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Ｐ１…◦第 30 回びさいまつり
Ｐ２…◦おめでとうございます ～産業（商工業）功労～
　　　◦年末融資相談会のご案内
　　　◦愛知県最低賃金改正のお知らせ
　　　◦行政書士無料相談会のお知らせ
　　　◦全国商工会珠算検定試験 1 級合格者
Ｐ３…◦ものづくり補助金等の申請にかかる
　　　　　先端設備等導入計画について

Ｐ３…◦一宮市消防団協力事業所表示制度スタート
Ｐ４…◦「働き方」が変わります！！
Ｐ５…◦商工会イベント情報・活動報告
Ｐ６…◦商工会員限定
　　　　　事業所の情報発信・商品ＰＲに
　　　　　活用ください。
Ｐ７…◦小規模企業共済制度のご案内
Ｐ８…◦びさいまつりタイムスケジュール

商工会はあなたの経営意欲を支援します ! !
〒 494-0007	 一宮市小信中島字川南 36　尾西商工会　　TEL.	６２－９１１１　FAX.	６２－９１１２
　★ホームページ　http://www.owari.ne.jp/~bisaishi/　★ E-mail　	bisaishi@owari.ne.jp
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◎ お買い物は、市内商店をご利用ください。

《 目 　 次 》

【第 30 回びさいまつりポスター】 【写真は昨年度開催のものです】

川口　菜月【愛知県立起工業高等学校　デザイン科３年】
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日　時　　平成３０年１２月６日（木）午前１０時～午後３時
場　所　　尾西商工会館　２階　会議室
※　相談の際には、確定申告書・決算書（直近２期分）等をご持参ください。
※　日本政策金融公庫一宮支店の職員が、お客様と直接面談の上ご相談に応じますので
　　是非ご利用ください。

年末融資相談会のご案内

「愛知県最低賃金」は、１０月１日から

時間額 ８９８円 に改正されます。

おめでとうございます　～ 産業（商工業）功労 ～
尾西商工会　前会長　小笠原　勝博　氏が、一宮市表彰条例により９月１日表彰されました。

※　上記の他、10月18日（木）、11月15日（木）午後1時30分～ 3時
　　の相談日もご利用ください。（前日までに商工会への連絡をお願いします。）

　なお、愛知県の特定（産業別）最低賃金（６業種）については、現在、改正等のため調査審議
中ですので、今後の改正状況に注意して下さい。詳しくは、愛知労働局労働基準部賃金課（電話
052-972-0257）、または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

※　�相談希望の方は、ご都合の良い時間で調整させていただきますので、
前日までに商工会へご連絡ください。

第 189 回　全国商工会珠算検定試験　　1級合格おめでとうございます　（敬称略）

冨田　明日香　　　（清水高等珠算学院）

暮らしや事業の中でいろいろな悩み・トラブル　そんなときこそ、行政書士にご相談ください。（予約不要）
■ 開催日時　平成３０年 １１月 １４日（水）午後１時～４時　　
■ 開催場所　尾西商工会 ２階 会議室
　　　　　　　　行政書士法における業務範囲内でのご相談をお引き受けいたします。

〇相続（遺産分割協議書）・遺言　〇各種契約書・合意書　　他

行政書士無料相談会のお知らせ



２０１８年１０月 3

一宮市消防団協力事業所表示制度がスタートしました�（平成30年7月～）

ものづくり補助金等の申請にかかる先端設備等導入計画について
　一宮市では、ものづくり補助金等の申請にかかる先端設備等導入計画認定の申請を受け付けてお
ります。
　先端設備等導入計画は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等
が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
　市から先端設備等導入計画の認定を受けますと、国の金融支援や、ものづくり補助金等において、
補助率のアップ及び優先採択を受けることができるようになります。また、固定資産税の特例措置
の対象となる場合があります。
　先端設備等導入計画の事前確認書の作成については、商工会議所や商工会、地元の金融機関など
の認定経営革新等支援機関にご相談ください。
　先端設備等導入計画の認定については商工観光課（２８－９１３０）まで、固定資産税の特例措置に
ついては資産税課（２８－８９６７）までお問い合わせください。

