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 労働保険の事務を商工会に委託している会員事業所に

あっては、前年度保険料の確定精算と次年度概算保険料

算定のための手続きとして、毎年４月に「年度更新」を

行わなければなりません。 

 労働保険の保険料計算は、毎年４月から３月までの１

年間に従業員に対し支払った賃金額や、建設業の労災保

険については同期間に完了した元請工事金額に基づいて

算定し、保険料を精算・納付することとなります。 

 既に事務委託事業所の皆様宛に年度更新手続きに係る

個別指導会のご案内を郵送しております。送付文書等を

ご覧いただき、支払賃金や元請工事請負金額等必要事項

をご記入の上、指定日時にご来会いただき手続きをお願

いいたします。 

…《年度更新手続き指導会について》… 
１．日程： 

 ①４月１１日㈪ ②４月１２日㈫ 

 ③４月１３日㈬  ④４月１４日㈭ 

 ⑤４月１５日㈮  

 ※時間：各日9:00～15:30 

２．会場： 

  村松商工会館２階大会議室 

３．手続きに必要な提出書類： 

 ⑴労働保険料等算定基礎賃金等 

  の報告（製造業・小売業・サービス業・建設業）／

一元適用事業の雇用・労災保険、二元適用事業の雇

用保険等 

  ※平成27年4月～平成28年3月に支払った賃金額及

び人数を記入してください。 

 ⑵一括有期事業報告書・総括表（建設業）／二元適用

事業の労災保険 

  ※平成27年4月～平成28年3月中に完了した元請工

事について、工事の種類（労災保険料率が異なる

ため）ごとに分類して、工事名・工事期間・請負

金額等を記入してください。 

 ⑶印鑑（代表者印・作成者印）、社名のゴム印等 

「労働保険（労災・雇用）」年度更新のお知らせ 

～書類作成はお早目に！～ 

 
～日本「さくら名所100選」～ 

桜の祭典！村松公園桜まつり 

 村松春の風物詩！今年も村松公 

園にて桜まつりが開催されます。 

ソメイヨシノを中心に約3,000本の桜が咲き乱れ、観

桜期間中は露店や売店が立ち並びます。さらに4月10

日㈰にはイベントも開催され、にぎやかなお花見が

楽しめます。 

 開花に合わせて夜間のライトアップも行われ、昼

とは趣の違う夜桜とともに艶やかな春を楽しめるの

もこの時期の醍醐味。ぜひお越しください！（公園

付近は混雑が予想され、交通規制が行われますの

で、案内看板・誘導員の指示に従ってください。） 

◆開催期間：４月１日㈮～４月３０日㈯ 

◆夜桜ライトアップ：桜見頃期間中18:00～21:30 

◆イベント：４月１０日㈰ 会場：五泉市陸上競技場 

 地元団体の芸能やよさこいの披露、消防・警察の

協力により働く車の展示が行われます。 

◆物産PR販売「いいがんいっぺ!!五泉屋台村」 

 ４月９日㈯、１０日㈰、１６日㈯、１７日㈰ 

 会場：五泉市陸上競技場内特設テント 

 ご当地の「食」「特産品」を集め、魅力を発信す

る大販売会。村松の事業者も出店します！ 

◆お問い合わせ 

 五泉市観光協会：TEL.0250-47-8388 

 五泉市商工観光課：TEL.0250-43-3911 

労務：労働保険年度更新手続指導会の開催 

地域：村松公園桜まつりの紹介 

経営：小規模事業者持続化補助金公募開始 

経営：経営計画作成セミナーの開催 

情報：４月度行事予定・労務・金融情報等 
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平成２７年度 

国補正予算分 

 

