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新年明けましておめでとうございます。会員の

皆様方におかれましては、健やかな新年を迎えら

れた事とお慶び申し上げます。旧年中は、商工会

の事業運営に対しましてご理解とご協力を頂き感

謝申し上げます。 

 さて、平成 26 年を思い起こしますとアベノミ

クス効果の実感のないまま、消費税が８％へ増税

されました。一方、地方では少子高齢化、止めよ

うのない商店街の空洞化、後継者不足、延いては

商工業者の減少と大変な時代になって参りまし

た。そこで、このような厳しい時代を乗り越える

ために本商工会では、「地域商店街活性化事業（に

ぎわい補助金）」を活用し、10 月 18 日（土）宇

和島鉄道開通 100 周年記念『予土線！特選！グル

メ市』と同時に『近永商店街 得々市』の開催、

また近永・下鍵山・小倉商店街３ヶ所の街路灯の

ＬＥＤ化の工事（２月完成予定）、組織力の強化を

目指し「会員の増強運動」、さらに、会員の皆様の

経営実態に適応した実効性の高い経営指導や経営

の改善に取組む経営支援機関となるため、全会員

を対象とした「アンケート調査事業」を行いまし

た。会員の皆様に少しでも一歩でも二歩でも前向

きに考えて頂けるよう、微力ながら精一杯頑張っ

て参ったところであります。残り任期わずかでは

ありますが、本商工会が、会員の皆様からすばら

しいと言って頂けるよう本年も商工会の事業運営

に取り組む所存であります。 

 以上、年頭にあたり私の思いの一端を述べまし

たが、会員の皆様におかれましては輝かしい一年

となりますよう、ご健康とご多幸をお祈り申し上

げます。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、新年のご挨拶とさせて頂き

ます。    

鬼北町商工会 会長 岡本國和 
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今年度、国の「地域商店街活性化事業」を活用して「宇

和島鉄道開通 100 周年記念 近永商店街得々市」を開

催しました。近永駅前では、100 周年のセレモニーと

予土線協議会を中心に「グルメ市」、また商店街では青

年部によるスタンプラリーや女性部による鬼娘（きむす

め）茶屋で、お接待と町内事業者の物品販売を致しまし

た。初めての試みではありましたが、久しぶりに商店街

が、秋晴れのもとにぎやかな一日となりました。 
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（消費税の確定申告を提出される場合は・・・） 

消費税率引き上げに伴い、適用税率ごとに区分して計算する 
必要があります。 

消費税（地方消費税を含む）の税率は、平成 26 年 4月 1 日から８％（注 1）です。 

注意して下さい！ 

平成 26 年度 4 月 1 日を含む課税期
間の消費税及び地方消費税の確定申
告書を作成するためには・・・ 

帳簿等において、課税取引 
を適用税率ごとに区分（注 2） 

しておく必要があります。 

（注 1）平成 26 年 4 月 1 日以降行われる取引であっても、経過措置により旧税率が適用される場合あります。 
（注 2）1 枚の請求書の中に、平成 26 年 3 月 31 日以前の取引と平成 26 年 4 月 1 日以降の取引が混在している場合 
    （【例】4 月分の請求書で請求する期間が 3 月 21 日～4 月 20 日の場合等）がありますのでご注意ください。 
     詳しくは国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）の「消費税改正のお知らせ」をご覧ください。 
 

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。 

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。 

 

 

■講 師  
総務省地域力創造アドバイザー 
食環境ジャーナリスト 
食総合プロデューサー 

金 丸 弘 美 氏 
 <プロフィール> 

1952年佐賀県唐津市生まれ 
食の地域づくりの取材活動、食のワークショップの展開、

出版活動の連携を行い、運動と行動、実地活動と出版と
プロモーションのコラボレーションを行っている。とく
に食から地域づくりと食育に関しては、様々な視点から

の実践活動と本作りを試みている。「毎日新聞」の論説に
取り上げられたのを始め有川浩さんのベストセラー小説
「県庁おもてなし課」にも登場するなどマスコミ 50媒体

に紹介され、本の発売後、アマゾン「地域経済部門」で 1
位となりロングセラーとなる。 

 

講演内容 
1.地域(鬼北町)の魅力の発見のしかたについて 
2.地域おこしの法則、戦略、ビジョン、情報発信 
3.身近な成功事例の紹介 
4.鬼北町で考えられる町おこし策について 

