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平成２９年９月 発行日
■発行 福山北商工会

◆第 38 回 加茂町夏祭
サマーフェスティバル 2017 開催（H29.8.5）◆
第 38 回加茂町夏祭サマーフェスティバル 2017 が開催さ
れました。
当日は天候に恵まれ、恒例の菓子投げやビンゴゲーム
が行われ、会場では賑やかな歓声が響きました。
ステージでは、加茂小・中学生合同によるソーラン
節、シンガーソングライター愛津咲（あづさ）さんとご
当地アイドル「etto-etto（えっとえっと）ひろしま」
によるライブ演出などで、大いに盛り上がりました。
たくさんの地域の方々にご来場いただき、子供たちの
ひと夏の思い出になったことと思います。

◆第 37 回 駅家町夏まつり サッサカ 2017 開催
（H29.8.19）◆
第 37 回駅家町夏まつりサッサカ 2017 は、『未来
へ』をサブタイトルに掲げ盛大に開催されました。
晴天の中、餅投げやブラスバンド演奏、舞台芸、
恒例の盆踊りで盛り上がりました。今年は、えっき
ゃんのスタンプラリーも実施され、多くの子どもた
ちが参加しました。
夏まつりには、商工会員の皆様をはじめとする多
くの方々にご協賛を頂きました。また、交通安全や
会場内外の警備、保健衛生等、多大なご協力を頂き
ました。深く感謝申し上げますとともに来年もどう
ぞよろしくお願い致します。
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最低賃金改定のお知らせ
平成２９年 10 月 1 日から広島県最低賃金は、 時間額

８１８円

となります。

≪最低賃金に算入しない賃金≫
（１）精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
（２）定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金（割増賃金等）
（３）臨時に支払われる賃金（結婚手当等）
（４）１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与等）

広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。年齢・性別・雇用形態［常用・臨
時・パート・アルバイト等］の別を問いません。また、特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃
金よりも金額の高い産業別最低賃金が適用される場合があります。
（広島労働局のホームページ URL 『 http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 』

～青年部活動～
◆平成 29 年度主張発表大会備南地域予選会
（H29.6.23）◆
福山市のアルセで開催された平成 29 年度
主張発表大会備南地域予選会に、当商工会
青年部を代表してサン・プリーツ㈱の妹尾吉
史氏が出場されました。惜しくも広島県大会
への出場は果たせませんでしたが、青年部員
や青年部活動への思いが伝わる素晴らしい
発表でした。
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小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主（共同経営者を含む）または会社等の役員の方が
事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ
準備しておく共済制度です。いわば「経営者の退職金制度」といえます。
１．安心・確実？
４．掛金は税法上どんなメリットがあるの？
小規模企業共済制度は、法律（小規模企業共
掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控
済法）に基づく制度であり、国が全額出資し
除」として、課税対象所得から控除できま
ている独立行政法人中小企業基盤整備機構が
す。
運営しています。昭和４０年に発足した実績
（１年以内の前納掛金も同様です）
ある制度で現在１２８万人の方が加入してい
ます。
５．共済掛金はどんな時に受け取れるの？
共済金は廃業時・退職時に受け取れます。満
期はありません。
２．制度に加入できる人は？
例）共同経営者の方は、個人事業主の廃業に
●常時使用する従業員が２０人以下（宿泊業・ 伴う退任など
娯楽業を除くサービス業、商業では５人以下） ※請求事由が生じても、特定の要件に該当すれば所定の手続
きをすることにより契約を続けることができます
の個人事業主及び会社役員
●事業に従事する組合員が２０人以下の企業組
合の役員、常時使用する従業員が２０人以下の
６．共済金の受取り方法と税法上の取扱い
協同組合の役員
は？
●常時使用する従業員が５人以下の弁護士法
共済金の受取りは、「一括」「分割（10 年・
人、税理士法人等の士業法人の社員
●小規模企業者たる個人事業主に属する共同経 15 年）」「一括と分割の併用」のいずれかを
お選びいただけます。税法上、一括受取りに
営者（個人事業主１人につき２人まで）
よる共済金は「退職所得扱い」、分割受け取
※共同経営者とは、事業主とともに経営に携わっている方で次
の①②をともに満たす方となります。
りによる共済掛金は「公的年金等の雑所得扱
①「事業の経営において重要な意思決定をしている、または事
い」となります。
業に必要な資金を負担している」
②「事業の執行に対する報酬を受けている」

