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難局を共に乗り越えましょう
糸島市商工会　　会長　大舘 照光

　コロナウイルス緊急事態宣言中での開催となり開催を危ぶむ声がある中、出席者数等の制限を行い

ながらの開催とさせていただきました。

　一期3年の半分をコロナ禍という異常事態での任期となり、事業の遂行もままならない事も多く、会員の

皆様には何かとご不便をおかけする事も数多く有ったことと思います。この様な中、役職員が一致団結、

多くの事業を遂行出来たことは今後の当商工会、役職員の大きな財産になると自負をするところです。

　今総代会は役員改選の年でもあり、強行開催となった一つの理由でもあります。私も再度の会長職の

御推挙を賜り続投をさせていただくこととなりました。また全役員29名中、14名が変わられております。

退任されました皆様には、商工会発展の為ご尽力を賜り心より感謝申し上げます。

　コロナ禍終息の見通しは付きませんが、ここで腰折れするわけにはいきません。私共商工会も今まで以

上に行政の力をお借りしながら、役員、職員の英知を結集し、この難局を乗り越えねばと考えます。

　会員の皆様におかれましては、事業に関する相談事は何でも構いません。一度お気軽にご相談をしてく

ださい。窓口に優秀な商工会職員がお待ち申し上げております。

　また地元代表の理事、振興委員の皆様にもご相談をしてください。総代会に関する詳細は総代会資料

をごー読ください。

令和3年度　糸島市商工会　第9回通常総代会
　令和3年5月26日(水)、糸島市商工会館にて第9回通常総代会を開催しました。昨年度同様、
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、少人数の出席及び書面による議決権行使を用
いた開催となりました。総代総数144名のうち、本人19名、
書面82名の合計101名に出席いただきました。議長には老
松町地区の持田治重氏が選任され、提案された5議案すべて
が原案通り可決承認されました。

令和3年度の重点項目
1. 事業継続支援の強化
3. 地域貢献活動の推進
5. 財政力の向上

2. 事業者満足度の向上
4. 組織力の向上
6. 職員力の向上
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青年部・女性部　第9回通常総会が開催されました青年部・女性部　第9回通常総会が開催されました

中下新部長あいさつ

令和3年4月9日（金）、糸島市商工会大会議室にお
いて、令和3年度第9回青年部通常総会が開催されま
した。今年は、感染予防対策を徹底した上で実施し、
提出された議案はすべて承認されました。任期満了
に伴う改選で新役員が決まり、部長には中下慎一郎
さんが選任されました。

■令和3年度　青年部役員

■令和3年度　女性部役員

役　職 地　区
部　長
副部長
副部長
副部長
総務委員長
総務副委員長
情報委員長
情報副委員長
部員活性委員長
部員活性副委員長
研修委員長
研修副委員長
地域連携委員長
地域連携副委員長
二丈支部長
前原支部長
雷山支部長
怡土支部長
北部支部長
波多江支部長
志摩支部長

