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鬼北町商工会 会長 岡本國和 
 
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。会員皆様を

はじめ関係各位には、お健やかな新春をお迎えのこ
とと、心からお慶び申し上げます。 
若輩者の私が商工会長をお引き受けして、はや二

回目のお正月を迎えました。この間、役員皆様や会
員皆様には、温かいご協力やお力添えを頂き、お陰
をもちまして、商工会の事業運営が順調に推移いた
しておりますことに、深く感謝をいたしております。 
さて、昨年を振り返りますと、一昨年末の政権交

代から徐々にアベノミクス効果が現れ、景気は上向
いてきたと言われていますが、私たちの地域では、
依然としてそのような実感が持てない状況が続い
ております。 
そのようななか、本年は、4月から消費税が８パ

ーセントに上がるとともに、TPP交渉が越年し益々
不透明になるなど、予断を許さない流動的な年にな
るのではないかと心配しております。一方、商工会
におきましても、商店街の空洞化、後継者問題、さ
らに会員の減少など大変な時を迎えております。  
このような時だからこそ、「千里の道も一歩から」

という言葉を想い起こし、常に原点を見失うことな
く、足下を固め一歩ずつ前進したいと考えておりま
す。これからも、会員のための商工会であることを
肝に銘じ、会員とともに歩みそれぞれが持ち味を発
揮できる商工会を目指して、微力ながら精一杯取り
組む所存でございます。 
以上、年頭にあたり想いの一端を述べましたが、

会員皆様には、本年が輝かしい一年となりますよう
一層のご活躍とご健勝を心からご祈念申し上げま
すとともに、引き続き温かいご指導ご鞭撻を賜りま
すようお願い申し上げまして、新年のご挨拶とさせ
て頂きます。 
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今年で、「でちこんか」が２０周年・・・。 

 

 

 

 

 

 

          

長蛇の列・・・                                                                                    

                             

2,900人前のキジの大鍋 

 

 

           

 

 

 

 

どこからこんなに人が？！ 

 
 

美味そう・・・！！ 

 
今回も青年部・女性部員の皆様には 2日間、  

大変お世話になりました・・・。 

         
 

25 年度商工会ではこんなことも。 

「支援内容」 
事業者が抱える経営課題が専門化・複雑化してきており、今年度、支援ニーズの高度化への対応を

強化するため、試行的に本商工会（鬼北町）に加え、近隣の商工会（松野町、吉田三間）と県連合会

の5名の職員がグループ化支援に取り組み、無事に 1件愛媛県から承認を受けることが出来ました。 

※経営革新計画の承認を受けると・・・     是非、気軽にご相談下さい。 

①税の優遇措置   ・・・設備投資減税  

②保証・融資の優遇 ・・・信用保証の特例 政府系金融機関から低利融資 高度化融資など 

③補助金・投資の支援・・・ベンチャーファンド・中小企業育成株式会社からの投資 

④販路開拓などの支援・・・販路開拓コーディネート事業   
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『うちの一押し』 ・今回から、町内のお店（業種不問）の一押しメニューｏｒ 

他の店にはない得意なもの(？)掲載させて頂きます。 

 

ライダー御用達のお店 民宿 

  

「オムから（唐揚）」 ￥700  

＊住 所 : 〒798-1311  

北宇和郡鬼北町小松 110-1  

＊電 話 : 0895-48-0459  
＊定休日 : 毎週木曜日 

 

（地方発送できます）  

 

