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2015年も残すところあと僅かとなりました。本年の商工

会事業運営へのご理解ご協力に対し心より御礼申し上げま

す。2016年も宜しくお願い申し上げます。～役職員一同 

平成２８年新年賀詞交歓会及び 

新春経済講演会の開催について 

 村松商工会では、総務委員会の主催により新年恒例

の「新年賀詞交歓会」を開催します。 

 今回は記念講演として、金融・経済、特に県内経済

の動向に精通する「㈱ホクギン経済研究所」副所長・

宗田俊弥氏を講師にお迎えし、2016年の県内経済の

見通しと中小企業経営についての「新春経済講演会」

をあわせて開催します。 

 会員皆様相互の親睦と情報交換の場として、ぜひご

出席ください。 

●日時：平成28年１月８日㈮  

①新春経済講演会 

  【16:30～17:30】 

 テーマ：2016年の経済展望   

 講師：㈱ホクギン経済研究所 

    副所長 宗田 俊弥 氏 

②新年賀詞交歓会（懇親会）   

  【17:30～19:30】 

●会場：割烹 新瀧（城町 ℡58-7191） 

●会費：4,000円（賀詞交歓会懇親会費として） 

 ※経済講演会のみ出席の場合は無料です。 

●申込：以下の期日までに商工会（℡58-2201）へ 

    お申し込みください。 

 ①新春経済講演会：平成27年12月24日㈭まで 

 ②新年賀詞交歓会：平成27年12月18日㈮まで 

村松商工会（女性部）主催販促セミナー開催 

 村松商工会（女性部）では、「NHKプロフェッショ

ナル～仕事の流儀～」に出演後、全国から講演の依頼

が後を絶たない㈱日本レストランエンタプライズ・駅

弁マイスターの三浦由紀江氏を講師にお招きし、“駅

弁販売のカリスマ”と称されるその究極の接客・販売

術について講演いただきます。 

 小売・サービス業経営者をはじ

め、様々な業種の企画・営業・接

客担当者は必聴のセミナーです。

参加費は無料、どなたでもご参加

いただけますので、ぜひお早目に

お申込みください！ 

◆日時：平成28年１月１５日㈮  

        16:00～17:30 

◆会場：村松商工会館２階大会議室 

◆講師：三浦 由紀江 氏（㈱日本レストランエンタプ  

    ライズ「駅弁マイスター」） 

◆申込：平成27年1月8日㈮までに村松商工会へお申    

    し込みください。（TEL:58-2201） 

１年で駅弁売上を5,000万円アップさせた 

カリスマ駅弁販売員が語る奇跡のサービス！ 

  村松商工会×新潟県よろず支援拠点 

  無料個別相談会【12月開催分】 

  新潟県よろず支援拠点（にいがた産業創造機構）

との共催による個別相談会を開催します。 

 売上拡大、経営改善、資金繰り、商品開発、創業

など、様々な経営課題について無料でご相談いただ

けます。ぜひご活用ください。 

■相談日時：１２月２２日㈫ 13:30～16:00 

 ※相談時間は１社あたり45分。 

 ※12/15㈫までに商工会へお申し込みください 

■対応者：辰喜 太輔 氏（税理士・中小企業診断士） 

■会場：村松商工会館 相談室 
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給されている方の他、「事業専従者（家族従業員）」