加布里・長糸支部長
浦志・老松町支部長

監査委員

県青連理事　

志摩
雷山

浦志・老松町
怡土
前原
志摩

加布里・長糸
志摩
二丈
怡土
前原
前原

浦志・老松町
北部
二丈
前原
雷山
怡土
北部
波多江
志摩

加布里・長糸
浦志・老松町
雷山
雷山
前原

氏　名 事　業　所　名

役　職

部　長

副部長

副部長

常任委員

監査委員

地　区

芥屋・桜野

岐志新町・小富士

北部

上町

西町

怡土

雷山

加布里

福吉

波多江

南本町

芥屋・桜野

長糸

北部

可也

浦志

二丈

老松町

東町

北本町

二丈

浦志

坂本　朱美

岸原　さなえ

藤野　日登美

重冨　千津子

山下　紀子

家宇治　元子

山下　広江

吉川　直子

宇治川　由美

武谷　真紀

安丸　奈美

中村　啓子

浅間　千恵子

中園　三知代

浜地　由紀子

清澤　美恵子

那須　愛子

吉清　裕子

古川　恭子

長田　篤子

宮﨑　勢津子

小島　和子

坂本産業不動産部

㈱きしはら

藤野商店

㈱重富印刷

山下食品

家宇治木材店

山下自動車

オフィスパル

初潮旅館

寿司･活魚料理　玄海

㈲西川商店

中村園芸

浅間土建

㈲糸島手造りハム

浜地建設

㈱蔵屋酒販

㈱那須商店

㈲吉清教材店

古川文房堂

(名)長田屋

㈲喜八荘

㈲プティール倶楽部伊都国

氏　名 事業所名

中下　慎一郎
村上　浩太
園田　洋久
久保田　浩
岡本　絵里香
吉村　幸剛
稗田　真一郎
山本　義人
満生　淳一
松山　将大
三嶋　雅士
小林　洋成
田中　伴明
川久保　豊愛
行弘　正誠
松浦　慶
川上　悟
森田　稔和
吉村　修平
吉岡　繁光
仲原　央隆
鳥越　清徳
岩佐　大輔
山下　耕一
徳永　武使
木下　勇二

海扇寿し
村上重工整備
前原相互印刷㈱
㈱H&T Paint
victoria
㈱筑前企画

㈲カノオ醤油味噌醸造元
㈲初音旅館
㈲満生建設
㈱夢工防
三島商店
㈾小林文機
㈱西部保険．
㈲川久保酒店
行弘畳・襖店
㈱松浦商会

オートサービス計盛
森田技建工業

㈲タイヤショップヨシムラ
㈱アスリートスタイル

仲原商店
㈱肉の山河
㈱雅住建
㈱山下工務店
蔵持工業

糸島ラーメンゆうゆう

坂本部長あいさつ

令和3年4月16日（金）、糸島市商工会館大会議室において、
第9回通常総会が開催されました。人数制限、感染防止対策など
コロナ対策を徹底し実施しました。
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
部長が前期に引き続き選任され、3期目の就任となりました。
また、商工会法施行60周年にあたり九州経済産業局長表彰を

糸島市商工会女性部が受けたため、大舘会長より表彰状の授与
を受けました。

青年部

女性部

総会の様子総会の様子

総会の様子総会の様子

（順不同）
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第13回理事会報告 ◆開催日時  令和3年3月16日（火）　17時
◆開催場所  糸島市商工会　大会議室

