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中村商工会
議所

お知らせ伝
言板

　明けましておめでとうございます。
　平成３０年の新春を迎え、謹んでお慶び
申しあげます。
　昨年は、北朝鮮の核、ミサイル問題が大き
くクローズアップされ、これまでになく地
政学的リスクが高まり、また国内では衆議
院の解散・総選挙、天皇の退位決定など、特
筆すべき出来事が多い一年でした。
　一方で国内経済は、好調を持続し、昭和４
０年代のいざなぎ景気を超える記録的な好
況が継続しておりますが、今回の好況は大
多数の国民が、経済成長率の低いことや、賃
金の伸びが鈍いこともあり、好景気を実感
できておりません。

今年は戌年。過去の戌年に何があったか、市の広報誌で振り返ってみました。

①昭和４５年（１９７０）
②昭和５７年（１９８２）
③平成６年（１９９４）

④平成１８年（２００６）

国鉄中村線が全通し、全市をあげてお祝いしました。
中村南小学校が開校。児童数は４２０人、１４学級でした。ちなみに同校は、昨年５月１日現在２１１人。
ウルトラマラソンの前身「第１回四万十川１００ｋｍマラソン」が開催されました。約１２００人の参加でした。昨
年はランナーは２,３９８人が出場いたしました。
土佐くろしお鉄道㈱が創立２０周年を迎えました。国鉄中村線全通から、３６年。その間、様々なことがあ
り、中村の街とともに、歴史を重ねました。

　また四万十市におきましても深刻化して
いる「人手不足」の問題は、安倍政権が目玉
としている「働き方改革」の一日も早い効果
が上がることを、期待しております。
　さて本年は、一條教房公が幡多に下向し
てから５５０年目の節目の年です。四万十
市においては「薄れつつある小京都への関
心や郷土愛を高め、次世代へ継承する機会」
と位置付け、観光開きに合わせた公家の衣
装を着た、オープニングセレモニーなど、
「中村開府５５０年祭」と銘打ち、様々なイ
ベントを計画しております。中村商工会議
所も積極的に参画してまいりますので、ご
期待ください。
　また本年も引き続き、役職員一同、地域活
性化に全力で取り組んで参りますので、お
気軽にご相談、ご提言ください。
　なお末筆ながら、皆様の本年のご健勝、ご
多幸祈念申しあげますとともに、中村商工
会議所をよろしく、お願いします。

戌　年　特　集

今年は、皆様にとって、よい年でありますように

④④④

感

広報誌で振あったか、市の広 振り返ってみました。

集集 何があった!?
土佐の小京都中村５５０年祭は

３月から始まります
土佐の小京都中村５５０年祭は

３月から始まります
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平成30年の新年互礼会も、笑顔のスタートとなりました。
本年も約240名ほどの方々にご出席をいただきました。ありがとうございます。
はじめに、商工会議所の活動報告をまとめた映像をご紹介いたしました。
たくさんの方々に和やかにご歓談いただき、新春らしい華やかな雰囲気の互礼会
となりました。
中村商工会議所は、会頭宣言のもと本年も頑張ってまいります！

本年も役職員一同がんばります
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中村商工会議所

活動報告
中村商工会

議所

お知らせ伝
言板

（平成29年7月～10月）

7月11日（火）　国金1日公庫開催
中村商工会議所　1階

※国金の担当による融資相談会を開催。融資については、
　いつでもご相談ください。11月にも開催。

7月12日（水）
マルカイコーポレーション輸出相談会

中村商工会議所　1階
※アメリカハワイ州のバイヤーを招聘し、ハワイで「高知
　フェア」を開催するための商品商談会を開催。

7月15日（土）～　各商店街で夜市開催
天神橋商店街ほか

※毎年行われる各商店街での夜市を会議所もお手伝いし
　ました。

7月20日（木）　マル経融資審査会
中村商工会議所　1階

※マル経は、国金の経営改善資金で無担保、無保証人の融
　資制度です。詳しくは経営指導員にご相談ください。　
　他に8月〜12月に合計7回開催。

8月21日（月）　経営分析セミナー
中村商工会議所　3階

※自社の経営状態を正確に把握するためのセミナーを開催。

8月22日（火）
会計ソフト「ブルー・リターン」セミナー

中村商工会議所　1階
※会計ソフトの使い方を通じて記帳の仕方を学びました。

8月26日（土）　市民祭花火大会
四万十川河川敷

※市民祭の広告協賛集め、花火くじ付き協賛券の販売等に
　協力。おかげさまで、当商工会議所扱い分約1,200枚を販
　売することが出来ました。来年もよろしくお願いします。

