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お待たせしました！１０％プレミアム付住宅リフォーム等得トク商品券発売です！

１１月１４日（木）販売開始
販売場所

遠賀町商工会

時

間 １０時００分～１２時００分まで（売り切れ次第終了）
事前審査を受けた方は９時から購入できます。
（事前審査は 11 月６日～７日 各日９時～１２時 事前審査には御見積書が必要です）
使用期間 11 月 14 日（木）から令和 2 年２月 29 日（土）まで
購入限度 １世帯 １００万円まで購入できます。
５万円で１枚 ５万５千円の商品が購入できます。
例年とここが
※１０月１日以降の御見積りが有効です。
違います！
※この商品券は１１月１４日以降の工事、修理等に使用できます。
（１４日以前の工事、修理等には使用できません。
）

１０％プレミアム付得トク商品券も販売します！

１１月１7 日（日）販売開始
販売場所

遠賀町中央公民館

時

間 9 時００分～１３時００分まで（売り切れ次第終了）
11 月 18 日以降遠賀町商工会で販売します。
※11 月 17 日に完売した場合、販売はありません。
使用期間 11 月 17 日（日）から令和 2 年２月 29 日（金）まで
購入限度 お一人様 １０万円まで購入できます。
１万円で１冊 １万１千円の商品が購入できます。
※１冊 1 万１千円（５００円券２２枚綴り）うち共通券１０枚+個人店専用券１２枚
※１８才以上の方（高校生は除く）が購入可能です。代理の方の購入はできません。

例年とここが違い
ます！

期限後の換金はできませんので、くれぐれも期限にはお気を付け下さい。
① 住宅リフォーム等得トク商品券の換金期限：１１月１５日～令和２年３月１３日
② 得トク商品券の換金期限：１１月１８日～令和 2 年３月１３日

今年も、遠賀町鬼津の畑で「遠賀の赤芋」の原料のいも「紅はるか」「シルク
スィート」の収穫作業が１０月２０日（日）に行われます。
来年の春、新酒の販売を予定しています。町内の酒販店でお買い求めください。

１０月１0日（木）に令和元年度第４回理事会が開催されました。主な決定事項は次のとおりです。
● 新規会員加入について
・５件の新規加入（別途掲載）
、退会６件、区分変更（一般会員⇒賛助会員等）は 0 件でした。
会員数は、今回の入退会で５２８事業所（賛助会員 ４３を含む）となりました。
引続き会員加入推進にご協力お願い致します。
● 令和元年度事業について
・プレミアム付得トク商品券は１１月１７日（日）９時００分より遠賀町中央公民館で販売致します。
・住宅リフォーム等得トク商品券１１月１４日（木）９時００分より遠賀町商工会で販売致します。
事前審査：１１月６日（水）～７日（木）９時から１２時まで実施します。
・イルミネーションは１１月１６日（土）１７時３０分点灯、駅前サービスセンターで点灯式を行います。
・第２１回得トクまつりは１２月１５日（日）１０時００分より遠賀町役場南側駐車場にて開催いたします。
・異業種交流会を１１月６日（水）開催致します。１８時３０分より講演会、１９時３０分懇親会です。
・会員事業所親睦ボウリングを１１月８日（金）１８時４０分より折尾スターレーンで開催致します。
● その他報告事項
・健康診断を９月２６日（木）
・２７日（金）８時００分より遠賀コミュニティセンターで実施しました。
受診者数２３１名、医療機関は財団法人福岡労働衛生研究所に依頼しました。
以
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９月２２日（日）あいにくの天候ではありましたが、「第７回 遠賀（えんが）あったら遠賀町へ
おいで！」を開催しました。多くの町内外の男性、女性に参加してもらいカップルも誕生しました。
皆さんの笑顔が見れて青年部としても大変嬉しい一日でした。

