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2017年創業塾ついて

★第1回目（8/5（土）6（日））の様子★

⑥支援制度などの紹介

⑤販路開拓

④人材育成

③講演会

②-2 財務

②-1 財務

①経営

創業塾講義内容

商談会・各種支援制度などの紹介

ターゲット市場とニーズ、自社商品と他社商品分析

従業員の育成方法

（講義）資金調達について

地域で開業する魅力

経営管理について

資金繰りについて

講義内容

福岡県商工会連合会

西岡経営管理事務所
中小企業診断士
西岡　隆 先生

市内事業者

(株)日本政策金融公庫

西岡経営管理事務所
中小企業診断士
西岡　隆 先生

講 師（ 予 定 ）

No.27

　糸島市内で創業後5年未満の方等が対象で、一人一人が経営者となって、会社を経営する
「マネジメント・ゲーム」を通しての実践型講座です。
２日間受講された方は以下の特定創業支援策の対象者となります。

第２回目は下記の日程で開催します。
当会ＨＰに申込書を掲載していますので、お気軽にお申込ください。
開催日時：11/18（土）19日（日）　開催場所：糸島市商工会　本所
電卓と筆記用具（えんぴつ）をご持参ください。

※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。

必要な科目を全て受講し、市の受講証明書を受領した場合、下記の支援制度を活用できます。

●株式会社設立時の登記にかかる登録免許税の減税
●無担保・第三者保証人なしの創業関連保証枠の拡充
●日本政策金融公庫創業資金の自己資金要件の充足
※借入には別途審査があります。 和気藹々とした雰囲気の中、積極的な意見交換を行いながら、楽しく受講して頂きました♪
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H29年8月・9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

北　部

北　部

可　也

芥　屋

桜　野

桜　野

福　吉

福　吉

一貴山

一貴山

長　糸

深　江

092-329-0037

092-323-1238

092-329-1510

092-335-3120

092-334-1048

092-328-3858

092-327-0267

090-8456-9018

092-326-6101

092-326-5853

092-325-8123

090-8910-9865

092-324-1080

0120-883-993

092-332-8410

092-707-5030

092-322-1609

糸島市高田5丁目20-5-205

糸島市波多江駅北1-3-1

糸島市南風台3-14-42

糸島市南風台8-7-3

糸島市志摩師吉141-98

糸島市志摩芥屋3485-1

糸島市志摩野北3129-3

糸島市志摩野北2002

糸島市二丈吉井3509-6

糸島市二丈吉井4046-15

糸島市二丈武175-3

糸島市二丈田中138-5

糸島市川付562

糸島市二丈深江1928-42

玉家のキムチ工房 糸島本店
糸島市波多江駅北2-10-29

玉家の焼肉・韓国料理 オビリ
糸島市前原中央2-3-59

玉家のキムチ工房 木の葉モール橋本店
福岡市西区橋本2-27-2

株式会社 OKKFOODS
（オーケーケーフーズ）

隅　真一郎

N-wave

（株）サンドラッグ 南風店

眠りと癒しの店 ゆめ屋

（有）まいんど

バオバブ・サンライズ

わんだふる

French Connection（フレンチコネクション）

わかまつ農園

FINESSE 西口奈鶴子事務所（フィネス）

（株）ベビーフレンド

るり工房 田心姫（タゴリヒメ）

三兄建設

善幸ホームサービス（ゼンコウ）

ー建設業ー
（タイル貼り）

ー製造小売業・飲食業ー
（自家製キムチ・韓国惣菜製造販売、飲食店）

ー小売業ー
（医薬品・日用品・食品販売業）

ーサービス業ー
（アクアリアウム水槽メンテナンス業）

ー小売業ー
（寝具・ギフト）

代表取締役

代表取締役

代表取締役

店長

ー小売業ー
（化粧品販売）

ー小売業ー
（精油・保湿クリーム・洗剤・化粧品販売）

ーサービス業ー
（研修講師業）

ーサービス業ー
（リネンサプライ）

－製造小売業－
（ガラス工芸）

－建設業－
（一般建築工事一式）

ーサービス業ー
（遺品整理業及びリフォーム業）

－小売・卸売業－
（インターネット商品販売）

ーサービス業ー
（ペット美容）

－建設業－
（白蟻工事、建築修繕工事）

隅　真一郎

伊藤　裕明

吉郷　直樹

大串　昭

広山　孝信

岡田　鉄太

奥河　みわ子

柴田　敏春

若松　潤哉

河野　奈津子

野中　史明

谷口　志織

山下　利満

田渕　芳明

片　玉技
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　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、労働保険（労災・保険・雇用保険）に加入することが法律で義務付けられています。
　まだ、加入手続がお済でない事業主の方は、労働者の方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）で加入手続を行ってください。

