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中村商工会議所
会　頭

～今年はどんな年にしたいですか？～～今年はどんな年にしたいですか？～
新年互礼会でインタビュー！

　明けましておめでとうございます。

　２０２０年の新春を迎え、謹んでお慶び申

しあげます。

　皆様におかれましても令和初の新年、清々

しくお迎えになられたことと存じます。

　さて、昨年は国内外ともに実に多くの動き

がありました。

　なんといっても平成の時代が終わり、令和

時代の幕が開いたことは、難問山積のこの時

代に国民に心機一転の気運を醸成されたよう

に思われます。一方で消費税率引き上げ等、重

要な出来事が相次ぎました。また台風等の自

然災害による被害も広範囲かつ甚大なものと

なり、地球温暖化の影響は看過することがで

きなくなりました。

　県内では、尾﨑県政から浜田県政にバトン

タッチされ、四万十市出身の新知事には、大き

な期待が寄せられることになりました。

　四万十市におきましても、１０年間の産業振

興計画の５年が経過し、正念場をむかえている

ところであり、引き続き民間の立場から、積極

的に提言し、四万十市勢の浮揚に寄与していく

所存でありますので、本年も中村商工会議所へ

のご支援、ご協力の程、何とぞお願い申しあげ

て、新年のご挨拶とさせていただきます。

明るい世の中になるよう、ア

ットホームな家づくりをし

ていきたいです。

やりたいことがいっぱいあるので、時間を有効に使っていきたいです。

一日一日を大事にしながら、

日々進歩していきたいです。

がんばるぞー。

移住して７年。移住者目線で中村の良さを少しでも伝えたいです。
ネズミ年生まれとしてみん

なに幸せを運びたい。あと、

少しだけ痩せたい…。

健康第一で、趣味も仕事も楽しみながらやっていきたいです。

杉本　一博さん 白木　以花さん 林　　知成さん

渡邊　香織さん 奥宮　聖児さん 岩井由喜代さん
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　令和2年　新年互礼会が年明け早々に開催されました。　令和2年　新年互礼会が年明け早々に開催されました。
　本年も新ロイヤルホテル四万十の2階を貸し切り、250名を超えるた　本年も新ロイヤルホテル四万十の2階を貸し切り、250名を超えるた
くさんの方々にお会いすることができました。くさんの方々にお会いすることができました。
　本年も会議所職員一同、どうぞよろしくお願い致します。　本年も会議所職員一同、どうぞよろしくお願い致します。

　令和2年　新年互礼会が年明け早々に開催されました。
　本年も新ロイヤルホテル四万十の2階を貸し切り、250名を超えるた
くさんの方々にお会いすることができました。
　本年も会議所職員一同、どうぞよろしくお願い致します。

本年も役職員一同頑張ります！

新年互礼会新年互礼会新年互礼会新年互礼会新年互礼会
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中村商工会議所

活動報告（令和元年7月～10月）

7月1日（月）　マル経融資審査会
中村商工会議所１F

※マル経は、日本政策金融公庫の経営改善資金で、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。7月〜12月は合計7回開催。

7月13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お手伝いしまし
　た。

7月31日（水）　一日公庫開催
中村商工会議所１F

※その日その場で融資が決まる融資相談会を開催。融
　資相談については随時受付中です。11月28日にも
　開催。

7月8日（月）
高知県商工会議所連合会総会

秋沢ホテル（宿毛）
※令和元年度事業、予算案他を承認

7月23日（金）
会計ソフト「ブルーリターンA」研修

　中村商工会議所１F
※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31日（土）
しまんと市民祭花火大会

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。おかげさまで当会議所扱い分1,280枚を販売す
　ることができました。来年もよろしくお願いします。

9月15日（日）
よさこい四万十2019開催

中心市街地ほか
※9回目を迎えた本年は本祭受賞チームも多く参加し、
　30チーム約1,300人の方が参加。

10月15日（火）　地元料理研究事業
ヨンデンプラザ

※中村商工会議所女性会と四万十市西土佐商工会女性部 
　が行う、四万十市の郷土料理を後世に残すために、実際
　に調理してレシピを作成する事業。

10月28日（月）
高知県商工会議所議員大会

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。

7月26日（金）～9月30日（月）
高知四万十フェア開催

ホテルシーサイド江戸川（東京）
※好評につき5年連続開催。開催期間は約2ヶ月。
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中村商工会議所

