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※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。

事業所情報をHPに掲載しませんか？
糸島市商工会では、会員事業所様をインターネット上でご紹介
する目的で、
「糸島市商工会会員紹介Webサイト ITOSUKI 」
を開設いたしました。ホームページをお持ちでない方は是非ご
活用ください。

費用は、写真1枚までなら無料！
有料版は初期費用3,000円で
最大7枚まで写真を掲載
（年間、更新手数料は一切かかりません）

■お 申込 み方 法 ■
＜その１＞同封の「会員様向け調査シート」にご記入いただいて商工会へFAXください。
写真データはメール等でお送りいただくか、現像写真を窓口へお持ちください。
＜その２＞糸島市商工会Webサイトにて下記の要領で情報をご入力・送信ください。
1 糸島市商工会Ｗｅｂサイト（http://ishokokai.net/）にＰＣまたはスマートフォンでアクセス。
2 会員用⇒「【無料版】事業所紹介ページ作成」または
「【有料版】事業所紹介ページ作成」をクリック。
3 入力フォームの項目に沿ってご入力。
※（必須）の項目は必ずご入力ください。

4 掲載したい写真データを選択してアップロード
（無料版１枚、有料版７枚まで）。
5 ご入力が完了したら、
「私はロボットではありません」
を□。
※画像を使った簡単な質問がある場合があります。

6 「内容を送信する」をクリック。

福岡県特定最低賃金改定のお知らせ
特定最低賃金

１時間

※効力発生日は平成30年12月10日です。

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業

950円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

905円

輸送用機械器具製造業

923円

※特定最低賃金に該当しない産業は、福岡
県最低賃金（1時間814円）が適用されます。
○詳しくは

百貨店、総合スーパー

867円

福岡労働局労働基準部監督課賃金室
TEL:092-411-4578

自動車（新車）小売業

915円

までお尋ねください。

より
事務局

年末年始休館のご案内
12月29日（土）〜１月３日（木）の間は閉館致します。
１月４日（金）は通常通り8：45〜開館致します。

◆お問合せ・お申込先 糸島市商工会 TEL 322-3535 FAX 322-1113 E-mail itoshima@shokokai.ne.jpまで
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新会員紹介
地区名

H30年9月・10月開催の理事会において、
加入が承認された事業所を紹介します。

事業所名

波多江

はり・きゅう院

雷山

喜永（ｷｴｲ）

代表者

住

所

電話番号

手島

孝平

糸島市波多江駅北1-4-12

092-323-6770

株式会社KLD

伊東

健太

糸島市篠原東1-7-2

092-332-9788

l'artista（ﾗﾙﾃｨｽﾀ）

田中

龍平

糸島市前原南1-16-23

092-332-2460

東町

糸島いしい整骨院

石井

広太

糸島市前原中央3-19-20-1F

092-335-3470

桜野

株式会社OZ Company（ｵｽﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ） 小津 智一

糸島市志摩野北2520-7

092-327-2532

小富士

たかなべ塗装店

髙鍋

勇治

糸島市志摩御床2165-136

092-328-3330

波多江

佐伯運送

佐伯

英典

糸島市波多江駅北4-9-15

092-323-2870

怡土

株式会社エンジョイプラス

北村

知浩

糸島市井田513-7

092-332-2500

怡土

Pega Hope（ﾍﾟｶﾞﾎｰﾌﾟ）

望

糸島市井田513-7

092-332-2500

芥屋

ＤＯＵＢＬＥ＝ＤＯＵＢＬＥＦＵＲＮＩＴＵＲＥ（ﾀﾞﾌﾞﾙﾀﾞﾌﾞﾙﾌｧﾆﾁｬｰ） 酒井 航

糸島市志摩芥屋1-1 芥屋フラワーセンター内

092-328-2010

福吉

糸島内場農園（Lala hous'e）

糸島市二丈鹿家1860-2

092-326-5807

雷山

鍼灸院

中古衣料品小売業

イタリア料理店
整骨院

保育サービス業
塗装業
運送業

WEB・DTP制作
ECサイト運営

田中

木工品製造業

ハバネロ食品製造業

平成30年度

内場

美幸

第6回理事会報告

◆ 開催日時

平成30年9月18日（火）

【主な議案・報告】
・会員加入・脱退等の承認の件
会員加入6件、脱退1件、変更2件、資格喪失1件全て承認（会員数1,399）
・西日本豪雨災害義捐金の交付の件
7月31日、8月1日にJR筑前前原駅・波多江駅にて実施した街頭募金活動で寄せられた募金を交付したこ
とを報告した。交付先及び交付金額は、
白糸の滝ふれあいの里管理組合
30,000円
二丈カントリークラブ
30,000円
筑紫野市商工会（寄託先）
300,000円

