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（国・補助事業）

◆小規模事業者持続化補助金４月公募開始予定
新規顧客開拓・販路開拓に取り組む費用を
補助上限５０万円・2/3 補助します（自己負担 1/3）
【補助金の概要】
○補助対象
○補助対象経費

従業員数２０人以下の製造業・その他業種
〃
５人以下の小売業・卸売業・サービス業
機械装置、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費
雑役雑務、借料、専門家謝金・旅費、委託費、外注費 等

【申請と計画書作成ポイント説明会】
（参加費無料）
○日 時
平成３０年３月２７日（火）１４：００～１６：００
○場 所
加茂商工会議所会議室
○講 師
中小企業診断士 土田正憲 氏
○内 容
同補助金に必要な申請書類の具体的な作成方法について
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。

◆～お店の商品やサービスのＰＲにご活用ください～

「加茂オリジナルブランド推奨品」募集中
加茂らしい商品やお店、オリジナル性のある製品、サービス等を推奨認定
○認定対象

加茂で製造、生産、加工している商品や体験できるサービス等
加茂商工会議所正会員（加茂市内）に限ります。
○募集期間
随時募集 ※１回目は３月１６日（金）締切り
○認定基準
以下の項目について、当所諸業部会で審査、認定いたします。
①事業所のオリジナル性がある商品であること。
②加茂で製造、生産、加工されている『商品（もの）』
または加茂で体験できる『こと』。
○参 加 費
無料
○内
容
①「加茂オリジナル推奨品」として認定された商品やサービス（事業所）に
は「加茂オリジナル推奨品」のロゴマーク（シール及びプレート）を差し
上げます（シールは１アイテムにつき 100 枚まで無料）。
②認定商品やサービス等のパンフレットを作成し、加茂市内に全戸配布する
他、当所ＨＰに掲載し販売促進を図ります。
③認定商品を集めた販売イベントを首都圏（日本橋ブリッジにいがた／東京
都中央区）で開催。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／明間）まで。
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◆所得税確定申告の受付は３月１５日(木)まで！

～申告書・決算書等は当所でも提出できます～
※当所には 3/15（木）午前中までにお持ちください。
※印鑑、マイナンバー確認書類をご持参ください。
税務署へ提出する申告書にはマイナンバーの記載と写しの添付が必要です。マイナンバーカ
ードをお持ちでない方は、通知カードと運転免許証などの身元確認書類の写しを一緒に提出
してください。
受付・納期限

口座振替日

所得税及び復興特別所得税

平成３０年３月１５日（木） 平成３０年４月２０日（金）

個人事業者の消費税及び地方消費税

平成３０年４月 ２日（月） 平成２９年４月２５日（水）

贈与税

平成２９年３月１５日（水）

－

※納期限までに納付しない場合は延滞税がかかります。

※平成２９年分の確定申告から医療費控除は領収書が提出不要となりました
領収書の提出の代わりに医療費控除明細書の添付が必要となりました
○医療費の領収書は５年間保存する必要があります
（税務署から提出を求められた場合、提示又は提出しなければなりません）

○医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます
（医療費費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです

○「医療費控除の明細書」は、国税庁のホームページよりダウンロードできます
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢、大瀧、佐藤）まで。

◆小規模企業共済のご案内

～掛金全額所得控除～

小規模企業共済は事業主のための退職金積立制度で、掛金（全額所得控除）は１,０００～
７０,０００円の範囲（５００円刻み）で自由に設定できます。
○常時使用する従業員数が２０名以下（商業・サービス業５名以下）の個人事業主または
会社の役員の方が対象です。
○個人事業主の「共同経営者（配偶者専従者、後継予定者）」も加入できます。
○掛金は全額所得控除
例えば…掛金 15,000 円×12 カ月＝ 180,000 円 →全額所得控除となります。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、大橋）まで。

◆無料定例相談会のご案内

～秘密厳守/完全予約制～
○日本政策金融公庫相談会
３月１３日（火）
○新潟県信用保証協会相談会
３月１４日（水）
○労務／税務、事業承継相談会 ３月２０日（火）
いずれも１０：００～１２：００
○法律相談会
３月２２日（木）
○経営、創業相談会
３月２３日（金）
※日程が合わない場合はご相談ください。日程を再調整いたします。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、大橋）まで。
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◆マル経融資の大切なご案内です
車両入替、諸経費支払等々

加茂市内制度融資一番の低利率
柔軟に対応

担保なし・保証人なし・保証料なし
4

３月１日現在

(固定金利)

