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◆小規模事業者持続化補助金公募に備えて！
最大５０万円(2/3 補助、自己負担 1/3)の
補助金を受けるチャンス
【補助金の概要】

新規顧客獲得・販路開拓に取り組む費用が対象です
○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
店舗改装、ホームページ作成費、チラシ作成・配布費、展示会等出展費
旅費、開発費、機械装置、借料、専門家謝金・旅費、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３１年３月１９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
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、明間）まで。

◆ものづくり・商業・サービス補助金公募開始
～生産性向上のための設備投資等を支援します～
【公募締切】２０１９年５月８日（水）
【補助金の概要】
○補助対象

中小企業・小規模事業者等（３～５年で「付加価値額」年率３％及び「経常
利益」年率１％の向上を達成できる計画が必要）
○補助額・補助率
・一 般 型 上限額 １,０００万円（補助率１／２）
・小規模型 上限額
５００万円（補助率 小規模事業者…２／３、その他…１／２）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、明間）まで。

◆会員事業所懇談会のご案内

３月１８日（月）開催

～非会員の方もご参加いただけます。お知り合いの事業所をお誘いください！～
当所では、広く会員事業所のご意見、ご要望等お聞かせいただきたく、また併せて事業所同
士の交流を目的に会員事業所懇談会を開催いたします。この機会に奮ってご参加ください。
○開催日 平成３１年３月１８日（月）１８：３０～
○場 所 ㈲貴布禰（加茂市穀町 10-4 TEL:52-2340）
○会 費 ２,０００円（他は会議所より補助。当日ご持参ください）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、渡邉）まで。
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◆協会けんぽ３月分から健康保険料率が変わります
全国健康保険協会新潟支部の保険料率が３月分（４月納付分）から変更

・健康保険料率…9.63％（前年度と変わらず）
・介護保険料率…1.73％（前年度よりプラス 0.16％）40～64 歳の方のみ
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢）まで。

◆青色申告会無料相談会のご案内
○日
○場

時
所

３月４日(月)・５日(火)
加茂商工会議所会議室

９:３０～１５:３０
（時間内にお越しください）

【当日ご持参いただくもの】
①申告関係書類
②前年度の確定申告書、決算書または収支内訳書の控
③各種控除証明書、源泉徴収票（年金分もお忘れなく）
④印鑑
⑤申告書の提出にはマイナンバーの記載が必要です。確認できる書類をお持ちください。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋、滝沢、渡邉）まで。

◆所得税確定申告の受付は３月１５日(金)まで！

～申告書・決算書等は当所でも提出できます～
〇本年度から申告書用紙は送付されません。確定申告関係書類は当所窓口に
用意していますので、お気軽にご連絡ください。
〇決算書関係は３月１５日（金）午前中までに当所窓口へお持ちください。
〇印鑑、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３１年３月１５日（金） 平成３１年４月２２日（月）

個人事業者の消費税及び地方消費税

平成３１年４月 １日（月） 平成３１年４月２４日（水）

贈与税

平成３１年３月１５日（金）

－

※納期限までに納付しない場合は延滞税がかかります。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋、滝沢、渡邉）まで。

◆固定資産税(償却資産)の申告はお済みですか？
事業（個人を含む）を営み、構築物、機械装置、器具備品等の償却資産（基本的には確定申告
決算書の減価償却資産と同じ）をお持ちの方は、１月１日現在の所有状況をその資産のある市町
村に申告する必要があります（償却資産がない場合は「なし」と記載）。申告がお済みでない方
はお早目に各市町村までご提出ください。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋、滝沢、渡邉）まで。
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◆加茂市内制度融資一番の低利率
営業車入替・備品調達・諸経費支払等々…etc 柔軟に対応！

担保なし・保証人なし・保証料なし

1.11

（秘密厳守）

％

※２月２８日現在

固定金利

○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)
○貸付までの流れ
お申し込み → 商工会議所／審査会

→ 日本政策金融公庫へ推薦

→ 貸付決定・融資

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、明間）まで。

◆経営のお悩みに無料相談会をご利用ください
〇日本政策金融公庫相談会
３月１２日（火）
１０:００～１２:００
〇新潟県信用保証協会相談会
３月１３日（水）
※日程が合わない場合は再調整い
○税務、事業承継
たしますのでご相談ください。
／経営、創業／法律相談会 ３月２０日（水）
〇労務相談会
３月１日（金）、３月２２日（金）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、明間）まで。

◆会議所３月の主な行事予定
４日（月）～５日（火）
・青色申告納税相談
５日（火）
・木工木材部会役員会
６日（水）
・正副会頭会議
８日（金）
・商業部会役員会
・電子マネー決済セミナー
・まちづくり・人口問題対策
委員会合同会議
１１日（月）
・諸業部会役員会
・働き方改革対応セミナー

9:30～
12:00～
12:00～
12:00～
13:30～
16:00～
12:00～
14:00～
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１２日（火）
・マル経審査会
12:00～
・建設部会役員会
15:00～
・建設関連業セミナー
15:40～
１８日（月）
・常議員会
12:00～
・会員事業所懇談会
18:30～
１９日(火)
・小規模事業者持続化補助金
経営計画作成セミナー 14:00～
２６日（火）
・マル経審査会
12:30～
２９日（金）
・通常議員総会
16:30～

◆健康診断のご案内～当所会員事業所には受診料を補助します～
・基本検査項目受診料･･･７,１２８円(税込）※8,208 円のところ 1,080 円の会員割引
・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）

（一社）新潟県労働衛生医学協会
３／１１(月)(午前の部のみ)
TEL:025-267-1200

９:００～１１:００

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。

◆電子マネー・カード決済・スマホ決済セミナー
○日
○場
○講
○内

時
所
師
容

平成３１年３月８日（金）１３:３０～１５:３０
加茂商工会議所会議室
○参加費 会員１,０００円 非会員３,０００円
(同)ライトサポートアンドコミュニケーション 代表社員 西 俊明 氏
・各種電子決済のご紹介
・クラウド会計を利用した事務効率化
・タブレットＰＯＳレジを簡単、安価に導入しよう（補助金活用について）他
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。

◆働き方改革対応セミナー ～職場で取り組むべきことは？～
〇日 時 平成３１年３月１１日（月）１４:００～１５:３０
〇場 所 加茂商工会議所会議室
〇参加費 会員１,０００円 非会員３,０００円
〇講 師 社会保険労務士法人こじま事務所 所長 小 島 正 晴 氏
〇内 容 働き方改革の必要性、年次有給休暇５日取得義務化に伴う対応策 他
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。

◆第４０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
○場 所
○内 容

平成３１年４月９日（火）１３:３０～１７:００
加茂商工会議所会議室
○参加費 無料
①新入社員歓迎式典（１３:３０～１４:３０）
②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
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢）まで。
※切らずにこのまま FAX してください

上記セミナー参加ご希望の方は、下記申込書にご記入の上お申し込みください。
事業所名

参加者名

住

電話番号

所

１．電子マネー・決済セミナー

２．働き方改革対応セミナー

３．新入社員セミナー
※参加される番号に○をつけてください 。

（ＦＡＸ：５２－４１００）
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