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発行日／平成29年6月9日

平成２９年度プレミアム付商品券のご案内

No.25

商品券総額１億１千万円
（共通商品券５千５百万円・リフォーム商品券５千５百万円）
取扱加盟店（参加企業）を募集致します！！
【使用期間】
平成２９年８月２１日（月）～平成３０年２月２０日（火）
     の６か月間
【換金手数料】２％（非会員の場合は５％）
【換金期間】
平成２９年８月２３日（水）～平成３０年３月２０日（火）
土・日・祝日・年末年始を除く。
【取扱加盟店申込について】
加盟店の登録は随時受付けます。「加盟店申込書」兼意思確認書をご提出ください。
用紙は商工会窓口やＨＰにも掲載しています。
【お知らせ】
加盟店の方には「取扱加盟店証」（７月下旬送付予定）を発行いたしますので、換金の際は必ずご持参ください。
原則、換金手数料を差引いて現金にて換金します。要望があれば口座振込も可。（但し振込手数料は換金額よ
り差引致します。）
また、「商品券のポスター」「商品券の見本」も７月下旬に送付予定です。

平成２９年度 糸島市商工会 第５回通常総代会
　第５回通常総代会が５月２４日（水）糸島市商工会館において、総代総数１４６名中100名（委任状含む）に
出席いただき、盛大に開催されました。議長には福吉地区 髙江忠史氏が就任し、８議案すべてが承認されま
した。また、月形市長をはじめ、多数のご来賓のご臨席を賜りました。

※広報や商工会に関する問合せ、ご意見等をお寄せください。

1． 経営発達支援計画の推進
　　・事業計画策定・実施支援等
2． 創業支援の促進
　　・創業セミナーの開催／ワンストップ窓口相談支援等
3． 経営力強化に向けた支援
　　・小規模事業者経営改善資金（マル経資金）の推進
　　・経営革新計画／地域資源活用計画等策定・実施支援
　　・販路開拓に向けた支援／記帳データを活用した経営支援
4． 巡回訪問の推進・強化
5． 会員数・組織率の向上

「挨拶をする山﨑会長」

「総代会の様子」

【平成２９年度 重点項目】

たくさんのお店で

使えて便利♪
役立つわ！！
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H29年4月・5月において理事会が開催され、加入承認となりました事業所を紹介します。

地区名 事業所名 代表者 住　　所 電話番号

波多江

波多江

波多江

上　町

老松町

雷　山

北本町

北　部

北　部

桜　野

小富士

福　吉

深　江

深　江

賛　助

賛　助

092-324-5828

092-338-8076

090-9073-3456

092-332-2808

092-332-2272

090-7444-3004

092-322-9781

092-335-3164

092-332-0038

092-332-2997

092-326-5790

092-325-1178

092-332-2861

092-201-1000

090-5724-0225

潤4-12-36B-106

高田2-20-28

波多江駅北1-7-17

前原東1-4-18

前原中央1-4-7

高田4-1-15

前原北4-20-15-A-7

前原西2-2-22

南風台3-13-6-102

志摩桜井1877

志摩船越66-1

二丈吉井4087-4

二丈片山1668

二丈深江1785

中央区那の津3-13-10

西区今宿1-4-5-408

エコクリーンサービス

伊都むすび

Aボディー

MOMO（モモ）

D-STOCK いとしま（ディーストックイトシマ）

㈱Yu-Ki（（カ）ユーキ）

和田組

渡邊工業

STADIO AND GRAPHY（スタジオアンドグラフィ）

Creative metal（クリエイティブ メタル）

左官の昭ちゃん

勝田整骨・鍼灸院

クルール

㈱富士屋

㈱ジェイコム九州

Leap（リュープ）

－サービス業－
（ハウスクリーニング）

－サービス業－
（車両部品買取・販売）

－製造業－
（惣菜・弁当製造販売）

－製造業－
（弁当・惣菜製造販売）

－小売業－
（服飾小売）

代表取締役

代表取締役

代表取締役

－サービス業－
（写真撮影業）

－建設業－
（金物溶接・取付工事）

－建設業－
（左官業）

－サービス業－
（整骨院）

－製造業－
（弁当製造販売）

－小売業－
（雑貨）

－情報通信業－
（CATV・インターネット・電話・電力）

－小売業－
（化粧品通信販売）

－建設業－
（鳶・土木工事）

－建設業－
（煙突メンテナンス）

－建設業－
（内装（フローリング・床コーティング））

吉井　正一郎

辻　翔太朗

赤穂　匡祐

馬渡　　誠

篠﨑　洋徳

板垣　敬子

和田　美智代

渡邊　忠誠

新田　修司

徳安　隆晃

仲西　昭二

勝田　淨邦

庄島　文継

岡澤　敏晃

徳田　瑞穂

樋渡　悠介
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　日頃の消費税や事業承継等、税務に関する疑問など何でも構いません。
一回の相談につき３０分～１時間程度です。
事前にTELにてお申し込みください。その際相談したいことを簡潔にお伝えください。

