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源泉所得税の年末調整及び
納付に関するご相談について

革新的ものづくり・商業・サービス
開発支援補助金

商工会では、年末調整に関する相談業務を行っております。
給与及び専従者給与をお支払されている事業所で、年末調
整についてお悩みの方は、納付期限までにお早目にご相談い
ただきますようお願いします。なお、納付期限を過ぎると延滞税
が発生する場合がありますのでご注意ください。

経営力向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生
産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投
資等の一部を支援します。
興味関心のある皆様、まずはお早目にご相談ください！

納付期限：平成 29 年 1 月 20 日(金)
（納期の特例分）
相談場所：多可町商工会館
（納付期限まで対応しますが、
なるべくお早目にご来館ください。）
必要書類：平成 28 年分支払給与・賃金の明細
源泉徴収簿及び昨年度までの源泉関係書類
国民年金・生命保険等各種控除証明書
納付書及び税務署から郵送された関係書類
印鑑
等

※「平成 29 年 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
へマイナンバーの記載が必要となります。
（担当：本庄・遠藤）

日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて・・・

年末大売出し＆福引大会開催！
皆様への日頃の感謝の気持ちを込めて、年末大売出しと
福引大会が開催されます！
今年は、例年の福引券に代わり、大売出しの期間中、各加
盟店でのお買い上げ 1,000 円(税抜)ごとに福引補助券を 1 枚
発行します。補助券 3 枚で 1 回抽選ができます。補助券は十
分に用意していますが、なくなり次第終了となります。
【大売出し期間 】 12 月 13 日(火)～22 日(木)
【福引大会日時】 12 月 23 日(金・祝) 10:00～16:00
【福引大会会場】 中区アスパル(多可町健康福祉センター)
※今年は、加美区・八千代区の抽選会場はありません。ご注意ください。

（担当：岸本・宮内・金高）
平成 29 年 1 月 4 日(水)、新年を迎えるにあたり、年頭に集う会
を開催します。年始早々ではありますが、ぜひご参加ください。
日

時：平成 29 年 1 月 4 日(水)
17:00 受付 17:30 開会
会
場：妙見富士カントリークラブ 2 階レストラン
参 加 費 ：3,000 円
定
員：120 名
申込締切:平成 28 年 12 月 14 日(水)
※詳しくは、11 月 28 日に郵送しておりますご案内をご覧いた
だくか、商工会までお問い合わせください。 （担当：足立）

【補助額】
第四次産業革命型
（IoT・AI・ロボットを用いた設備投資）
補助上限額：3,000 万円（補助率 2/3）
一般型
補助上限額:1,000 万円（補助率 2/3）
※雇用増(維持)・5％以上の賃上げ…2,000 万円上限
※さらに最低賃金引上げの場合…3,000 万円上限
小規模型
（設備投資のみ、試作開発等）
補助上限額:500 万円（補助率 2/3）
※雇用増(維持)・5％以上の賃上げ…1,000 万円上限
※さらに最低賃金引上げの場合…1,500 万円上限
【募集期間】
平成 28 年 11 月 14 日(月)～平成 29 年 1 月 17 日(火)
【事業実施期間】
交付決定日～平成 29 年 12 月 29 日(金)
（小規模型の場合は、平成 29 年 11 月 30 日(木)まで）
（担当：経営指導員）

商談会情報

関東・東海・近畿エリアの駅を中心に
店舗展開する大手小売

『東海キヨスク』との個別商談会
関東・東海・近畿エリアの駅を中心に、ギフトショップやコンビニ
などを展開する「東海キヨスク株式会社」のバイヤーに対して、
商品を個別に売り込む形式の商談会が開催されます。
こだわりの商品や地域性豊かな商品をご提案ください。新大
阪駅構内の店舗での取り扱いを検討します。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【商談品目】 土産品(菓子・食品)、日配品、ご当地弁当 等
【日
時】 平成 29 年 1 月 27 日(金) 10:00～17:00
【場
所】 神戸市産業振興センター会議室
【申込締切】 平成 29 年 1 月 6 日(金) 15 社定員
【参 加 費 】 5,000 円
【問合せ先 】 神戸商工会議所 TEL：078-367-2010
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
（担当：本庄）
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担保不要！保証人不要！低金利！

