★ 随時︑新入部員募集中！
青年部活動状況はフェイスブックページにて︑

２月 日︵金︶・２月 日︵金︶
３月３日︵火︶・３月６日︵金︶
３月 日︵木︶
︻時 間︼午前９時〜午後４時
︻場 所︼安芸津町商工会館
あわてずしっかり準備しましょ
う！

■ 有給休暇５日以上義務付け

第 条︶であるため︑使用者によ
る年次有給休暇の時季指定を実施
する場合は︑時季指定の対象とな
る労働者の範囲及び時季指定の方
法等について︑就業規則に記載し
なければなりません︒
⑦罰則
②と⑥に違反した場合には罰則
が科されることがあります︒

■ 買い物環境に関する
アンケート調査

平成 年にあきつ助け合い隊が
発足し︑積極的に活動して参りま
したが︑近年は事業者の高齢化を
はじめとする様々な要因が絡み合
った結果︑その活動が下火になっ
ています︒
そこで商工会は︑買い物やその
環境に対するニーズに真摯に向き
合い︑より好ましいサービスを開
発し︑暮らしやすい安芸津への第
一歩を踏み出すとともに︑地域活
性化を推進したいと考えておりま
す︒
そこで︑本年春をめどに︑安芸
津で暮らしているすべての皆様に
向けて︑﹁買い物環境に関するアン
ケート調査﹂を実施するため︑現
在︑関係者と協議しております︒
つきましては︑本アンケート調
査へのご理解とご協力をお願い申
し上げます︒

■ 小規模企業共済制度のご案内

きは︑納付済掛金の８〜９割の範
囲内で事業資金の借り入れが可能︒
詳しくは︑商工会まで！

■ 日本政策金融公庫

（ h t t p s : / / w w w. j f c . g o . j p / ）

﹃国の教育ローン﹄
①最高３５０万円まで借入可能
②年１．６６％︵安心の固定金利︶
③お申込から最短 日程度で入金
詳しくは日本政策金融公庫呉支
店︵℡０８２３︲２４︲２６００︶
まで
﹃マル経融資
︵小規模事業者経営改善資金︶﹄
商工会など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・
無保証でご利用できる制度です︒
○資金使途 運転資金・設備資金
○ 融資限度額 ２０００万円
○融資期間 運転資金 ７年以内
年以内
設備資金
○利率 １．２１％
ご利用にあたっては︑商工会会
長等の推薦が必要です︒
詳しくは︑商工会まで！
※金利等はＲ２年１月現在

■ 福島県伊達市商工会へ職員派遣
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２０１９年４月から法改正に伴
い︑年５日の年休を労働者に取得
させることが使用者の義務となり
ました︒
①対象者
年次有給休暇が 日以上付与さ
れる労働者が対象です︒
②年５日の時季指定義務
使用者は︑労働者ごとに︑年次
有給休暇を付与した日︵基準日︶
から１年以内に５日について︑取
得時季を指定して年次有給休暇を
取得させなければなりません︒
③時季指定の方法
使用者は︑時季指定に当たって
は︑労働者の意見を聴取しなけれ
ばなりません︒また︑できる限り
労働者の希望に沿った取得時季に
なるよう︑聴取した意見を尊重す
るよう努めなければなりません︒
④時季指定を要しない場合
既に５日以上の年次有給休暇を
請求取得している労働者は︑使用
者による時季指定をする必要はあ
りません︒

24

21

つまり︑﹁使用者による時季指定﹂︑

20

昨年 月 日に関東地方から東
北地方に上陸・接近した台風 号
により︑ 都県の商工会地区の事
業者に甚大な被害が発生していま
す︒
当会は︑全国商工会連合会の要
請を受けて︑被災事業者がいち早
く事業を再開できるよう︑事業者
からの相談対応を行い︑事業者の
経営の安定を図ることを目的とし
て福島県の伊達市商工会へ１月
日〜 日の間︑重森敏彦経営指導
員を派遣致しました︒

12

詳細は安芸津町商工会へお問い
合わせください︒

臨時職員募集中

安芸津町商工会では

14

89

個人事業主︵共同経営者含む︶
・会社等の役員の方が事業をやめ
られる場合に備えて︑あらかじめ
資金を準備しておく共済制度で︑
﹁小規模企業の経営者のための退
職金制度﹂といえます︒
特徴
①掛金は全額所得控除︵掛金月額
は１千円〜７万円の範囲内で自由
に選べる︶で︑受け取る共済金も
退職所得扱い又は公的年金等の雑
所得扱いとなり︑節税効果があり
ます︒
②急に事業資金が必要になったと
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24