＊住 所 : 〒798-1342   

北宇和郡鬼北町近永 1248  

＊電 話 : 0895-45-0425  

是非、ご協力ください・・・。

エコキャップ運動とは、ペットボトルキャップのリサイクル活動に参加することによって、環境

や貧困など、世界が直面する様々な課題について、学び、考え、行動する機会を提供する活動です。 

※キャップに貼ってあるシールは剥がして下さい。 

※汚れたキャップは洗って下さい。

ベルマークで「東日本大震災」被災校の支援を・・・ 

女性部では、「東日本大震災」で被災した学校や子どもたちを支援するために、ベルマークを集め

ています。 

①「緊急友愛援助」 ベルマーク財団に登録している団体から直接「震災援助」に寄付する。 

②「震災援助寄贈マーク」の呼びかけ 個人やグループ、企業は登録できませんので、集めたベル

マークを近くの学校やベルマーク財団に寄贈します。特に期限は設けてないので、ある程度たま

ってから送ります。 

＊女性部は頑張っています。大きなことより少さなことをコツコツぼつぼつと・・・。 

本物の『手押しじゃこてん』 
心を尽くした手づくりの味お土産ご贈答にどうぞ！ 

ご
予
算
に
応
じ
て
箱
詰
め

い
た
し
ま
す
。 

当店の人気メニューの「からあげ定食とオムライス、どっち
も食べたいんだけと・・・」と、お客様からの要望も多く、こ
の”オムから”が新メニューとして加わりました。 
自家製タレにしっかり漬け込んだジューシーな”からあげ”

と、トマトベースでじっくり仕込んだ具材を使って優しく卵で
包んだ”オムライス”のコラボです。一度ご賞味頂ければうれし
いです。    ＝店主＝ 
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3年ぶりの旅行でした・・・。 

 「宮崎・大分の旅」 

OBも一緒に、宮崎県庁前でパチリッと。  
 高千穂峡で 

部長 

なぜかたそがれています・・・。                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊役場へ物品等納入する業者さんへの大切なお知らせです!! 
町の物品購入業務に参加したい方は、次により申請をしてください。 

また、既に参加資格を有する方は、入札案内に応募しましょう。 

鬼北町競争入札参加資格審査申請書の提出要領（抜粋） 

（物品購入・その他委託業務） 
（１）担当部署  鬼北町役場企画財政課 管財係  

（２）住所      〒798-1395 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永 800番地 1   

（３）電話番号  代表 ０８９５－４５－１１１１（内線２２３６）   

（４）受付期間  随 時 （土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 午前８時３０分～午後５時まで   

（５）申請様式  鬼北町物品購入等入札参加資格申請書様式（様式はダウンロード出来ます）    

（６）申請書提出体裁  

a.添付書類等は最新のものとすること。  

b.指定の表紙に会社等名を記入の上、左上１箇所クリップ留め等とすること。ファイル綴

じはしないこと。  

c.登記簿謄本等、いかなる箇所もホッチキス留めはしないこと。  

d.「営業経歴書（様式以外で添付のもの）」「許認可・登録証明書」「代理店・特約店証

明書」「その他添付書類」については、両面コピーとすること。  

e.書類はＡ４判に統一、ただし原本で提出する書類がＡ４判より小さい場合は、 Ａ４判

の台紙に貼付すること（A4判以外は認めない）。 

f.添付書類の表に従い整備し、申請書の表紙（チェックリスト）でチェックした上で提出

すること（表紙を申請書に添付すること）。 

 ※詳細は鬼北町ホームページをご覧ください!   

（７）提出部数  1部（同時に建設工事及び工事に伴う委託業務の申請がある場合は、それぞれ別に分

けて提出のこと。）    

（８）提出方法  企画財政課・管財係へ持参、又は郵送に限る。   

（９）有効期限  平成２７年３月３１日まで２ヶ年有効  

※定期受付期間終了後は、随時受付を行いますが、入札参加資格の登録は、遅くなる

場合があります。なお有効期限に変更はありません。



 

 

～商工会だより～ きほく                         平成 26年 1月 31日 

商工会は行きます 聞きます 提案します 

Q1 どのような資金が融資の対象になりますか？
A1 事業に必要な運転資金や設備資金が対象になります。 

事業資金であれば、商品仕入や手形決済などのための運転資金、店舗の新築・増改築、機械や車両

の購入などの設備資金のいずれにも幅広くご利用いただけます。 

Q2 どのような融資制度がありますか？ 
A2  普通貸付、マル経融資（経営改善貸付）、特別貸付、生活衛生貸付、生活衛生改善貸付などの制度

があります。 

■マル経融資（経営改善貸付） 
商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の方が、経営改善に必要な資金を無担保・
無保証人でご利用できる制度です。 