活動報告（令和元年11月～12月）

11月8日（金）

四万十市長への要望書提出
四万十市役所

※インフラ整備、中心市街地活性化等について、中平市長、

　宮﨑市議会議長へ要望活動を行いました。

11月16日（土）　中心市街地一斉清掃
中心市街地

※中心市街地の清掃活動を行いました。

11月17日（日）

簿記検定試験（１～３級）実施
中村商工会議所1F

※１〜３級合計6名が受験

11月27日（水）　幡多商談会開催
秋沢ホテル（宿毛市）

※幡多地域内において商談会を開催。本年度は愛媛県

　からも参加があり、売り手29事業所、買い手121名

　が参加し、マスコミ5社が来場。

12月7日（土）　つるの里祭り
東中筋中学校

※約700名の方が参加してくれました。

12月26日（木）

中村商工会議所議員懇談会
中村商工会議所３F

※四万十市副市長、所管課長から市政報告があり、意

　見交換を行いました。

11月22日（金）　一條大祭宵宮祭
一條神社及び周辺

※中村商工会議所青年部主催で提灯行列を実施。

11月23日（土）　一條大祭大衆芸能大会
マルナカ中村一条店前

※間六口さん、大道芸人など、様々な催し物で一條大

祭を盛り上げました。

11月12日（火）　ツル自然体験学習会
森沢・江ノ村地区

※地元の小中学生と看板、デコイの設置などを行いました。
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　受動喫煙による健康被害を防ぐため、健康増進法が改正され、多数の者（2人以上）が利用する

場所での受動喫煙を罰則付きで防止することになりました。

　2019年7月から段階的に施行され、2020年4月には全面施行されます。

　※飲食店は、資本金や客席面積等により経過措置があります。

　2015年4月1日に施行された食品表示法の経過措置が、2020年3月31日をもって終了します。

猶予期間中（5年間）は、旧基準による表示が認められていましたが、2020年4月1日以降は完全移

行するため、認められなくなります。（一部特例あり）食品表示法では、すべての食品に食品表示

が義務付けられていますので、ご注意ください。

　食品表示は義務化されているため、食品を取り扱う際には避けて通れないものです。食品表示

法は上記4つ以外にも多くの変更点があります。すぐにでも食品表示を食品表示法に合わせ、修

正することをお勧めします。

経営
支援

2020年4月から、原則屋内禁煙になります！

経営
支援

2020年3月末、食品表示法の経過措置が終了します！

病院・学校・行政機関庁舎等：敷地内禁煙（2019年7月1日〜）

　原材料名の各々に個別に表記する「個別表示」が原則となり、例外的に全てのアレルゲンを表

示する「一括表示」が可能となります。

アレルギー表示に係るルールの改善

　一般用の加工食品と一般用の添加物には「熱量」、「タンパク質」、「脂質」、「炭水化物」、「食塩相

当量」の5成分の表示が義務化されました。

栄養成分表示の義務化

　「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保険の目的が期待できるという食品の機能性

を表示することができる制度です。

機能性表示制度の新設

　原材料と添加物の区分を明確に表示する必要があります。

表示レイアウトの改善

※屋外に一定基準を満たした喫煙所を設置することで対応可能

飲食店・オフィス・事務所等：原則屋内禁煙（2020年4月1日〜）
※屋内に一定基準を満たした喫煙室を設置することで対応可能

＜大きな変更点＞
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　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。

　消費税増税や事務処理の複雑化に伴い、年末調整、確定申告等における相談料が改訂されまし

た。事業所の皆様にはご負担をおかけしますが、ご了承ください。

　なお、主な改定内容は次の通りです。下記以外の事務処理手数料については、当会議所までお問

い合わせください。

　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。

経営
支援

年末調整・確定申告が始まります！

経営
支援

当会議所の手数料が改訂されました

３，０００円　

１，０００円　

２，０００円　

３，０００円　

５，０００円　

５，０００円　

４０，０００円〜

５，０００円　

５，０００円　

５，０００円　

―

１枚～５枚

６枚～１０枚

１１枚～１５枚

１５枚以上

集計作業なし

領収書から集計

一般用・簡易用

1ヶ月あたり

一　律

令和元年10月1日より

令和2年1月1日より

令和2年4月1日より

法定調書作成

源泉徴収票

所　得　税

消　費　税

代　行　料

事務手数料

年 末 調 整

確 定 申 告

記 帳 代 行

労 働 保 険

年　末　調　整 提出期限：令和２年１月１０日（金）　毎月納付の方

　　　　  令和２年１月２０日（月）　納期の特例の方

提出期限：令和２年３月１６日（月）所得税確定申告

提出期限：令和２年３月３１日（火）消費税確定申告

８：３０〜１７：１５（土日祝除く）相　談　時　間
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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。