14

『女性部のひな祭り』 ３月１日
三津中央商店街の山下呉服店と阪井タンス店を会場として、ひな祭りイ
ベントを開催いたします。お雛様を飾り、甘酒や美味しいお菓子もご用意
して、皆さまのお越しをお待ちしております。
詳細は２月下旬にチラシでご案内いたします。お楽しみにして下さい。
A・K
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﹁労働者自らの請求取得﹂︑﹁計画年
休﹂の方法で労働者に年５日以上
の年次有給休暇を取得させれば足
りる︒これらいずれかの方法で取
得させた年次有給休暇の合計が５
日に達した時点で︑使用者からの
時季指定をする必要はありません︒
⑤年次有給休暇管理簿
使用者は︑労働者ごとに年次有
給休暇管理簿を作成し︑３年間保
存しなければなりません︒
⑥就業規則への規定
休暇に関する事項は就業規則の
絶対的必要記載事項︵労働基準法
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20
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■ 婚活パーティー開催

『新年例会』 １月８日
新年例会を37名の参加で開催しました。
ご来賓の山下商工会長のご挨拶で「女性
部員一丸となって元気に活動をして欲し
い」と励ましのお言葉を頂きました。
より良い活動ができるよう、体調管理に
気を配り体力を付けたいと思いました。
その後の講演会では、安芸津町三津在住の中浦英明様（防災士）から
「平成30年西日本豪雨災害から学ぶ」をテーマに災害時に必要とする、忘
れてはならない心構え、考え方を学びました。自分の身を自分で守るため
にするべきこと、しておくべきことを平生から心がけたいです。

昨年 月７日に商工会青年部で
ご覧ください︒
アドレス・ＱＲコード←
は安芸津町の活性化を目的とし︑
婚活パーティーを行いました︒
http://www.facebook.com/akitsu.
seinenbu
内容については︑安芸津町在住︑
出身の男性８名と町外の女性８名
に参加して頂き︑リバーサイドキ
■ 税金の情報
ッチンでクリスマスパーティーを
◇所得税・個人消費税の決算申告
行いました︒
無料相談会のご案内
当日はアットホームな雰囲気に
商工会では︑所得税・消費税の
なり︑参加者の皆様も硬くならず︑
決算及び申告に役立てて頂けるよ
表情を見ても笑顔になっていただ
うに税理士による個別相談会を開
けた事に安心しました︒
催いたします︒この機会にぜひご
後日︑女性参加者の皆様へお礼
利用頂き︑期限内申告を行って下
をお伝えした所︑﹁参加して良か
ったです﹂との声を多数いただき︑ さい︒
なお︑相談時間の調整をいたし
苦情も無く部員一同は達成感で満
ますので︑事前に商工会までお申
たされました︒
し込み下さい︒
今後も商工会青年部は様々な事
◇税務相談会︵全７回︶
業を開催︑そして参加しますので
こ れ か ら も 応 援 や ご 協 力 の ほ ど ︑ ︻開催日︼
２月７日︵金︶・２月 日︵金︶
よろしくお願い致します︒

『広島県商工会女性部連合会の研修会』１月10日
令和元年度第２回研修会（資質向上セミナー）が広島市南区のホテルセ
ンチュリー広島で開催され、県内の28商工会から参加があり、安芸津町商
工会から２名参加しました。「誰でも今日からできる おもてなし 」をテ
ーマに、おもてなし経営研究所の代表取締役 西川丈次氏から、「おもて
なし」を根幹に現場ですぐに実践できる事柄を実例から教わりました。相
手の名前を覚えて、相手の求めるものを見極めて、再度訪れて頂ける様な
考動（こうどう）をする事が、記憶に残るおもてなしであると、ユーモア
を交えて講演されました。地元を知り、正しく伝えることが大事だと思い
ました。

青年部

昨年は女性部活動にご理解とご協力を頂き、有難うございました。
年末に、女性部員から地域の方へ日頃の感謝を込めて細やかではありま
すがチョコレートをプレゼントしました。今後も、皆様に楽しんで頂ける
活動を行いたいと考えております。本年もどうぞよろしくお願い申し上げ
ます。
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新年のご挨拶

初春のお慶びを申し上げます

新年あけまして
おめでとうござい
ます︒皆様におか
れましては︑健や
かに新年をお迎えのこととお慶び
申し上げます︒また日頃から青年
部活動に深いご理解とご支援を頂
きまして︑誠にありがとうござい
ます︒
今年度のスローガン ＣＣＣ︵地
域・チャレンジ・チェンジ︶を基
に部内の仕組みをチェンジし︑新
しいやり方にチャレンジしていま
す︒地域の課題等を部員で話し合
い︑地域の為に何ができるかを考
え︑出来る事から少しずつでも︑
実行していく１年にしたいと思い
ます︒
今後とも青年部一同︑ご指導ご
鞭撻のほどよろしくお願いいたし
ます︒

エプロン コーナー