【主な議案・報告】

令和2年度

第1回理事会報告

第2回理事会報告

◆開催日時  令和3年4月20日（火）　17時　　
◆開催場所  糸島市商工会　大会議室

【主な議案・報告】

会員加入・脱退等の承認の件　　
加入12件、脱退11件、変更4件すべて承認。

会員加入・脱退等の承認の件
加入8件、脱退3件、変更4件すべて承認。

女性部報告
3月27日に「森林保全清掃活動」に初めて取り組み、行われることが報告された。

青年部報告
3月26日に53名が「令和2年度糸島市青年部主張発表～withコロナ～」に参加し、

執り行われたことが報告された。

令和3年度

◆開催日時  令和3年5月18日（火）　17時　　
◆開催場所  糸島市商工会　大会議室

【主な議案・報告】

会員加入・脱退等の承認の件　　
加入10件、脱退5件、変更5件すべて承認。

商業委員会報告
中村委員長は、プレミアム付商品券（紙）事業に関し、

申し込み冊数が既に49,127冊、予約率が153％、加盟

店舗数は524店になっていることを報告された。

令和3年度

　５月１９日(火)、第２回理事会にて、事業推進重点項目
共済加入促進の功績に対し、大舘照光会長より中村浩司
理事(小富士地区)に表彰状が手渡されました。

地域活性化委員会コーナー ★キャッシュレス決済導入インタビュー★

今回は、「ひなたうどん2号店様」です。
（糸島市前原中央2-3-31）

Q：キャッシュレス決済は何をいつ頃導入されましたか？

Q：お客さまの反応はいかがですか？

Q：なぜそのキャッシュレス決済を選ばれたのですか？

Q：大変だったことはありますか？

A：営業に来られ、手続きが簡単だったので決め 

　ました。また、利用者が多いのも魅力でした。

A：PayPayがイベントを実施している時

　などは、特に利用が多いです。若い世代よ

　り5，60代の方の利用が多いように感じます。

　導入時から比べてみると利用されるお客

　様は年々増加しています。

Q：コロナ禍でのキャッシュレス決済のメリットは？

A：新型コロナウイルス感染を防ぐため現金に

　触れることを避ける方がいらっしゃるので、

　そういったお客様にもご安心頂けるかと思

　います。

A：支払サイトも選べるので特にありません。

　最近では詐欺があると聞くので、そこは心配です。

Q：良かったことはありますか？

A：決済の都度通知が来るので、店外にいても状

　況が把握できることや売上の集計が簡単に

　なったことです。今は決済手数料が無料なのも

　良いですね。また、野外イベントなどに出店し

　た際にQRコードを持って行き簡単に利用でき

　るところも良い点だと思います。

　糸島市商工会では
キャッシュレス決済

導入の推進に取り組ん
でいます。

　前回に引き続き、実
際にキャッシュ

レス決済を導入され
た事業者に

インタビューしてき
ました。

A：2年ほど前にPayPayを導入しました。



itoshima  4

◆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

2021年3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

北部

北部

西町

西町

桜野

桜野

浦志

浦志

波多江

波多江

波多江

波多江

波多江

波多江

加布里

加布里

加布里

加布里

可也

上町

二丈

雷山

北本町

長糸

怡土

芥屋

賛助会員

賛助会員

賛助会員

賛助会員

092-338-9643

080-4234-3112

092-324-7719

080-2134-2576

092-327-5320

080-8477-9829

092-332-7703

090-5381-5266

080-3504-2631

092-322-2179

092-322-0510

070-2400-1789

080-3994-8358

090-6290-2666

092-321-2019

092-322-3739

080-4771-9022

092-778-3072

092-332-7848

092-332-2919

092-326-6599

090-9078-4535

092-332-9594

092-329-0044

092-323-5954

092-332-0929

090-7581-0159

092-519-2959

090-6631-9145

092-400-1850

四世同堂

エルフ

株式会社九醒

SCG経営デザインオフィス

NATTY　DREAD

株式会社三米文化

有限会社リリアプロジェクト

いとのもりのおうち

ゲストハウス糸結

Yujin‐Yoga

合同会社SHOCK

株式会社Takebayashi Landscape Architects

RGP

遊漁船シーズン

阿賀野建設

こにし塗装

翼宿

㈱フォーティチュード

歩荷

株式会社アスリートスタイル

テキスタイルデザインmakumo

モリシタ

優建装

Jyorry Work's

岸景観工房音倶楽部

Itoshima Burger Cafe goofy

GLS

憲行政書士事務所

山田潤行政書士事務所

Outdoor Marine

山本　俊亮

水戸　善貴

松山　剛士

山田　周作

髙村　桂

邸　垂龍

岩井　智恵子

波多江　純子

堀上　宏

福川　裕子

菊池　直己

竹林　知樹

田代　浩二

広田　進作

阿賀野　慎一

小西　好一

チャン チャ チェン