　石綿を含む建材を使用した建築物・工作物が現在も多
く存在しています。労働者が石綿ばく露しないよう石綿建
材の使用状況を把握し、ばく露する恐れがある場合は、
厚生労働省ウェブサイトに掲載されている石綿飛散防止
対策徹底マニュアルに基づき適切に対応してください。
【厚生労働省のHPにてご確認ください。
：石綿障害予防規則など関係法令について】

　商工業の活性化を図るため、糸島市内で事業を営む中小企業者の方が、経営革新計画に基づいて行う新
しい取り組みや販路拡大を目指して要した費用の一部を補助します。
◎補助対象者◎
①糸島市内で商工業を営む中小企業者であること　②市税の滞納がないこと
※風俗営業などの規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行っていないこと、暴力団などと関係がないこと。
◎事業内容◎

～新規事業の例～
・新商品や新サービスの開発・販売
・商品の新たな生産・販売方式の導入
・その他新たな事業活動 など
【４０万円の事例】
経営革新計画に沿った事業を行うために、事務所を改装してモ
デルルームを設置した。
【１０万円の事例】
新商品としてプリンを開発するために、スチーマーを設置した。

～対象経費の例～
・新商品開発に必要な消耗品の購入
・商品ＰＲのためのチラシの印刷
・講師への報酬や旅費
・マーケティング調査を行うため
の委託費
・新たな販売を行うための看板設
置費・店舗改装費用 など

経営革新計画に従って行われる事業については、３年後の経常利益を３％以上の向上を目標とし、その他経
営革新計画に準じる事業については、３年後の経常利益を２％以上の向上を目標とします。

無料税務相談会のご案内

建築物等における業務での
労働者の石綿ばく露防止について 　皆さま、初めまして!

　4月1日より糸島市商工会に
てお世話になっております、吉田
梓と申します。
　慣れないことも多く、色々とご
迷惑をおかけするかと思います
が、早く皆さまのお役に立てる
よう、日々頑張って参りますの
で、宜しくお願い申し上げます。

本　所　１Ｆ小会議室13：00～16：00

事業区分
経営革新計画に従って行われる
経営革新のための事業
上記に準じる事業であると
市長が認める事業

事業に要する経費の３分の２以内

事業に要する経費の３分の１

４０万円

1０万円

補　助　率 補助金の限度額

平成29年6月13日（火）、7月4日（火）、
8月8日（火）、9月19日（火）

派遣税理士：井上明彦税理士事務所 井上明彦氏

志摩支所　１Ｆ相談室13：00～16：00

平成29年6月22日（木）、7月20日（木）、
8月24日（木）、9月14日（木）

派遣税理士：池田清勇税理士事務所 池田清勇氏

がんばる中小企業者応援補助金制度
～新たな取り組みを行ってみませんか？～

経営支援員
吉田　梓

新任紹介　事務局
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加布里地区、宮本建設の
宮本博之さんにお話を伺いました。
＞創業からの事業内容についてお聞かせください。
　昭和51年に建設業として
開業、平成8年に作業場を現
在の二丈武に移し、主に個人
宅のリフォーム工事や公共工
事等を請け負っています。
＞仕事をする上で大切にして
いることは何でしょうか。
　確実な施工とその仕上がりです。そして何より迅速な対
応を心掛けています。人手も不足していますので、対応しき
れないときも正直あり、お客様にはご迷惑をお掛けしてい
ます。人生を過ごす大切な家ですから、住みやすさ・使いや
すさの点からご要望に応じて提案させて頂いています。施
工や予算についても分かりやすく納得して頂けるように
説明することも大切にしています。
＞商工会員であることのビジネス上のメリットはありますか。
人とのつながりが広がることです。経営者が立場を超えて
お互いに相談したり、意見交換をする機会はあまりないの
でとても良い経験になっています。また補助金や事業承継
セミナー等各種勉強会に参加できることもメリットだと感
じています。
＞今後の事業展開や課題について教えてください。
　今後も地域での事業拡大を目指していきたいと考えて
います。そのためにも円滑な事業承継が大切だと感じてい
ます。若い世代の従業員の雇用と育成が今後の課題です。
自分も仕事を任せてもらえるようになるまで十数年かか
りましたから、そこはしっかり覚悟して育てていきたいと
思います。
＞プライベートでの趣味について教えてください。
　釣りが趣味です。と言いつつ数年釣りにも行っていませ
んが、この質問をきっかけに息子たちと釣りに行きたいと
思います。えさの付け方や竿の投げ方を教えながらゆっく
り過ごすこともたまには必要ですよね。家族と過ごす時間
を大事にしたいと思います。
＞最後に一言お願いします。
　商工会とは
長く付き合っ
てもらいたい
と思います。
会員同士の
交流を深めて
ほしいからで
す。経営者同
士の交流は仕事でのモチベ―ション強化にも繋がります。
また青年部へ加入し、地域交流事業にもぜひ参加してほし
いです。代表者は日々忙しいものですが、行事運営のため
の委員会の打ち合わせに関わり、同世代の会員との繋がり
を深めてその行事を成功させたときの達成感を味わって
ほしいです。仕事とは違う感動を得ることも出来ると思い
ます。

