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◆国・補助事業／経営計画作成支援セミナーのご案内
小規模事業者持続化補助金の申請に必要な「経営計画書」を作成するセミナーです。この機会
にぜひご参加ください。

【小規模事業者持続化補助金とは？】

販路開拓・新規顧客獲得に必要な費用の
２／３（上限５０万円）を国が補助します。
例えば、広告宣伝、店舗改装、包装紙の変更・新商品開発 等、前向きな取り組み
を考えられている事業所に国が支援する制度です。
日 時

講義内容
・経営計画作成の意義、立案、考え方、進め方
・経営環境、自社の事業構造分析
・同補助金をもらうための申請書類や経営計画
書作成について

【第１講】
４月１７日（木） １８：３０～２１：３０
【第２講】
５月 ８日（木） １８：３０～２１：３０
【個別相談会１日目】
経営計画作成に関する個別相談
相 ５月２２日（木） １３：００～１８：００
談
※左記日程いずれか
会 【個別相談会２日目】
１人１時間程度（5/8 第２講開講時に調整）
５月２３日（金） １３：００～１８：００
【講 師】 中小企業診断士（２名） 原 一義氏、 小松俊樹氏
【会 場】 加茂商工会議所会議室 【参加費】 無 料 【定 員】２０名

セ
ミ
ナ
ー

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。

◆会議所４月の主な行事予定
４日（金）
・正副会頭会議
８日（火）
・日本政策金融公庫定例相談
９日（水）
・信用保証協会定例相談
１１日（金）
・新入社員歓迎式典
・新入社員セミナー
１７日（木）
・経営計画作成支援セミナー

12:00～
10:00～
10:00～
13:30～
14:45～

２１日（月）
・税務・法律相談会
２３日（水）
・駅からハイキング
２４日（木）
・労務相談会
・加茂地区就職ガイダンス 2015
２５日（金）
・経営・創業相談会

18:30～
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10:00～
9:00～
10:00～
13:30～
15:00～

◆第 4 回加茂｢まちゼミ｣参加店募集中
◎自店を知ってもらうきっかけづくり。
◎お客様の声を直接 聞けるチャンス。 それが…
◎お客様との信頼関係を作るチャンス。

※第３回「加茂まちなかゼミナール」受講者アンケートより
Ｑ.今回受講されたお店を「まちゼミ」以外でご利用されたことはありますか？

※この機会にぜひご参加ください。ご質問、お問い合
わせは当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）ま
で。ご説明に伺います！

◆設備入替資金は 今がチャンス
金利 0.50％低減 ～マル経融資のご案内～
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無担保・無保証人・保証料なし

1.60%

.

%

◎設備特例要件
(1)既存設備の耐用年数が超過しており、同種の新たな設備投資を行うこと
(2)当該企業の総資産の 15％を超える設備投資であること
(3)事業計画策定支援および融資後のフォローアップを受けること
◎融資限度額 ２,０００万円
◎返済期間
運転資金７年(据置１年以内) 設備１０年（据置２年以内）

マル経融資の貸付上限が引き上げになりました！（４／１～）

貸付上限

2,000

1,500 万円

万円

※貸付金額が１,５００万円を超える場合は事業計画書の提出が必要な他、一定の要件が
あります。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／佐藤、山本）まで。
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◆４月１日から消費税率が引き上げ
～価格表示に注意が必要です～
消費税額を含めた価格を表示する総額表示義務が緩和され、外税表示・税抜価格の強調表
示が認められています(平成２９年３月３１日まで)。
①「税抜価格」のみを表示する場合は、消費者に誤解されないように表示します。
○○○円
（税抜価格）

○○○円
（税別）

○○○円
（本体価格）

○○○円
＋税

○○○円
＋消費税

②「税抜価格の強調表示」は税込価格をはっきりと表示する必要があります。
明確に表示されているとは言えない例

明確に表示されている例
9,800 円（税込 10,584 円）

9,800 円（税込 10,584 円）

税込価格表示の文字の
大きさに問題がある

9,800 円（税込 10,584 円）

9,800 円（税込 10,584 円）

文字間余白、行間余白に
問題がある

9,800 円（税込 10,584 円）

背景の色との対照性に
問題がある

9,800 円(税込 10,584 円)

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／佐藤、山本、滝沢）まで。

◆無料専門家定例相談会を開催中
・税務相談
４月２１日（月）
・法律相談
４月２１日（月）
・労務相談
４月２４日（木）
・経営・創業相談 ４月２５日（金）

～秘密厳守～

１０：００～１２：００まで
１５：００～１７：００まで

※４月１５日（火）までにお申し込みください（各日２名程度、先着順・完全予約制）
※日程が合わない場合はご相談ください。専門家の日程を再調整いたします。

～金融定例相談もご利用ください～
・日本政策金融公庫相談会
・新潟県信用保証協会相談会

４月８日（火）
４月９日（水）

いずれも１０:００～１２:００まで

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／佐藤、山本）まで。

◆ゆめづくり・高付加価値化サポート助成金のご案内
(財)にいがた産業創造機構では、中小企業者等が行う技術開発や新商品開発などの経費を
助成します。
１．ゆめづくり助成金
助成金額：50 万円～200 万円 助成率：1/2 以内
２．高付加価値化サポート助成金（一般枠）助成金額：50 万円～500 万円 助成率：1/2 以内
３．高付加価値化サポート助成金
助成金額：100 万円～1,000 万円 助成率：2/3 以内
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、佐藤）まで。
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◆第３５回新入社員歓迎式典並びに新入社員セミナーのご案内
・日 時

平成２６年４月１１日（金）
歓迎式典 １３:３０～１４:３０
セミナー １４:４５～１７:００（ビジネスマナー、基本動作研修等）
・参加費 無料（参加者には記念品を進呈します）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。

◆平成２６年度の雇用保険料率～前年度から変更はありません
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの雇用保険料率は２５年度同様、次の
とおりです。
負担者
①＋②
①労働者負担
②事業主負担
事業の種類
雇用保険料率
一般の事業

5/1000

8.5/1000

13.5/1000

農林水産
清酒製造の事業

6/1000

9.5/1000

15.5/1000

建設の事業

6/1000

10.5/1000

16.5/1000

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉、滝沢）まで。

◆雇用保険 高年齢者保険料免除について
毎年４月１日現在において満６４歳以上の労働者については、雇用保険被保険者であって
も雇用保険料が免除されます。免除申請は特にありませんが、労働保険料の概算・確定申告
の際に、免除対象高年齢労働者については別途集計して申告します。
平成２６年４月 1 日現在
６４歳以上の方

６４歳未満の方

保険料免除

保険料必要

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／渡邉、滝沢）まで。

◆平成２６年度の健康保険料率

～介護保険料率が変更～

平成２６年４月納付分（３月分）の保険料は９.９０％です。
※４０歳から６４歳までの方（介護保険第２号被保険者）は、これに全国一律の介護保険料
（１.７２％）が加わります。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉、滝沢）まで。
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