販路開拓をお考えの小規模事業者の皆様へ  ●新たな顧客獲得のためにチラシを作りたい… 

 ●商品パッケージデザインを一新したい… 

 ●店舗内の商品陳列を変えたい… 

 ●商談会や展示会に出展したい… 

 ●新商品のサンプルを製作したい… 

 ●ホームページを作り替えたい… 

 経営計画に基づいて行う地道な販路開拓等への取り組  

 みに要する経費の２/３（上限５０万円）を補助します！ 

●補助金を利用できる対象者 ⇒ 商工会地区で事業を営む小規模事業者 

   ※補助対象となる小規模事業者とは…… 

   卸売業・小売業          常時使用する従業員の数  ５人以下 

   サービス業（宿泊業・娯楽業以外） 常時使用する従業員の数  ５人以下 

   サービス業のうち宿泊業・娯楽業  常時使用する従業員の数 ２０人以下 

   製造業その他           常時使用する従業員の数 ２０人以下 

 

●補助金の金額・補助率 ⇒ １件当たりの補助上限額：５０万円（補助率２/３） 
 ※雇用増・買い物弱者対策に取り組む場合：上限100万円 

 ※複数の事業者が連携して取り組む共同事業の場合：上限100～500万円（連携小規模事業者数による） 

 ※海外展開（海外で行われる展示会・商談会への参加の場合）：上限100万円 

 

●補助金の対象となる経費 

 ①機械装置等費※単価50万円（税抜）以上の機械装置等は補助対象外 ②広報費 ③展示会等出展費 ④旅費 

 ⑤開発費 ⑥資料購入費 ⑦雑役務費 ⑧借料 ⑨専門家謝金 ⑩専門家旅費  

 ⑪車両購入費（買い物弱者対策事業のみ対象） ⑫委託費 ⑬外注費 

 
●応募方法                           ●申請書類 

 策定した「経営計画書」「補助事業計画書」と、   申請書類・公募要領は村松商工会または新潟県商工会 

 商工会が作成する「事業支援計画書」などの申請   連合会のホームページからダウンロードできます。 

 書類を募集期間内に新潟県商工会連合会へ郵送し   ［村松商工会］http://www.muramatu-net.or.jp 

 てください。                   ［県連合会］http://www.shinsyoren.or.jp 

 ※必ず余裕をもって事前に商工会へご相談くださ   

 い。また、提出書類に対し外部専門家等による審  ●お問い合わせ先 

 査が行われます。応募すれば必ず採択されるとい   村松商工会 TEL.0250-58-2201 

 うものではありませんので、ご了承ください。            新潟県商工会連合会（広域指導ｾﾝﾀｰ）TEL.025-283-1311 

 公募 
締切 

 平成２８年５月１３日（金） 
      ※当日消印有効 

消費税軽減税率対策窓口相談等事業  ※小規模事業者持続化補助金の申請を目指す方はぜひご参加ください！ 

経営計画作成セミナーの開催について 

 平成29年4月に消費増税並びに軽減税率の導入が予

定されておりますが、事業者にとっては、資金面を始

めとした様々な影響が出てくると思われます。 

 健全な経営を保つためには中期的な「経営計画書」

を作成し、自社の経営状況の把握や自社と顧客の将来

についても改めて考えることが必要となります。この

機会に、自社の経営計画書を作成し、自社の経営の見

直しをしてみませんか？ 

 小規模事業者持続化補助金の申請に必要な経営計画

書の作成にも活用できますので、申請を考えられてい

る方は本セミナーに必ずご参加ください！ 

１．日時 ４月２１日㈭ 13:30~16:30 

２．会場 村松商工会館 ２階会議室 

３．講師 中小企業診断士  今井 進太郎 氏 

     （ｸﾞﾛｰｶﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱代表取締役） 

４．定員 50名（受講料は無料です） 

５．内容 軽減税率制度の概要 

     経営計画立案の考え方・進め方 

     顧客ニーズと市場の動向           

     自社の提供する商品・サービスの強み など 

６．申込 別紙チラシにより4月15日㈮までに村松商  

     工会へお申し込みください。 
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新潟県経済の動向＜個人消費編（～Ｈ２８．１）＞ 