一宮市公式ウェブサイト【生産性向上特別措置法による支援について】
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/jigyosha/jigyoshayuushi/1024708.html

「消防団協力事業所表示制度とは？」
　被雇用者の消防団員が増加し、事業者側の消防団活動に
対する一層の理解と協力が必要となる中、消防団協力事業
所であることを表示することで、当該事業所の消防団への
協力体制や社会貢献度が広く認められ、事業所としての信
頼性が向上するとともに、地域防災体制の一層の充実が図
られます。

≪消防団協力事業所表示制度イメージ図≫

【認定要件】
○従業員が消防団員として、相当数入団している事業所等
○従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
○ 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力を

している事業所等
○ その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体

制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める
事業所等

◉�企業としてのメリット
○ 消防団協力事業所の表示証を自社ウェブサイトなどで公開

し、市民・顧客・他事業所などにＰＲすることができます。
○ 市ウェブサイトにも事業所名を公開させていただきますの

で、当該事業所の地域社会からの信頼性向上に繋がります。
○ 一宮市総合評価落札方式の入札における、優遇措置が受けら

れます。

申請又は推薦

【認定要件】に基
づく審査を実施

認定
表示証の交付

お問い合わせ先
一宮市消防本部��総務課��消防団担当
☎ 0586-72-1193
FAX 0586-71-1191
f-somu@city.ichinomiya.lg.jp
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「働き方」が変わります！！
２０１９年４月１日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。



２０１８年１０月 5

日　　時　　平成３０年１１月６日（火）
開催場所　　レイクグリーンゴルフ倶楽部

第２２回�尾西商工会�会員親睦ゴルフ大会

※詳細は別紙チラシをご覧ください。

日　　時　　平成３０年１１月１１日（日）
集合場所　　一宮市尾西プール駐車場

第１７回�尾西もみじウオーキング大会

※詳細は別紙チラシをご覧ください。

平成30年12月17日（月）午後1時から、商工会館で開催します。
生花を使ったフラワーアレンジを一緒に作ってみませんか？
詳細は同封のチラシをご覧のうえ、お申込みください。
また、健康づくりのための「太極拳教室」も毎月第２・４金曜日に実施
（午後1時30分～）しています。こちらも参加者募集中です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【主催】尾西商工会女性部

「フラワーアレンジ教室」参加者募集!（商工会員・家族・従業員の方ならどなたでも参加できます。）

商工会イベント情報・活動報告

第３回定例理事会
開催日時　平成30年6月11日（月）午後3時～
決議事項　第1号議案　尾西商工会顧問の委嘱について
　　　　　第2号議案　 尾西商工会委員会構成について
　　　　　　　　以下　第3号議案 ～ 第9号議案

第４回定例理事会
開催日時　平成30年7月２日（月）午後3時～
決議事項　第1号議案　 第22回尾西商工会会員親睦ゴルフ

大会について
　　　　　第2号議案　 尾西夏祭り盆踊り大会（仮称）の協

賛について
　　　　　　　　以下　第3号議案 ～ 第6号議案

第５回定例理事会
開催日時　平成30年9月3日（月）午後3時～
決議事項　第1号議案　 2018濃尾大花火の報告について
　　　　　第2号議案　  第2２回尾西商工会会員親睦ゴルフ

大会について
　　　　　　　　以下　第3号議案 ～ 第9号議案

理事会報告

日　時　平成30年12月12日（水）
　　　　　14：00～ 15：30
場　所　尾西商工会館　　
受講料無料・要申込

講　師　清
しみず

水　季
ときこ

子　氏
　　　　（日本銀行名古屋支店長）　
主　催　尾西商工会・
　　　　木曽川商工会・
　　　　祖父江町商工会・平和町商工会

※詳細は別紙チラシをご覧ください。

平成30年 経済講演会
「最近の金融経済情勢と今後の展望」

日　時　平成30年11月9日（金）
　　　　　　　　　18：00～ 19：30
場　所　尾西商工会館　　　
受講料無料・要申込

講　師　こころ亭
てい

�久
きゅうちゃ

茶
主　催　尾西商工会�
　　　　　青年部・女性部　

※詳細は別紙チラシをご覧ください。

もしもの時ではもう遅い
落語で学ぶ　相続・事業承継



２０１８年１０月6



２０１８年１０月 7

個人事業主や小規模企業の節税に最適な小規模企業共済制度

払い込んだ掛金は、全額が所得控除の対象となります。掛金は月額1,000円から7万円の範囲（500
円単位）で自由に設定でき、仮に最大の 7 万円の場合は、年間 84 万円の所得控除が受けられます。

