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◆所得税確定申告の受付は３月１５日(水)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（水）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。
今年から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２９年３月１５日（水） 平成２９年４月２０日（木）

個人事業者の消費税及び地方消費税

平成２９年３月３１日（金） 平成２９年４月２５日（火）

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

◆第３８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。
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
○場
○内

時／平成２９年４月１１日（火）１２：１５～１７：００
所／加茂商工会議所会議室他
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）
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。
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◆マル経融資の大切なご案内です
加茂市内制度融資一番の低利率
車両入替、諸経費支払等々

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)

1.16％

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

◆無料定例相談会のご案内

～秘密厳守/完全予約制～
○新潟県信用保証協会相談会
３月 ８日（水）
○日本政策金融公庫相談会
３月１４日（火）
いずれも１０：００～１２：００
○法律／税務、事業承継相談会 ３月２１日（火）
○労務／経営、創業相談会
３月２４日（金）
※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。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋、山本）まで。

◆会議所３月の主な行事予定
１日(水)
・小規模企業振興委員会
・会員事業所地区別懇談会①
２日(木)
・サービス部会役員会
４日(土)
・加茂軍議歴史解説講座③
６日(月)
・青色申告納税相談①
・諸業部会役員会
・ワークライフバランスセミナー
７日(火)
・青色申告納税相談②
・正副会頭会議
・建設部会役員会
・建設関連業セミナー

17:40～
18:30～
14:00～
14:00～
9:30～
12:30～
13:30～
9:30～
12:00～
15:00～
15:40～

１２日（日）
・加茂軍議出版記念／歴史講演会
於：小千谷市民会館
１３日（月）
・木工木材部会役員会
業界懇談会
１７日（金）
・常議員会
・情報セキュリティーセミナー
２２日（水）
・会員事業所地区別懇談会②
２６日（日）
・加茂軍議歴史解説講座④
２８日（火）
・通常議員総会
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14:00～

16:00～
12:00～
14:00～
18:30～
14:00～
16:30～

◆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／大橋、山本）まで。

◆倒産防止共済のご案内

～リスク回避・掛金全額損金・経費算入～

倒産防止共済なら回収困難になった売掛金（被害額）相当の資金をすぐに調達できます。
○貸付限度額は掛金の１０倍の範囲内で最高８,０００万円。
○いつでも解約可能（加入期間により解約手当金の額が変わります）。
○掛金は最高２０万円まで（５千円刻み）、全額損金・経費算入。
○借入は無担保・無保証人です。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋、山本）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
３／１３（月） (午前の部のみ) ９：００～１１：００
TEL025-370-1960
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧）まで。

◆「河井継之助 小千谷談判と加茂軍議」を小千谷市で開催
～「越後戊辰戦争と加茂軍議」出版記念講演会～
日 時
３/１２（日） 午後２時～４時
場 所
小千谷市民会館大会議室/小千谷市土川 1-3-3
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧）まで。

℡:0258-82-911

◆第１０回加茂まちなかゼミナール参加事業所大募集
新しいお客様との出会いと売上アップをもたらします
何気ない普段の会話でも お客様は大満足！
・募集締切 ４月７日（金）
・開催期間 ５月２５日（木）～６月２５日（日）
※期間中１回のみの開催でも構いません。
※参加店の都合に合わせて開催日を設定できます。
・参 加 料 １講座 ５,０００円（チラシ掲載料他）
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢）まで。
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◆会員事業所地区別懇談会開催のご案内
～非会員の方で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～
〇日 時
会 場

①平成２９年３月 １日（水）午後６時３０分～
・割烹おおたに（柳町 1-4-10 TEL:52-4760）
②平成２９年３月２２日（水）午後６時３０分～
・割烹みなと（松坂町 3-8 TEL:52-0166）
〇会 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／大橋、山本）まで。

◆ワークライフバランスセミナー
早分かり！育児･介護休業法改正スタート
～事業主が注意するポイントと最新情報を分かりやすく解説～
〇日 時
〇会 場
〇講 師
〇受講料
〇定 員

平成２９年３月６日（月）午後１時３０分～３時
加茂商工会議所会議室
矢沢労務管理事務所 代表 矢 沢 良 治 氏
会員 １,０００円
非会員 ３,０００円
２０名

◆情報セキュリティーセミナー
大企業だけの問題ではありません･･･
企業の個性に合ったセキュリティーでサイバー攻撃を回避！
〇日 時
〇場 所
〇講 師
〇内 容
〇定 員
〇受講料

平成２９年３月１７日(金）午後２時～３時３０分
加茂市産業センター３階研修室
㈱プラムザ 取締役兼最高技術責任者(ＣＴＯ)
中小企業クラウド推進コンサルタント 神 田 友 幸 氏
(1)情報セキュリティーの基礎
(2)オリジナルのセキュリティー対策を作ってみよう
２０名
無料
※切らずにこのまま FAX してください

上記、新入社員セミナー、歴史講演会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。
【参加希望のものに○印をつけてください FAX：52-4100】
事業所名

参加者名

住

電話番号

所

１．第３８回新入社員歓迎式典並びに新入社員セミナー
２．「河井継之助 小千谷談判と加茂軍議」歴史講演会

於：小千谷市民会館

３．第１０回加茂まちなかゼミナール

４．会員事業所地区別懇談会（3/1、3/22）

５．ワークライフバランスセミナー

６．情報セキュリティーセミナー
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