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● お知らせ
● そぶえイチョウ黄葉まつり開催

商工会は行きます 聞きます 提案します

理 事 会 だ よ り
第２回理事会

第３回理事会

出 席 者

20名

出 席 者

19名

開催日時

平成25年６月28日（金）午後２時〜

開催日時

平成25年８月23日（金）午後２時〜

審議事項

審議事項

⑴ 商工会加入・脱退の承認について

⑴ 商工会加入・脱退の承認について

⑵ 稲沢市プレミアム商品券発行事業について

⑵ 商工会再雇用基準の一部改正について

⑶ 役員視察研修及び会員視察研修について

⑶ 給与規程の一部改正について

⑷ ４団体親睦ゴルフコンペについて

⑷ 商工会等職員の人事交流の基準の一部改正について
⑸ 第16回そぶえイチョウ黄葉まつり協賛金について
⑹ 第４回日本一の黄葉とヘルスツーリズムについて

◇ 新会員紹介
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役員視察研修旅行
９月19日（木）、20日（金）の２日間、石川県の能美市商工会等へ
役員視察研修に伺いました。この商工会は平成18年に３町商工会
（寺井、辰口、根上）が合併し能美市商工会として誕生しました。
会員も約1,500事業所を有し組織率も84％を占めるなど、商工会の
基盤がしっかりと固められている商工会でありました。１時間程
度の研修でしたが、能美市商工会の取組みや指導内容などの説明

能美市商工会にて

があり、当商工会の今後の組織力の強化や基盤の強化など今後の対応策に役立てられる有意義な研修会となりま
した。その後、㈱宮本酒造店へ工場視察に伺い清酒等の製造過程について学びました。
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◀研修会の様子

◦視察研修会及び親睦ゴルフ大会
６月24日
（月）
、25日
（火）
に青年部視察研修会及び親睦ゴルフ大会
を開催しました。初日は静岡県の沼津カントリークラブにおいて親
睦ゴルフ大会を行ない、日頃の練習の成果を発揮しお互いの親睦を
深めました。２日目は、神奈川県のキリン横浜ビアビレッジにおい
てビール工場の視察研修会を行い、ビールの製造過程の見学だけ
でなく、歴史や環境保全への取り組みについても勉強しました。
◀手筒花火に挑戦

◦祖父江夏祭りへ参加
８月15日
（木）
祖父江夏祭り
において、手筒花火を披露し
ました。夜空をオレンジ色に
染め火の粉と煙が降り注ぐ中
を次から次へと花火を持ち、
笑顔で練り歩き、夏祭りを盛
り上げました。

青年部員募集
商工会青年部は様々な業種が集まっ
た団体であり、研修会、イベント活動、
奉仕活動などを通じ、部員間の交流、
親睦をはかっています。
問合せは商工会事務局まで
TEL 97−5800

◀「信濃路下條 そばの城」にて

９月26日
（木）
に
「信濃路下條 そばの
城」長野県下伊那郡に視察に伺い、部
員等14名が熱心にそば打ちの実習体験
を行ないました。最後には、参加者の
それぞれの想いで打ったそばをお土産
にされるなど、有意義な視察研修とな
りました。

女性部員募集中!!
女 性 部 で は 講 習 会、 視 察
研修会等事業を行っており
ます。是非女性部への加入
参加をお願いします。
問合せは商工会事務局まで
TEL 97−5800

第７回４団体合同親睦ゴルフ大会を去る９月９日
（月）
メナードカ
ントリークラブ西濃コースにおきまして実施させて頂きました。
大会結果は、以下のとおりです。
優
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グロス86

ネット70.4
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グロス75
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邦彦さん

グロス87

ネット71.4

位

◀優勝の高木善雄さん

第７回 四団体親睦ゴルフ大会

愛知県交通安全協会稲沢支部祖父江分会活動報告
愛知県交通安全協会稲沢支部祖父江分会では秋の交通安全県民

運動
（９月21日〜30日）
の実施に伴い、９月24日
（火）
に上牧信号
交差点におきましてライド＆ライト関所を実施しました。サイン
板を揚げ通行するドライバーに夕暮れ時のライトの早期点灯を呼
びかけ交通安全の高揚を図りました。
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◀ ライド＆ライト関所の様子