馬場　祐子

中野　浩昭

吉岡　繁光

荒木　美希

森下　敬一

石井　佑麻

窪井　照彦

岸　美恵子

原　武志

片山　翔一

橋本　忠憲

山田　潤

石井　暢一

新会員紹介
ー飲食業ー　中華料理店

ーサービス業ー　IT保守

ーサービス業ー　除菌（清掃業）

ーサービス業ー　経営コンサルタント

ー飲食業ー　ハンバーガー、ジャークチキン

ー小売業ー　台湾茶、台湾服、ラオスの織物、映像及びイラストの製作

ーサービス業ー　広告・企画

ーサービス業ー　料理教室、ソーイング教室、ギャラリー

ー宿泊業ー　ゲストハウス

ーサービス業ー　ヨガ教室

ー飲食業ー　居酒屋・焼鳥

ーサービス業ー　設計事務所

ー小売業ー　冷凍餃子催事販売

ーサービス業ー　遊漁船

ー建設業ー　型枠大工

ー建設業ー　塗装

ーサービス業ー　ゲストハウス

ーサービス業ー　海外事業コンサルタント、農業資材の輸入販売、レンタル着物

ー建設業ー　揚重、補修

ーサービス業ー　パーソナルトレーニングジム、整骨院

ー製造業ー　染色布生地の製造販売

ー建設業ー　造園工事業

ー建設業ー　塗装業

ー小売業ー　自動車販売業

ー娯楽業ー　コンサート活動、コーラス教室

ー飲食業ー　ハンバーガー

ー建設業ー　空調

ーサービス業ー　行政書士

ーサービス業ー　行政書士

ーサービス業ー　アウトドアレジャー・潜水作業

糸島市前原西1丁目15-18

糸島市美咲が丘1-10-22

糸島市前原西4-4-2

糸島市前原西4-5-28-2F

糸島市志摩野北2708-17

糸島市志摩桜井2048-1

糸島市浦志2-14-10

糸島市伊都の杜1丁目12-1

糸島市波多江496-1

糸島市波多江駅北1-8-26

糸島市波多江駅北2-10-22

糸島市潤3-23-17-105

糸島市波多江駅北3-20-1-305

糸島市加布里２丁目２－１６

糸島市神在西4-1-10

糸島市加布里5-13-6

糸島市加布里6-1-30

糸島市志摩師吉7-12

糸島市前原東1-6-85

糸島市二丈福井2617-1

糸島市有田中央1-6-35-201

糸島市前原中央3-3-27-606

糸島市飯原345-7

糸島市曽根214-4

糸島市志摩芥屋911-2

福岡市西区野方6-32-1-102

福岡市東区香椎台4-17-10

福岡市西区内浜2-26-33-102

福岡市西区生松台2-33-1

糸島市波多江駅北2-16-15
ルーヴァンNA608
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国の「月次支援金」

福岡県中小企業者等月次支援金

糸島市より市内在住の子育て世帯に対して糸島市

商工会の通常の一般商品券が配布されます。

配布される商品券は、１人当たり額面1,000円券
が5枚綴になっています。
右記の表紙のついた状態で配布されますが、中身

は二見ヶ浦の写真が入った通常の一般商品券です。

※表紙は使用できませんのでご注意ください。

2021年4月以降に実施された緊急事態措置、またはまん延防止等重点措置に伴い、
飲食店の休業・時短営業や外出自粛などの影響を受けた中小法人・個人事業者に対する
給付金です。　※福岡県感染拡大防止協力金の対象事業者は月次支援金の対象外です。

※2021年4月以降に緊急事態宣言またはまん延防
　止等重点措置の発令地域にある飲食店と直接・関
　節の取引があること。または、発令地域における
　不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響
　を受けていること。

ポイント①

ポイント②

飲食店の休業・時短営業または外出自粛の
影響を受けていること※

対象月の売上が、2019年または2020年
の同月より50％以上減少していること

緊急事態宣言など  の影響を受けて
売上が減少した中小・個人事業者

対象

中小企業 個人事業者

最大20万円/月 最大10万円/月

※

発令地域の飲食店と取引がある場合や、
外出自粛等の影響を受けた場合が対象

※2021年4月以降の緊急事態措置またはまん延防止等重点措置

詳しくは、経済産業省HPを
ご確認ください。

詳細は
QRコードから
アクセス！

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う、飲食店の休業・営業時間短縮や外出
の自粛等の影響により、売上が大きく減少している中小企業者等に対して、事業の継続を
支援する月次支援金を給付します。

①県内に本社・本店のある中小法人・個人事業者等
②県内に本社•本店のある酒類販売事業者（中小事業者等）対象者

給付額
①法人10万円以内、個人事業者5万円以内
②法人20万円以内、個人事業者10万円以内

2019年又は2020年5月の売上ー2021年5月の売上
（②については、上記計算方法から国の支援金額を
差し引いた額）
※①、②とも福岡県感染拡大防止協力金の受給者は対象外

給付要件
①飲食店の休業・営業時間短縮や外出の自粛等の
　影響を受け、2021年5月の月間売上が、2019
　年又は2020年の同月比で30％以上50％未満
　減少していること。
②酒類の提供を停止する飲食店と取引があり、
　5月の売上にかかる国の月次支援金の給付を
　受けていること。

お問い合わせ先 福岡県商工部 中小企業振興課 TEL 092-643-3420

算出方法
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新型コロナ対策等の
補助金を紹介!!
新型コロナ対策等の
補助金を紹介!!