も含まれます。ただし「給与所得者の扶養控除等申告

書」を年末調整を行う日までに雇用主へ提出していな

ければ、年末調整を受けることはできません。 

 商工会に年末調整等の事務を委託している事業所に

つきましては、商工会にて手続の指導を行いますの

で、税務署から送付されている納付書等年末調整関係

書類とともに、別紙案内文書に記載の必要書類をご用

意の上、平成28年1月4日㈪～1月8日㈮の期間中にご

来会ください。 

※源泉税の納付期限は平成28年1月12日㈫（納期特例

適用者は1月20日㈬）です。日程に余裕がありませ

んので、お早めの準備をお願いします。 

※平成25年から創設された復興特別所得税（年調所得

税額×102.1％）の徴収漏れや計算誤りがないかご確

認ください。 

 今年も年末調整の季節がやってきました。年末調整

は、従業員に毎月の給与や賞与などを支払う際に源泉

徴収税額表を基に源泉徴収した税額と、その年の給与

の支払総額について納めなければならない本来の年税

額（年調年税額）とを比較して、その過不足を精算す

る手続きです。源泉徴収税額と年調年税額は、次のよ

うな理由から一致しないのが通常です。 

⑴ 源泉徴収税額表は、年間を通じて毎月の給与の額に  

    変動がないことを前提とされているが、実際には昇   

    給や手当の増減により月々の給与額に変動がある。 

⑵ 年の中途で結婚や出産等で扶養親族等に移動があっ 

    ても、既往分にさかのぼって修正されない。 

⑶ 配偶者特別控除や生命保険料控除、地震保険料控除 

    などは、年末調整の際に一括して控除することに 

    なっている。 

 年末調整の対象者は、基本的に雇用主から給与を支

  源泉所得税の“年末調整”事務手続きのお知らせ 

  ～従業員等の給与に係る「年末調整」の準備はお早めに！～ 

  マイナンバー（個人番号）の利用が始まります！ 

  ～これから個人番号が必要となる各申請分野について～ 

【税務（個人番号の記載が始まる時期）】 

①所得税・贈与税…平成28年分の申告書（平成29年1

月以降提出） 

②消費税…平成28年1月1日以降に開始する事業年度分 

③相続税…平成28年1月1日以降の相続・遺贈分 

④酒税・間接諸税…平成28年1月分 

⑤法定調書…平成28年1月以降の金銭等の支払分 

⑥申請・届出書等…平成28年1月以降 

 よって、今回（平成27年分）の年末調整関係の手続

や法定調書の提出については従来通りの処理となりま

すが、平成28年1月以降の給与等支払分に係る法定調

書から個人番号の記載が必要となりますので、「平成

28年分の扶養控除等（異動）申告書」により、従業員

の個人番号の収集・管理をお願いします。 

【労働保険（雇用保険手続）】 

①雇用保険被保険者資格取得届 

②雇用保険被保険者氏名変更・喪失届 

 いずれも平成28年1月1日以降の手続分から開始とな

ります。労働保険事務委託事業所におかれましては対

象となる従業員の個人番号の提供にご協力ください。 

【小規模企業共済（共済金請求手続）】 

 共済金等を支給する際に作成する「退職所得の源泉

徴収票」等の税務関係書類に個人番号を記載するた

め、平成27年12月14日以降から共済金を請求される

際には、「番号確認」のための書類（個人番号カード

や通知カードの写し）と「本人確認」のための書類

（運転免許証の写し）の提出が必要となりますので、

ご協力をお願いします。 

 食品スーパーや書店、土産物売り場などでよく見か

ける「POP（ポップ）」。商品の特徴を表すキャッチ

コピーや店員のおすすめコメントなど、手書きのもの

からデザインされたものまで多種多様です。 

 そのPOPの効果について、例えば温泉旅館の土産物

売り場では、10坪で20枚のPOPを付けると客単価が

平均20%アップするというデータがありますが、何

でもいいから書いて付ければ効果があるかといえば、

さすがにそういうわけにはいきません。 

 売れるPOPと売れないPOP。その違いは、POPの役

割と書き方のルールをしっかりと理解しているかにか

かっています。 

 POPの役割で最も

大切なのは、価格や

スペックよりも、そ

のモノを通じて「相

手にとってどんな良

いコトがあるのか」を“伝える”こと。モノがあふれ、

「モノ売り」から「コト売り」へと消費対象が変わっ

てきている現代において、それが価値をわかりやすく

することであり、相手の購買を促すことに繋がりま

す。   ⇒次回「POPを書くときのルールとは!?」 

年末商戦に向け、販売戦略を練り始める企業も多

いこの時期。販促ツールには欠かせない「ＰＯＰ

（ポップ）」について考えてみましょう！ 

・・・・・・販促講座：第１回「ＰＯＰ（ポップ）の役割とは!?」・・・・・ 
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総合相談窓口 お問い合わせ先 