　※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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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

■令和元年10月28日に、第60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。

■大会では地域経済活性化等要望書採択、優良従業員表彰、講演会などが行なわれ、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】

　四国日東エース㈱　福島　隆さん

　北代自動車工業　　野中　尚さん

　おもちゃのピーポ　林　卓也さん

松倉建設工業㈱　　松尾　力さん

　　　〃　　　　　中村　隆さん

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

高知県商工会議所議員大会開催

■当会議所では、『中村商工会議所会員証』を作成しています。

　既に店頭及び店内に貼っていただいている事業所も多くあ

　りますが、必要な方は是非お申し出下さい。お電話いただけ

　ればお持ち致します。

■日本クレジット協会より、上記のような案内が届きました。会員事業所様

　の希望枚数を当会議所で取りまとめして一括で発注いたしますので、ご希

　望の方は当会議所まで必要枚数等をご連絡ください。なお、サイズは縦約

　13センチ横約17センチとなっております。お申込み期限は2020年1月末と

　させていただきます。（ステッカーが届くのはそれ以降になります）

クレジットカード取扱表示ステッカー無料配布について

■11月08日　四万十市長、市議会議長あて

■11月11日　中村河川国道事務所長あて

■11月12日　国土交通省四国地方整備局長あて

　それぞれ、インフラ整備、小規模事業者振興

　など要望活動を行いました。

要望活動を行いました。

■2020年2月26日（水）14時〜15時30分

　中村商工会館3Ｆにて

　※詳しくは別紙にてご覧ください。

パソコン業務自動化セミナー開催

■橋本　智哉補助員が昨年12月末日付で退

　職されました。橋本さんは平成28年2月1

　日より約3年間勤務されました。お疲れさ

　までした。

会議所職員の退職について

中村商工会議所会員ステッカーをご利用ください

 ｜中村商工会議所会報　四万十川 ｜ 09 ｜



御神火奉納提灯行列・御神火灯籠展示を実施しました。

　11月22日（金）、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。当日はあいにくの天気

でしたが、約50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描いていただいた100個の手

作りの灯籠を、一條大祭中、一條神社に展示し参拝客な

ど多くの方に見て頂きました。

一條大祭にて「四万十かき揚げうどん」を販売しました。

また翌日には、一條神社境内にて、青

年部オリジナルかき揚げうどんの販

売を行いました。毎年恒例となった

ことから、お客様からも「うどんを食

べるのをいつも楽しみにしている」

との声も頂くなど多くの方に食べて

頂き、今年も無事完売しました！

地元料理研究事業のテーマは“ぶしゅかん”

　 第13回となる上記事業が10月

15日（火）にヨンデンプラザで開催

されました。

　今回は中村の担当で、地曳専務

よりたくさんご提供頂いたぶしゅ

かんを使用し、ぶしゅかんサラダ

やぶしゅかんゼリーなどのメニューを考案し、みんなで楽しく調

理、試食を行いました。別紙にてレシピを同封いたしますので、ぜ

ひご家庭でも調理してみてください。

一條大祭宵宮祭にておもてなし
　11月22日（金）一條神社にて“おもてなし”を行いました。

今回はお弁当の大八さんに特別に作っていただいた、『玉姫

様の豆乳ぷりん』でした。ちょうどその時間は雨のため例年

よりお祭りに来る方は少なかったですが、用意した100個

は皆様に喜んでいただけたと思います。

女性会ではこれからも様々な活動で地域のために頑張っていきます。

ご賛同いただける方はぜひ入会よろしくお願いします。
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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