◎ライド＆ライト関所

商工会では各種無料相談会を開催します。
〜是非ご利用下さい〜

中小企業相談日

年末調整事務個別指導相談会

商工会では㈱日本政策金融公庫の職員による融資

相談会
（無料）
を実施します。運転資金や、設備資金

など融資に関する事についてお気軽にご相談下さい。
日時：10月30日（水）10：00〜16：00

年末調整個別指導相談を開催いたしますので、指導
を希望される方は、お越しください。
日時：平成26年１月14日（火）、15日（水）、16日（木）
午後１時〜４時
場所：祖父江町商工会２階研修室
講師：東海税理士会一宮支部 従事税理士
持参書類：源泉徴収簿、給与支払い関係帳簿、所得控除証明書※

（年末融資相談会と同時開催）

11月29日（金）13：00〜16：00
12月20日（金）

〃

場所：祖父江町商工会２階研修室

※生命保険料控除につきましては、一般の生命保険料、個人年金保険
料、介護医療保険料の証明書をご持参下さい。また、国民年金控除
につきましても国民年金支払い証明書が必要となります。

行政書士相談会

社会保険労務士相談会

司法書士相談会

日時：12月10日（火）13：00〜16：00
場所：祖父江町商工会２階研修室
相談員：行政書士会一宮支部会員

日時：12月12日（木）13：00〜16：00
場所：祖父江町商工会２階研修室
相談員：社会保険労務士 岩田 進 氏

日時：12月11日（水）13：00〜16：00
場所：祖父江町商工会２階研修室
相談員：司法書士 澄川 靖 氏

主な相談内容
１．各種許認可申請手続き
２．相続
（遺産分割協議書）
・遺言
３．各種契約書・合意書
４．食品営業許可・建設業許可・風俗
営業許可・自動車登録
５．土地開発・農地転用等、不動産関係
６．戸籍関係・帰化・入管関係
７．成年後見制度
（コスモスあいち）
８．その他

主な相談内容
１．労働者災害補償保険、雇用保険、
健康保険、厚生年金などの書類
作成や提出代行
２．老齢年金、障害年金、遺族年金な
どの書類作成や提出代行
３．就業規則、給与規定、退職金規定
などの作成・変更や提出代行
４．各種助成金の相談や提出代行
５．各種労務管理に関する相談指導
６．解雇等、労使間の労働トラブルへの対応
７．労働安全衛生に関する相談指導 など

主な相談内容
１．相続全般
（土地・建物）
の相続登記
２．不動産
３．不動産
（土地・建物）
の売買・贈与等
の登記
４．会社等の登記一般

みなさんのお店を商工会の
ホームページで紹介しませんか

第169回

全国商工会珠算検定
１級合格者

商工会ではホームページリニューアルに
伴い、会員の皆さんのホームページを紹
介します。
ぜひ商工会までご連絡ください。
ホームページでみなさんのお店をPRしま
しょう！

（H25.6.19 実施）

水谷

幸太郎さん

（ソトー学園）

祖父江町商工会のホームページからお申
込みください。
http://home.owari.ne.jp/~sobuety
祖父江町商工会

おめでとうございます
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検索

「いなッピー商品券」が発売されました。
稲沢市勤労福祉会館・祖父江町体育館・平和町商工会の３か所にお
いて９月６日
（金）
、７日
（土）２日間にわたり、いなッピー商品券を発
売いたしました。祖父江町体育館においても朝９時30分より発売をさ
せて頂きましたところ、予定額の商品券を両日とも１時間程で完売い
たしました。
販売所の様子

体育館内は長蛇の列

二十六年用
年賀はがきの
予約受付開始

稲沢市のプレミアム商品券

がき がき
郵便は郵便は
郵便はがき
郵便はがき

0050 50 50
見本

00 00 00
き！ き！き0000
玉つ玉つ
お年お年
0000
玉つ ！ 0000
A000A000
A000
お年玉つき！お年 000000
A000

申込先 祖父江町商工会
（TEL 0587-97-5800）

〈使用期間〉

平成25年９月６日
（金）
〜12月31日
（火）

〈利用可能店舗〉市内いなッピー商品券ののぼりが設置してあるお店
〈お問い合わせ〉稲沢市プレミアム商品券発行事業実行委員会事務局（稲沢商工会議所内）

TEL 0587−21−0502

FAX 0587−23−6200

日本一の銀杏の郷 稲沢市祖父江町

ヘルスツーリズム大会報告
第3回 祖父江銀杏林
セラピーウォーキング大会
９月23日
（祝）
に、山崎祐専寺〜善光寺までの約
8.8kmのコースで「第3回 祖父江銀杏林セラピー
ウォーキング大会」が開催されました。当日は
多数の参加者があり、銀杏の樹木が発散する心地
よい香りと緑を見ることによるリラックス効果で
日頃の疲れを癒しました。また、観光ガイドとし
て、稲沢市観光協会ボランティアの会に協力を
得て、参加者に銀杏の豆知識等を沢山知っていた
だきました。
※10月13日
（日）
に開催しました「第4回そぶえノルディックウォーキング大会」については
次号vol.35でご報告いたします。
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稲沢市からのお知らせ
中小企業事業主のかたへ（退職金共済制度）
中小企業退職金共済制度（中退共）

