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

22 日(木)

前﨑暁彦・岡本和明 税理士

2 月 23 日(金)

後藤喜代司・桑村浩司 税理士

2 月 26 日(月)

池田和史・小林茂夫 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(木)
振 替 日…4 月 20 日(金)
●消費税及び地方消費税（個人事業者）
納付期限…4 月 2 日(月)
振 替 日…4 月 25 日(水)
※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心です。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 29 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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【2 月のよろず支援サテライトオフィス】
SNS 活用のご相談、残り枠わずか！
毎月第 3 木曜日に、多可町役場にて開催されている「よろず
支援サテライトオフィス」。2 月の担当コーディネーターは、昨年
12 月に SNS 活用ミニセミナーの講師としてお世話になった、津
賀弘光氏です。
Facebook や Twitter を始め、昨年の流行語大賞「インスタ
映 え」 で 大 注 目の Instagram、驚 異 的 な 利 用 者 を誇 る
LINE など、今やビジネス活用に必須ともいえる各種 SNS につ
いて、活用法を知りたい！という方はぜひお申し込みください。
【日時】 2 月 15 日（木）
残り枠はわずか 2 枠 11:00～ と 15:45～
相談時間は各事業所 1 時間です。
希望時間を申し出てください。
【場所】 多可町役場 八千代北仮庁舎
【申込】 ℡32-2161（多可町商工会）
（担当：本庄）

お子様の教育資金を「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）がサポート
日本政策金融公庫の「国の教育ローン」は、高校大学等へ
の入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度
です。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【融資額】お子さま 1 人あたり 350 万円以内
【金 利】年 1.76％ 固定金利
※母子家庭、父子家庭または世帯年収(所得)200 万円
(122 万円）以内の方は年 1.36％（H29.11.10 現在）
【返済期間】15 年以内
※交通遺児家庭、母子家庭、父子家庭または世帯年収(所得)
200 万円（122 万円）以内の方は 18 年以内）
【使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの
敷金･家賃など
【返済方法】毎月元利均等返済(ボーナス時増額返済も可)
【保 証】(公財)教育資金融資保証基金
(連帯保証人による保証も可)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
国の教育ローン

教育ローンコールセンター0570-008656（ナビダイヤル）
または 03-5321-8656 までお問い合わせください。
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生産性向上のための設備投資に！
「業務改善助成金」

まもなく公募開始の補助金があります
補助金情報をお見逃しなく！

生産性向上のための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。

去る 2 月 1 日の参議院本会議で、平成 29 年度補正予算
が可決、成立しました。これに伴い、以下の各種補助金の公
募がここ 1 ヶ月内で開始されると思われます。

●助成金の対象用途
設備・機器の導入に加え、サービスの利用も対象になります。
【例】在庫管理効率化のための POS レジの導入
業務効率化のための顧客管理システムの導入
業務効率化のための人材育成･教育訓練費用
●助成対象
事業場内最低賃金 1,000 円未満の中小企業・小規模事
業者。（過去にこの助成金を受給したことのある事業所であっ
ても対象となります）
●選べる 5 つのコース

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開
発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の経費
の一部を補助
①企業間データ活用型
（上限 1,000 万円、補助率 2/3）
※連携体は 10 者まで。連携数に応じて上限変動
②一般型（上限 1,000 万円、補助率 原則 1/2）
③小規模型（上限 500 万円、補助率：小規模事業者
2/3、その他 1/2）
小規模事業者持続化補助金
経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等
の経費の一部を補助
【補助率】 2/3
【補助上限額】 50 万円
※内容によって 100、500 万円の場合もあり
事業承継補助金
事業承継・世代交代を契機として、経営革新や事業転換に
挑戦する中小企業に対し、設備投資・販路拡大等に必要な
経費を補助

業務改善助成金

（担当：経営指導員）

新たな商品開発のヒントに！
「ひょうご観光土産品セミナー」
兵庫県指定観光名産品協会主催セミナーのご案内です。
●加工食品の原料原産地表示と新・食品表示の製造者固
有番号 ＜講師＞川合裕之氏 ㈱ラベルバンク代表取締役
●地域から発信するインバウンド時代の商品開発
＜講師＞服部滋樹氏 graf 代表
【日時】 2 月 27 日（火）14:00～16:00
【場所】 ひょうご女性交流館 5F
（神戸市中央区下山手通 4-18-1）
【〆切】 2 月 16 日（金）
【参加費】 協会員無料、会員外 1,000 円
【問合せ】 兵庫県指定観光名産品協会
℡078-361-7661

IT 補助金
生産性の向上を図ることを目的に、IT ツール（ソフトウエア、
サービス等）を導入する経費の一部を補助
公募開始次第ご案内いたしますが、中小企業庁から発信さ
れる情報に注力いただき、挑戦される皆様は、お早目にご相談
ください。インターネットサイト「ミラサポ」の最新情報もご注目を。
ミラサポ

（担当：経営指導員）

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