新会員ご紹介

日　時

11月17日

〃

検定種別

第153回簿記　２級

       〃          ３級

中村商工会議所

申込者

2

7

受験者

2

4

合格者

0

0

合格率

0.0%

0.0%

令和元年7月1日〜12月20日までにご入会いただいたみなさまです

第153回簿記検定試験合格者
第150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

【令和2年各種検定試験施行期日一覧】

会議所

す

合格おめでとうございます！

1

2

3

4

5

6

7

8

事業所名

山口　麻奈美

Forest-K

(有)富山建設

(株)遠山産業

つけ麺　めんくう

GIRL'S　BAR　five

Ensoleill'e

カーサポートマツオカ

住　　所

中村大橋通7

三里1694

大屋敷728番地

片魚1256番地

具同2222

中村天神橋28　藤田ビル201

中村天神橋54

具同5522番地1

9

10

11

12

13

事業所名

酒処　昭和

輝和

愛媛飼料産業(株)
四万十営業所

Ms　FACTORY

ソウルドアウト(株)デジタル
オペレーションセンター四万十

住　　所

中村栄町27番地アーバンMIWA2F

右山元町1-1-10-101

不破出来島2054

古津賀1602

中村大橋通6-9-21

中村電気ビル本館6階

Windows７のサポートが終了しました！

　サポートが終了（Windows７：２０２０年１月１４日／
Office2010：２０２０年１０月１３日）すると、セキュリティ更
新プログラムの提供などすべてのサポートが受けられなくな
ります。セキュリティ更新をせずにPCを使用するのは、脆弱性
を解決しないままで使用し続けることになり、非常に危険で
す。まだWindows７搭載PCをお使いの方は、早急に更新いたし
ましょう！

　2019年度の年会費の納入をお願いいたします。集金にもお伺いしますのでご連絡下さい。
宜しくお願いします。

検定試験種別

簿記

販売士

第154回（1〜3級）

第155回（1〜3級）

第156回（1〜3級）

第85回（3級）

第86回（3級）

試験期日

令和2年02月23日（日）

　　0年06月14日（日）

　　0年11月15日（日）

令和2年02月19日（水）

　　0年07月11日（土）

申込受付期間

12月16日（月）〜令和2年01月24日（金）

04月06日（月）〜令和2　05月15日（金）

09月14日（月）〜令和2年10月23日（金）

12月16日（月）〜令和2年01月24日（金）

05月11日（月）〜令和2年06月19日（金）

年会費の納入のお願い
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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：令和2年1月15日No.121(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!!
会員会員InformationInformation会員Information

掲載ご希望の情報がありましたら、お気軽にご連絡下さ

 四万十市中村一条通3丁目４－１１
 ☎ 0880-34-２２５９
 休 水曜日
 営 ９：００～１８：００

 四万十市中村東下町１７

 ☎ 0880-34-８４０５

 休 土、日曜日・祝日

 営 ８：３０～１４：３０

info@bridal-chaleur.cominfo@bridal-chaleur.com
～お店のパンフレットが新しくなりました～～お店のパンフレットが新しくなりました～
info@bridal-chaleur.com
～お店のパンフレットが新しくなりました～

＜取り扱い商品＞
ブライダル（新郎新婦様・ご両親様・列席者様）
成人式（振袖・紋付袴）
卒業式（振袖・袴・色無地・訪問着・附下・小紋）
七五三・お子様ドレス・タキシード・お宮参り着物etc

成人式早期割引キャンペーン1/4～スタート
同時に京都の問屋より色柄豊富な新柄を取り揃え1
月末までの期間、新作・新柄お仕立てレンタルを特別
価格にて承っております。

スチームコンベクションを使用した、ヘルシーで身

体にやさしい低カロリーの食事を提供いたします。

スチームコンベクションを使用した、ヘルシーで身

体にやさしい低カロリーの食事を提供いたします。

｠～皆さま、お誘い合わせの上ご来店ください～｠～皆さま、お誘い合わせの上ご来店ください～｠～皆さま、お誘い合わせの上ご来店ください～

BRIDAL Chaleur
ブライダルシャルール

スチスチー

体にやに体にや
カフェ Ｒｅ・Ｇｕｒｕ
（リ・グル）

車いすにも
対応して
います。

新作ドレス
試着会開催中

イサムモリタ、ルルフェリー
チェの新作ウェディングド
レス＆カクテルドレスのご
試着にお気軽にお越しく
ださい。

ランチ11：30～モーニング


