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消費税軽減税率対策窓口相談等事業 

 村松商工会（女性部）では、赤ちゃんや子ども向け

の商品の企画・開発・販売までを一貫して手掛けてい

る「０から６歳の伝統ブランド＜aeru＞」を運営す

る㈱和える（あえる）代表取締役 矢島里佳 氏をお招

きし、販促・マーケティングに関

するセミナーを開催します。 

 古き日本の伝統技術を活かした

“ホンモノ”の良さに子どもの頃か

ら触れてもらいたいという矢島氏

の事業展開や感性豊かな商品づく

りへの想い、販売の仕組みづくり

について講演いただきます。 

◆日時：平成28年１０月１２日㈬ 15:00～16:30 

◆会場：村松商工会館２階大会議室 

◆講師：矢島 里佳 氏（㈱和える 代表取締役） 

◆参加費：無料 

◆申込：平成28年10月5日㈬までに村松商工会へお  

            申し込みください。（TEL:58-2201） 

経営革新セミナー（販促・マーケティング）開催のお知らせ 

「日本の伝統を次世代につなげるために」 
～“ホンモノ”を追求して見えた、お客様が求めるモノ～ 

主催：村松商工会（女性部）／新潟県商工会連合会 

  村松商工会×新潟県よろず支援拠点 

  無料個別相談会【９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：９月２６日㈪ 13:30～16:00 

 ※相談時間は１社あたり45分。 

 ※9/20㈫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 

村松商工会主催 時局・経済特別講演会 

ジャーナリスト・櫻井よしこ氏が語る！！ 
「変革を迫られる日本～今、日本が直面する内外の課題」 

 テレビ・雑誌等のメディアで幅広い言論活動を行う

ジャーナリスト・櫻井よしこ氏による特別講演会を開

催します。「変革を迫られる日本～今、日本が直面す

る内外の課題」をテーマに、激動を続ける政治・経

済・国際情勢等の動向について講演いただきます。 

◆日時／平成28年９月２９日㈭ 

    14:00～15:30 

◆会場／さくらんど会館 ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ 

   五泉市村松乙118-2 ℡58-1133 

◆問合せ先／村松商工会 

 TEL.58-2201 FAX.58-8409 

◆主催：村松商工会・新潟県信用保証協会 

 後援：五泉市・公益社団法人新津法人会 

城下町むらまつ松城祭2016＜開催のお知らせ＞ 

◆街中講演会  会場：村松商工会２階大会議室 

  平成28年９月１７日㈯  午後３時～ 

  講師：荒木 快英 氏（正福寺住職・元五泉市教育長） 

  内容：『城下町村松に生まれて』 
     青春を過ごした高野山の思い出 

  平成28年９月１９日㈪  午後３時～ 

  講師：木村 宗文 氏（元長岡高校校長・村松町史執筆委員） 

  内容：『忘れたくない村松・文化の遺産』 
    菅名の荘のこと グンデルト先生のこと 

◆思い出写真館  会場：五泉屋菓子店（上町） 

  開催期間：平成28年９月９日㈮～２１日㈬ 

◆街中美術館  会場：商店街各店舗にて 

  開催期間：平成28年９月９日㈮～２１日㈬ 

※詳細につきましては9/8朝刊折込チラシをご覧ください。 

 主催：松城祭実行委員会 共催：村松商工会商業部会 

 後援：村松商工会 五泉市観光協会 五泉市 
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   新潟県内景気動向調査 ２０１６年上期 
【出典】㈱ホクギン経済研究所 県内景気動向調査（2016年6月調査） 

