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　　　は休館日

中退共（中小企業退職金共済制度）加入のご案内！

中退共制度とは、中小企業で働く従業員のための外部積立型の国の退職金制度です。

掛け金の種類
・月額５千円～３万円（16 種類）の中から従業員ごとに掛け金を選択できます。

・短時間労働者は、16 種類の月額掛金のほかに２千円～４千円の特例掛け金も選択できます。

加入の手続き
・所定の申込書に記入・押印の上、お近くの金融機関または委託事業主団体へ申し込みいただきます。

商工会だより

・国の制度なので安全・確実・有利です。

・掛け金の一部を国が助成します。新規加入の事業主に掛け

金月額の１／２（従業員ごとに上限５千円）を加入後４カ

月目から１年間、国が助成します。

・掛け金は税法上、全額非課税になります。（掛け金は、法

人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全

額非課税となります。）

・一定の要件を満たしていれば、右記とおり通算ができます。

制 度 の 特 色

～従業員の退職金を準備しよう～

 過去の勤務期間

中退共制度に加入している企業間を転職した場合

・中退共制度に加入している企業と特退金

　前の企業での掛金納付月数を通算できます。

　それぞれの制度へ前の企業での退職金を通算できます。

　事業主が新しく中退共制度に加入する際、す

でに１年以上勤務している従業員について、

加入前の勤務期間を通算できます。

（注）小規模企業共済制度に加入していた期間は

通算できません。

制度に加入している企業間を転職した場合

●募集内容：土木技師・一般職員　
計３名程度

●試験日程：９月３日（日）
●申込締め切り日：８月 15 日【消印有効】
●採用予定日：平成 30 年４月１日
●その他：受験資格などの詳細はホー

ムページまたは問い合わ
せ先までご連絡ください。

問  茨城県南水道企業団　総務課
☎  ０２９７－６６－５１３１
HP  http://www.ibananww.ne.jp/

茨城県南水道企業団
職員募集のお知らせ

たけのこ生産者の皆さまへ！
　６月８日より利根町産のたけのこを出
荷することができるようになっていま
す。ただし、出荷するには竹林の所在地
ごとに、たけのこの放射性物質検査を実
施し、町が発行する ｢たけのこ出荷可能
生産者証明書｣ の交付を受ける必要があ
りますのでご注意ください。
　なお、知人や親戚へ無償で譲渡する場
合には検査は必要ありません。
　詳しくは、下記問い合わせ先までご
連絡ください。

問  役場経済課　農政係
☎６８－２２１１　内線（３２６）

役場経済課から
のお知らせ

　「アンナ・カレニナ」
　（1947 年　イギリス）
　監督　ジュリアン・デュヴィヴィエ
　主演　ヴィヴィアン・リー
　政界の高官と政略結婚させられたア
ンナが青年将校と恋に落ちるが・・・。
●日時：８月 26 日 ( 土 )  午後１時～
●場所：利根町図書館　
　　　　２階多目的ホールにて　
●入場料：無料
『本のお楽しみパック』貸し出しについて
　本のお楽しみパックの貸し出しを行い
ます。幼児、小学校低学年、中学年、高
学年用をご用意します。どんな本が入っ
ているかは、開けてからのお楽しみ。数
には限りがあります。
●日時：８月 15 日（火）～

９月 図書館カレンダー

●問い合わせ先
利根町図書館　☎６８－８８６８

利根町図書館
映画会のお知らせ

●対象：【A 採用】昭和 59 年４月２日
生まれ以降の大卒または卒
業見込みの方

【B 採用】昭和 59 年４月２日
～平成 12 年４月１日生まれ
の方で A 採用に該当しない
方

●試験日程：第一次試験　９月 17 日（日）
●申込締め切り日：８月 29 日（火）消印有効
●その他：願書については、警察署または

交番に置いてあります。詳細
については、県警採用案内ホー
ムページをご覧ください。

問  取手警察署　警務課
☎７７－０１１０

茨城県警察官募集
のお知らせ

●日時：８月 17 日（木）、22 日（火）
キッズ（15 歳未満）午後１時～３時
大人　午後３時～５時

●場所：利根町公民館（集会室ほか）
●内容：盆踊り・NOSS（ノス）などの講習
●持ち物：足袋または上履き、タオル、飲み物
●参加費：無料
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夏期
講習会のお知らせ

　建退共制度は、事業主の方々が労働
者の働いた日数に応じて掛け金となる
共済証紙を共済手帳に貼り、その労働
者が建設業界で働くことをやめたとき
に退職金を支払うという制度です。
制度の特徴
●国の制度なので安全、確実、手続き

は簡単です。
●経営事項審査で加点評価の対象と

なります。
●掛け金の一部を国が助成します。
●掛け金は事業主負担となりますが、

法人は損金、個人では必要経費とし
て扱われ、全額非課税となります。

●事業主が変わっても退職金は企業間
を通算して計算されます。
※詳しくは「建退共」で検索して
ホームページをご覧ください。

問   建退供茨城県支部
       ☎    ０２９－２２５－００９５
　   Fax  ０２９－２２５－１１５８ 

建設業退職金
共済制度のご案内

　茨城郷土部隊史料保存会では、戦争
に関する貴重な史料の散逸を防ぐとと
もに、収集・保存や展示することによっ
て後世に継承し、戦争の惨禍と平和の
尊さを考える場を提供しております。
　今回、下記により史料展を開催い
たします。水戸第二連隊によるペリ
リュー島での戦いや北茨城市などで極
秘裏に行われた「風船爆弾」に関する
史料など、さらには「戦艦大和」の軍
医長が茨城県出身であったことから、

「戦艦大和の最後」を模型とともに紹
介しています。
●日時：８月９日（水）～ 13 日（日）
●場所：茨城県立図書館　ギャラリー

問  茨城郷土部隊史料保存会
☎ ０２９－２９６－０９２８　神谷

茨城郷土部隊の戦時
史料展のお知らせ

問い合わせ先：
中小企業退職金共済制度のお問い合わせは、中小企業退職金共済事業本部　☎０３－３４３６－０１５１
グリーンカーテン・利根町内共通商品券のお問い合わせは、利根町商工会　☎６８－７４１７

　

　今年で４年目となりました利根町商工同友会を中心

として行っている「利根町内小学校グリーンカーテン設

置事業」を５月 14 日に、布川小学校・文小学校・文間

小学校で実施いたしました。これにより生徒に少しでも

涼しい中で、授業を受けてもらえればと思います。

　つきましては、商工会および協賛店にグリーンカーテ

ン設置事業用の募金箱を設置しておりますので、趣旨ご

賛同の上、募金のご協力をお願い申し上げます。

利根町内小学校グリーン
カーテン設置事業を実施

　

　日頃より利根町内共通商品券をご購入いただきまし

てありがとうございます。

　さて、例年夏と冬の年２回、１セット１万１千円分

の商品券を１万円で（２回合計 1,500 セット）販売さ

せていただいておりましたが、毎年初日の午前中で完

売してしまいなかなか購入できないお客様が多数おら

れるため、平成 29 年度は冬一回のみ 1,500 セットを販

売する予定でおります。販売日時・一世帯当たりの購

入限度額等の詳細につきましてはわかり次第商工だよ

り・チラシなどでご案内させていただきます。よろし

くお願いいたします。

利根町内共通商品券
についてのお知らせ


