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時：１２月１５日（日）1０時００分～１５時００分
場：遠賀町役場南側駐車場
（＝遠賀信用金庫遠賀支店駐車場）
令和最初の得トクまつりは例年と抽選会方式が違います。
抽選補助券を１０枚、抽選会場に持参頂きガラポン抽選を引い
てもらいます。
（抽選会時間は 11 時 00 分～14 時 30 分まで）
ハズレくじはありませんので、ぜひご来場下さい。

11 月 16 日（土）17 時 00 分から遠賀町駅前サービ
スセンター駐車場にてイルミネーション点灯式を行いま
した。
今年は 17 人編成のジャズバンド生演奏があり迫力満点
でした。今年も遠賀高校さんが制作した作品も飾ってお
ります。
令和 2 年 1 月 15 日まで駅前を照らしておりますので、
ぜひ足を運び下さい。

令和元年度 11 月 8 日（金） 折尾スターレーンで親睦
ボウリングを開催しました。大人、子供合わせて７3 名
２５事業所が参加されました。
また、今年も商業部会理事 対 工業部会理事の対決を行
いました。結果は工業部会の勝利でした。
参加頂いた皆様ありがとうございました。

１１月１７日（日）に販売を開始しました。得トク商品券、現在（12 月 5 日）
大好評発売中でございます。
お一人様１０万円まで購入できる 10％お得な商品券、町内商店街の歳末セール
や年末年始の買い物にぜひ購入下さい。

１２月６日（木）に令和元年度第５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
・1 件の新規加入（別途掲載）
、退会２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５２７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）より遠賀町中央公民館で販売開始し、現在は商工会で
好評販売中です。
・住宅リフォーム等得トク商品券１１月１４日（木）より遠賀町商工会で販売し、完売いたしました。
・イルミネーションは１１月１６日（土）点灯開始、１月 15 日まで遠賀川駅前を飾ります。
・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し、多く
の出店や太鼓・踊り・バンド演奏等で大いに賑わいます。
・１２月１７日「共創の日シンポジウム 2019」の事例発表に農商工連携の取り組みが選出されました。
・新春賀詞交歓会を１月１８日（土）１５時より遠賀コミュニティセンターで開催します。
詳しくはチラシをご覧ください。
● その他報告事項
・12 月 29 日（土）から 1 月５日（日）まで年末年始一斉休館とさせていただきます。
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今年も残りわずかとなりました。年が明けるといよいよ確定申告の時期が迫ってまいりますが、
皆さん準備は進んでおりますでしょうか？
平成３０年以降配偶者控除及び配偶者特別控除に関する改正が行われていますので、下記に記載
している改正点（※一部抜粋）をご確認のうえ確定申告の準備を進めてください。
改正のポイントは大きく 2 つです。
1．所得控除額 38 万円の対象となる配偶者の年収の上限が 103 万円から 150 万円に引き上げら
れる。
配偶者控除の対象となる妻の年収はこれまでと変わりませんが、配偶者特別控除が拡大され、妻
の年収が 103 万円超 150 万円以下なら、夫は配偶者特別控除として 38 万円の所得控除が受けら
れるようになります（夫が年収 1,120 万円以下（合計所得金額 900 万円以下）の場合）。
この見直しによって「150 万円」が新たな壁になるのかというと、そうではありません。150
万円を超えても、妻の年収が約 201 万円まで配偶者特別控除が適用されるので、これまで同様、
手取りが一気に減ることはありません。
2．納税者本人の所得によって控除額が逓減・消失する。
配偶者特別控除の対象となる妻の年収の上限は引き上げられますが、控除額は適用される納税者
本人つまり、夫の所得によって逓減・消失します。

遠賀郡四町出品物を令和２年１月９日（木）、１０日（金）県庁ロビーで販売する予定です。
ご来館頂き申込書（商品名、商品説明）への記入をお願いします。（受付は先着順となります。
定数になり次第受付を終了致します。ご了承下さい）

〔税務相談〕

12 月 16 日（月）、26 日（木）
、令和 2 年 1 月 7 日（火）、15 日（水）
、24 日（金）
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）

