課】 後藤・金高・本庄・横畑・近藤
【業務推進課】 足立・遠藤・岸本・宮内・石塚