加布里地区、加布里小グランド前のパン工房Ｍｏｏｍｏ
の牛原稔さんにお話しを伺いました。
＞開業までの歩みについてお聞かせください。
　最初の就職先が唐人ベーカリーで、他店を含め16年間
パン作りを学んだ後、実家である神在で2003年開業しま
した。
＞店名の由来についてお聞かせください。
　名字に牛が付くこともあり、営業車を牛柄にしてパンの
販売をしていたこと、またお店が小学校の近くなので子供
たちが覚えやすく、親しみやすいようにモーモという店名
にしました。
＞お店のオススメは？
　人気商品はモーモのミルクパンとまたいちの塩を使っ
たバケットです。
バケットは浦志のハーブガーデン プティール倶楽部伊都
国さんでも提供されています。また伊都物語の牛乳を使っ
た柔らかくほんのり甘い食パンもオススメです。

＞パン作りでの１番のこだわりは何でしょうか。
　「美味しくきれいに作ること」です。パンの生地はその日
の温湿度に左右されやすいため、常に微妙な調整が必要
ですが、長年の経験と技術を活かしてお客様の喜びのため
に日々頑張っています。
＞商工会に入会して良かったと感じたことは？
　申告の代行や会員事業所間での繋がりが増えたことで
す。また開業時には各種手続きにおいて事務局職員の方に
多くのアドバイスを頂けたことも非常に役立ちました。
＞今後の事業展開や課題について教えてください。
　課題は集客力だと感じています。現在月、水、金は波多江
のマルコーバリューさんで店頭販売をおこなっており、また
4月の糸島三都110キロウォークでは1,400個のパンを提
供しました。お店や商
品の周知に今後も商
工会会員間の繋がりを
活かしながら常に努力
していきたいと考えて
います。ベーカリー業
界に入り今年で30年
目になりました。これ
からも地域行事への
参加等を通して、地元
の人に愛されるパン作
りを長く続けていきた
いと考えています。

事業所インタビュー

代表牛原稔さんと奥様の陽子さんに
お話しを伺いました♪

青年部「青年経営者の主張」にて～

モーモ
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平成28年度  第12回理事会報告 ◆開催日時  平成29年3月21日（火）　17時
◆開催場所  糸島市商工会 本所 大会議室

【主な議案・報告】
・商工会ＨＰについて
29年度はＨＰのリニューアルを予定しており、一般の方への情報発信も今後充実させていきたい旨を述べた。
・糸島イルミネーション2016について
収支決算における収入の市民協賛金806,000円は電球購入に充当していくこととした。
・商工貯蓄共済・会員福祉共済加入推進状況について
貯蓄共済は5地区、福祉共済は8地区が今期目標達成となった。次年度も役職員で協力しながら引続き加入推進を行っていく旨を述べた。

平成29年度  第1回理事会報告 ◆開催日時  平成29年4月18日（火）　17時
◆開催場所  糸島市商工会 本所 大会議室

【主な議案・報告】
・糸島市商工会プレミアム付商品券事業について
28年度のプレミアム付商品券事業では換金率は99.8％であった。今後は小規模事業者の経営基盤強化に繋がるよう当会において
も対応策について検討していく旨を述べた。
・協賛の件について
糸島市社会福祉協議会主催「糸島わいわいフェスタ2017」への協賛について、協議の結果、昨年同様承認することとなった。
・商工貯蓄共済・会員福祉共済加入推進について
平成29年度においても満期契約の更新と新規契約の増加を引き続き推進していくとした。
・建設工業部会について
住まいの相談センターの会員募集は、6月29日から7月末までの予定である旨を述べた。

雇用保険料率が引き下がります！

源泉所得税中間納付のお知らせ

平成29年4月1日から平成30年3月31日までの
雇用保険料率は以下の表の通りです。

平成29年度の雇用保険料率

平成29年度  第2回理事会報告 ◆開催日時  平成29年5月9日（火）　17時
◆開催場所  糸島市商工会 本所 大会議室

【主な議案・報告】
・会員加入、脱退等の承認について
会員加入7件、脱退5件、変更3件全て承認。（会員数1,385）
・平成29年度通常総代会提出議案について
総代会開催通知、委任状、総代資料について可否を諮ったところ、全員異議なく承認。
・後援の件について
「いとしま海の祭典、芥屋花火大会」の後援依頼があったことを報告。協議の結果昨年同様承認することとなった。