退職金共済制度の補助内容（平成25年度）
●中小企業退職金共済制度
補助対象

法律で定められた社外積み立て型の退職金制度ですの
で、掛け金は安全に管理・運営され、退職金は従業員に
直接支払われます。
●掛け金は従業員１人当たり月額5,000円〜３万円
（16
種類）※短時間労働者
（パートタイマーなど）
は、掛け
金月額2,000円、3,000円、4,000円でも加入可能
●退職金は勤労者退職金共済機構中退共本部から直接退
職する従業員に支払われ、一時払いのほか、本人の希
望で分割して受け取ることも可能
●過去の勤務期間が通算でき、転職した場合も通算可能

国 掛け金月額が18,000円
以下の従業員の掛け金を
増額する事業主

増額分の３分の１

増額月から
１年間

市内に事業所を有し、平
成24年１月１日〜12月
31日に新規に加入した
市
従業員のいる事業主で、
12カ月分の掛け金を納
付した事業主

新規に加入した従
業員の12カ月分の
掛け金総額の10％

契約月から
１年間

●特定退職金共済制度

掛け金の一部が助成されます
国、市で、掛け金の一部を補助する制度を設けてい
ます
（右表）
。
平成25年度の市の補助申請は、平成26年２月28日
（金）まで受け付ける予定です。該当する事業主は手
続きをしてください。
問合せ先

補助対象期間
加入後４カ月目
から１年間

新しく加入した事業主

●掛け金は全額非課税

特定退職金共済制度
稲沢商工会議所、祖父江町商工会、平和町商工会で
も、退職した従業員に退職金を支払う特定退職金共済
制度
（特退共）
を設けています。

補助額
掛け金の２分の１
（上限5,000円）

補助対象

補助額

市内に事業所を有し、平
成24年１月１日〜12月
31日に新規に加入した
市
従業員のいる事業主で、
12カ月分の掛け金を納
付した事業主

新規に加入した従
業員の12カ月分の
掛け金総額の10％

補助対象期間

契約月から
１年間

市役所商工観光課（TEL 32-1111）

愛 知 県 からのお 知らせ
「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動」の賛同事業所等の募集について
「あいちワーク・ライフ・バランス推進協議会（事務局：愛

知県）」では、県内の事業所等において、ワーク・ライフ・バ

あいちワーク・ライフ・バランス推進運動

る「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動」を実施してお

ぞれの状況に応じて、ワーク・ライフ・バランスの実現にむけた取組

ランスの実現に向けた取組を行っていただくように呼びかけ

り、この運動に賛同していただける事業所等の募集をしてい
ます。

昨年度に実施しました「愛知県内一斉ノー残業デー運

動」、
「有給休暇取得プラス１運動」の内容は継続し、今年度
は「育児・介護支援」、
「メンタルヘルス対策」の取組を加え、

「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動」として実施して
います。

〈あいちワーク・ライフ・バランス推進協議会〉

日本労働組合総連合会愛知県連合会、愛知県商工会議

所連合会、愛知県経営者協会、愛知県中小企業団体中央

会、愛知県商工会連合会、愛知労働局、名古屋市、公益財
団法人愛知県労働協会、有識者、愛知県（事務局）で構成

仕事と生活の調和先進県を目指して、企業、団体、行政等がそれ
を実施する。
〈賛同内容〉
➢ 「愛知県内一斉ノー残業デー（11/20（水））」への参加
➢ 11月に定時退社を実施（「愛知県内一斉ノー残業デー（11/20
（水））」を除く）
➢ 「有給休暇取得プラス１」の実施
➢ 年間を通して、業務の繁閑に応じた計画的な勤務体制や、業務の
多様化に対応した勤務形態など、効率的な働き方の取組を実施
➢ 育児・介護支援の取組を実施
➢ メンタルヘルス対策の取組を実施
※11月第３水曜日は「愛知県内一斉ノー残業デー」です。
※「有給休暇取得プラス１」とは、９月から11月の間に、前年同期間