TEL:025-246-0038  FAX:025-246-0030  E-mail:info@nico.or.jp 

創業、経営革新、新製品・新技術開発、専門家派遣に関するご相談 創業・経営革新チーム TEL:025-246-0051 

設備導入や、機械・部品等生産材の販路開拓に関するご相談 経営基盤強化チーム  TEL:025-246-0052 

海外展開や、食品・生活用品等消費財の市場開拓に関するご相談 市場開拓チーム  TEL:025-246-0044 

産学連携や共同研究に関するご相談 産学連携チーム  TEL:025-246-0068 

高度ＩＴ人材育成、ＩＴ経営支援に関するご相談 情報戦略チーム  TEL:025-246-0069 

企業再生支援に関するご相談 新潟県中小企業再生支援協議会  TEL:025-246-0096 

モノづくり産業人材の育成に関するご相談 テクノプラザ  TEL:0258-46-9711 

 ◆◇◆ 特典満載！ NICOクラブ 新規会員募集中！ ◆◇◆  

機関誌「NICOプレス」（年10回発行）のお届けやNICOクラブセミナーの無料聴講、その他メールマガジン配信や有料セミナー・講座の 

ご優待など、特典盛りだくさん！この機会にぜひご入会ください！（年会費3,000円）  

【問い合わせ先】企画チーム TEL:025-246-0038 

新潟県の産業をもっと元気に！～           を活用してみませんか 

   【ＮＩＣＯ（公益財団法人にいがた産業創造機構）について】 

 ＮＩＣＯ（公益財団法人にいがた産業創造機構）は『新潟の産業を

もっと元気にする』ことを使命に、「むすぶ」「育てる」「創る」という機能

を発揮しながら、挑戦する県内中小企業を積極的に支援し、そして

成功に導く活動を行っています！ぜひご活用ください！ 

付加価値を高める創造的な企業活動や次代を見据えた成

長産業をサポートします！  

創業・新事業サポート事業 市場開拓をサポート 

〇資金面によるサポート  
創業や新技術・新商品開発などの新事業展開を各種助成金  

によりサポートします。  

〇インキュベーションオフィスの運営  
起業家等を支援するためのオフィス「創業準備オフィス」、  

「インキュベートセンターＮＡＲＩＣ」を運営しています。  

〇創業支援セミナー・講座の開催  
起業家の体験談が聴けるセミナーや事業計画を作成する講座を開催。 

創業時のお悩み解決をサポートします。  

〇知的資産経営を支援  
知的資産に関するセミナー・実践講座を開催し、  

「強み」の経営をバックアップします。  

〇産官学連携による研究開発を支援  
共同研究体制の構築や研究開発計画の策定、  

国委託事業等を活用した研究開発事業運営管理  

などを、公設試と連携しながらサポートします。  

〇商品開発サポート  
専門家やバイヤーからアドバイスを行い、売れる商品づくりを  

サポートします。  

〇商品評価支援  
デザインコンペの開催や消費者モニタリング調査 

を通じて ブラッシュアップを支援します。  

〇販路拡大をサポート  
商談会の開催、展示会への共同出展、  

見本市への出展経費の助成などにより         食の大商談会（池袋）         

販路拡大を支援します。                

〇海外展開を支援  
海外見本市でのＮＩＣＯブース運営、  

現地情報の収集やアテンドを目的とした  

海外ビジネスコーディネーターを設置、  

貿易実務を習得する講座を開催します。      にいがた新技術・新工法展示商談会 

産業人材の育成をサポート 

〇長岡モノづくりアカデミー  
モノづくり企業の“人づくり”をサポートし、企業の人的基盤の強化と人的

ネットワークの形成を促します。  

【開催コース】  

設計基礎コース／開発設計コース／  

３Ｄ－ＣＡＤ/ＣＡＥコース／設計実践コース  

〇高度ＩＴ人材育成研修  
レベル感を明らかにしながら高度なＩＴ開発       長岡モノづくりアカデミー  

設計技術を有するリーダークラスの人材育  

成を目指します。  

〇企業の広報力向上支援  
『よいモノをつくっているのに伝えベタ』という  

本県企業の課題に対応するため、広報に関  

する相談会やセミナーを開催します。広            広報力パワーアップ実践講座 

専門家によるサポート 

〇ビジネスプランの評価・助言  
創業や経営革新に関する具体的な事業計画について、事業の独自性、

実現可能性、成長性などについて様々な専門的視点から評価を行い、

より実現性の高いビジネスプランに磨き上げるためのアドバイスを行いま

す。  

〇専門家派遣  
資金調達や経営基盤の改善、ISO認証取得、販路開拓、経営革新、人材

育成など中小企業者が抱える様々な経営課題の解決を図るため、ＮＩＣ

Ｏに登録された外部の専門家が継続的にアドバイスします。  

成長分野の産業創出をサポート 

〇健康ビジネスの振興  

〇新エネルギー産業への参入促進  

〇クラウド活用ビジネスの創出 
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 商工会では、商工会に加入していない事業者の方の加入促進を行っています。 