※商工会では「労働保険事務組合」として認可を受けており、労働保険に関する申告や納付及び書類提出等事務一切
　を事務委託することができます。ご相談ください。
【お問い合わせ先】福岡労働局総務部労働保険徴収課　ＴＥＬ：092-434-9835　ＨＰ：http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp

●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。

●特定の産業には特定最低賃金が定められています。

【お問い合わせ先】福岡労働局労働基準部賃金室（ＴＥＬ：092-411-4578）

　保育園などに入所できず、退職を余儀

なくされる事態を防ぐため、育児・介護

休業法が変わります。またさらに、育児

をしながら働く男女労働者が、育児休業

などを取得し

やすい職場環

境づくりを進

めます。

　災害により国税の申告、申請、請求、納税などを期限
までにできないときは、期限の延長や納税の猶予がで
きる場合があります。

詳しい内容については
福岡国税局ＨＰ（http://www.nta.go.jp/fukuoka/）を

ご覧になるか、
西福岡税務署（ＴＥＬ：092-843-6211）に

お尋ねください。

女性創業巡回相談会のご案内
対象：創業を目指す女性、創業して間もない女性
●女性の中小企業診断士が、創業にあたって直面する
様々な課題の相談に応じます。
●「何から準備を始めたらいいか分からない」「起業でき
るか不安」など、創業について考え始めたばかりの方も
お気軽に御相談ください。

【開催日程】11月22日（水）　【開催場所】糸島市商工会 本所
※当会ＨＰ掲載の申込書にてＦＡＸまたはメールにて
振興事務所にお申込みください。

【申込先】福岡県福岡中小企業振興事務所
ＴＥＬ：092-622-1040　ＦＡＸ：092-622-1571
Ｅ-ｍａｉｌ：fukuoka-sm@pref.fukuoka.lg.jp

　平成16年の法律改正により、厚生年金保険料率は平成
29年9月まで毎年改定されることになっています。平成
29年9月分（同年10月31日納付期限分）からの保険料
率は右記のとおりです。

11月は「労働保険適用促進強化期間」です

平成29年10月1日から福岡県最低賃金は1時間789円に改定されます

平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします

平成29年9月から
厚生年金保険料率が変わります

改正内容①：最長2歳まで育児休業の再延長が可能に
 　育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。（詳細はハローワークまで）
改正内容②：子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ
 　事業主は働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、その
 　方に個別に育児休業等に関する制度（育児休業中・休業後の待遇や労働条件
 　など）を知らせる努力義務が創設されます。
改正内容③：育児目的休暇の導入を促進
 　未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利
 　用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。
 　（例）配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加のための休暇など

詳細な内容については、厚生労働省ＨＰ（http:www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html）をご確認ください。

平成29年7月九州北部豪雨で
被害を受けられた皆様へ

現行

一般
厚生年金基金加入者

18.182%

18.300%
13.300%～15.900%

13.182%～15.782% 13.184%～15.784%
18.184%
厚生年金基金加入者

坑内員・船員

変更後
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　　加布里地区、㈲ＤＣカンパニーの
　　松尾　大輔さんにお話を伺いました。

