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◆小規模事業者持続化補助金

本日 4/25 から公募開始！
最大５０万円(2/3 補助)の補助金を受けるチャンス！(自己負担は 1/3)
○補 助 対 象

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

○補助対象経費

新規顧客獲得・販路開拓に取り組む費用が対象
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

〇申し込み締切

令和元年６月１２日（水）当日消印有効

※申請書の他に当商工会議所が発行する書類が必要になります。
余裕を持って早めにご相談ください。
〇採 択 発 表
令和元年７月末頃
〇事業実施期限
交付決定日から令和元年１２月３１日（火）まで
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、明間）まで。

◆お店の商品やサービスのＰＲにご活用ください
第２回加茂オリジナル推奨品募集のご案内
当所では加茂らしさやオリジナル性のある商品・サービスを「加茂オリジナル推奨品」とし
て認定し、パンフレットを作成する他、販売イベント開催等で販売促進を図ります。
〇認定対象 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
※当所正会員(加茂市内)に限ります。
〇認定基準 オリジナル性があること。加茂で製造、生産、加工されている
「商品」または体験できる「こと」
〇参 加 費 無料
〇申請締切 令和元年５月３１日（金）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／明間、渡邉）まで。

◆アクサ生命保険キャンペーン実施中
「ゆきつばき共済」がリニューアルします
当所取り扱いの「ゆきつばき共済制度」
（アクサ生命㈱）は、令和元年６月１日の更新から制
度内容が大幅に改定されます。リニューアル後の内容は生存保障の充実を目指し、各給付金や
一時金の内容並びに付帯サービスの充実が図られています。他にも、将来への貯蓄をしっかり
行いながら経営者・従業員の心身の健康などのトータルサポートができる経営者向け長期保障
の定期保険や個人向けの医療保険プラン等のご提案も行っています。

※アクサ推進員、当所職員が事業所へ訪問した際にはよろしくお願いします。
※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／渡邉）まで。
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◆２０１９年度雇用保険料率のお知らせ～昨年度から変更はありません～
○雇用保険料率（２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで）
負担者

①労働者

②事業主

3/1000

6/1000

①＋②
雇用保険料率
9/1000

農林水産・清酒製造の事業

4/1000

7/1000

11/1000

建設の事業

4/1000

8/1000

12/1000

事業の種類
一般の事業

※労働保険事務委託事業所には年度更新に伴い、労働保険料計算に係る基礎資
料をお送りしていますので、期日までにご提出をお願いいたします。
締め切り：５月２２日（水）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。

◆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

1.21

（秘密厳守）

％

※４月２５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)
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、明間）まで。

◆会議所５月の主な行事予定と無料相談会のご案内
１０日（金）
・正副会頭会議
１４日（火）
・小規模企業振興委員会５月定例会
・夏祭り企画準備会
１５日（水）
・加茂地区就職ガイダンス
１８日（土）
・日商ＰＣ検定・電子会計実務検定

12:00～
12:00～
13:30～
13:30～
10:30～

２２日（水）
・にいがた食と総合ビジネス商談会出展
（於：新潟市／朱鷺メッセ） 10:00～
・常議員会
12:00～
・マル経審査会
13:30～
２４日（金）
・働き方改革セミナー
14:00～
２５日（土）
・第 14 回まちなかゼミナール開催（～6/25）

○新潟県信用保証協会相談会…５月 ８日（水） ○経営、創業／法律相談会…５月１５日（水）
○税務、事業承継相談会………５月１３日（月） ○労務相談会…………………５月１６日（木）
○日本政策金融公庫相談会……５月１４日（火）
※いずれも１０:００～１２:００（日程が合わない場合は再調整いたします）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、明間）まで。
2/4

◆生産性向上・業務効率化に
ＩＴ導入補助金をご活用ください
［補助金の概要］
○補 助 対 象 経 費
○補助金上限額等
○申し込み締切

ソフトウェア費、導入関連費等
上限額：４５０万円 下限額４０万円（補助率：１／２以内）
令和元年６月１２日（水）まで

◎対象となる取り組み事例
・受発注管理や在庫管理、売上管理の自動連携化
・効率的な配車を組み勤務時間短縮を図るための車両管理システム導入

他

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、明間）まで。

◆起業チャレンジ奨励補助事業 ５月公募開始予定
～幅広い創業の促進と雇用創出を目的に、新規創業に必要な経費の一部を補助します～

［補助金の概要］
○補 助 対 象 者
○補助対象経費

県内で新たに創業する方。（すでに創業している方は対象外）
創業にかかる経費全般…機械設備・工具購入費、増改築費、車両購入費
人件費、賃借料、水道光熱費、通信運搬費、広
告費等
○補 助 限 度 額
・２人以上の新規雇用を伴う創業は上限３００万円
（商店街に事業所を設置する場合は１人以上）
・上記以外の創業は上限１００万円
○補
助 率
いずれも１／２以内
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、明間）まで。

◆健康診断のご案内

～会員特別受診料補助あり～
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です）

５／１０ (金)(午前の部のみ) ８：３０～１１：３０
（一社）新潟県労働衛生医学協会
５／２８（火)(午前の部)
８：３０～１１：３０
TEL:025-370-1960
(午後の部)
１３：００～１５：００
（一社）新潟県健康管理協会
TEL:025-283-3939

５／７（火）(午前の部のみ)

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。
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８：３０～１１：３０

◆働き方改革対応セミナー
～対応はお済みですか？～
〇講 師
〇参加費
【第１講】
〇日 時
〇場 所
〇内 容

ジャイロ総合コンサルティング㈱ コンサルタント
会員１,０００円 非会員３,０００円

西村伸郎 氏

令和元年５月２４日（金）１４:００～１６:００
加茂商工会議所会議室
働き方改革関連法施行後の動向と対応策等

【第２講】
〇日 時 令和元年６月１３日（木）１４:００～１６:００
〇場 所 加茂商工会議所３階研修室
〇内 容 仕事量が増える原因とは、働き方改革と業務効率化等
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／明間）まで。

◆「加茂山古道ポスター」色あせていませんか？
～観光シーズン到来 ぜひ交換をお願いします～
加茂山古道の魅力を市内外にアピールするために配布した「加茂山古道ポスター」をご掲
載いただきありがとうございます。色あせや汚れが気になるものがありましたら交換いたし
ます、当所からお届けいたしますのでご連絡ください。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉）まで。

※商工会議所ゴールデンウィーク中の通常業務のお知らせ
ゴールデンウィーク中の４月３０日（火）と５月２日（木）は通常営業いたします。それ以外
の日は休業し、５月７日（火）から通常業務となりますのでご了承ください。
なお、自動車共済にご加入の方で事故が発生した場合は、共済本部事故処理センターが２４時
間体制で受け付けていますので下記までご連絡ください。

「休日緊急事故処理センター」関東自動車共済（協）
TEL：０１２０-８９-８８１９（フリーダイヤル）
※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．働き方改革対応セミナー第１講／５月２４日（金）
２．働き方改革対応セミナー第２講／６月１３日（木）
３．加茂山古道ポスターを希望します
※参加・希望される番号に○をつけてください 。
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（ＦＡＸ：５２－４１００）