平成30年度

第7回理事会報告

◆ 開催日時

平成30年10月16日（火）

【主な議案・報告】
・会員加入・脱退等の承認の件
会員加入5件全て承認。
（会員数1404）

・平成31年糸島市商工会「新春交流会」の件
日程は1月11日（金）とし、地区会員の方へは商工いとしま11月号に開催案内を同封することとした。本年
度も、福引抽選を例年通り執り行う旨を述べた。
・商工貯蓄共済の満期更新キャンペーン実施の件
本年度も満期更新口数に応じて記念品を贈呈する旨を報告した。
・後援について
糸島サーフユニオン、波多江音楽祭実行委員会、西日本短期大学の後援依頼について会長決裁にて昨年度に引き続き
後援を行ったことを報告した。

◆お問合せ・お申込先 糸島市商工会 TEL 322-3535 FAX 322-1113 E-mail itoshima@shokokai.ne.jpまで
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年末調整
のご準備を!!

12月26日（水）までに

事務代行を希望される方は
糸島市商工会までご持参ください。

給与をお支払いの事業所が
対象となります！

※給与支給日が月末の場合は年明け1/7（月）
まで

必要な書類は？
※揃った書類には□チェックマークをつけてご活用ください。
□控除証明書（従業員さんのあるものは全て）
□税務署から届いた書類一式
（各従業員さんに記入してもらってください）
□生命保険 □損害保険・地震保険
□所得税源泉徴収簿（名前・住所のみ）
□企業共済 □国民年金・国民年金基金
□保険料控除申告書（受取人・続柄まで記入）
□国民健康保険・介護保険料
□扶養控除申告書（扶養親族は生年月日まで記入） □給与明細（7月〜12月・ボーナスを含む）
□配偶者控除申告書（配偶者の所得まで記入）
500円
従業員の方で次の異動があった場合にはお知らせください。
手数料
1名
□出産・結婚・離婚・就職
※マイナンバーについて
□本年に住居を新築・購入した
給与支払者（個人または法人）の番号が必要です。
□寡婦（寡夫）への該当の有無
また扶養控除申請書に従業員ご本人、配偶者、扶養している方の
マイナンバーも必要となりますので必ずご確認ください。
□留学など海外に住む扶養親族の有無

確定申告
のご準備を!!

必要な書類は？

1月31日（木）までに

決算事務代行を希望される方は
糸島市商工会までご持参ください。

事業主さんの一年間の
所得税・消費税の申告です。

※揃った書類には□チェックマークをつけてご活用ください。

□平成30年の収支が分かるもの（現金出納帳・集計表）
□営業所得以外に不動産・農業・一時所得保険（満期受
取明細書等）などがあれば、それらの関係書類
□控除証明書（生命保険や損害保険等）
□固定資産の取得・喪失にかかる書類（領収書・明細書）
□商品（材料）棚卸表
□売掛金、買掛金、未払費用等の一覧

□源泉徴収票（公的年金受給者等）
□昨年までの申告書控えの綴り
□マイナンバー通知カード又は個人番号カード
書面での提出の場合は本人確認書類
もご持参ください。

分離・譲渡・贈与等の特殊な申告がある方は、商工会の顧問税理士による無料相談日におこしください。

平成30年度

無料税務相談開催 のご案内
確定申告や、日頃の消費税、事業承継等の税
に関する相談なら何でも構いません。
一回のご相談につき、30分〜
1時間程度です。事前にお電話
にてお申し込みください。
【相談場所】商工会館1F小会議室
【時間】13：00〜16：00
（事前予約制）