今月２１日（月）は商工会費引き落し日となっております。口座残高のご確認をよろしくお願いし
ます。

商工会費引き落し口座については今までおんが支店のみで対応しておりましたが、今回より福岡ひ
びき信用金庫さん全店で対応可能になりました。口座変更を希望される方は銀行印を持参のうえご来
館下さい。

労働者（パート・アルバイトを含む）を１人でも雇っている事業主は、政府が管掌する労働保険
（労災保険・雇用保険）に加入することが義務づけられています。
まだ加入手続がお済みでない事業主は、労働者が安心して働ける職場作りと安定した事業経営を図
るため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）で加入手続きを行ってください。
また、商工会では労働保険の事務委託を受けておりますので、ご不明な点がございましたらお気
軽にご相談ください。さらに、事務委託をした場合にはいくつかメリットもございます。ぜひご検
討をお願いいたします。
【事務委託した場合のメリット】
① 事務処理の負担が軽減される。 ②労働保険料の納付を３回に分納できる。
③ 中小企業主等特別加入に加入できる。 （※一人親方特別加入は取り扱っておりません。）

福岡県の最低賃金が以下の通り改定されています。皆様ご確認をお願いいたします。
１時間８４１円（２7 円 UP） 適用開始日：令和元年１０月１日
雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。使用者も労働者も必ず確認、最低賃金！
【業務改善助成金概要】
中小・小規模事業者が事業場内最低賃金を 30 円以上引き上げ、設備投資等を実施した場合、
その費用の一部を助成するというものです。詳細は下記アドレスからご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000478044.pdf

外国人を雇用する際の新制度の概要や雇用時の手続きについて相談できる窓口が開設されました。今後県
内４地域での企業相談会や外国人講習会等の実施が予定されています。詳細は下記電話番号へ問合せ下さ
い。よろしくお願いします。
ＴＥＬ

0120-86-2905（福岡県外国人材受入企業相談会）

〔税務相談〕

１１月 5 日（火）
、１４日（木）
、２5 日（月） 各日１０時～１６時 遠賀町商工会

☆事前予約制ですので、ご相談がある方は商工会までご連絡下さい（２９３－０１６５）

「年末調整」は、給与の支払を受ける１人ひとりについて、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収
した税額、その年の給与の総額について納めなければならない税額（年税額）とを比べて、その過不足額を
精算する手続きで、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものです。
また、令和２年度より大幅な税制改定が予定されています。それに伴い年末調整事務処理も例年以上に複
雑になることが懸念されます。早めに確認し準備しておきましょう。
★令和元年度年末調整のしかたは下記アドレスにてご覧ください。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/01.htm

今回紹介するのは一般住宅、店舗、工場、工業施設、商業施設の空調機器取り付け、メンテナ
ンスを行っている松の本地区にある（有）エアーズさんです。
当該事業所代表は工具の入った重たい腰袋下げ、脚立を昇降し作業
しながら考えました。「このような作業は足腰に負担が大きく、バラン
スを崩しやすい。怪我に繋がる。どうにか身軽な状態で作業する環境
を作れないものか」と開発した商品が脚立の棚「ＫＹＡTANA（キャ
タナ）」です。
商品紹介ですがナイロン製の縦 30 ㎝、横 20ｃｍ、深さ 3 ㎝、30 ㎏程度の加重可能で取り
付けワイヤーが付いています。撥水加工で強力マグネットが内蔵してあり、ビス・釘等を保持す
る機能もあります。色は黒、赤、青の 3 種類、折りたたみ式で持ち
運びが簡単な商品になっています。購入は当該事業所事務所、イン
ターネット通販でも購入できます。価格は 3980 円（税抜）です。
当該事業所さんは今度この商品を一般消費者に購入してもらえる
ように販路を拡大していくそうです。さらに、今後はこのような
作業の方々の手助けになる商品を開発していく計画もあるそうです。楽しみ
ですね。
空調機器サービスについても現在車のエアコン洗浄という分野までサービ
スの幅を広げて営業しています。こちらも今後販路拡大していく計画です。
商品紹介を行ってきましたが、現物見て頂くことが一番この商品の良さが
分かります。ぜひ一度ご来店して商品をお確かめ下さい。
遠賀町松の本 2 丁目 10-38 ℡776-2911
営業時間 10:00～18:00
店休日 土、日、祝日
商品紹介動画ページアドレス
https://peraichi.com/landing_pages/view/kyatana

