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◆小規模事業者持続化補助金のご案内 
  販路開拓や新規顧客獲得に必要な費用 
     ２/３(上限５０万円)を国が補助 
［補助金の概要］  

○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  機械装置、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費 

雑役雑務、借料、専門家謝金・旅費、委託費、外注費 等  

  ○申し込み締切  平成３０年５月１８日（金）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 

を持って早めに手続きしてください。 

  ○採 択 結 果  平成３０年７月中の予定 

  ○事業実施期限  交付決定通知受領後から平成３０年１２月３１日（月）まで 

  

 

 

 

 

 

  

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

 

 

◆ソフトウェアの導入やクラウド会計をお考えの方 
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 ソフトウェア、クラウド利用費、専門家経費等 

 ○補助金上限額等 上限額：５０万円 下限額１５万円 補助率：１／２以下 

 ○交付申請期間 平成３０年４月２０日（金）～６月４日（月）まで 

 

 

 

 

 

 

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

NO.328 号／H30.4.2 発行 

◎対象となる取り組み事例 

・新たな顧客層へのチラシを作成・配布。店の認知度向上目的の看板設置 

  ・幅広い年代層の集客を図るための店舗の改装 

  ・新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展 

・原材料を購入して新製品・商品の試作開発 

  ・ホームページの開設やネット販売システムの構築、管理システムの導入 

◎対象となる取り組み事例 

・顧客の好みやアレルギー等をＩＴツールで記録。きめ細かいサービスを提供 

しリピーターを獲得のための顧客管理システム導入。 

・業務効率の改善のための商品管理を一括データ化する在庫管理システム導入。 

 ・効率的な配車を組むための車両管理システムの導入。 他 

http://www.kamocci.or.jp/
mailto:info@kamocci.or.jp
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◆４月納付分から健康保険料率・介護保険料率が変わります 
  ①健康保険料率 
   

 

 
 

   ②介護保険料率 
 

 

 

 
  
※４０歳から６４歳までの方（介護保険第２号被保険者）には、健康保険料率に全国一律の 

介護保険料が加わります。 

  ※賞与については、３月１日以降に支給分から変更後の保険料率が適用されます。 

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

 

◆雇用保険の手続きには必ずマイナンバーの届出が必要です 
   平成３０年５月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載

がない場合には返戻されますので、必ず提出してください。 

  【マイナンバーの記載が必要な届出】 

   ①雇用保険被保険者資格取得届   ②雇用保険被保険者資格喪失届 

   ③高齢者雇用継続給付支給申請   ④育児休業給付申請 

   ⑤介護休業給付支給申請  
  

※雇用保険料率の変更はありません 
（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの雇用保険料率は２９年度と同様） 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／橘、渡邉）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     ４月１０日（火） 

・新潟県信用保証協会      ４月１１日（水）    

・法律／税務、事業承継相談会  ４月１７日（火）    

・経営・創業／労務相談会    ４月１９日（木） 

       

 ※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、明間）まで。 

 

◆会議所４月の主な行事予定 

 
 

 ４日（水） 

  ・正副会頭会議          12:00～ 

１２日（木） 

 ・新入社員テーブルマナー講習会    12:15～ 

 ・新入社員歓迎式典          13:30～ 

 ・新入社員ビジネスマナーセミナー  14:45～ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

１５日（日） 

 ・第 12回加茂まちなかゼミナール開始（～5/15） 

２２日（日） 

 ・雪椿まつり大園遊会         10:50～ 

２４日（火） 

 ・経営者実践セミナー        14:00～ 

 ・木工木材部会／業務懇談会     16:00～ 

給与・賞与の９.６９％ 
平成 30年 2月分(3月納付分まで) 

給与・賞与の９.６３％ 
平成 30年 3月分(4月納付分から) 

給与・賞与の１.６５％ 
平成 30年 2月分(3月納付分まで) 

給与・賞与の１.５７％ 
平成 30年 3月分(4月納付分から) 

いずれも１０：００～１２：００ 
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◆加茂市内制度融資一番の低利率 

       マル経融資をご利用ください 

◎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、明間）まで。 

 

◆平成２９年分所得税・消費税等の振替納税をお忘れなく 

○所得税は４月２０日(金) ～振替日前に預貯金残高をご確認ください～ 

○消費税及び地方消費税は４月２５日(水) 
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢、渡邉）まで。 

 

◆健康診断のご案内～法定健診の内容が変わります 

血液検査及び心電図省略コースが廃止されました 
労働安全衛生法で定められた健康診断について、厚生労働省からの通達により血液検査と心

電図検査を省略したコース（従来のＢコース）が廃止となり、平成３０年４月からはＡコースの

みとなりました。 

◎基本項目Ａコースの検査項目 

①既往歴及び業務歴の調査 ②自覚症状及び他覚症状の有無の検査 ③身長・体重・ＢＭＩ

視力・聴力の測定 ④胸部Ｘ線検査 ⑤血圧測定 ⑥尿検査 ⑦腹囲の測定 ⑧貧血検査 

⑨肝機能検査 ⑩血中脂質検査 ⑪糖代謝検査 ⑫心電図検査  計１２項目 

※当所会員事業所には受診料を補助します 

  基本項目Ａコース受診料･･･７,１２８円（税込）※8,208円のところ当所会員割引 

・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 TEL52-1740（担当／渡邉）まで。 

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 

４／ ９ (月)(午後の部のみ) １３：３０～１５：３０ 

４／１１（水）      〃  

（一社）新潟県健康管理協会 

TEL:025-283-3939 
５／１４（月）(午前の部のみ) ８：３０～１１：３０ 

 

 

 
 

 

４月２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 

無担保・無保証人・保証料なし 
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◆第 12回加茂まちなかゼミナール４月１５日(日)スタート 
参加店、講座の内容は４月７日(土)の折り込みチラシをご覧ください。 

  受け付けは４月１０日（火）～（参加店へ直接お申し込みください） 
※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／滝沢）まで。 

 

◆第３９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 平成３０年４月１２日（木） 

(1)テーブルマナー講習会   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 

（ビジネスマナー、基本動作研修等） 

○場 所 加茂商工会議所会議室他 

○講 師 社会保険労務士法人 こじま事務所 小 松 弘 美 氏  

○参加費 テーブルマナー 1人３,０００円（式典・セミナーのみ出席の場合は無料）    

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

 

 

◆経営者実践セミナーのご案内 

  小さな町の小さな会社でもできる 

   目からウロコの儲かる仕組み～立地、業種、規模は関係なし～ 

○日 時 平成３０年４月２４日（火）１４：００～１６：００ 
○場 所 加茂商工会議所会議室 

○講 師 ㈲ジュントオル 社長 谷田貝
やたがい

 孝 一
こういち

 氏 
○内 容 ①新規客を集める方法 

②「売る」前に「つながり」をつくる 

      ③お金をかけずに集客する方法 

      ④売らずにお客に教える方法 

      ⑤お客を顧客にする方法  

○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／山本）まで。 
 
 
 

上記、新入社員セミナー、経営者実践セミナー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  所  電話番号 
 

 
１．第３９回新入社員歓迎式典並びに新入社員セミナー 
 
２．経営者実践セミナー 

※切らずにこのまま FAXしてください 

こんな仕掛け

もあったのか 


