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◆会員事業所地区別懇談会のご案内  
～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～ 
    

 

 
 

 

※ご都合の良い日程にご参加ください。両日のご出席も可能です。 

  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、大瀧）まで。  
 
 

◆平成２９年分 所得税・消費税 

確定申告相談・申告書提出は当所窓口へ 
当所では、確定申告相談窓口を設置し、所得税・消費税の確定申告や税に関するあらゆるご相

談に対応しています。お気軽にご相談ください。 

※ご相談は、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢、大瀧、佐藤）まで。 

 

◆青色申告会無料相談会のご案内 

○日  時 ３月５日(月)・６日(火) ９:３０～１５:３０ 

（時間内にお越しください） 

○場  所 加茂商工会議所会議室 
 

【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 

②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。 
 

※三条税務署では、確定申告期間中は特設相談窓口での対応となりますのでご注意ください。 

   ○開設期間 ２月１６日(金)～３月１５日(木) ９:００～１６:００(土日祝日は除く) 

○場  所 リサーチコア６階研修室（三条市須頃 1-17） 

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

開 催 日 時 会 場 

第１回／２月２１日（水）午後６時３０分～ 割烹おおたに（柳町 1-4-10） 

第２回／３月１９日（月）午後６時３０分～ ㈲貴布禰（穀町 10-4） 
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◆小規模企業共済のご案内 ～個人事業主のための退職金積み立て制度～ 
年額掛金が所得から全額控除できます（掛金は増減自由） 

 
［加入資格］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］１,０００円から７０,０００円の範囲内で自由に設定可能。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。  

 

◆消費税率引上げ・軽減税率制度導入 

経理処理が複雑に…今から計画的に準備しましょう！ 

  複数税率対応レジ導入等のための補助金のご案内 
消費税軽減税率への対応が必要となる中小企業・小規模事業者向けに、複数税率対応レジの導

入や、受発注システムの改修などを行う場合、その経費の一部を補助する制度が設けられていま

す。 

※2019年 9月 30日までに導入または改修等が完了したものが支援対象となります。 

 ※いずれも補助額は、レジ１台あたり２０万円が上限です。基本的には補助率は２/３ですが、

１台のみ機器導入を行う場合でかつ導入費用が３万円未満の機器については補助率３/４、タ

ブレット等の汎用端末についての補助率は１/２と、補助率が異なります。 

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

 

◆事業承継税制改正に関する説明会を開催します 
事業承継税制とは、中小企業などの後継者になる個人が、その会社の株式（非上場の株式）を

先代経営者から取得した場合に、一定の要件を満たすことで相続税では 80パーセント分、贈与

税では 100パーセント分の納税が軽減される制度です。平成３０年度税制改正では、この「事業

承継税制」の要件が大きく見直された他、中小企業者向けの改正が盛り込まれています。当所で

は下記のとおり説明会を開催しますので、ぜひ、ご参加ください。 

１．日 時  平成３０年２月２０日（火）１３：４０～１４：１０ 

 ２．場 所  加茂商工会議所会議室 

 ３．講 師  日本商工会議所産業政策第一部 担当職員 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。 

 

複数税率対応の 

レジ導入をお考えの方 

複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応で

きるように既存のレジを改修したりするときに使える補

助金です。レジにはＰＯＳ機能を有していないレジ、モ

バイルＰＯＳレジシステム、ＰＯＳレジシステムなどを

含みます。 

受発注システムの 

改修をお考えの方 

電子的な受発注システム（ＥＤＩ／ＥＯＳ等）を利用す

る事業者のうち、複数税率に対応するために必要となる

機能について、改修・入替を行う場合に使える補助金で

す。 
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◆マル経融資の案内です～加茂市内制度融資一番の低利率 
 

 

 

 

 

 

 
 
◎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。 

 

◆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   ２月１３日（火） 

・新潟県信用保証協会相談会  ２月１４日（水） 

・税務、事業承継相談会    ２月１９日（月）  

・法律／労務相談会      ２月２２日（木） 

・経営、創業相談会      ２月２３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／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。 

 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧）まで。 
 

◆会議所２月の主な行事予定 
２日(金) 

・第３四半期業務・会計監査      10:00～ 

６日(火) 

・正副会頭会議            12:00～ 

７日(水)～９日（金） 

・テクニカルショウヨコハマ 2018出展 

           （於：パシフィコ横浜） 

・第 85回インターナショナル ギフトショー出展 

            （於：東京ビッグサイト） 

１８日(日) 

 ・歴史講演会／今町戦争と加茂軍議  

   於：見附市文化ホールアルカディア 14:00～ 

２０日(火)   

・常議員会              12:00～ 

・事業承継税制改正説明会       13:40～ 

２１日(水) 

 ・リテールマーケティング検定 

（1～3級）          9:30～ 

 ・小規模企業振興委員会     17:40～ 

 ・会員事業所地区別懇談会①   18:30～ 

２２日(木) 

 ・商業部会役員会        14:00～ 

２５日(日) 

 ・第 148回簿記検定試験（2～4級） 9:00～ 

２７日(火) 

 ・諸業部会役員会        12:00～ 

 ・中小企業会計啓発普及セミナー 13:45～ 

２８日(水) 

 ・サービス部会役員会      14:00～ 

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 

TEL:025-370-1960 
３／１２（月） (午前の部のみ)  ９：００～１１：００ 

いずれも１０：００～１２：００ 

 

 
 

２月１日現在 

【固定金利】 

 １.１１％ 
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 
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◆歴史講演会 河井継之助～激戦・今町の戦いと加茂軍議～ 
       長岡城奪還への革新と町民の苦悩！その真実に迫る  

１．日 時  平成３０年２月１８日（日）１４:００～１６:００ 

２．場 所  見附市文化ホール アルカディア 

（見附市昭和町 2-1-1 TEL:0258-63-5321） 

３．講 師  長岡市 河井継之助記念館 館長 稲 川 明 雄 氏 

４．参加費  無料 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧）まで。 

 

◆中小企業会計啓発・普及セミナー 

平成３０年度税制改正のポイントと適切な会計実務 
１．日 時  平成３０年２月２７日（火）１３:４５～１５:１５ 

２．場 所  加茂商工会議所会議室 

３．講 師  (税法)山口会計パートナーズ 代表社員／税理士 山 口 昇 氏 

４．参加費  無料 

５．内 容  (1) 平成３０年度の税制改正のポイント 

        (2) 適切な会計実務と決算書作成のポイント 他 

 ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）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？適切な労働時間管理の実践法  

～働きやすい職場環境の整備で優秀な人材確保と定着を～ 
１．日 時  平成３０年３月９日（月）１３:３０～１５:００ 

２．場 所  加茂商工会議所会議室 

３．講 師  社会保険労務士法人こじま事務所 所長 小 島 正 晴 氏 

４．参加費  会員１,０００円 非会員３,０００円 

５．内 容  (1)「働き方改革」の重要性  

       (2) 労働時間管理による事業所のメリットとは 他 

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

 
 
 
上記、会員事業所地区別懇談会、セミナー等に参加ご希望の方は、下記申込書にご記入のうえ、

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  所  電話番号 
 

 １．会員事業所地区別懇談会 （ ①２月２１日（水） ・ ②３月１９日（月） ） 

 ２．説明会・講演会・各種セミナー 

     ①事業承継税制改正説明会             ②歴史講演会（見附市）  

③中小企業会計啓発・普及セミナー     ④ワークライフバランスセミナー 

※切らずにこのまま FAXしてください 