9月3日（土）　しまんと共済バスツアー
高知市内

※「しまんと共済」にご加入いただいている方を対象に共
　済還元事業としてバスツアーを開催。高知城歴史博物
　館や日曜市散策など約30名をご招待しました。

9月16日（土）～17日（日）
不破八幡宮例大祭「神様の結婚式」

不破八幡宮ほか
※漫画紹介本やリーフレットを作成、配布した他イベン
　ト等に協力しました。

9月17日（日）　「よさこい四万十2017」
※7回目を迎えた今回は、32チーム・約1,300人の方が参加
　予定でした。

台風の為中止

10月3日（火）～4日（水）
事業計画策定セミナー

中村商工会議所　3階
※自社のとるべき戦略や方向性など、描いたビジョンを
　事業計画として策定。

10月13日（金）　高知県連合会議員大会
高知商工会館

※要望決議、講演、優良従業員表彰などを行いました

10月16日（月）～18日（水）
「高知・四万十フェアー」

商品選定会議（株）EDGE
四万十市内事業所

※「Fish Bank TOKYO」における高知四万十フェア開催
　に向けた商品選定会議を実施。市内事業所をバイヤー
　が訪問。

7月5日（水）～9月24日（日）
ホテルシーサイド江戸川

「高知・四万十フェア」開催
ホテルシーサイド江戸川（東京）

※3年連続開催。好評につき本年は開催期間を2ヶ月延長。
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中村商工会議所

活動報告（平成29年10月～12月）

11月8日（木）　幡多商談会
新ロイヤルホテル四万十

※幡多地域内において、まだ取引されていない事業所と
　の商談機会を創出。売り手事業所31社、買い手102名が
　参加。

11月14日（木）
「四万十グルメ開発事業」

Hata’s kitchen
Hata’s kitchen

※ホテルシーサイド江戸川のシェフによる新メニューの
　開発。新メニューはHata’s kitchenで常時提供中。

11月19日（日）
簿記検定試験（2・3級）実施

中村商工会議所　3階
※２～3級合計12名の方が受験。

11月22日（水）　一條大祭宵宮祭
一條神社および周辺

※青年部主催で御神火提灯行列また女性会が「どら焼き
　＆甘酒」プレゼントのもてなしを実施。

11月23日（木）　一條大祭大衆芸能大会
一條神社周辺

※間六口さん、一條太鼓など様々な催し物で一條大祭を
　盛り上げました

11月30日（木）～12月1日（金）
アイデア創造セミナー

中村商工会議所　3階
※創業後、間もない方や、これから創業を目指す方を対象
　に、事業を発展させるために必要なアイデア抽出方法
　を学びました。

12月19日（火）　議員懇談会
中村商工会議所　3階

※活動報告の他、日本銀行高知支店・大谷支店長の講話・
　意見交換などをしました。

11月7日（火）　ツルの自然体験学習会
中山・江ノ村地区

※地元小・中学生が、ツルについての学習、デコイの設置
　などを行いました。

10月26日（木）
消費税増税・軽減税率対策講座

中村商工会議所　3階
※消費税増税に向けた対策講座を開催。

12月5日（火）
クラウドファンディング活用セミナー

中村商工会議所　3階
※現在注目されている新たな資金調達手段について、成
　功例や失敗例を交えて成功のコツを学びました。

12月2日（土）
第9回四万十つるの里祭り

東中筋中学校
※約1,000名の方が参加してくださいました。
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年末調整
確定申告

　中村商工会議所では、「年末調整」、「所得税確定申告」、「消費税確定申告」のお手伝いをさせて

頂いています。　相談ご希望の方は、それぞれ提出期限がありますので、早めにご連絡ください。

 年　末　調　整
提出期限：平成30年1月10日（水）（毎月納付の方）

平成30年1月22日（月）（納期の特例の方）

 所得税確定申告
提出期限：平成30年3月15日（木）

 消費税確定申告
提出期限：平成30年4月2日（月）

相談時間は8：30～17：15（土日祝除く）　※下記の相談料が必要となります。

■年末調整 ： 2,000円～　■所得税確定申告 ： 3,000円～　■消費税確定申告 ： 2,000円～

※年末調整、確定申告のご相談は提出期限間近になると大変込み合い、長時間
　お待たせする場合もございます。できるだけ、早期の提出をお願いします。
　なお、確定申告のご相談は１月４日（木）から行っております。