（枠内の下段は平成28年度の雇用保険料率）

提出書類の締切は6月20日（火）まで

源泉所得税中間納付の期限は７月１０日（月）です！
給与支払事務所になっている事業所で、事務代行を希望される方は下記書類を商工会窓口（本
所・志摩支所・二丈支所）までご持参ください。

締切日を過ぎる場合はご連絡ください。

１～６月までに支払った
給与金額が分かるもの

（例）給与明細、給与台帳　等
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岡﨑　隆行
竹内　晋太郎
山本　義人
木下　勇二
徳永　武使
仲原　寛貴
中下　慎一郎
薦田　和寿
冨岡　大将
畑江　吉人
園田　洋久
行弘　正誠
田中　伴明
藤瀬　広崇
藤野　正也
城 　 慶 典
久保田　浩
熊澤　寛文
徳安　達成
三嶋　史夏子
波多江　和樹
中園　信一郎
三嶋　雅士
山下　耕一
松本　淳一
松 浦 　 慶
宮本　博之
山本　義人

◀就任挨拶をする岡﨑新部長

▲女性部員を前に挨拶をする坂本新部長

女 性 部

　平成29年4月21日（金）、糸島市商工会館大会議室に
おいて、第5回通常総会が開催されました。年間活動方
針について意見交換が行われ、3議案すべて可決されま
した。今年度は任期満了に伴い新役員となり、部長には
坂本部長が選出されました。

　平成29年4月14日（金）糸島市商工会本所大会議室に
おいて平成29年度第5回青年部通常総会を開催しまし
た。提出された3議案は全て可決され、今年度は任期満了
に伴う新役員と、部長には岡﨑部長が選出されました。

平成29年度女性部役員

青年部・女性部
第5回通常総会が
開催されました

青 年 部
役　職
部長
副部長
副部長
副部長
総務委員長
総務副委員長
研修委員長
研修副委員長
部員活性委員長
部員活性副委員長
情報委員長
情報副委員長
地域活性委員長
地域活性副委員長
志摩支部長
二丈支部長
怡土支部長
浦志支部長
老松町支部長

加布里・長糸支部長
波多江支部長
北部支部長
前原支部長
雷山支部長
監査委員
〃
相談役

地区・県青連理事

事業所名
㈱トータルサポートオーク
糸島クリーンライフ
㈲初音旅館

糸島ラーメンゆうゆう
蔵持工業
仲原商店
海扇寿し
日向陶業
㈲冨岡木材店
ハタエ水資源㈲
前原相互印刷㈱
行弘畳・襖店
㈱西部保険.
野呂高原園芸場
ガレージフジノ

㈲ミツル醤油醸造元
㈱H&T Paint
熊澤建設㈱

行政書士 糸島総合事務所
SNACK Luna
電気のハタエ
㈲糸島手造りハム
三島商店
山下工務店

㈱福岡フードサプライ
㈱松浦商会
宮本建設
㈲初音旅館

平成29年度青年部地区選出常任委員
氏　名

坂本　朱美
宮﨑　勢津子
小島　和子
家宇治　元子
柴田　スマ子
吉村　なほ子
江川　千津子
岡　しょうこ
竹中　須恵子
天野　テル子
赤司　アケミ
溝口　重子
那須　愛子
武谷　真紀
岸原　さなえ
山下　美千代
久保　妙子
西原　加代子
波多江　栄子
濱地　一代
中村　啓子
田中　優子

役　職
部長
副部長
副部長

監査委員
〃

事業所名
坂本産業　不動産部

㈲喜八荘
㈲プティール倶楽部伊都国

家宇治木材店
㈱味楽寿司
なぎさ

江川酒販㈲
味処まさ
寿し竹

(有)天野屋薬局
西日本新聞エリアセンター前原駅前

溝口建設
㈱那須商店

寿司・活魚料理　玄海
㈱きしはら
山下商店
(有)ひとみ堂
西原技建

ｃａｆｅぎゃらりーひまわり
ボディショップ和晃

中村園芸
田中農機商会

氏　名

クールビズの実施について
地球温暖化防止及び省エネルギーを促進するため5/1（月）～
10/31（火）までの間、冷房の適温化と職員の軽装（クールビズ）
を行います。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

常
任
委
員

総務会計委員長
総務会計副委員長
総務会計委員
総務会計委員
企画研修委員長
企画研修副委員長
企画研修委員
企画研修委員
企画研修委員
地域活動委員長
地域活動副委員長
地域活動委員
地域活動委員
広報委員長
広報副委員長
広報委員
広報委員