３．毎月の掛金はどのくらい？
掛金月額は 1,000 円～70,000 円の範囲内（500
円単位）で自由に選べます。
加入後も掛金月額は増額・減額できます。
また、払込方法も「月払い」「半年払い」「年
払い」からお選びいただけます。

７．事業資金も借入できるの？
契約者（一定の資格者）の方は、納付した掛
金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付けが
受けられます（担保・保証人は不要）。
【貸付けの種類】
一般貸付け、疾病災害時貸付け、創業転業
時・新規事業展開等貸付け、緊急経営安定貸
付け、事業承継貸付け、廃業準備貸付け
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■掛金の全額所得控除による節税額の一覧表
課税される
加入前の税額
所得金額
所得税+住民税
掛金月額１万円

加入後の節税額
掛金月額３万円

掛金月額７万円

２００万円
３０９，６００円
２０，７００円
５６，９００円
１２９，４００円
４００万円
７８５，３００円
３６，５００円
１０９，５００円
２４１，３００円
６００万円
１，３９３，７００円
３６，５００円
１０９，５００円
２５５，６００円
８００万円
２，０３４，２００円
４０，１００円
１２０，５００円
２８１，２００円
1,000 万円
２，８０６，０００円
５２，４００円
１５７，３００円
３６７，０００円
※「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後
の額で、課税の対象となる額をいいます。
※税額は、平成２８年１月１日現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均
等割については 5,000 円としています。
※節税額の計算については、中小機構ホームページの「加入シミュレーション」をご利用下さい。

■共済金等の受取り
地位

個人事業主

共同経営者

会社等役員

◎個人事業の廃止
注）複数の事業を営んで
いる場合は、全ての事業
を廃止したことが条件と
なります
◎個人事業主の死亡
◎老齢給付（65 歳以上
で 180 カ月以上掛金を
納付した方は請求するこ
とにより受給権を得ま
す）

◎個人事業主の廃業に伴う
共同経営者の退任
◎共済契約者の死亡
◎共同経営者の疾病または
負傷による退任

◎会社等の解散
注）組織変更により会社を解
散した場合を除きます

◎老齢給付（65 歳以上で
180 カ月以上掛金を納付
した方は請求することによ
り受給権を得ます）

準共済事由

◎法人成りし、その会社
の役員に就任しなかった
◎法人成りし、その会社
の役員に就任した（役員
たる小規模企業者となっ
た時を除く）

◎個人事業主が法人成り
し、共同経営者がその会社
の役員に就任しなかった
◎個人事業主が法人成り
し、共同経営者がその会社
の役員の役員に就任した
（役員たる小規模企業者と
なった時を除く）

◎会社等役員の疾病・負傷・
65 歳以上による退任
◎会社等役員の死亡
◎老齢給付（65 歳以上で
180 カ月以上掛金を納付した
方は請求することにより受給
権を得ます）
◎会社等役員の退任（疾病・
負傷・65 歳以上・死亡・解散
を除く）

解 約 事 由

◎任意解約
◎中小機構による共済契
約の解除（12 カ月以上
の掛金滞納等）
◎法人成りし、その会社
の役員たる小規模企業者
となった

◎任意解約
◎中小機構による共済契約
の解除（12 カ月以上の掛
金滞納等）
◎個人事業主が法人成り
し、共同経営者がその会社
の役員たる小規模企業者と
なった
◎共同経営者の退任による
解約

共済事由
Ａ共済事由

Ｂ共済事由

◎任意解約
◎中小機構による共済契約の
解除（12 カ月以上の掛金滞納
等）

～☆詳細については中小機構ＨＰ（「小規模企業共済」で検索）もしくは福山北商工会まで☆～
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商工貯蓄共済おすすめします！