　複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修したり

するときに使える補助金です。

※レジには、POS機能を有していないレジ、モバイルPOSレジシステム、POSレジシステムなど

　を含みます。

 

 補 助 率　2/3
　　　　　　   ※1台のみ機器導入を行う場合で、かつ導入費用が3万円未満の機器については

　　　　　　　　補助率3/4、タブレット等の汎用端末についての補助率は1/2。

 補助金額　1台あたり20万円（上限）
　　　　　　　　※複数台導入時は、1事業所あたり200万円を上限。

 申　　請　事後申請
　　　　　　　　※申請書（数枚）、証拠書類（請求書、領収書、製品証明書等）で申請するので、設

　　　　　　　　置・支払い完了後に申請する形となります。

 補助対象 　平成31年9月30日までに事業完了したものが補助金の対象とな
　　　　　  ります。
　　  　　　　 ※補助対象期間が延長されました。

経営
支援

年末調整・確定申告が始まります！

経営
支援

複数税率対応レジの導入等に関する補助金の紹介
＜消費税増税対策＞

方

の

方

の

方）

方方方）
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　個人事業主の方には退職金がありません。

　節税しながらご自分の退職金を積み立てしませんか？

メリット１ 掛金は全額所得控除
　　　　　　  確定申告で所得控除ができるため、節税ができます。

メリット２ 受け取るときも税制優遇
　　　　　     共済金を受け取るときは、基本的に退職所得扱いとなります。

メリット３ 掛金月額は自由に設定
　　　　　　  1,000円～70,000円（500円刻み）で自由に設定できます。

メリット４ 国が運営しているため安心
　　　　　　  国が全額出資している独立行政法人が運営しています。

　※加入資格等がありますので詳しくは会議所（TEL：34-4333）までお問い合わせください。

経営
支援

「節税」しながら経営者の退職金積立ができます！
＜小規模企業共済制度（経営者の退職金積立）＞

　取引先の事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸し付けが受け

られます。

メリット１ 掛金は全額損金算入
　　　　　　  掛金は全額損金（法人）、必要経費（個人事業）に算入できます。

　　　　　　  ※個人事業で事業所得以外の収入（不動産所得等）は、必要経費としての参入が

　　　　　　　   できません。

メリット２ 優遇された貸付条件
　　　　　　  無担保、無保証人、無利子で掛金総額の10倍か回収困難になった債権額のいずれ

　　　　　　  か少ない額（最高8,000万円）まで貸付が受けられます。

メリット３ 掛金月額は自由に設定
　　　　　　  5,000円～200,000円（5,000円刻み）で自由に設定できます。

　※加入資格等がありますので詳しくは会議所（TEL：34-4333）までお問い合わせください。

経営
支援

「節税」しながら「もしも」のときの資金調達手段！
＜セーフティ共済制度＞
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　商工会議所の経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無

担保・無保証人で利用できる融資制度です。

 メ リ ッ ト

 
 融資対象者

 融資限度額
　

 返 済 期 間

 金　　　利

無担保・無保証人・低金利・スピーディ

中村商工会議所の実施する経営指導を原則6ヶ月以上受けてい 
る商工業者で、常時使用する従業員が20人以下（商業・サービス
業は5人以下）の方。

2,000万円（1,500万円を超える申込は、別途事業計画書の提出
が必要）
　

運転資金 7年（商品仕入、諸経費支払等）
設備資金10年（店舗改装、備品購入等）

1.11％（平成29年12月13日現在）

　高校、短大、大学、専修学校、各種学校や外国の高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を

対象とした公的な融資制度です。

 融 資 額  子ども1人あたり350万円以内

 金　　利  1.76％（平成29年11月10日現在）
　　　　　　※母子家庭、父子家庭、世帯年収200万円（所得122万円）以内の方、または子ども3

　　　　　　　人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得346万円）以内の方は年1.36％。

 返済期間  15年以内※諸条件により18年以内

 使いみち  入学金、授業料、教科書代、住居家賃など

 返済方法  毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）

 保　　証  連帯保証人がたてられない方は（公財）教育資金融資保証基金を
　　　　  利用することができます。
　　　　   ※基金利用時は、別途保証料が必要となります。

経営
支援

マル経融資（小規模事業者経営改善資金）制度のご案内

経営
支援

国の教育ローン（日本政策金融公庫）のご案内
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中村商工会
議所

