令和２年１月１0日
西予市商工会
会長 沖野 健三
年頭のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。
未曾有の災害が発生して、１年６か月が経とうとしています。復旧・復興というには、まだまだ遠いものがあ
ります。しかし、少しずつ・一歩ずつ、被災をされた人々・地域からは、明日に向けた力強い取組み・活動が
確かに伝わって来ています。微力ですが、当会としても引き続いて、支援活動を進めてまいります。
さて、新たな年号に変わって初めての年始めであります。改正消費税の導入、働き方改革に伴う法改正など、
中小・零細事業者を取り巻く環境は大きく変化してきております。様々な制度改正、変革に対応できる商工会
の体制構築に取り組んでいかなければなりません。
西予市においても少子高齢化による過疎化が急速に進んできております。この社会現象を受け止め、地域の商
工会として、県や西予市等との連携をこれまで以上に深めつつ「明るく・住み続けたいまちづくり」のために
取り組んで行く必要があります。
本年も格別のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げると共に、皆様方にとりまして、平穏で輝ける年に
なることをご祈念申し上げ、年頭にあたってのご挨拶と致します。
令和２年１月１日
西予市商工会会長 沖野健三

確定申告の時期がやってきます

時間：９時から（明浜支所のみ10時から）

所得税及び復興特別所得税・贈与税
３月16日（月）まで

本 所
野村支所
三瓶支所
城川支所
明浜支所

※振替納税利用時の振替日は４月21日(火)です。

消費税及び地方消費税
３月31日（火）まで

１月17日(金)

源泉徴収は大事な手続きです。

１月21日(火)

正しく行いましょう。

１月20日(月)
１月17日(金)
１月17日(金)

※振替納税利用時の振替日は４月23日(木)です。
<消費税の申告が必要な方>
①平成29年分の課税売上高が1,000万円を超える事業者の方
②平成29年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、平成28年中
までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方。
③①、②に該当しない場合で、平成30年1月～6月30日までの期間の課税
売上高が1,000万円を超える事業者
※上記いずれかに該当する場合は、令和元年分の課税売上高が1,000万
円以下であっても令和元年分の確定申告が必要となります。

時間：９時から（明浜支所のみ10時から）

本 所
野村支所
三瓶支所
城川支所
明浜支所

2/21(金)、28(金)、３/6(金)、13(金)、16(月)
2/26(水)
2/27(木)

3/5(木)、13(金)、16(月)
3/5(木)、12(木)

2/27(木)

3/6(金)、12(木)
3/３(火)、13(金)

決算講習会のお知らせ
西予市商工会本所 １月２４日（金）19時から

2019年分確定申告

適切な確定申告のため講習会を開催します。
受講無料ですので、是非ご参加ください。

①添付不要となる書類があります。
給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票が添付不要
となり、同時に５年間保存不要となりました。
②新元号への読み替え措置
「平成31年12月31日」のように、令和になっているのに平成
表記の日付も有効なものとして取り扱うこととなっています。
③軽減税率への対応
免税事業者→取引先から軽減税率対象品目を明示した請求書
を求められる可能性があります。
課税事業者→軽減税率８％と標準税率10％それぞれ区分
された請求書と区分集計できる帳簿の保存が必要です。
確定申告の時に税率ごとに区分して集計できるようお早めに
ご準備ください。

お知らせ

会社でも
自宅でも
パソコンでも
スマホでも
いつでも視聴可能！
経営のことだけでなく
ビジネスマナーや
整理整頓講座など、
種類も豊富！

会員様限定で、約500全てのインター
ネット上のセミナーが視聴可能です。
ご利用頂くには専用ＩＤとパスワードが
必要になりますので、商工会までお問
い合わせください。
もちろん無料です！

令和元年10月1日より愛媛県最低賃金額が改正されました。
改正後の最低賃金は

1時間

790

円です。

事業場内最低賃金を引き上げる場合の助成制度があります。
詳しくは厚生労働省ＨＰをご覧ください。
2019年度交付申請手続きの締切は令和２年１月31日です。

790

円です。

2019年度交付申請手続きの締切は令和２年１月31日です。

西予市商工会では、下記の要領で健康診断助成金を支給致します。
対象となる事業所はぜひこの機会をご利用ください。
①対

象 ： 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所であり、
西予市商工会会員であること。
②実施期間 ： 平成31年１月１日～令和元年１２月３１日までの病院・検診車等
で健康診断を実施した事業所
※事業主の人間ドック及び市役所主催の健康診断費用は対象外です。
③助成金額 ： １人あたり 2,000円 (ただし、１事業所の限度額は10,000円)
④申込締切日： 令和２年1月３1日(金)
※西予市商工会各支所に所定の申請書を備えております。

