
商工会では、経営のことでの悩みや問題点に
ついての相談に応じています。
＜相談例＞

商工会では、「できるまで！わかるまで！」
安心サポートの“ネットde記帳”をはじめ、
税金の各種控除制度、青色申告を始めたい、
記簿の付け方を学びたいなどの相談を承り
ます。記帳から決算まで親切なアドバイスを
行っています。確定申告時には税理士を招い
ての税務相談会も開催しています。 

経営相談・支援 

税務相談・記帳指導

労務相談

経営の強化や不測の事態に備えて

商工会では、従業員の福利厚生のための社会保険、
労働保険、退職金制度や就業規則の作成など労務に
関する相談に応じます。
また、商工会は労働保険事務組合業務も行ってお
り、事業主に代わって雇用保険、労災保険の加入手
続きや保険料の申告、納付などの事務代行を行って
います。

・小規模企業共済制度
・商工貯蓄共済制度
・ふれんど共済
・経営セーフティ共済
・中小企業ＰＬ保険制度
・特定退職金共済制度
・中小企業退職金共済制度

青年部活動・女性部活動
若手経営者や後継者の企業経営に役立つ人材育成
やネットワーク作りによる育成指導。女性企業家や
経営者のパートナーとしての育成や社会進出の支
援をはじめ、研修などを通じて資質の向上や地域活
性化のための様々な活動を展開しています。

・経営革新や地域資源活用、農商工連携など
の事業認定を受けたい

・新規開業や事業転換、多角化を行いたい。
・経営計画の見直しや経営ビジョンを確立

したい。
・新商品開発や新サービス提供へのアドバ

イスが欲しい。
・特許や商標等の知的財産について教えて

欲しい。
・ホームページ開設等、ITを導入した経営を

したい。
・事業継承や法人化に係る　税務処理を知

りたい。
・製造工程の効率化や機械化、省略可を図り

たい。
・技術、技能の修得や、従業員教育を行いた

い。
・自社商品の県外への販路拡大を図りたい。
・経営の安定化を図るために専門家のアド

バイスが欲しい。

益城町商工会
所在地：熊本県上益城町宮園715-1
TEL
FAX
URL

：096-286-2551
：096-286-2549
：http://mashikishoko.jp/

商工会とは
益城町商工会は、地域唯一の総合経済団体として地域商工業の総合的な改善発達を図るとともに地域振興の

ための種々の事業に取り組んでおります。
益城町が有する自然、文化、歴史などの豊かな資源を大切にし、行政と一体となって益城町の発展に寄与して

参ります。

商工会の事業活動

益城町商工会地域貢献計画
≫広域連携による高度な経営支援体制で地域経

済の活性化を図ります
≫人財育成と創業者支援に取り組みます
≫健全な企業を育成し雇用や税収の増加を目指

します
≫積極的な情報発信に取り組みます
≫町の文化と歴史を大切にし地域コミュニティ

の維持に貢献します

≫町の観光振興に取り組みます
≫安心して暮らせる環境づくりと高齢者にやさしい

まちづくりを推進します
≫進出企業と地場企業の連携を図ります
≫行政と連携し一体となって町づくりを推進します

詳しい内容は商工会へ

お尋ね下さい！

☎096(286)2551 FAX 096(286)2549

ましき商工会会員業者
お任せください。暮らしの困り事 なんでも相談

様々なサービスで問題解決！！
が

　益城町内の工業関連業種が協力し、迅速できめ細やかな
対応・サービスを心がけております。どこに頼んだら良いか
わからない色々な家の修理、お家の中の蛇口の交換から、お
庭の庭木の剪定まで住まいの困りごとはマシキロテックス
にご相談ください。

見積もり無料
まずはお電話を!!

【受付時間】
午前8:30～午後5:00

大小ゴミの処分は、ご相談ください。
（処分は、有料の場合があります）

住まいに関する
「交換・取付・張替・修理・組立」
畳交換、裏返し、ガラス・サッシ・網戸・ふすま・障子の張替、
家電の組立・設置、セキュリティー関連機器の施工、その他

リフォーム
トイレ・お風呂の湯あか、水あか取り、換気扇・エアコンク
リーニング、フローリングのワックスがけ、ハウスクリー
ニング、害虫、シロアリ駆除　その他

◆電気関係（工事、修理、販売）
◆運送(陸上貨物・物流・引越し)
◆太陽光発電
◆エコキュート・ＩＨ
なども、ご相談ください。

リフォーム
システムキッチン工事
ユニットバス工事
クロス・床張替工事

屋根、外壁の塗装工事
瓦の葺き替え工事
その他の工事

屋外関係
エクステリア工事
ガーデニング工事
竹垣フェンス工事
植木剪定・消毒
カーポート、テラス
ウッドデッキ工事

塗装工事
アンテナ・電柱工事
エコキュート・ＩＨ・ＬＥＤ
照明
その他の工事

ましき商工会工業部協会 上益城郡益城町宮園715-1　益城町商工会内

屋根、外壁、雨樋、雨漏れなどの
点検はお早めに！

無料
点検

頼れるプロ
　頼れる味方

マシキロテックス
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