中村商工会
議所

お知らせ伝
言板

お知らせ伝
言板中村商工会
議所

お知らせ伝
言板

　『しまんと共済』還元事業で日帰りバスツアーに行ってきました！
　去る平成29年9月3日（日）、たくさんの皆様にご加入いただいております『しまんと共済』の還元事業としま

して、先着30名様限定で日帰りバスツアーを実施しました。当日は快晴に恵まれ、日曜市を散策したり、西島園

芸団地でフルーツを堪能したりと大変充実した１日となりました。来年度からもまた違う形で企画して参りま

すのでどうぞお楽しみに！！

高知県商工会議所議員大会開催
◆平成２９年１０月１３日に、第５８回高知県商工

　会議所議員大会が、高知市本町の高知商工会館で

　おこなわれました。

◆「中小企業・小規模事業者の振興」、「インフラの整

　備」などの要望事項の議決を行い、国、県、市に要望

　書を提出しました。（市への要望については、左欄）

◆大会では議員表彰および優良従業員表彰が行なわ

　れ、中村商工会議所からは、下記の方々が表彰され

　ました。

【優良従業員表彰】

・（株）柏原冷熱設備　野町　哲哉さん

・（株）杉本住宅産業　下元　嘉子さん

・（有）アマンド製菓　宮下　世奈さん

・（株）井上スポーツ　岡村　　愛さん

　　　　〃　　　　南　　美帆さん

みなさん、おめでとうございます。

会議所からいろいろなニュース、お知らせをお伝えします

要望活動をおこないました
◆１１月２７日　四万十市長、市議会議長あて

◆１２月２５日　中村河川国道事務所長あて

インフラ整備、小規模事業者の振興など、それぞれ要

望活動を行いました。

第3回四万十映画祭が開催されます
平成30年3月23日（金）～

3月25日（日）に「第3回四

万十映画祭」が開催され

ます。「サムライせんせ

い」の上映、天神橋での

「おきゃく」の開催など、

盛りだくさんの内容で

す。どうぞお楽しみに！

全国労保連より表彰されました
◆当会議所は、昨年11月に開催された全国労働保険事

　務組合連合会の総会において、労働保険適用促進業

　務を積極的に推進した功績により表彰されました。

◆労働保険に関してのお問合せ、相談はいつでもご連

　絡ください

今年の親睦ゴルフ会は6月2日（土）に決定
◆第3回中村商工会議所チャリティー親睦ゴルフ大会

　は、6月2日に土佐ユートピアカントリークラブにて

　開催します。

◆詳しくは、会報春の号で紹介しますので、奮ってご

　参加ください。
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地元料理継承事業の試食に
　　　　四万十市長・副市長が来てくれました！

一條大祭宵宮祭でおもてなしを行いました！

　平成29年10月17日（火）、四万十市立働く婦人の家にて、第11回地元料理
継承事業料理教室が行われました。今回も西土佐商工会女性部と合同で、総
勢14名の会員
部員が集まり
ました。当日は

四万十市長と副市長が訪問してく
れ、また高知新聞の早川記者にも取
材してもらい、調理後はみんなでわ
いわいと試食することができまし
た。今後も事業が継続できるよう頑
張ってまいります！

御神火奉納提灯行列・物販を実施しました

　11月22日（水）、中心市街地において御神火奉納提灯行列を実施しました。当
日は雨の降るあいにくの天気でしたが、約40人の参加者が提灯を片手に市内を
練り歩きました。また市内小学校生徒による80個の手作りの灯籠を、一條神社
に飾り、行列に華を添えました。
　また翌日には、一條神社境内にて、恒例となった青年部オリジナルかき揚げ
うどんの販売を行いました。当日は気温が低かったこともあり、多くの方にう
どんを食べて頂き、なんと昼過ぎには完売しました！

　平成29年11月22日（水）、一條神社境内にて、今年で5回目とな
る『おもてなし』を行いました。一條大祭にたくさんの人が来てく
れるようにと始めた今年のおもてなし内容は、『Ｙショップ四万十
店』さんの≪どらやき・甘酒セット≫でした。先着100名様に準備
しましたが、雨の中にも関わらずたくさんの人が集まってくれ、
15分ほどで終了致しました。ありがとうございました。
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①