小規模事業者持続化補助金

◇経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みを支援
◆対象経費の2/3補助（上限50万円）
◆公募締切・・・第6回  令和3年10月1日（金） ・ 第7回  令和4年2月4日（金）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※いずれも郵送・当日消印有効

◇ITツールによる生産性向上や業務の非対面化等の業務形態の転換を支援

★販路開拓・販売促進に取り組みたい！！★

コロナを乗り切るための国や市の補助施策を紹介します。事業継続や
事業転換等に挑戦する際に、ぜひご活用ください!!

ものづくり・商業・サービス補助金【一般型】

◆対象経費の1/2～2/3補助（上限1,000万円）
◆公募締切・・・令和3年8月17日（火）
　※締切時間17時　※補助金申請システム（Jグランツ）のみの受付

◆対象経費の1/3～2/3（10万円～60万円）

◆対象経費の2/3～3/4（30万円～上限450万円）
◆公募締切・・・第2回  令和3年7月30日（金）（17：00予定）、第3回（9月中予定）

★設備投資に取り組みたい!!★

★ITツール導入に取り組みたい!!★

★新たな取り組みに挑戦したい!!★

◇新商品・サービス開発や生産プロセス改善等に資する取り組みを支援

◇経常利益を上げるための新商品や新サービスの開発・販売、新たな事業活動等に
   資する取り組みを支援

事業再構築補助金【4類型あり】

IT導入補助金【4類型あり】

糸島市がんばる中小企業者応援補助金

◆対象経費の2/3～3/4（100万円～6,000万円）　
◆公募締切・・・第2回  令和3年7月2日（金） 
　※締切時間18時（今後、3回程度公募予定）　※補助金申請システム（Jグランツ）のみの受付

◇ポスト・ウィズコロナの新分野展開や業態転換、
　事業・業種転換等の取り組み、事業の再編を支援

【低感染リスク型ビジネス枠】

◆対象経費の3/4補助（上限100万円）
◆公募締切・・・第2回  令和3年7月7日（水） ・ 第3回  令和3年9月8日（水）
　　　　　　　第4回  令和3年11月10日（水） ・ 第5回  令和4年1月12日（水）
　　　　　　　第6回  令和4年3月9日（水）　
　　　　　　  ※いずれも締切時間17時　※補助金申請システム（Jグランツ）のみの受付

★経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業は、補助上限が上がります。経営革新計画とは、中小
企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定し、県知事が承認する中
期的な経営計画書です。

★詳細な説明は割愛しています。それぞれの補助金で申請要件や注意点、加点要件等があります
ので、必ず公募要領等を確認してください。
★事業計画作成には時間を要しますので、十分な余裕をもって商工会までお問い合わせください。

◇ポストコロナに対応したビジネスモデルへの展開に資する取り組みを支援

【一般型】

詳細は
QRコードから
アクセス！
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源泉所得税中間納付の
お知らせ
事前の電話連絡は行いません。
必ず締切日までに書類提出をお願いい

たします。締切日を過ぎた場合は、代行が
できませんのでご注意ください。

ご持参いただくもの
源泉徴収関連ファイル（前回返却したファイル）及び
＊各従業員の源泉徴収簿(必ず金額をご記入ください)
＊税理士等へ報酬を支払った場合はその明細

締切日を過ぎた場合は、代行ができません。

※商工会への提出書類の締切は 6月25日（金）までです。

※源泉所得税の中間納付期限は 7月12日（月）です。

無料税務相談会のご案内
森博己税理士、稲葉和彦税理士

13：00～16：00 
（1事業者あたり30分）

糸島市商工会　会議室

092-322-3535

森博己税理士の日程 稲葉和彦税理士の日程

7/6(火)、9/7(火)、11/9(火)、
12/23(木)