よりも１日多く有給休暇を取得していただくことです。
賛同申込期日
平成25年11月30日（土）まで
２ 対象
愛知県内の企業、団体、事業所
※本社所在地が県外の企業の場合でも、県内に事業所（支店、営業所、工場等）があれば事業所名でお申込いただけます。
※宗教活動や政治活動を目的とした団体、暴力団もしくは暴力団の統制下にある団体は対象といたしません。
１

連絡先：仕事と生活の調和推進グループ

TEL 052-954-6360
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FAX 052-954-6926

一宮税務署からのお知らせ（重要）
平成26年１月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
これまで個人の白色申請者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合
計額が300万円を超える方が対象とされていた記帳と帳簿書類の保存制度は、平成26年１月から所得の
合計額にかかわらず、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方が対象となります。
なお、この記帳と帳簿書類の保存制度につきましては、所得税の申告が必要ない方も対象となります。
詳細は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）に掲載されていますので、ご覧ください。
記事提供：一宮税務署
お問い合せは、個人課税第一部門記帳指導担当まで
電話番号

0586-72-4331

（電話は自動音声により案内しています。自動音声に従って「２」番を選択してください。）

日本政策金融公庫からのお知らせ

（平成25年10月9日現在）

1.60

いつもありがとうございます。
日本政策金融公庫（旧国民生活金融公庫）一宮支店です！
融資制度

お使いみち

ご融資額

ご返済期間

環境・エネルギー
対策資金

・太陽発電設備導入
・ハイブリット車購入

7,200万円以内

設備資金15年以内

マル経融資
[無担保・無保証人]

商工会の実施する経営指導を受けてい
る方であって、商工会の推薦を受けた
方のお申込みです。

1,500万円以内

運転資金 7年以内
設備資金10年以内

この他にも、お使いみちによって様々なご融資制度がございます。ご相談の際は、
祖父江町商工会もしくは日本政策金融公庫一宮支店までお気軽にご連絡ください。
公庫ホームページ
お問い合わせ先

http://www.jfc.go.jp/
日本政策金融公庫 一宮支店
担当
電話番号 ０５８６−７３−３１３１
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稲沢市政55周年

第16 回そぶえイチョウ黄葉まつりを開催します
開催期間

平成25年11月23日
（土）
〜12月１日
（日）雨天決行

■祖父江町体育館会場 11月23日
（土）午前８時45分〜午後４時
■山崎会場 11月23日
（土）
〜12月１日
（日）午前９時〜午後３時
開催場所
■祖父江町体育館会場（祖父江町体育館及び周辺）
■山崎会場（祐専寺及び周辺）
開催内容
《祖父江町体育館会場》
企業展、団体等による作品展示、抹茶コーナー、和太鼓、獣電戦隊キョウリュウジャー、大正琴、
日本舞踊、歌謡ショー、木工体験＆小物作り体験、もちつき、ふわふわ、アニマルトレイン、
もち投げ、献血コーナー、各種物産販売等々
《山崎会場》
写真・俳句コンテスト、写生大会、抹茶コーナー、和太鼓、よさこい鳴子踊り、津軽三味線、
人力車に乗って気分は黄葉！イチョウ散策ツアー、消防はしご車試乗会、歌謡ショー、
名鉄ハイキング※、そぶえ特産品販売等々
※そぶえイチョウ黄葉まつり・黄金色染まる町散策 常設コース
開催日：11月25日
（月）
〜29日
（金）
５日間限定
距離：約4.5km

時間：１時間20分

コース：森上駅
（スタート）
〜山崎駅
（ゴール）

イチョウの木ライトアップ
期間
場所

11月22日
（金）
〜11月30日
（土）午後５時〜午後９時
山崎会場（祐専寺及び周辺）

◎ライトアップ点灯セレモニー
日時

11月22日
（金）午後５時30分〜

主催：そぶえイチョウ黄葉まつり実行委員会
協賛：稲沢市・祖父江町商工会

後援：稲沢市観光協会・中日新聞社・

名古屋鉄道株式会社

◎問合せ先
祖父江町商工会内 そぶえイチョウ黄葉まつり実行委員会事務局
〒495-0002 稲沢市祖父江町山崎下枇486番地の1
TEL 0587−97−5800 FAX 0587−97−6324
http://home.owari.ne.jp/~sobuetyo/

