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◆夏祭り協賛金にご協力いただきありがとうございます。
出費多端の折、多くの会員事業所からご協賛いただき、大変ありがとうございます。
現在もご協賛を受け付け中ですのでよろしくお願いいたします。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。

◆小京都を楽しむ会 あかりば２０１７開催
本年度も穀町商店街を会場に「あかりば宵の市」を開催します。飲食、物販、恒例のジャズ
ライブ等、楽しいイベントが盛りだくさんです。
また、毎年好評の市内飲食店の限定メニュー食べ飲み歩きイベント「小京都はしご酒プロジ
ェクト」も開催します。詳細は後日、ご案内いたします。

・はしご酒プロジェクト
・あかりば 2017 開催日

9 月 1 日（金）～16 日（土）
9 月 16 日（土）～17 日（日）

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。

◆会議所７月の主な行事予定
２日(日)
・ビジネス実務法務検定
10:00～
５日(水）
・正副会頭会議
12:00～
６日(木)
・県警察友の会加茂地区会懇談会 18:00～
８日(土）
・リテールマーケティング検定
10:00～
９日(日)
・福祉住環境コーディネーター検定
10:00～
１０日(月)
・加茂地区新規高卒説明会
13:30～
・まちづくり・人口問題対策委員会
合同研修会
15:30～
１２日(水）
・夏祭り飲食売店出店者打合せ会議
13:30～
１３日(木)
・夏祭り正副委員長会議
13:50～

１４日(金)
・マル経審査会
12:00～
１５日(土)
・ＪＲ駅からハイキング
9:00～
１９日(水)
・事業承継セミナー
14:00～
・夏祭り盆踊り代表者会議
19:00～
２０日(木)
・日本政策金融公庫一日相談会 10:00～
２３日(日)
・奥羽越列藩同盟と加茂軍議歴史講演会
福島県南会津郡只見町編
14:00～
２５日(火)
・常議員会
12:00～
・第 1 四半期会計監査
14:00～
・正副会頭と青年部との懇談会 18:00～
２８日(金)
・個人情報保護法対応セミナー 14:00～
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◆源泉所得税／納期特例適用事業者の
納付期限は７月１０日(月)です
【納期特例とは･･･】
源泉徴収した所得税は、原則として給与などを支払った月の翌月１０日までに国に納めな
ければなりませんが、給与の支給人員が常時９人以下の源泉徴収義務者は、半年分まとめて納
めることができる制度です。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に
提出する必要があります（提出月の翌月の源泉所得税から納期特例の対象）。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢、大瀧、佐藤）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
７月１２日（水）
○労務／経営、創業相談会
７月２０日（木）
１０：００～１２：００
○税務、事業承継／法律相談会 ７月２４日（月）
※日程が合わない場合は再調整いたしますのでご相談ください。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、大橋）まで。

◆マル経融資のご案内
車両入替、諸経費支払等々

・担保なし
・保証人なし
・保証料なし

～加茂市内制度融資一番の低利率～

柔軟に対応いたします

1.11
（６月３０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、大橋）まで。

◆その日のうちに即決！一日公庫相談会のご案内
㈱日本政策金融公庫による出張金融相談会を下記のとおり開催します。買掛金決済、諸経費
支払などの運転資金や車の入替や店舗内装工事等の設備資金など、柔軟に対応いたします。
○日 時
平成２９年７月２０日（木）１０：００～１５：００まで
※完全予約制ですので事前にお申し込みください。
※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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◆中小企業投資促進税制のご案内
平成３０年３月末日までに機械装置等を導入した場合に、取得額の３０％の特
別償却または７％の税額控除が受けられる税制度です。
対象事業所

青色申告書を提出する、資本金または出資金額が１億円以下の法人等又は常
時使用する従業員数が 1,000 人以下の個人
※中小企業等経営強化法の認定がなくても活用できます

対象設備

・機械装置（単品 160 万円以上）
・測定工具及び検査工具（1 台 120 万円以上、1 台 30 万円以上かつ複数
合計 120 万円以上）
・一定のソフトウェア（1 台 70 万円以上または複数合計 120 万円以上）
・普通貨物自動車（車両総重量 3.5ｔ以上）

指定業者

製造業、建設業、卸売業、道路貨物運送業

等

個人事業主、資本金 3,000 万円以下の中小企業
取得価格の 30％の特別償却または 7％の税額控除
措置内容

資本金 3,000 万円超の中小企業
30％の特別償却

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢、大瀧）まで。

◆経営のお悩みに専門家無料相談をご活用ください。
①エキスパートバンク ～経営・技術強化支援事業～
技術改善、商品開発、経営管理など各分野のエキスパート(専門家)を事業所に派遣し専
門的・実践的な指導アドバイスにより問題解決を図っていく事業です。費用は初回無料。

②建設業向け経営相談支援事業～３回まで相談無料～
経営問題や新分野進出後の課題解決などを支援するため、新潟県建設サポートセンタ
ーと連携し、専門家を事業所へ直接派遣します。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本、大橋）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。
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 ７／２４（月） (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
７／２８（金） (午前の部のみ) ８：３０～１１：３０
TEL:025-283-3939
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧）まで。

◆商工会議所 会員拡大にご協力ください！
当商工会議所では、現在、会員拡大キャンペーンを実施中です。「近所に新しいお店ができ
た」「知り合いが開業を考えている」などの情報がありましたらご一報ください。すぐにお伺
いいたします。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／明間、大橋）まで。
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◆「譲る側」
「継ぐ側」がともに学ぶ!!
事業承継・事業引継ぎセミナー＆個別相談会のご案内
日 時

内
容
(1)事業承継とは何か？その重要性
(2)経営状況を明らかにする「経営の見える化」
(3)今後の企業価値を高めるために「会社の磨き上げ」
(4)事業をスムーズに承継するために「事業承継の実際」他

セ
ミ
ナ
ー

７月１９日（水）
１４：００～１６：００

個
別
相
談
会

「１日目」 ８月３日（木）
事業承継に関するよろず相談
「２日目」 ８月４日（金）
※左記日程いずれか
１事業所１時間３０分程度（７/19 に希望日調整）
いずれも９：３０～１２：３０

○場 所
○講 師

加茂商工会議所会議室
㈱にいがた事業承継サポート室
事業承継士・中小企業診断士 土 田 正 憲 氏、土 田 克 則 氏
○対 象
将来的に事業承継を考えている方、後継者不在でお悩みの方、親族外承継を
お考えの方
○参加費
無料
○定 員
１０名 ※定員になり次第締め切らせていただきます。
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。

◆個人情報保護法対応セミナー
今まで適用除外だった小規模事業者※も対象になりました。
※保有する個人情報が 5,000 人以下の企業
○日
○場
○講
○内

時
所
師
容

平成２９年７月２８日（金）１４：００～１６：００
加茂商工会議所会議室
弁護士 木ノ内建造 氏
・個人情報保護法とは何か？
・個人情報を取り扱う際の注意点
・情報漏えい対策は大丈夫ですか？
他
○参加費
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。
※切らずこのまま 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
Ｔ Ｅ Ｌ

参加者名

Ｆ Ａ Ｘ

参加者名

【参加希望のものに○印をつけてください】

１．事業承継・事業引継ぎセミナー

２.個人情報保護法対応セミナー
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