1/6(木)、2/3(木)、2/14(月)、
2/21(月)、3/2(水)、3/4(金)※相談したいことを簡潔におまとめの上、

　事前にTELにてお申込みください。

◆講師

◆時間

◆場所

◆予約

日頃の税務に関する疑問など何でも構いません。

令和3年

令和4年

6/8(火)、8/10(火)、10/5(火)、
12/7(火)

2/8(火)、2/18(金)、2/25(金)、
2/28(月)

令和3年

令和4年

新型コロナウイルス感染症対策
経営相談窓口を開設中です！

糸島市商工会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆様の事業継続支援を行う

ため、専用相談窓口を設置しています。窓口では月次支援金の申請支援や小規模事業者向けに、各種

支援情報（補助金等）の提供を行っていますので、ぜひ、ご相談にお越しください。

相談は、新型コロナウイルス感染防止のため完全予約制とし、1回につき約1時間といたします。
下記、電話番号よりご予約をお願いいたします。

◆設置期間

◆開設時間

◆場　　所

令和3年4月12日（月）～
令和4年1月31日（月）まで

　 ※土日、祝祭日及び8月13日、
　　 12月29日～1月3日は除く
９：００～１２：００　／　１３：００～１７：００
※1回の相談につき約1時間　※完全予約制

糸島市商工会１階（糸島市前原北1-1-1）

お問合せ・ご予約はこちら

相談窓口は基本１人体制のため、
お電話は優先番号へおかけください。

優先　080-4925-0258
サブ　080-4928-6457

（２人体制の日のみつながります。）

※扶養控除申告書にマイナンバー含め、必要事項を記入して
　ご提出ください。
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新型コロナウイルスの県内緊急事態宣言にともない、今年も7月24日（土）、

7月25日（日）に開催が予定されていた「前原夏祭り」は中止となりました。

前原夏祭り中止のお知らせ

糸島市商工会の皆様、こんにちは！
合併前から数えると１６年ぶりの復帰となる大原でございます。

早良商工会で６年間、福岡県商工会連合会で１０年間の修
行を経て、念願の故郷「糸島」に戻ることができました。
今後はこの糸島市そして地域の事業者様に恩返しができるよ

う精進していきますので、宜しくお願い致します。

甲斐　俊亘

初めまして、4月から糸島市
商工会に異動して参りました、
甲斐と申します。
人とお話をすることが大好

きで、以前在籍していた芦屋
町商工会では、会員様の様 な々ご相談に全力で対応さ
せていただきました。元気いっぱいで頑張りますので、
どうぞよろしくお願い致します！

か　い　　　としのぶ

追伸：趣味は少林寺拳法（四段）で自宅道場にて子供たちと修練に励んでおります。

梅田　まりあ

４月から糸島市商工会に
配属になりました、梅田まりあと
申します。
　今年の春に大学を卒業した
ばかりで、まだまだ知識不足で
ご迷惑をおかけすることも多いと思いますが、先輩職員さ
んたちの力をお借りしながら頑張っていきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

うめ  だ

大原　慎児
おおはら　   しん  じ

糸島市商工会 一般商品券糸島市商工会 一般商品券
取扱い加盟店の皆様へ取扱い加盟店の皆様へ

糸島市より市内在住の子育て世帯に対して糸島市

商工会の通常の一般商品券が配布されます。

配布される商品券は、１人当たり額面1,000円券
が5枚綴になっています。
右記の表紙のついた状態で配布されますが、中身

は二見ヶ浦の写真が入った通常の一般商品券です。

※表紙は使用できませんのでご注意ください。

配布対象

使用期間

糸島市に住民登録を持つ0歳～

18歳（令和3年3月末時点）まで

の子を持つ保護者

令和3年8月1日（日）～
令和4年1月31日（月）

見
本

糸島市商工会一般商品券が
市の子育て世帯応援地域商品券として

利用されます。

新任職員
紹介