井上明彦税理士

手数料

10,000円〜

（詳しくは窓口まで）

森博己税理士

平成30年
12月 10日 （月）

平成30年
12月 25日 （火）

平成31年
1月 22日 （火）
2月
5日 （火）
2月 19日 （火）
3月
5日 （火）
3月 26日 （火）

平成31年
1月 29日 （火）
2月 12日 （火）
2月 22日 （金）
2月 27日 （水）
3月
1日 （金）

「国の教育ローン（日本政策金融公庫）のご案内
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。お
子さま1人につき350万円以内を、固定金利（年1.78％（平成30年11月12日現在））
で利用でき、在学期間内は利息のみのご返済とすることができます。詳しくは「国の教育
ローン」で検索していただくか、右記のコールセンターへお問い合わせください。

【教育ローンコールセンター】

0570-008656
（ナビダイヤル）
または

（03）5321-8656

◆お問合せ・お申込先 糸島市商工会 TEL 322-3535 FAX 322-1113 E-mail itoshima@shokokai.ne.jpまで
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事務所インタビュー

ひなたうどん２号店の
古川 浩二郎さんにお話を伺いました。
1 事業内容について教えてください。
うどん屋です。夜は、溶岩ステーキや刺身など一品料
理を提供するうどん居酒屋になります。母が、長年、日
向峠で「ひなたうどん」を営んでおり、その味を引き継
ぎ、
「日向うどん２号店」を開店して１年半になります。
2 店名の由来について教えてください。
母の店の味を受け継ぐという意味で「ひなたうど
ん２号店」にしました。母は、日向峠で営むうどん屋と
いうことで、
「ひなたうどん」にしたそうです。
3 仕事上で大切にされていることはありますか？
基本は「うどん屋」だということです。牛スジうどん
などアレンジはしますが、糸島のみなさんに愛され
てきた「ひなたうどん」の味の基本は変えないように
しています。
4 やりがいは何ですか？
お客様の「おいしい！」
という言葉を聞くことです。
夜は、お酒も提供するうどん居酒屋になりますが、う
どんを注文する家族連れで満席になることも多く、自
慢のうどんの味を笑顔で食べてもらえる瞬間がうれ
しいです。
5 お店のおすすめメニューは？
自家製の野菜天ぷらと肉をトッピングした「肉野菜
天うどん」が一番の人気メニューです。他にも、夜の限
定メ ニューです
が、赤身ステーキ
の溶岩焼きは味
もよく、ボリュー
ムもあるのに
1,900円とリー
ズナブルなので
人気があります。

6 商工会に入会して役立ったことはありますか？
店舗開店時や今回の拡張工事の際に事業資金に
ついて相談に乗ってもらいました。
また、利子補給な
どの補助金についても情報やサポートを得ることが
できています。
商工会青年部にも所属しています。青年部の活発
な活動は自分にとって新たな視野を広げる良い場と
なっています。
7 今後の事業展開や課題について
昼と夜の営業を行っていますが、従業員の確保が
課題です。
ご来店頂いたお客様に食事を楽しんでい
ただけるよう、十分なサービスが提供できる環境を
作っていきたいと思っています。
8 最後に一言お願いします。
お店を拡張
しました！個室
（25名程度）
も
ご 用 意 できま
すので、忘年会
や 新 年 会 、歓
送 迎 会 などに
ぜ ひご 利 用く
ださい。みなさ
まのご 予 約 を
お 待ちして お
ります。

【住所】
糸島市前原中央2-3-31
【TEL】092-321-2230
【営業時間】
昼の部 11：00〜14：30
夜の部 18：00〜24：00
【定休日】不定

西町

●丸一

●角屋
国道202号線

筑前前原
駅前

⬆ココ

南本町
2号

筑前前原

事務局より退職のお知らせ
この度、一身上の都合により、10 月末日をもちまして退職することとなりました。
新入職員として入職して 5 年余り、会員の皆様からお話をお聞きして、微力なが
らも事業に関わるお手伝いをするという貴重な経験をさせていただきました。至
らない点も多々ありましたが、皆様からの暖かいご指導により成長させて頂けた
ことを深く感謝申し上げます。この経験を活かせるよう、今後も頑張っていきた
いと思います。本当にお世話になり、ありがとうございました。
安永 雅恵

◆お問合せ・お申込先 糸島市商工会 TEL 322-3535 FAX 322-1113 E-mail itoshima@shokokai.ne.jpまで
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