Q3 借入する際の金利はどのようになっていますか？ 
A３  融資制度、お使いみち、ご返済期間及び担保・保証人の有無によって異なる金利が適用されま

す。※契約時の金利が最後まで適用される固定金利となっています。 

Q4 借入金の返済はどうのうようになっていますか？ 
A4   原則として月払いです。元金均等・元利均等返済です。 

ご返済日の期日や期間は、お客様とご相談のうえ決めさせていただきます。   

 

 

 

 

資金の使いみち 運転資金 設備資金 

融資限度額 1,500 万円 

ご返済期間 

（うち据置期間） 

7 年以内 

（1 年以内） 

10 年以内 

（2 年以内） 

利率（年） 1.60 ％（平成 25 年 12 月） 

保証人・担保 ・保証人、担保は不要です。  
・ご利用にあたっては商工会会長等の推薦が必要です。  

＜お問い合わせ先＞日本政策金融公庫宇和島支店 国民生活事業 
 〒798-0060宇和島市丸之内 1-3-24 TEL0895-22-4766 FAX0895-24-5765 

 

 

国民生活事業 

貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。経

営セーフティ共済（正式名称：中小企業倒産防止共済）は、不測の事態に直面された中小企

業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です。  

経営セーフティ共済は取引先の予期せぬ倒産による「連鎖倒

産から中小企業を守る制度」です。  

取引先が倒産して売掛金債権等が回収困難となったときに共

済金の貸付けが受けられます。そのほかに一時貸付金もあり

ます。  

中小機構と委託契約をしている全国の金融機関、商工会など

が加入窓口になります。  
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消費税転嫁対策特別措置法は、平成 25 年 10 月 1 日から施行されています。（同法は、平成

29年 3月 31日まで適用されます。） 

消費税率は、平成 26 年 4 月より、 
8％に引き上げられます。 

 

 
 

  

 

■工事の請負契約に関する経過措置 （図 1 参照） 

（1）平成 25年 9月 30日までの契約に係る経過措置 

（2）平成 25年 10月 1日から平成 26年 3月 31日までの契約に係る経過措置 

■建売住宅や分譲マンションの経過措置 

  建売住宅や分譲マンションは原則、経過措置の対象外で平成 25年 9月 30日までに購入
契約を結んでも、引き渡しが平成 26年 4月 1日以降の場合は税率 8％。ただし、内外装や
設備を一部変えるなどの注文工事を伴うとき、平成 25年 9月 30日までの間に契約が締結
され、その契約に基づいて平成 26年 4月 1日以後に完成引渡しが行われる場合には、改正

前の税率 5％を適用。 

ここに注意！ 
※経過措置の適用を受けると住宅ローン減税は年 20 万円（10年間で最大 200万円）が上
限！ 
 住宅ローン減税は平成 25年度の税制改正により平成 26年 4月からの消費増税に合わせ
て拡充されることになっている。しかし、経過措置によって消費税率 5％が適用される物件
は、減税拡充の対象外となる。住宅ローン減税額は平成 26 年 4 月の入居分から最大年 40
万円に拡充される予定だが、現行の年 20万円の上限が適用される。 

ここがポイント！ 

※経過措置の適用を受けるには 

この経過措置の適用を受けるには、工事の請負または資産の貸付けを行った場合に､その 

旨を相手方に書面により通知することとされています｡通知の方法は､請求書等にその旨を

示すれば良いこととされています｡ 

平成 9 年 4 月より 平成 27 年 10 月より 平成 26 年 4 月より 

8％ 5％ 10％ 
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商工会は、中小企業施策を実施する国・県その他公的機関とネットワークを持っております。 

お困りの点について、商工会単独では対応できない場合でもご相談の内容に役立つ施策の概 

要と実施する各種専門機関等をご紹介しておりますので、お気軽に商工会へご相談下さい。 

 

 

 

 
 

商工貯蓄共済に医療保障特約型(入院・手術)が 

追加加入できるようになりました！ 

商工貯蓄共済制度 

 