青年部だより ９月～11月月間
宇和 9/2ＪＲ卯之町駅風鈴棚撤去
Z-1横断幕設置
三瓶 9/11料理講習会
野村 9/21のむら軽トラ市inビアガーデン出店
全体 9/24常任委員会
三瓶 9/26常任委員会
三瓶 9/28-29研修旅行
三瓶 10/3第２回銀ちゃんの仮想大賞実行委員会
宇和 9/9、10/16、11/12定例会
三瓶 10/19第２回銀ちゃんの仮想大賞
全体 10/27 2019雑巾がけレースＺ－１グランプリinせいよ
野村 11/2-3研修旅行
三瓶 11/20ＭＥＣツリー点灯式支援
三瓶 11/21第２回銀ちゃんの仮想大賞反省会

女性部だより ９月～11月月間
野村
宇和
三瓶
全体
全体
三瓶
宇和
宇和
三瓶
宇和
全体

9/9常任委員会
9/17第３回常任委員会
9/20講習会
9/29レクバレー県大会
10/5-6県外視察研修
10/19銀ちゃんの仮想大賞協力
10/20どんぶり館わくわく祭＆西予市環境フェア出店
10/27Ｚ－１グランプリinせいよ支援
11/11バス停待合所に手編み座布団の取り付け
11/12講習会
11/19正副部長会

事業承継シンポジウム
日時：１月28日（火） 13:30～16:30
場所：ANAクラウンプラザホテル松山「サファイアルーム」
定員：300名（経営者、後継者、支援機関職員等）
基調講演「徳川家康に学ぶ事業承継の最強モデル」
講師 経済評論家 岡田 晃 氏
パネルディスカッション「地域で支える経営のバトンタッチ」
・事業承継の取り組み状況と課題
・経営者の引退と承継への喚起
・地域で引き継ぐ経営資源 等

【小規模事業者支援施策のご紹介】
『販路開拓を実現し、売上向上につなげる』ことを目的とし、以下
の支援施策が実施されております。

《小規模事業者持続化補助金活用事例》…国の支援施策
平成30年度補正小規模事業者持続化補助金事業(補助限度額50万円、
補助対象経費の３分の２補助)において、西予市商工会では21件の申
請を支援させていただき、20件の採択を受けました。採択を受けた
事例について、下記のような事業内容となっております。なお、昨
年７月に発生した豪雨災害に対応した被災地域小規模事業者持続化
補助金(補助限度額200万円、補助対象経費の３分の２補助、愛媛県
からも別途８分の１補助)においては、44事業所の申請支援により全
て採択を受けております。
○ 機械装置等導入 ９件 (※販路開拓につながるものに限る)
冷蔵ディスプレイケース、高機能美容機器、アルミ溶接機、
タイヤチェンジャー、客席用ベンチ椅子、高精度加工機、
吊り下げ搬送クレーンほか
○ 店舗改装工事 ４件
ＬＥＤ照明設置、客室壁面クロス及び床張替え、
屋根看板のリニューアル、展示場改修
○ 買い物弱者対策車両導入 ２件
商品宅配車両、出張美容サービス提供車両
○ ホームページ作成 ２件
自社ホームページ新設、ネットショップ新設
○ お客様用トイレの改修工事 ２件
和式トイレの洋式化、男女トイレ分離増設
○ 商品パッケージ作成 １件
パッケージデザイン

《西予市店舗リニューアル補助金活用事例》…西予市の支援施策
平成30年度西予市店舗リニューアル補助金事業(補助限度額50万円、
補助対象経費の２分の１補助)において、14件の申請を支援させてい
ただき、14件の採択を受けました。採択事例は下記のとおりです。
また、現在令和元年度事業が進行中です。
○ リニューアル工事 １１件
看板設置工事、業務用エアコン設置工事、
店舗内の床・クロス張替え、新事業展開の為の給排水設備工事、
ＬＥＤ照明設置工事、和式トイレの洋式化ほか
○ 備品購入 ３件 (※販路開拓につながるものに限る)
パンタリフト、大容量冷凍機、給湯ボイラー
これらの補助金公募などの情報は、商工会ホームページにて随時お
知らせいたします。
現在商工会で委託を受け取り扱っている

「西予市プレミアム付商品券」について
販売期限：令和２年１月３１日（金）
使用期限：令和２年１月３１日（金）
となっています。お間違えの無いようにお願いいたします。

10：00～14：00

１月１８日（土） 乙亥の里
お問合せ先
西予市野村支所
産業建設課
「笑心(えがお)の会」
TEL：72-1115

商工会新規加入者(令和元年12月３日承認分)
≪宇和地区≫ ３事業所 ≪野村地区≫ １事業所
≪三瓶地区≫ ２事業所
ご加入誠にありがとうございます！

西予市商工会
〒797-0015 西予市宇和町卯之町三丁目297番地
TEL：0894-62-1240 FAX：0894-62-5800
□野村支所
TEL：0894-72-0339 FAX：0894-72-3396
□三瓶支所
TEL：0894-33-0357 FAX：0894-33-1935
□城川支所
TEL：0894-82-0208 FAX：0894-82-0202
□明浜支所
TEL：0894-64-0311 FAX：0894-64-1617

事業をもっと強く！地域をもっと元気に！！
商工会ＨＰでは会員さんのお得情報や事業者支援のため
の新着情報など配信中です♪

【ＵＲＬ】http://ｗｗｗ.ssci.or.jp