概
要

①加入資格：商工会員およびその家族・従業員の方
②被保険者：保険年齢６歳以上６５歳までの健康な方
③掛
金：１口２，０００円（加入限度口数３０口(被保険者１５歳以上の方)）
④満
期：１０年満期で満期時に貯蓄積立金（元利合計）に配当金を加算してお支払

加
入
メ
リ
ッ
ト

◆商工会の会員・家族・従業員のみ加入できます！
◆貯蓄部分は、大口定期の金利が付きます！
◆保障部分は、団体割引で割安です！
◆健康診断の助成があります！【詳細は下記】
◆１年分前納すれば、掛金３％キャッシュバック！
◆１口あたり１００万円の融資を受けることが可能です！
◆満期更新の場合(被保険者同一で元の保険金の範囲)は告知なく再度加入いただけます！

【健康診断等助成金制度】
健康診断・人間ドック等の検診費用で最高１５，０００円まで助成されます。
対 象 者：満３０歳以上の加入者（その家族を含む）および被保険者
一契約者（名寄せ）につき年度内２名が限度
助成内容：加入口数３口まで…５，０００円または検診費用の半額のいずれか低い額
加入口数５口まで…１０，０００円または検診費用の半額のいずれか低い額
加入口数６口以上…１５，０００円または検診費用の半額のいずれか低い額
請求方法：受診後、商工会へ領収書（写）と契約者印をご持参下さい
商工会で所定請求書を作成し手続きをおこないます
※同一人が年度内に２回以上受診した場合の助成金請求は、１回分（初回）の
助成金請求のみ対象となります。

（期間：平成 29 年 6 月 1 日から平成 29 年 8 月 31 日まで）

新入会員の紹介（加入順）
事業所名

代表者名

地 区

事業所住所

業 種

前原製作所

前原

久人

近

田

福山市駅家町近田 54

印刷機械
部品の溶接・研磨

山の薫りのおもてなし
楓 花

児玉

晶子

助

元

福山市駅家町助元 437

飲食業

Dog salon Roukie

稲田

かおり

近

田

福山市駅家町近田 461-F

ペット美容業

ヴィラ

エクセル

藤本

信

坊

寺

福山市駅家町坊寺 187-3

不動産貸付業

母の味

つき

胃甲

博子

万

中

福山市駅家町万能倉 1324-7

飲食業

光重

政志

地区外

福山市引野町北３丁目７番１７号

建設業

宮

庸子

万

福山市駅家町万能倉 149-1

小売業

株式会社
ちゃわん家

光政工業

片
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マル経融資のご案内

☑ 担保不要
☑ 利率

1.11％
☑ご融資金額
2,000 万円以内

☑ 保証人不要
（平成２９年９月１３日現在）
ご完済まで固定。保証料はかかりません。

☑ ご返済期間
運転資金 ７年以内（うち据置期間 1 年以内）
設備資金 10 年以内（うち据置期間２年以内）

日本政策金融公庫の融資制度の一つ「マル経融資」は商工会員限定の商品であり、商工会加入より 6 ヶ月経過よ
り利用できます。低金利かつ保証人も必要なく、保証料等がいる他融資に比べ有利であり商工会加入のメリットをご活
用いただき、詳しくは商工会職員へお問い合わせください。

補助金・助成金、公的融資、展示会・商談会、無料セミナー・・・。国や都道府県などによる中小企業向けの支援施策
情報を集めた検索システム「支援情報ヘッドライン」がアプリになって登場！カンタンに地域別・分野別に検索できる機
能や最新の支援施策情報を即座にお知らせする機能までついており、貴社にマッチした支援施策情報を逃しません！

J-NET21 サイトへ
はこちら！！

福山北商工会管内人口・世帯推移
福山北商工会管内人口・世帯動向
平成２９年 7 月現在、福山北商工会管内
（駅家町・加茂町・山野町）人口数 42,569 人、
世帯数 17,341 軒であり、年々全体では増加
傾向にあります。
平成 25 年 7 月対比では、人口 122 人増、
世帯数 851 世帯増加しております。
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福山北商工会
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福山市人口統計より