・疾病・災害入院給付金 

・手術給付金 

・無事故給付金（5年毎） 

・先進医療給付金 

医療保障特約型 

死亡保障 

医療保障 

貯 蓄 融 資 

 

【基本入院給付金日額 10,000 円（10年満期）で加入の場合】 
[基本入院給付金日額 5,000円（10年満期）プランもあります] 

★病気やケガで入院のときは、１泊２日から入院給付金をお支払い 
  1日あたり 10,000円 
★病気やケガで手術をしたときは、手術給付金をお支払い 
  手術 1回につき・手術の種類により 40万円・20万円・10万円 
★先進医療を受けられたときは、先進医療給付金をお支払い 
  通算 1,000万円 
★所定の障害状態になった時は、保険料の払込不要 
★最長 90歳まで継続可能（先進医療は 80歳まで） 

あんしん 

楽しみ ★入院や手術がなかった時は、５年毎に無事故給付金をお支払い 
   5年毎に 10万円 

 

かんたん 
★告知扱いで加入手続きは簡単です 
  （体況上、通算上の理由で診査等が必要な場合があります） 

 

お申込・お問い合せは、鬼北町商工会へどうぞ！ 

TEL0895-45-0813 FAX0895-45-3200 

平成 24 年 

4 月より 

経営の安定と強化 雇 用 新事業展開 情報化 技 術 

商工会では、地域経済の総合的な発展を図るため、地域振興事業、青年部・

女性部活動、各種部会活動も行なっています。 
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愛媛県労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、 

10月 24日から実施されています。 

 この決定により、1 時間666 円以上としなければなりません。 

※次の点についてもご留意ください。 

＊愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。 

＊最低賃金額以上の賃金を払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。 

□詳細等のお問い合わせ先 

      愛媛労働局  賃金室（☎ 089-935-5205 FAX 935-5247） 

      宇和島労働基準監督署（☎ 0895-22-4655 FAX  24-3389） 

平成 26 年 1 月から 

記帳・帳簿の保存制度の対象者が拡大されます。 
＊事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等を保存する必要があります。 

これを機会に青色申告を始めてみませんか？ 

青色申告のメリット 

１．青色申告特別控除 

一定の要件の下（複式簿記）で最高 65万円、簡易な帳簿の記帳でも 10万円控除の適用 

２．青色事業専従者給与の必要経費算入 

  事業主と生計を一にしている配偶者や 15歳以上の親族でその事業に専ら従事しているこ

とが要件 

３．純損失の繰越しと繰戻し 

  事業から生じた純損失を、翌年以後 3年間にわたって、順次各年分の所得から差し引くこ

とができる。また、前年も青色申告をされている場合は、純損失の繰越しに代えて、その

損失額を前年分の所得に繰戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできます。 

 

 

 

 

【編 集 後 記】 

今年も確定申告の時期になりました。ほんと、年々一年が早く

感じます。子供の頃は、一日が長くてどうしようもなかったの

に・・・（笑） 

ということで、商工会からのお願いです。確定申告の準備を早

めにして頂き、万全の態勢で申告に臨みましょう。「備えあれば

憂いなし」「後悔先に立たず」「転ばぬ先の杖」ですから。「泥

棒捕らえて縄を綯う」だけにはならないようにしましょう。○久  

鬼 北 町 商 工 会 

                      TEL 0895-45-0813   FAX 0895-45-3200 

                http://www.kihoku.or.jp/  http://ameblo.jp/kihoku/ 

会員数（平成 25年 12月 31日現在） 

近永支部 159名 

出目支部 31名 

小倉支部 14名 

三島支部 39名 

愛治支部 13名 

好藤支部 19名 

日吉支部 54名 

定款会員 5名 

特別会員 5名 

合  計 339名 

 

※お願いです・・。年末に配布致しました商工会オリジナルカレンダーですが、落丁或いは

印刷間違い等あればお取替えいたしますので、お気軽にご連絡下さい！ 

http://ameblo.jp/kihoku/