 近年、不況や後継者難による廃業の増加が顕著となり、村松商工会の会員数も減少しています。 

 つきましては、皆様の周りで商工会に未加入の方や新たに事業を創業予定の方、創業された方がおられまし

たら、商工会への加入をお勧めくださるようお願いします。 

 ご連絡いただければ、事務局が商工会事業・指導内容等のご説明に伺います。まずは商工会までお知らせく

ださい。 

★商工会員募集へのご協力のお願い★ 

商工貯蓄共済の主な特色（メリット） 

①貯蓄に重点…毎月の掛金は１口2,000円。その大部
分（共済料等控除後）は貯蓄積立金となります。 

②安心保障…万一の生命事故（死亡・高度障害）に備
え、安価な共済料で大きな保証が受けられます。 

③低利な融資…一定の条件（加入後６か月掛金納付
等）のもと、運転・設備資金等の低利な事業資金や、
金融機関との提携により、マイカーローン・住宅ローン等
の長期・低利融資を利用できます。 

「商工貯蓄共済」加入促進実施中！ 

１２月の行事予定 

1㈫ テーマ別研修会 県商工会館 

2㈬ 青年部忘年会 村松 

3㈭ 理事会・県連巡回指導・役員研修 村松商工会館 

8㈫ 
女性部ふるさとパック作業 

さくらカード会三役会議 

村松商工会館 

村松商工会館 

10㈭ 派遣税理士代理送信打合せ会 新津税務署 

11㈮ さくらカード会役員会 村松 

13㈰ さくらカード会年末福引抽選会 村松 

14㈪ 
貯共事業運営委員会 

職制別研修会 

県商工会館 

県商工会館 

17㈬ 
県連理事会・行政懇談会 

職制別研修会 

新潟市 

県商工会館 

18㈭ 職制別研修会 県商工会館 

22㈫ 新潟県よろず支援拠点個別相談会 村松商工会館 

28㈪ 仕事納め  

主催年金事務所 
（予約先電話番号） 

会 場 相談日 時 間 

さくらんど会館 3㈭ 10:00～15:00 新潟東年金事務所 
（025-283-1014）  

五泉市福祉会館 17㈭ 10:00～15:00 

１２月の年金相談のご案内 

 商工会では、県・上部団体の指導により会員事業所

の基本情報等の整備と今後の商工会運営及び事業活動

の参考とするため、「商工会員実態調査」及び「景況

調査（県補助事業）」を実施いたします。 

 なお、本調査に係る個人情報等については、統計以

外の目的には一切使用いたしませんので、別紙調査票

にご記入の上、返信用封筒にて下記期日までに必ずご

回答くださるようお願いいたします。 

【回答（提出）期限】平成27年１２月１５日㈫ 

「商工会員実態調査」及び「景況調査」 
にご協力ください！ 

◆◇雇うことは、加入すること。◇◆ 

労働保険の加入はお済みですか 
～備えよう、従業員の万一に～ 

 労働者（アルバイトを含む）を１人でも雇っている

事業主は労働保険（労災保険・雇用保険）に加入しな

ければなりません。 

 労働保険は、労災保険・雇用保険の各種給付金のほ

か、雇用の安定のために事業主に支給される助成金な

どの各種支援制度も設けられており、労働者はもとよ

り事業主のためにも欠かせない制度です。 

 まだ労働保険に加入していない事業主の方は、商工

会にご相談の上事務委託いただくか、管轄の労働基準

監督署又は公共職業安定所（ハローワーク）で加入手

続をとられるようお願いします。 

【問い合わせ先】…………………………………… 

○村松商工会（TEL:0250-58-2201） 

○新潟労働局総務部労働保険徴収課 

 （TEL:025-288-3502） 

○新津労働基準監督署（TEL:0250-22-4161） 

○新津公共職業安定所（TEL:0250-22-2233） 

日本政策金融公庫（金融情報） 

  国民生活事業の貸付利率（平成27年11月13日現在） 

   ◆普通（一般）貸付…貸付限度額 4,800万円 

      運転資金：５年以内/1.25～1.85％ 

      設備資金：10年以内/1.35～1.95％ 

   ◆経営改善貸付…貸付限度額 2,000万円 

      運転資金：７年以内/1.15％ 

      設備資金：10年以内/1.15％ 