マル経融資制度のご案内
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)とは、商工会の
経営指導を受けている小規模事業者の方が、経営改善に必
要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
ご活用方法

融資限度額
返済期間
(据置期間)
利率
保証人・担保

運転資金

設備資金

(仕入資金、手形決

(工場・店舗の改装資金、

済資金 等)

機械設備の購入 等)

2,000 万円
7 年以内
10 年以内
（1 年以内）
（2 年以内）
1.16％
保証人・担保は不要です。

＜ご利用条件＞
①常時使用する従業員が 20 人(商業またはサービス業(宿
泊業及び娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む
方は 5 人)以下の法人・個人事業主の方
②1 年以上商工会地区内で事業を行っている方
③商工会の経営・金融に関する指導を原則 6 ヶ月以上受け
ている方
④税金を完納している方
⑤日本政策金融公庫の非対象業種に属していない業種の方
※審査の状況により、ご利用いただけないこともあります。
まずは、経営指導員にご相談ください。

親事業者との価格交渉についてのお悩みは

価格交渉サポート相談室へ！
中小企業庁では、下請取引の適正化を推進することを目的
に、『下請かけこみ寺』を全国 48 ヶ所に設置し、中小企業の取
引上の様々なお悩みに対して相談員や弁護士が相談に対応
しています。
この度、新たな取組みとして、親事業者との取引条件の交渉
力向上を支援する『価格交渉サポート事業』を開始しました。
ご相談内容に応じた専門家・経験者による個別相談指導を
無料で受けることができます。
また、取引先との価格交渉を行う際に、あらかじめ知っておくべ
き基本的な法律の知識、トラブル発生のおそれのある取引内
容や交渉力向上のヒントになる事項等について学べる『価格交
渉サポートセミナー』も全国で開催されています。
≪お問合せ・ご相談≫
価格交渉サポート相談室（TEL：0120-735-888）
下請かけこみ寺（TEL：0120-418-618）
ひょうご産業活性化センター（TEL：078-230-8011）
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求人のことなら・・・
たかテレビ文字放送をご活用ください！
「ハローワークや求人チラシで求人募集をしているが人が集ま
らない・・・」とのご相談をいただく事があります。
商工会では、求人でお困りの事業所に対して少しでもご協
力できればと、求人情報をたかテレビの文字放送を活用して公
開し、町内の求職者とのマッチングを行っています。また、公開
した求人情報は、商工会のホームページにも掲載いたします。
詳しくは商工会までお問い合わせください。 （担当：金高）

多可スイーツ レシピ大募集！
未来創造実践部では、昨年に引き続き、今年も多可スイー
ツコンテストを開催します！コンテストの開催にあたり、多可町
にふさわしい「新しいスイーツ」のレシピを募集しています。
応募規定：オリジナルで未発表の作品であること
募集期間：12 月 15 日(木)17 時まで(当日消印有効)
注意事項：専用の応募用紙を使用してください
※応募用紙は商工会の HP からダウンロードできます。
ぜひご応募ください！
（担当：本庄）

12 月の予定
4日
8日

（主な予定のみをピックアップしています）

播州百日どり 食のイベント（道の駅加美）
経営支援事例発表全国大会
※後藤課長が出場します。

9日
13～22 日
15 日
23 日

山の神祭典
年末大売出し
よろず支援拠点サテライト相談会
年末福引き大会（アスパル）

1 月の予定
4日

職員コラム

年頭に集う会（妙見富士カントリークラブ）
11 月 1 日から嘱託職員としてお世話になっ

ております、近藤久美子と申します。不慣れな者ですが、会員
の皆さまのお役に立てるよう精一杯努めさせていただきますの
で、どうぞよろしくお願い致します。

（近藤）

各種お問合せ
〒679-1113 多可郡多可町中区中村町 125-1
TEL：0795-32-2161 FAX：0795-32-1699
E-mail：shokokai@taka-cho.jp
【事 務 局 長 】 原田
【経営支援課】 後藤・金高・本庄・横畑・山下・近藤
【業務推進課】 足立・遠藤・岸本・宮内・石塚

