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「やいたうんちゃんねる」
に掲載しませんか？

この度、矢板市金属工業会が事業主体となり、矢板市内製造業ポータル
サイトを製作することとなりました。
つきましては、掲載いただける企業を募集いたします。
会社のＰＲ、製品の紹介などにぜひご活用ください。

矢板市商工会が「やいたうんちゃんねる」という新しいＹｏｕＴｕｂｅ
チャンネルを立ち上げます。このチャンネルは会員事業所が自店の一店逸
品を動画でＰＲし、新たな販路開拓に取組むツールとして役立てていきま
す。

【対象企業】 矢板市内製造業者、金属加工業者等(当商工会員であること)
【掲載料金】 無料
【申込方法】 企業概要書と掲載写真(工場外観・主要加工品・作業工程・
機械設備など約１０枚)を商工会へ提出
企業概要書は商工会にあります。
【問 合 せ】 商工会の金属工業会担当 横田・沼尾へ

【掲載までの流れ】
①簡単な販路開拓のための計画書を作成
②その内容を元に動画を作成・配信
③販路開拓にチャレンジ
【掲載料】 無
料
【募集数】 先着１５店舗
【問 合 せ】 商工会 池田へ

「経営塾(創業等)ｉｎやいたのご案内
【対象者】 経営のこと、創業のこと、創業する方、起業して間もない方、
もう一度経営について見直したい方
商業祭加盟店募集のご案内
【開催日】 ① 11/7(月) ② 11/10(木) ③ 11/14(月) ④ 11/17(木)
⑤ 11/21(月) ⑥ 11/24(木) ⑦ 11/28(月) ⑧ 12/1(木)
【時 間】 午後６時～午後９時まで
恒例の年末大売出しを下記により実施致します。
【場 所】 矢板市商工会館 大会議室
つきましては加盟店を募集致しますので、申込書に現金をそえてお申込み
【テーマ】 ①成功する創業とは？
ください。
②売れる事業とは？
③マーケティング戦略！～マーケティング基礎知識～
【売出し方法】各加盟店に抽選箱を設置(加盟店での店頭抽選)
④マーケティング戦略！～ＳＮＳ、Ｗｅｂマーケティング～
お買上げ２，０００円以上で抽選
⑤利益計画を作ってみよう！
賞品を各加盟店に配布。その場で抽選し、賞品を引き渡し。
⑥安全な資金計画！
各加盟店ごとに加盟店賞(白紙くじ)を設け、魅力を演出する。
⑦資金調達・創業手続等 専門機関の話を聞こう！
【売出し期間】１２月１日(木) より
⑧ビジネスプランを発表しよう！
※抽選券がなくなり次第終了
【売出し歩金】１口
５，０００円
※受講修了者には、修了証をお渡しします。
【賞
品】
（１口につきクジ合計５０本）
※修了証は、栃木県制度資金(創業支援金)や矢板市制度資金(創業資金)利
１等商品券３，０００円分
１本
用の際の条件に該当します。
２等商品券
５００円分
４本
※この講座は矢板市創業支援事業計画に基づく「特定創業支援事業」です。
３等現金
５０円
２８本
基準を満たして終了した方は、登録免許税の軽減措置や、創業関連保証
加盟店賞(オープンクジ)
１７本
の拡大の支援を受けることができます。
【申込締切】 １１月１５日(火)
【問 合 せ】 商工会 荒井・沼尾へ

会員親睦ゴルフ大会参加者募集のご案内

労

務

下記により会員親睦ゴルフ大会を実施致します。豪華賞品もご用意してお
ります。ぜひご参加いただき親睦を深めてください。

栃木県最低賃金が 時間額 ９１３ 円に！
【日
時】
【会
場】
【競技方法】
【費
用】

１１月２３日(水・祝)
矢板カントリーＧＣ(８：３１スタート予定)
ペリア方式（打切りなし）
・ハーフ計算
１０，０５０円(ﾌﾟﾚｰ費：9,050 円(食事代含))
(参加費：1,000 円)
【申
込】 11 月 10 日(木)までに商工会事務局へ
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、プレー後の
パーティーは行いません。
【問 合 せ】 商工会 沼尾へ

－ 改正発効は 令和４年１０月１日から －
栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働く全ての労働者とそ
の使用者に適用されます。
一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。
なお、特定の産業には、特定最低賃金が定められています。
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室（０２８－６３４－９１０９）
又は 最寄りの労働基準監督署 にお問い合わせくださ い。
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税 務 ・ 年 末 調 整
年末調整は、給与の支払いを受ける一人一人について、毎月の給料や賞与な
どの支払いの際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納め
なければならない税額とを比べて、その過不足額を精算する手続きで、

給与支払者は源泉徴収義務者となり納税の義務があります。
○納期限・・・翌月 １０ 日 (納期特例の承認を受けていな
い場合)
翌年の １ 月 ２０ 日 (納期特例の承認を受け
ている場合)
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「インボイス制度」
もう登録はお済みですか？
令和 5 年 10 月 1 日から、複数税率に対応し
た消費税の仕入税額控除の方式として適格請求
書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入
されます。
適格請求書等保存方式の下では、税務署長に
申請して登録を受けた課税事業者である「適格
請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」
(いわゆるインボイス)等の保存が仕入税額控除
の要件となります。

○年末調整に必要な書類
1.住所、氏名、生年月日(マイナンバー)
2.源泉徴収簿(賃金台帳)
3.源泉税納付書控(1 ～ 6 月)
4.扶養控除申告書(扶養者の氏名、生年月日、マイナンバー)
5.生命保険料・介護保険料の課税控除証明書
6.地震保険等の課税控除証明書
7.社会保険料(国民年金保険)控除証明書
8.国民健康保険の納付書
9.住宅取得控除証明書
10.住宅貯蓄控除証明書
11.昨年の年末調整控、納付書控、確定申告書控、決算書控
12.その他本人に関する事項など
※ 事業主は確定申告に向けて、１２月３１日現在での「たな卸」、「売掛金」、
「買掛金」、「未収金」、「未払金」などを調べておきましょう。

年末調整等説明会及びインボイス制度等
説明会のご案内
(公社)氏家法人会では、給与の支払者を対象とした「年末調整」及び
２０２３年から導入予定の「適格請求書等保存方式」などの税改正の概要に
ついての説明会を開催します。
【日 時】 １１月１５日(火)

第一部 １３：３０～
第二部 １４：５０～

【会 場】 矢板市公民館
【日 程】 第一部 「年末調整等説明会」
第二部 「適格請求書等保存方式等説明会」
※どちらからでも参加可
【講 師】 氏家税務署他
【対象者】 どなたでも参加できます。(事前申込 定員５０名まで)
【申 込】 (公社)氏家法人会矢板支部(矢板市商工会内 ℡ 43 － 0272)

労働保険の加入はお済みですか？
◆労働保険は雇用保険と労災保険を総称したものです。
◆労働者を一人でも雇用する事業所はすべて加入することになっ
ております。
◆おすみでない事業主の方は、すぐに加入手続を行ってください。
◆未手続事業に対しては、職権成立、認定決定を実施することと
なります。
◆くわしくは、各公共職業安定所又は労働基準監督署へ。
公共職業安定所(矢板 ℡ 43-0121)
労働基準監督署(大田原 ℡ 22-2279)

※インボイス制度説明回答をオンラインや税務署等にて開催してい
ますので、ぜひご利用ください。
。