＞創業からのお仕事の内容についてお聞かせください。

　平成14年5月15日創業で、当初は飲食店の排水処理を

請け負っていました。その中でバックヤードの環境改善を

求める声が多くあったことから、特に消臭効果に着目して

商品開発を進めてきました。今年で15年目になりますが、

現在は吹きかけたらどんな強い臭いも消臭される「殺菌酵

素」という商品をメインに飲食店や大手ホテルメーカーの

方々と一緒に仕事をする機会も増えてきました。

＞仕事をする上で気をつけていることはありますか。

　一番は安心安全な商品を提供するということです。汲み

取式トイレ臭から生ゴミ、飲食店のグリストラップ、ホテル

客室の体臭やタバコ臭まで一本で全て消臭できる天然素

材の消臭剤を開発しています。

＞商工会員でのビジネス上のメリットはありますか。

　人との繋がりが広がることです。商工会職員の方を含

め、経営に行き詰まったとき等に相談できる環境が身近に

あることは自身にとっても強みだと感じています。

＞プライベートでの趣味について教えてください。

　アウトドアが趣味です。今は時間がなく行けていません

が、キャンプや山登りが好きです。

＞今後の事業展開について教えてください。

　代理店を増やし、幅広い地域で「殺菌酵素」を販売できる

ようにしていきたいと考えています。糸島発の消臭剤とし

て商品の認知度を高めていくことが今後の課題だと考え

ています。

＞最後に一言お願いします。

　消臭でお困りのことがございましたら、ご相談ください。

サンプル提供もしています。天然素材の商品なので、安心し

てご利用頂けます。

　　東町地区、髪工房かいじまの
　　貝嶋　淳さんにお話しを伺いました。

＞お店についてお聞かせください。

　開業は昭和10年1月10日で、私で3代目になります。お

客さまの年齢層も学生の方から年配の方まで幅広くご利

用いただいています。

＞仕事をする上で気をつけていることはありますか。

　お客さまには気持ち良く過ごしていただくことを心掛け

ています。接客においてはコミュニケーションを多くとりな

がら、お客さまが希望する髪型に仕上げることを心がけて

います。また髪型のトレンドも取り入れるため毎年2回勉強

会にも参加しています。お店も外からでも店内を見やすく

し、入りやすい雰囲気作りを行っています。

＞商工会員でのビジネス上のメリットはありますか。

　やはり商品券事業に参加できることにメリットを感じて

います。お客さまも商品券を利用される方が多いこともあ

り、今年のプレミアム付商品券の加盟店にも登録していま

す。

＞今後の抱負について教えてください。

　今高校3年生の息子がいますが、将来跡を継ぐため、理

容師・美容師の両方の資格取得を目指し専門学校に通う

予定です。地元で末永く事業を継続し、愛される理容店を

目指していきたいと考えています。

＞プライベートでの趣味について教えてください。

　以前は子供の野球の応援でしたが、今は夫婦で映画鑑

賞を楽しんでいます。

＞最後に一言お願いします。

　現在、福岡県理容生活衛生同業組合の教育部長をして

おり、講師の方の誘致等を行っていますが、やはり技術でも

衛生面でも安心のある組合員のお店のご利用をお勧めし

ています。

事業所インタビュー

緑と花で可愛らしく飾った入口横の窓からは
店内を見渡すことができ、入りやすい造りになっています。
リラックスできる店内でぜひおくつろぎください。

この１本を
５倍～１０倍希釈してスプレーすれば
部屋臭・体臭・たばこ・ペット・生ゴミ
・糞尿・靴・園芸土等を消臭。
この１本の原液投入で

グリストラップ・配管・汲取り式トイレ
・肉魚介野菜麺類等の

腐敗臭・どぶ臭に瞬間消臭します！
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平成29年度  第5回理事会報告 ◆開催日時  平成29年8月22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】
・行政との懇談会について
本年度は10月26日（木）16時に予定しており、その際の質問事項等について協議を行った。
・共済推進について
各地区における更新対象契約のリストを参考に、共済推進委員と各地区理事で協力して引続き満期更新手
続きを推進していくとした。
・青年部被災地ボランティア活動について
九州北部豪雨災害で被災した地域に早良商工会5名と合同で床下の泥出しのボランティア活動を行った
旨を述べた。
・「福岡マラソン」糸島協力会「もてなし」出展店について
本年度の出店数は39店、うち当会会員は28店である旨を説明した。
・工業部会「住まいの相談センター（仮）」について
上記の会員を募集中であり、現在は11会員であり、21会員を目標としていることから、引続き対象事業所
への加入推進の協力を依頼した。

平成29年度  第6回理事会報告 ◆開催日時  平成29年9月19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5件、脱退5件、変更4件全て承認（会員数1,393）
・九州北部災害義援募金について
8月31日時点で事業者15社より合計99,755円の義援募金のご協力を頂いたと報告した。糸島市へ9月20
日に持参し被災地の復興支援に役立てる旨を述べた。
・献血キャンペーンについて
9月4日（月）に伊都文化会館にて献血キャンペーンを行い合計305名の方にご協力を頂いたと報告した。
・後援について
SURFER GIRL SURFINGCONTEST2017、商店街活性化事業木藤亮太講演会、第8回福吉ジャズ、髙
祖神社奉納音楽祭の後援依頼について協議の結果承認することとした。

平成30年新春交流会懇親会
請負業者を募集します！
　来年の新春交流会は平成30年1月12
日（金）17時受付開始、18時開演を予定
しております。つきましては会員さまの中
で、会場設営・撤去・ゴミの処分、料理、コ
ンパニオンの手配、クロークの設置等を
一手に引き受けて頂ける事業所を募集
しています。
　この業務が可能な事業所さんはご連
絡をお願いします。
締切：10月16日（月）まで
担当者：糸島市商工会　冨永、宮川