鬼北町では少子高齢化に伴う人口減少をはじめ様々な課題が顕在化しています。 

そんな中、政府は地方が自らから考え責任を持つ取組みに支援する「地方創生」を掲げました。 

今回、将来に希望が持てる魅力ある「鬼北町」づくりを共有し実現することを目指し、下記のとおり地域

活性化セミナーを開催いたします。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.banraisya.co.jp/kanamaru/profile/&ei=JCuSVJ-LCcO2mQWd1IG4Dw&bvm=bv.82001339,d.dGc&psig=AFQjCNGlSGwUygA73ddEbS2xww5rWxdd3A&ust=1418951827930366
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.banraisya.co.jp/kanamaru/profile/&ei=JCuSVJ-LCcO2mQWd1IG4Dw&bvm=bv.82001339,d.dGc&psig=AFQjCNGlSGwUygA73ddEbS2xww5rWxdd3A&ust=1418951827930366
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【税額計算は必要ありません】所得税のように、事業主が
税額計算や年末調整を行う必要はありません。 
【納期の特例】従業員が常時 10 人未満の事業所は、年 12
回の納期を、年 2 回とすることができます。 

 

■個人住民税の特別徴収とは、事業主（給与支払者）が所得税の源泉徴収と

同じように、従業員（納税義務者）に代わり、毎月従業員に支払う給与から

個人住民税を引き去り（給与天引きし）、納入していただく制度です。 

■事業主（給与支払者）は特別納税義務者として、法人・個人を問わず、全

ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。

（地方税法第 321条の 4）

事業主 
（特別徴収義務者） 

従業員 
 （納税義務者） 

特別徴収額の通知 

(5 月 31 日まで) 

特別徴収額の通知 

(5 月 31 日まで) 

給与支払い報告書の提出 

(1 月 31 日まで) 

個人住民税の納入 

(翌月 10 日まで) 

給与から特別徴収(給与引き去り) 

(6 月～翌年 5 月までの毎月) 

従業員の方が 

お住まいの 

市町村 

 

・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。 

 

60 円              ５0 円     30 円 
・ちくわのいそべあげ       ・生卵    ・梅干し 
・わかめ・かまぼこ+だし巻卵   100 円    120 円 
・山菜・とろろこんぶ・かつおぶし ・かきあげ  ・えび天 
・きつね             ・キムチ   ・きんぴら 

中央鮮魚店 「海鮮いなり」 

１パック（２個入り）￥３００(税込) 

＊住 所:〒798-1342 

北宇和郡鬼北町近永 1184 

＊電 話:0895-45-0162  
＊定休日:土・日曜日、祝日 

新鮮な魚介類がたっぷりと入った「海鮮いなり」です。 
この味と値段は見逃せません・・！  

麺処 好屋 ￥４２０+トッピング(税込) 

 

＊住 所:〒798-1341 
北宇和郡鬼北町近永787 

＊電 話:0895-45-3313  
＊定休日:毎週日曜日 
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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 2,000 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） 1.35 ％（平成 27 年 1 月現在） 

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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会員数(平成27年1月31日現在) 
 

近永支部 150 名 

出目支部 32 名 

小倉支部 12 名 

三島支部 35 名 

愛治支部 13 名 

好藤支部 18 名 

日吉支部 51 名 

定款会員 7 名 

特別会員 10 名 

合  計 328 名 

 
 

最低賃金改正のお知らせ 
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 12 日から実施されています。 

 この決定により、1 時間680 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） 

 

商工会再生指針 
～変化する時代に対応した組織となるために～ 

商工会は改革に取り組んでいます。
 

 
１．商工会理念 
商工会は、商工業者の収益向上や雇用創出につながる経営支援を最大の使命とします。 

また、産業の発展を促す地域振興にも取り組み、商工業者並びに地域から信頼される組

織を目指します。

２．商工会業務のスクラップ 
（１）業務の継続・縮減・廃止・受け皿団体への移管等検討・実行 

（２）地域振興事業の継続・縮減・廃止・受け皿団体への移管等の検討・実行 

３．経営支援比率の増大 
（１）経営支援機関の使命を再認識（２）「商工会は行きます 聞きます 提案します ～会員満足度向

上運動～」の徹底（３）効率的な経営支援の実施（４）支援機能を強化するための人材育成 

４．組織力強化と財政健全化 

（１）会員増強運動の推進（２）自己財源比率の向上 

 

     鬼 北 町 商 工 会 

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

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

【編 集 後 記】 

年明けそうそう、原油価格が半値になったとの報道を聞き、これで

日本経済も本格的に復活かと勝手に思い込んでみたり、それよりもな

によりも通勤距離が片道 40k の私にとっては春から縁起がいいな

あ・・・と自己中になってみたり・・・。 

そうは問屋が卸さないのが世の常であります。円安がこのまま続け

ば原油価格の値下げの恩恵はあまり受けなくなるようです。実際は、

世界全体の経済成長が鈍ることの方が危惧されているのが実情みたい

です（泣）○久 

 

http://ameblo.jp/kihoku/