共済金を一括で受け取る場合には退職所得扱いに、分割で受け取る場合には公的年金等の雑所得扱
いとなり、受け取るときも退職所得控除などのメリットがあります。

共済金の受取方法が選べます。
　 共済金は、個人事業主や共同経営者、小規模企業の役員の方が事業を辞めたときや退職をしたと

き、配偶者や子に事業譲渡をしたときなどに受け取ることができます（任意解約も可能）。
　 共済金の受取方法には、一括、分割（10年、15年）、一括と分割の併用という3種類があり、老

後のライフプランにあわせて自由に選ぶことができます。
事業資金等の貸付制度も利用できます。
　 一定の条件を満たせば、共済契約者が払い込んだ掛金の範囲内で事業資金等の貸付けを受けら

れます（無担保、無保証人）。貸付けは、
災害時などの想定外のケースや新しい
チャレンジに役立てることができます。

独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）が運営している「小規模企業共済」の魅力は、掛
金を払い込むときと共済金を受け取るときの両方で節税効果を得られることです。
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第 30 回びさいまつり タイムスケジュール （雨天の場合　事業の一部は中止となります。）

10
月
27
日

 9：30　オープニングセレモニー （野外ステージ　雨天時 市民会館ホール）
10：00　オープニング記念演奏 （市民会館ホール）
10：15　市民のパフォーマンス （野外ステージ）
11：00　元中日ドラゴンズ川上憲伸氏講演会 （市民会館ホール）
11：00　ハロウィンパレード （尾西庁舎前 → 第一中学校）
13：45　特別演奏 （市民会館ホール）

  9：30 ／ 12：15　市民のパフォーマンス （野外ステージ）
11：15　織姫パレード記念演奏・出発セレモニー（雨天時　市民会館ホール）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・パレード （野外ステージ → 第一中学校）
14：00　大人みこし・仮装パレード （第一中学校 → 野外ステージ）

市 民 会 館 ロ ビ ー　　服飾展示、企業コーナー、手染め教室、夢おこし展、
　　　　　　　　　　　　　　オリジナル風船作り（27日のみ）、美濃路の和菓子販売（28日のみ）  他
市 民 会 館 前 駐 車 場　　働くクルマ大集合、ショッピングプラザ  他
尾 西 庁 舎 西 駐 車 場　　138ひつじプロジェクト、物産展（北海道  他）
庁舎前～一中までの市道　　ショッピングプラザ、ボーイスカウトラリー
第 一 中 学 校 会 場　　一中夢ひろば、消防高所作業車試乗（27日のみ）  他

今年も、大人気のびさいまつりを10月27日（土）・28日（日）開催します。

中央　織姫役　中島　　蓮　　さん
　左　　童女役　鈴木　ありさ　さん
　右　　　〃　　大川　真莉奈　さん

【 第 30 回びさいまつり　織姫・童女役 】

常設コーナー
内容、時間等については変更される場合があります。

10
月
28
日

商　　工　　会　　行　　事　　日　　程
１０月 １１月 １２月

１８日　個別融資相談会
２７日・２８日
　　　　びさいまつり

　６日　会員親睦ゴルフ大会
　９日　相続・事業承継セミナー
１１日　もみじウォーキング大会
１４日　行政書士無料相談会
１５日　個別融資相談会

　６日　年末融資相談会
　８日～２４日
　　　　ホワイトイルミネーション
１２日　経済講演会

プラスチック成形・加工

株式会社　森　　熊
代表取締役 森　　　信　一　朗

〒494－0012 一宮市明地字寺南５１番地
ＴＥＬ〈0586〉69－0111番
ＦＡＸ〈0586〉69－0112番


