商工会へご加入ください
商工会は、小規模企業や中小企業のみなさまを応援します。

筑紫野市商工会とは
国の法律に基づいて設立された特別認可法人で、地域の商工業が発展するための援助機関のひとつとして活動していま
す。筑紫野市では大勢の商工業者の方がこの地域で商売されており、現在その約 6 割が会員として商工会に加入して頂いて
おります。会員によって構成されている商工会は、商工業者の方の経営支援だけではなく、地元イベントの企画・実施を始
めとした地域活性化に取り組んでおります。
商工会へ加入すると、概ね下記のメリットがございます。また、筑紫野市商工会独自に行っている事業、たとえば、平成
２６年にも実施した【地域活性化商品券事業】についても、会員事業所であれば商品券利用可能店舗になれるなど、今後も
会員事業所の経営活動に役立つ支援を実施してまいります。地域経済を支え、地域発展のために協力する気持ち、地元商工
業者とお付き合いする気持ちを大切にしてみませんか？
これを機会に、ぜひとも地元商工会へご加入いただけるようお願い申し上げます。

□資金が必要なときの相談および融資斡旋

□事業主・家族従業員も労災特別加入制度を利用できます

□マル経融資（無担保・無保証・低金利）の推薦

□建設業一人親方も労働保険の被保険者になれます

□経営指導員等による経営相談を受けられます

□事業主・従業員の退職金共済にも加入できます

□経営革新や創業の支援が受けられます

□その他商工会独自のお得な共済にも加入できます

□専門家による個別相談を受けられます

□会報、ホームページにより情報が取得できます

□税務相談所※にて記帳業務の指導が受けられます

□無料でホームページを作ることができます

税務相談所…商工会と税理士会が運営している税務指導機関

□商工会で定期健康診断をお得に受診できます

□顧問税理士による税務相談を受けられます

□青年部・女性部活動に参加して自己啓発ができます

□労働保険の事務代行を依頼できます

□商工会の主催する講演会・講習会に参加できます

加入について

アクセス

商工会会員資格 筑紫野市内で事業を営む事業所

最寄りの交通機関

加入手順 加入申込書記入→理事会承認→加入完了

マップ

費用について

電車

JR：二日市駅下車徒歩 5 分

↑太宰府 IC 方面

九

二日市温泉街

州

国

自

道

その他（希望者のみ）

動
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※別途手数料、費用、掛金等がかかります。
詳しくは商工会までお問い合わせ下さい

車

号

生涯学習

道 線

センター

商工会費 月額 1000 円～（従業員数による）

筑紫野市商工会

・税務相談所への入会
・労働保険の事務代行

JR 二日市駅
↓筑紫野 IC 方面

・建設業一人親方団体への加入
・定期健康診断の受診
・青年部、女性部等への入会
・各種共済への加入 他

筑紫野市商工会
筑紫野市湯町 3－2－5
TEL：092-922-2361
FAX：092-921-1029

商工会事業者向けサービス一覧 詳細
内

項 目

容

費 用

□経営相談を受けられます
商工会では、経営のことでお悩みのみなさまに対し、窓口にて経営指導員等が適切なアドバイスを行っています。 また 、定 期的 に皆 さん
の地域を回る巡回指導も行っています。
経営

□経営革新や創業の支援が受けられます
創業や新たな事業分野への進出には、業種・業態 選び から ビジ ネス プラ ン・ 事業 計画 書の 作成 、資 金調 達、 会社 設立 のた めの 手続 きな 原則無料
ど、さまざまな準備が必要であるため、創業融資や経営革新などの個別相談も行っています。
□専門家による個別相談を受けられます
事業所の方の相談に応じて、ニーズに合うエキスパート（専門家）を派遣する制度です。専門家の立場から、より 具体 的か つ実 践的 なア
ドバイスを受けることで問題解決を図ります。

□資金が必要なときの融資相談および斡旋、助成金相談
商工会では事業所の経営を、より安定・向上させるために金融や信用保証に関する相談や斡旋、助成金の相談などを行っています。
□マル経融資（無担保・無保証・低金利）の推薦
資金調達
マル経融資制度とは、経営改善を図ろうとする小 規模 事業 者の 方々 をバ ック アッ プす るた め、 商工 会の 推薦 によ り、 無担 保・ 保証 人不
要・低金利で融資を受けられる国（日本政策金融公 庫） の公 的融 資制 度で す。 中小 ・小 規模 企業 を取 り巻 く環 境は 非常 に厳 しい 状況 であ
り、販売不振や在庫の長期化などを要因として、資金繰りについても一段と厳しいものとなっています。こうしたこ とを 踏ま え、 マル 経融
資制度は商工会の経営指導を受けている事業者を対象とし、商工会で受付を行っています。