②

③

中村商工会
議所

中村商工会
議所

お知らせ伝
言板

お知らせ伝
言板中村商工会
議所

お知らせ伝
言板

新会員ご紹介

1

2

3

4

5

6

日　時

11月19日（日）

〃

検定種別

第147回簿記　２級

       〃          ３級

中村商工会議所 全国

申込者

3

9

受験者

3

9

合格者

1

4

合格率

33.3%

44.4%

受験者

47,917 

88,970 

合格者

10,171 

35,868 

合格率

21.2%

40.3%

事業所名

ニコニコ介護タクシー

ふじはら商店

二宮瓦店

田吾作

外国長株式会社

中村公証役場

住　　所

山路1150

東町1-6の4

下田4310-8

間崎1175-1

古津賀3602-5

中村大橋通6丁目3番7号

7

8

9

10

11

事業所名

なば家

清水 美喜子

（一社）中村青年会議所

中野 富喜美

ユニバーサル サポート

住　　所

蕨岡甲303

鍋島1297

中村小姓町46番地

中村天神橋34番地

右山五月町10-22
　　　さつきハイツ207

平成29年7月1日〜平成29年12月20日までにご入会いただいたみなさまです

第147回簿記検定試験合格者
第147回簿記検定試験が実施されました。合格状況は以下の通りです

全国

◆前関白一條教房公が、応仁の乱を機に下向して以来、550年を迎えたことから、今年1年を通して盛大に各種記念

　事業が開催されます。

◆オープニングセレモニーは、3月10日（土）午前10時より一條神社にて成功祈願、11時より郷土資料館にて観光

　びらきなどを予定しています。

中村商工会議所は、主に下記事業の事務局を担当し積極的に取り組みますので、
皆様のご支援、ご協力よろしくお願いします。皆様のご支援、ご協力よろしくお願いします。

一條神社薪能
４月 ５日（木）　オープニングイベントして一條神社境内にて演目：「関白一條教房」ほかを上演

土佐一條公家行列藤祭り
５月 ３日（木・祝）　オープニングイベントとして記念新企画を予定　

「土佐の小京都中村」おもてなし隊事業
　公家行列の衣装でPR隊を結成、年間を通して各種イベント等に参加

不破八幡宮「神様の結婚式」
９月１５日（土）・１６日（日）　よさこい四万十２０１８ほか新イベントを予定

550年祭記念提灯行列
１１月２２日（木）　一條大祭宵宮祭と連動し５５０人の記念提灯行列を実施

土佐の小京都中村５５０年祭は土佐の小京都中村５５０年祭は
３月から始まります３月から始まります

土佐の小京都中村５５０年祭は土佐の小京都中村５５０年祭は
３月から始まります３月から始まります

土佐の小京都中村５５０年祭は
３月から始まります

たきぎのう

合格おめでとうございます！
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掲載ご希望の情報がありましたら、お気軽にご連絡下さい（担当：仙石・山下）

ご意見・お問い合わせ・発行

四万十川

中村商工会議所

http://www.nakamura-cci.or.jp/
E-mail : nakacci5@mocha.ocn.ne.jp
TEL : 0880-34-4333 FAX : 0880-34-1451
発行日：平成30年1月15日No.115(1,400)

会員事業所さまの情報を無料掲載します!!会員事業所さまの情報を無料掲載します!!会員事業所さまの情報を無料掲載します!!会員事業所さまの情報を無料掲載します!!会員事業所さまの情報を無料掲載します!!

会員会員InformationInformation会員会員InformationInformation会員Information

象牙からかわいい印鑑まで、各種取り揃
えております。
ご来店お待ちしております☆

12㎜丸　10,000円（税込）認印・銀行印用
15㎜丸　15,000円（税込）実印用

大切な方へご入学・ご就職のお祝いに
四万十ヒノキの印鑑を贈りませんか。

四万十ヒノキ印鑑　好評販売中☆

いつまでも ふるさとを誇りに
思ってほしいから・・・

文誠堂
 四万十市右山天神町９番２４号
 ☎ 0880-34 -1455 
 休 日曜日・祝祭日
 営 9：00～18：00

 Hata's Kitchen
 四万十市中村栄町39 
 ☎ 0880-35-0567
 休 月曜日
 営 昼11:30～14:30

（LO14:00）
 　 夜17:30～22:00

（LO21:30）

○小海老のトマトパスタ　アジア風　　　　　　  　  1,200円
○モッツァレラチーズがのったチキンロースト
　　　  温野菜添え　ナッツの食べるソースで　　　  1,250円
一流ホテルとして名高い（株）ホテルオークラエンタープライズでご活躍中の福井
孝宏シェフに開発していただいた新メニューです。気軽に味わえる一流の味をお
楽しみ下さい。

ホテルオークラエンタープライズ
福井孝宏シェフ監修