1.11

％

小規模事業者が経営改善を図るために必要な資金を商工会議所の推薦により、日本政策金融
公庫から無担保・無保証人・低利でご融資する制度です。
○対 象 企 業 常時使用する従業員が商業・サービス業：５人以下
製造業・建設業・その他：２０人以下
○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) 設備資金：１０年(据置２年以内)

◆加茂まちなかゼミナール参加店募集中～今年は４月開催
・開催期間 ４月１５日（日）～５月１５日（火）
・参 加 料 １講座 ５,０００円（チラシ掲載料他）
・募集締切 平成３０年３月２０日（火）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢）まで。

◆健康診断・人間ドックのご案内 ～会員特別受診料補助あり～
・健康診断→受診料一部補助
・人間ドック→１名につき 2,000 円補助
当所会員事業所の役員、従業員、家族従業員が対象です。
実 施 機 関
健 診 日 時 （会場は、加茂市産業センターです）
（一社）新潟県労働衛生医学協会
３／１２（月） (午前の部のみ)
TEL:025-370-1960

９：００～１１：００

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧）まで。

◆会議所３月の主な行事予定
２日(金)
・木工木材部会役員会
５日(月)
・青色申告納税相談(～6 日)
６日(火)
・正副会頭会議
８日(木)
・建設部会役員会
・建設関連業セミナー
９日(金)
・鉄工部会役員会
・ワークライフバランスセミナー

12:00～
9:30～
12:00～
15:00～
15:40～
12:00～
13:30～

１９日(月）
・常議員会
12:00～
・会員事業所地区別懇談会
於：㈲貴布禰
18:30～
２５日(日)
・歴史講演会／奥羽越列藩同盟と加茂軍議
於：三重県桑名市 くわなメディアライブ
14:00～
２７日(火)
・小規模事業者持続化補助金
申請書作成説明会
14:00～
２８日(水)
・通常議員総会
15:00～
・ハラスメント対策セミナー
15:50～
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◆第３９回新入社員歓迎式典並びに新入社員セミナーのご案内
本年４月に加茂市、田上町に就職される新規学卒就職者を対象に新入社員歓迎式典並びに新入
社員セミナーを下記のとおり開催いたします。
今回、社会人生活の中で一度は訪れる機会があるかもしれない「テーブルマナー」講習会を昼
食も兼ねてご参加いただけるよう企画しました。
○日
時 平成３０年４月１２日（木）１２：１５～１７：００
○場
所 加茂市産業センター講習室 他
○内
容 ①テーブルマナー （１２：１５～１３：１５）
②新入社員歓迎式典（１３：３０～１４：３０）
③新入社員セミナー（１４：４５～１７：００）
講 師：社会保険労務士法人 こじま事務所 小 松 弘 美 氏
内 容：ビジネスマナー、基本動作研修（ロールプレイング）
社会人としての意識改革、職場のルールとマナー等
○参 加 費／３,０００円（但し、新入社員歓迎式典・セミナーのみ参加の場合は無料）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邊）まで。

◆ワーク・ライフ・バランスセミナー
「働き方改革」でどう変わるの？適切な労働時間管理の実践法
○日
○場
○講
○内

時
所
師
容

平成３０年３月９日（金）１３:３０～１５:００
加茂商工会議所会議室
社会保険労務士法人こじま事務所 所長 小 島 正 晴 氏
(1)「働き方改革」の概要及び必要性
(2)長時間労働がもたらす企業への不利益
(3)働きやすい職場への実現に向けた取り組み 他
○受 講 料 会員 １,０００円
非会員 ３,０００円
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧）まで。

◆人権啓発セミナー
○日
○場
○講
○内

ハラスメントの『知識・対策・対応』

時
所
師
容

平成３０年３月２８日(水）１５：５０～１７：００
加茂市産業センター３階講習室
さくら労務コンサルティング 代表 木 村 典 子 氏
(1)ハラスメントに関する基本知識
(2)どのような発言・行動が該当するのか
(3)ハラスメント発生時の対応、発生させない職場環境づくり
○定
員 ４０名
○受 講 料 無 料
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧）まで。

他

※切らずにこのまま FAX してください

上記、セミナー等に参加ご希望の方は、下記申込書にご記入の上お申し込みください。（FAX：
52-4100）
事業所名

参加者名

住

電話番号

所

①小規模事業者持続化補助金 申請書作成説明会

②第 39 回新入社員歓迎式典・新入社員セミナー

③ワーク・ライフ・バランスセミナー

④人権啓発セミナー
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