～南本町講演会開催のご案内～
テーマ：応援の連鎖がまちを変える
　　　　～日南市油津町商店街再生事業からみる地方創生のかたち～
・開催日時：平成29年11月8日（水）
 　 18：00～19：30（17：30受付開始）
・開催場所：糸島市商工会　大会議室　（入場料は無料です！）
・講師：木藤　亮太（きとう　りょうた）氏
1975年生まれ。福岡県那珂川町出身。まちづくりに関する企画・計

画、建築・ランドスケープ（造園）空間の計画・設計、市民参加型の取り

組みの企画・実践及びこれらに関わる諸調整などが専門です。

・申込締切：平成29年10月20日（金）
・申込先・問合せ先：糸島市商工会南本町地区理事　武内
　ＴＥＬ：090-8834-1122　ＦＡＸ：092-324-8362
・共催：糸島市商工会南本町地区・イリスロード伊都商店連合会
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　商工会では、日本政策金融公庫と連携して下
記の日程で『一日公庫』を開催します。『一日公庫』
では、公庫の融資担当者と面談していただき、そ
の日に融資審査を行います。急な資金繰りでお困
りの方や年末年始の資金調達をお考えの方など
は是非お申込ください。詳しくは差込にてご案内
しておりますのでご確認ください。

開催日：11月13日（月）10：00～16：00
　　　  （1事業所につき1時間面談）
開催場所：本所（糸島市前原北1-1-1））
費用：無　料　

　消費税軽減税率制度（複数税率）への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方々が、複数税率対
応レジの導入や、受発注システムの改修などを行うにあたって、その経費の一部を補助する制度です。
・補助額は…レジ1台あたり20万円（税込）が上限、補助率は基本的には2/3となりますが、1台のみ機器導
入を行う場合でかつ導入費用が3万円未満（税込）の機器については補助率3/4、タブレット等の汎用端末に
ついての補助率は1/2と、補助率が異なります。
・ＰＯＳレジ導入の期待できる効果…
カード決済やレジ締めの簡素化、簡単に売上管理が可能、売れ筋商品の把握ができる等

　9月13日（水）、
中小企業診断士
の高橋衛先生を
お迎えしセミナー
を開催致しまし
た。
建設業における
社会保険加入徹

底の問題について、わかりやすく解説して頂きました。
参加者からは「次の機会もぜひ参加したい。」との声を
頂き、大変好評でした。

（日本政策金融公庫による）
『一日公庫』in糸島市商工会
開催のご案内

軽減税率対策補助金について

商工会主催 セミナーのご報告

テイクアウト（消費税8%）、店内飲食（消費税10%）と税率が異なるため、
複数税率に対応しなければならない事務所において、レジ購入を検討され
ている方は商工会までご相談ください。

波多江地区の若林商店（かぶらや）さんから軽減税率補助金を活用して新たに
レジを購入したいという相談を受け、申請書の作成支援等を行いました。

丸田池公園イルミネーション
協賛のお願い

　青年部事業として毎年11月に丸田池公園に電
球を灯すイルミネーション事業を行っています。
今年は11月19日（日）に点灯式を実施します。糸
島の中心地を明るくし、地域活性化に貢献するこ
とを目的としています。
ぜひイルミネーション募金にご協力をお願いい
たします。
♦協賛金額　1口2,000円～
♦点灯期間　平成29年11月19日（日）
  ～平成30年2月下旬（予定）
♦協賛募金期間　平成29年12月末まで
「協賛者名簿」をイルミネーション会場に掲示致
します。

●建設業向けセミナー●
「社会保険の加入問題と経営事項審査（経審）」　志摩支所・二丈支所の事務所機能を本所に統合し効

率化を図るため、平成２９年１０月１日付けにて支所
職員を本所に集結し、両支所の事務所を廃止します。
　不都合をお掛けすることもあるかと存じますが、ご

理解の程よろしくお願い致します。

　ご相談の際は、本所までご連絡いただきます様お願

い申し上げます。

電話番号　０９２－３２２－３５３５
ＦＡＸ番号　０９２－３２２－１１１３
（一定期間を経過後、両支所の電話回線等は廃止する

予定です。ご了承ください。）

志摩支所・二丈支所の廃止
並びに職員一元化のお知らせ