業況判断 

今期（2016／4～6月期） 

●今期のDI（業況判断指数）は、全体で△17.2（前期比△11.2ﾎﾟｲﾝ 

 ﾄ）。県内企業の景況感は10ﾎﾟｲﾝﾄ超の悪化を見込む。 

●景況感悪化の要因をみると、中国経済の減速や公共工事の減少、暖 

 冬小雪による季節商品の不振などを背景とした「需要動向の悪化」 

 や「売上単価の下落」が上位を占め、製造業、サービス業を中心 

 に、求人難による人手不足の悪影響などが挙げられていた。 

●業種別では、製造業、卸・小売業、サービス業、建設業の４業種と 

 も悪化する見込み。特に、建設業の悪化幅が大きい。 

来期（2016／7～9月期） 

●来期のDIは、全体で△16.1（今期比＋1.1ﾎﾟｲﾝﾄ）。景況感はほぼ 

 横ばいの見通し。 

●業種別では、卸・小売業が改善、サービス業、建設業もやや改善す 

 る見通し。一方、製造業は一段と悪化する見通し。 

  法人の登記申請に係る手続きの変更について 

  ～株主リストの添付が必要となります～ 

  雇用関係助成金（キャリアアップ助成金）の拡充について 

  ～支給要件が緩和、活用しやすくなりました～ 

 平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定

目的会社の登記の申請に当たっては、添付書面として

「株主リスト」が必要となる場合があります。 

 株主リストの添付が必要となる場合 

1 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合 

2 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合 

 株主リストの内容 

１ 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合 

 株主全員について次の事項を記載した株主リスト 

 ⑴ 株主の氏名または名称 ⑵ 住所 ⑶ 株式数 

 ⑷ 議決権数 ⇒これら４点を代表者が証明 

２ 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合 

 株主全員について次の事項を記載した株主リスト 

●議決権数上位10名の株主 

●議決権割合が２／３に達するまでの株主 

 ⑴ 株主の氏名または名称 ⑵ 住所 ⑶ 株式数 

 ⑷ 議決権数 ⑸ 議決権数割合 

   ⇒これら５点を代表者が証明 

 施行日 

 平成28年10月1日 

 施行日前に、株主総会が行われた場合であっても、

施行日以降に登記の申請をするときは、株主リストの

添付が必要です。 

 参考 

 法務省ホームページ 
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html 

 賃金規定等改訂（処遇改善コース） 

①現行（10月以降も同じ） 

 有期契約労働者等の賃金規定等を2％以上増額させ

た場合、人数と対象範囲に応じて助成 

 ・全ての賃金規定等を増額改定…10万円～300万円 

 ・一部の賃金規定等を増額改定…5万円～150万円 

②平成28年8月5日から支給要件緩和 

 ・計画書の提出期限を「取組実施前１か月まで」か 

  ら「取組実施日まで」に変更 

 ・運用期間緩和…過去３か月の賃金支払実態から見 

  て2％以上増額が確認できれば可 

 短時間労働者の労働時間延長（処遇改善コース） 

①現行（10月以降変わります） 

 週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延

長し、社会保険を適用した場合 

 ・１人あたり20万円（大企業15万円） 

②平成28年8月5日から支給要件緩和 

 計画書の提出期限を「取組実施前１か月まで」から

「取組実施日まで」に変更 

③平成28年10月からの拡充（※現時点での予定） 

 週所定労働時間を5時間延長し、社会保険を適用し

た場合に助成 （その他詳細は厚生労働省HP参照） 
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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。（村松商工会 TEL.0250-58-2201  FAX.0250-58-8409） 

★商工会員募集へのご協力のお願い★ 

主催年金事務所 

（予約先電話番号） 
会 場 相談日 時 間 

新潟東年金事務所 
（025-283-1014）  

五泉市福祉会館 15㈭ 10:00～15:00 

９月の年金相談のご案内 

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28年8月10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/1.25～1.85％ 

   ◆経営改善貸付…貸付限度額 2,000万円 

      運転資金：７年以内/1.30％ 

      設備資金：10年以内/1.30％ 

９月の行事予定 

5㈪ 貯共事業運営委員会 県商工会館 

6㈫ 
下越地区会長会議 

五泉阿賀地区女性部合同研修会 

新潟市 

三川 

12㈪ 経営指導員研修課題別コース 県商工会館 

13㈫ 県連理事会 県商工会館 

15㈭ 経営指導員研修課題別コース 県商工会館 

16㈮ 下越ブロック商工会青年部長会議 新潟市 

21㈬ 
事務局責任者研修会 

中小企業連携ミーティング 

県商工会館 

新潟市 

26㈪ よろず支援個別相談会 村松商工会館 

27㈫ 下越ブロック商工会女性部長会議 県商工会館 

29㈭ 時局・経済講演会 さくらんど会館 

 商工会では会員事業所の福利厚生事業の一環とし

て、健康診断事業を毎年実施しています。職場勤務者

の定期健康診断は、労働安全衛生

法等の法律に基づき、事業主の責

任において受診させなくてはなら

ないこととなっています。 

 受診を希望する事業所は、後日

送付の申込書により商工会にてお

申し込みください。 

◆日時   １０/６㈭（受付）8:30～11:30  13:00～15:00 

            １０/７㈮（受付）8:30～11:30  13:00～15:00 

      １０/１１㈫（受付）8:30～11:30  13:00～15:00 

◆会場   さくらんど会館 

◆申込 ９/１６㈮までに別紙申込書により村松商工会 

            へお申し込みください。   

◆検診機関 ㈶健康医学予防協会（℡ 025-279-1100) 

職場健康診断のご案内 

村松商工会主催～会員事業所対象～ 

主催：五泉GOLFRIEND 

後援：五泉商工会議所・村松商工会 

「五泉企業（団体）対抗ゴルフコンペ」参加者募集 

●日 時 平成28年１０月９日㈰ 

     受付：午前7:00～ ｽﾀｰﾄ：午前7:30～ 

●コース イーストヒルゴルフクラブ 

     （住所：阿賀野市保田5107-7） 

●競技方法 9Hぺリア方式（H36打切） 

●プレー代 8,800円（税別）セルフ 

●参加費用 6,000円／1名（表彰式懇親会含む） 

  表彰式懇親会会場：ガーデンホテルマリエール 

          （住所：五泉市赤海1071-1） 

●参加資格 限定30組（企業・団体）120名 

 ①五泉市内に事業所がある企業 

 ②代表者が五泉市在住で、市外に事業所がある企業 

 ③各種団体・組合 

●申込・問合せ先 イーストヒルゴルフクラブ 

 TEL:0250-68-5100  FAX:0250-68-5110 

平成２８年９月分から 
厚生年金保険料が変わります 

 平成16年の法律改正により、厚生年金保険の保険

料率は平成29年9月まで毎年改定されることになって

います。平成28年9月分（同年10月31日納付期限

分）から平成29年8月分（同年10月2日納付期限分）

までの保険料率は下記の通りです。 

一般 坑内員・船員  

 厚生年金基金加入者  厚生年金基金加入者 

現行 
17.828 % 17.936 % 

 12.828%～15.428%  12.936%～15.536% 

変更後 
18.182 % 18.184 % 

 13.182%～15.782%  13.184%～15.784% 