福岡県の最低賃金が以下の通り改定されています。皆さんご確認をお願いします。
地域別最低賃金
効力発生日
福岡県最低賃金
１時間 ８４１円
令和元年１０月１日
特定最低賃金
効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、
１時間 ９７５円
鋼材製造業
電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情報
１時間 ９２６円
令和元年１２月１０日
通信機械器具製造業
輸送用機械器具製造業
１時間 ９４４円
百貨店、総合スーパー
１時間 ８８９円
自動車（新車）小売業
１時間 ９４０円
・上記の最低賃金に該当しない産業は福岡県最低賃金（１時間８４１円）が適用されます。
・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に
適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働、休日労働等の割増賃金、賞与、
臨時の賃金は算入されません。
☆詳しくは福岡労働局労働基準部監督課賃金室へお尋ね下さい。
TEL０９２－４１１－４５７８ FAX：０９２－４１１－４８７５

雇用関係助成金とは、厚生労働省が所管で扱っている、「人材の雇用に関する条件を満たすこと
でもらえる支援金」のことです。一般的な助成金の対象は新規事業に関する人材の雇用、障害者の
雇用、人材の育成、介護・育児休暇制度の充実などです。
【各雇用関係助成金に共通の要件等】
雇用関係助成金を受給する事業主（事業主団体を含む）は、各助成金の要件等を満たすほか、次の
すべての要件を満たすことが必要です。
□
□
□

雇用保険適用事業所の事業主であること
助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管していること
助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等の提出を福岡労働局又は公共職業
安定所（ハローワーク）から求められた場合に応じること
□ 福岡労働局又は公共職業安定所（ハローワーク）の実地調査に協力する等、審査に協力する
こと
□ 申請期限内に申請を行うこと
詳細は以下のアドレスよりご確認下さい。
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseiki
n/joseikinichiran.html

今回紹介する事業所はは自動車、バイクの中古車販売、車検、整備、板金塗装、車輌カスタム
等を行っている別府地区にある T’ＳPROJECT さんです。
当該事業所代表は学校卒業後先輩の勧めで板金塗装の事業所へ就職。
その後も他社で車輌の販売、買い取りの技術、カスタムカーの技術等を習得
後平成３０年６月に独立開業されました。
「車を単なる移動手段というよりもちょっとこだわりを持って乗車してほ
しい」という想いから提案型の車輌販売に力を入れた営業を行っています。開業前に県外へ就職
していたこともあり、当該事業所の営業エリアは県内に留まらず、九州・中国地方と広範囲に渡
ります。
当該事業所が得意とする分野として車輌外装のカスタムがあります。こち
らについてはボディー加工からＦＲＰを使用したオリジナルパーツの作成ま
で行っています。カスタムした車輌はオートサロンに出展したこともあるそ
うです。
代表の松永さんに遠賀町で開業した理由を聞いて
みました。「以前より遠賀郡内での開業を検討しており、遠賀町に良い
物件があったので、遠賀町で開業することにしました」
今後はカスタムカーのオリジナルパーツを制作し、それを海外へ販売
したいということでした。またカスタムカーをラスベガスで行われてい
るカスタムカーショーに出展するという夢も叶えたいということでした。
このようにワクワクする夢を持っている T’ＳPROJECT にぜひ一度ご連絡下さい。
住所 遠賀町別府 3761-5 ℡291-3322
営業時間 9:00～19:00
店休日 日、祝日

当センターは、県内の中小企業の皆様の生産性向上の取組みを伴走型で一貫支援します。
生産性向上に係る課題を抱えている企業様は、まずはお気軽にご相談ください。
・支援費用 無料（指導の中で必要となる材料費等の経費は企業負担となります。）
・支援期間、回数 生産性向上の取組みが定着するまで支援します。
・お問い合せ、お申込み先 福岡市博多区吉塚本町 13-50 福岡県吉塚合同庁舎 1 階
ＴＥＬ092-292-8890、ＦＡＸ092-292-8688
受付時間 9：00～12：00、13：00～17：00

当ネットワークは福岡県における円滑な事業承継を推進し、地域経済の活性化、地場産業および地
域における雇用維持等を目的として活動しています。お困りごとあれば、ぜひ問合せ下さい。
・お問い合せ TEL：092-409-0022

中小・ベンチャー企業の経営課題克服、事業拡大を図るため、資金調達や販路拡大支援、人材育
成支援、最新の情報提供など様々な分野で中小・ベンチャー企業のサポートを実施します。ぜひ声
かけ下さい。
・お問い合せ TEL : 092-710-5800 受付時間 : 9:00〜17:00(土日祝除く)