税務

□税務相談を受けられます
商工会では、税務のことでお悩みのみなさまに対し、窓口にて簿記の資格を持った経営支援員等が適切なアドバイスを行っています。
□顧問税理士による個別相談を受けられます
決算、申告期および定例日には、顧問税理士が事業主の方の専門相談員として無料の税務相談に応じています。
□税務相談所にて記帳業務の指導が受けられます
個人事業主の方に、帳簿のつけ方から年末調整、所得税・消費税の申告に至るまで一貫した指導及び納税知識の普 及を 行う ため 、筑 紫野
市商工会と税理士会が運営している会員制の税務指導機関です。
①記帳指導…帳簿のつけ方から申告までを一貫してサポートします。
②記帳代行…日計表を書くだけで、事業主の代わりに元帳を作成します。
③源泉所得税手続…納付書、年末調整、源泉徴収票の作成を代行します。
④所得税・消費税申告書の作成…申告書を作成し当所で電子申告します。
⑤税務調査の立会…税務調査の際に当所が立会ますので、安心です。
⑥節税のサポート…所得税や消費税の有利な取扱方法についてアドバイスします。
□労務相談を受けられます
商工会は、社会保険、労働保険、健康診断、従業員表彰など労務に関する悩み事を適切なアドバイスをしています

無料

無料

手数料

無料

□労働保険の事務代行を依頼できます
従業員を1人でも 雇用 する 事業 主は 、業 種の いか んを 問わ ず、 すべ て労 働保 険に 加入 しな けれ ばな りま せん 。労 働保 険の 手続 が面 倒な
方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方は、商工会に労働保険事務の委託ができます。

労務

□事業主・家族従業員も労災特別加入制度を利用できます
労働保険を事務委託すると事務処理が軽減され、労災保険に加入できない事業主及び家族従事者も特別に加入することができます。
□建設業一人親方も労働保険の被保険者になれます
筑紫野市商工会には建設一人親方団体というものがあります。これに加入すること で、 国が 定め る「 1人 親方 」に 該当 する 方も 労働 保険
の対象となることができます。
“一人親方とは”…労働者を雇用せず、自身と家族等だけで事業を行う個人事業主のことであり、その事業に従事す る家 族も 該当 する （労
働者がいても年間100日未満の使用であれば該当）。法人も外部従業員を使用せず役 員や 家族 のみ で事 業を 営む 場合 、そ の役 員や 家族 が該
当する。
□商工会で定期健康診断をお得に受診できます
事業所には事業主の責任のもとに従業員への健康診断の実施が義務付けられています。筑紫野市商工会では、毎年 、商 工会 館に て定 期健
康診断を実施しており、従業員だけではなく事業主もお得に受診することができます。
□永く会社に貢献している従業員の表彰を行っています
永年勤続優良従業員表彰として、会員事業所の従業員の表彰式を毎年開催しています。商工会が一部記念品の額も負担しております。
□事業主・従業員の退職金共済にも加入できます
①小規模企業共済制度…小規模企業の個人事業主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、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
②特定退職金共済制度…特定退職金共済は、国の承認を得て商工会が受付を行っている（従業員向けの）退職金制度 です 。安 全・ 確実 ・有
利で、管理が簡単な退職金制度を手軽に作ることができます。

共済
／保険

□ 中 小 企 業 PL保 険 制 度 に 加 入 で き ま す
中小企業の皆様が、日本国内で製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するよ うな 人身 事故 や、
他人の財物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が 提起 され たこ とに よっ て、 法律 上の 損害 賠償 金や 争訟
費用等の損害を被った場合に、保険金が支払れる保険制度です。

手数料
保険料

受診料
無料

掛金

□その他商工会独自のお得な共済にも加入できます
①貯蓄共済…小さな掛金で、将来の資金づくりのための大部分の貯蓄、万が一のための生命保険及び医療特約の機能 を備 えた 商工 会員 向け
②福祉共済…全国商工会連合会が創設した商工会員のための共済制度です。予期せぬ事故やケガへの備えを手軽な掛 金で 実現 でき ます 。医
療の保証や、がんに特化した保証も特約として付与することも可能です。
□商工会の主催する講演会・講習会に参加できます
セミナー
原則無料
商工会では、経営者のみなさまにとって、必要な知識や技術などに関する情報を提供するために、各種講習会や研修会等を開催していま
／イベント
す。イベントやセミナーにあたっては会員のみ対象のものや会員割引の対象となるものがあります。
□商工会からの案内により情報が取得できます
筑紫野商工会では年に複数回、全会員向けに案内発送しております。会報には、事業に役立つ情報や商工会の動き 、新 しく 入会 した 会員
事業所の紹介などを掲載しています。
□無料でホームページを作ることができます

無料

会員であれば、商工会の専用アプリケーションを利用して無料のホームページを作成することが出来ます。自宅のパソコンで更新ができ、オンラインショップ、クー
ポン等の多様な機能を備えたアプリケーションを会員向けに提供しています。
その他

□青年部・女性部・業種別部会活動に参加して事業者ネットワークの構築及び自己啓発ができます
商工会には青年経営者・後継者が加入する青年部 、事 業に 携わ る女 性が 加入 する 女性 部、 同業 種の 会員 が交 流す る業 種別 部会 があ りま
す。人脈づくりとなるのはもちろん、経営力を高める研修会への参加や地域イベントの企画運営、ボランティアへの 参加 など 、積 極的 に事
業者の知識向上、ネットワークの構築、まちづくりに努めています（※所属にあたっては、青年部・女性部は会費制 、業 種別 部会 は無 料と
なっています）。
□原産地証明の発行
原産地証明書の発給を通して会員企業の海外取引等をサポートします。具体的には①原産地証明、②インボイス証明、③サイン証明④会員証明の各証明書を
取り扱います。

会費

手数料