１２月１５日（日）今年もおんが得トクまつりを開催予定です。この祭りを賑わいのあるものにするために、下記の内
容で出店を募集します。
（締切１０月３０日（水）まで）問い合せは担当 丹生（にう）までよろしくお願いします。

●参加資格：遠賀町商工会会員または、町内事業所とします。
●出店物：飲食・物品販売をできる事業所を募集します。
※詳細については、１０月１７日（予定）から商工会窓口で配布します。申込書をご覧下さい。
その際印鑑、従事者の住所、生年月日、防火対策の写真をご用意下さい。（受付先着順）

今年も「歳末得トクセール」が開催されます。今年の抽選会は例年と違いガラポン形式での抽選です。または
補助券は５００円のお買い上げごとに１枚お渡し致します。抽選補助券１０枚（５,０００円分）で抽選が
１回できます。ぜひ得トクまつり会場に御来場下さい。

セール期間は１１月１７日（日）～１２月１５日（日）まで

北九州市が近隣市町から東京にある応援ショップで販売できる加工品、生鮮品、飲料等の商品を求めていま
す。そこで当会では遠賀町にあるそういった製品を北九州市に推薦します。推薦を希望される方は下記締め切
りまでに商工会へ商品名、事業者名、担当者名、連絡先をご連絡下さい。推薦後ショップでの販売が断られる
こともあります。ご了承下さい。
応募締め切り １０月１８日（金）まで
担当 丹生まで

この調査は、全国すべての事業所を対象に、調査員が外観等から事業所の活動状態などを確認に伺
います。
また、新たに把握した事業所には調査票を配布します。皆様の調査へのご理解・ご回答をよろしく
お願いします。
期間

令和元年 10 月～令和２年３月まで

本年、２回目になります日本公庫と連携し、当商工会にて、下記の日程で「一日公庫」を開催致します。
問い合わせ先
産業振興係

「一日公庫」では、日本公庫の融資担当者が、融資のお申込を頂いた事業所様とご対面致します。
お申込・ご相談を希望される方は、１１月１９日（火）までに、電話にてご連絡下さい。お待ちしておりま
す！

開催日：令和元年１１月２６日（火） 時間：午前１０時～午後３時
場所：遠賀町商工会
担当 船津、丹生まで

中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度です。認定を受け
た中小企業は、税制優遇や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。計画に記載する項目の事
例は以下の通りです。
ハザードマップ等を活用した自然災害リスクの確認方法
安否確認や避難の実施方法など、発災時の初動対応の手順
人員確保、建物・設備の保護、資金繰り対策、情報保護に向けた具体的な事前対策
訓練の実施や計画の見直しなど、事業継続力強化の実行性を確保するための取組等
詳細は以下アドレスをご参照下さい
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm#seido

クレジット・電子マネーによるキャッシュレス化を検討している事業所様には朗報です。導入にあたって初
期導入費用（決済専用タブレット、カードリーダー、モバイルプリンタの無料貸し出しあり）
、ランニング費
用、振込手数料が無料のＴimesPAY（タイムズペイ）をご紹介します。さらに商工会会員だけの特典として
来年の６月まで決済手数料の優遇もあります。キャッシュレス・消費還元事業も活用すると決済手数料はさら
に優遇されます。対応ブランドやブランドごとの手数料は下記表をご参照下さい。

キャッシュレス・消費者還元事業は、2019 年 10 月 1 日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、
キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の 9 カ月間に
限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業です。