◆12月の百貨店・スーパー販売額（既存店）は前年比 

 1.7％増となった。年末商戦などが好調で、２ヵ月ぶ  

 りに前年を上回った。 

◆12月の専門量販店販売額（家電・ドラッグストア・ 

 ホームセンターの販売額合計、全店）は前年比1.4％ 

 減となり、９ヵ月ぶりに前年を下回った。 

◆１月の乗用車（軽含む）新規登録・届出台数は前年比 

 7.6％減となり、18ヵ月連続で前年を下回った。 

（（一財）新潟経済社会リサーチセンター「センター月報3月号」より引用） 

・・・・・・・・・・・・・・・平成２７年度五泉市プレミアム商品券業種別換金実績額・・・・・・・・・・・・・・・ 

五泉市内本店 有 五泉市内本店 無 合  計 構成比 

①食・飲料品小売 27,398,000 ①食・飲料品小売 0 27,398,000 6.7% 

②衣料 13,526,000 ②衣料 678,000 14,204,000 3.5% 

③飲食 20,787,000 ③飲食 1,605,000 22,392,000 5.5% 

④理美容 8,632,000 ④理美容 0 8,632,000 2.1% 

⑤自動車 7,639,000 ⑤自動車 0 7,639,000 1.9% 

⑥建設 1,686,000 ⑥建設 0 1,686,000 0.4% 

⑦旅館等 560,000 ⑦旅館等 0 560,000 0.1% 

⑧その他小売 50,422,000 ⑧その他小売 3,508,000 53,930,000 13.2% 

⑨サービス業 15,159,000 ⑨サービス業 79,000 15,238,000 3.7% 

⑩スーパー 88,002,000 ⑩スーパー 105,186,000 193,188,000 47.3% 

⑪ホームセンター家電 0 ⑪ホームセンター家電 35,850,000 35,850,000 8.8% 

⑫コンビニ・ドラッグストア 4,000 ⑫コンビニ・ドラッグストア 27,987,000 27,991,000 6.8% 

小   計 233,815,000 小   計 174,893,000 408,708,000 100.0% 

平成２７年度五泉市プレミアム商品券発行事業（平成２６年度国の補正予算「地域住民生活等緊急支援のための交付金」事業） 

○商品券販売金額：318,706,000円 

○商品券発行総額：411,040,000円 

○商品券換金額：408,708,000円（H28.2.29現在） 

※業種別及び五泉市内における本店の有無別の換金実  

 績を掲載いたします。 

本州日本海側最大！食の総合見本市＜出展受付開始＞ 

 日本海側および新潟近隣エリアをはじめ全国から地

域独自の優れた食関連商材が集結し、地域食材発掘を

目指す新潟県内はもとより首都圏・隣接エリアのバイ

ヤーとじっくり商談ができる「フードメッセin2016」

の出展申込受付が開始されました。 

○会期：平成28年１１月１６日㈬～１８日㈮ 

○会場：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 

○出展料金： 

【食品・食材特別ブース】¥80,000（税別・１小間[6㎡]あたり） 

【一般ブース】¥100,000（税別・１小間[6㎡]あたり） 

○申込締切日：平成28年８月１９日㈮ 

○出展申込・お問い合わせ先： 

 フードメッセinにいがた2016運営事務局 
 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-9-9 東京建物ビル5F 

    日本食糧新聞社 ビジネスサポート本部 

  TEL.03-3271-4816  FAX.03-3271-4818 

※詳細はhttp://foodmesse.jpをご覧ください。   

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3月9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/1.15％ 

       設備資金：10年以内/1.15％ 

 五泉市内において２割お得な「プレミアム商品券」

を発行することにより、市民の生活支援と消費喚起に

よる地域経済活性化を図るために実施された「平成27

年度五泉市プレミアム商品券」事業の実績についてお

知らせします。 
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４月の行事予定 

4㈪ 
村松公園 公園開き 

五泉市観光協会総会 

村松公園 

佐取館 

7㈭ 女性部監査会・常任委員会 村松商工会館 

11㈪ 労働保険年度更新手続指導会 村松商工会館 

12㈫ 
労働保険年度更新手続指導会 

H27小規模補助金実績検収 

村松商工会館 

県商工会館 

13㈬ 労働保険年度更新手続指導会 村松商工会館 

14㈭ 
労働保険年度更新手続指導会 

新任職員研修会 

村松商工会館 

県商工会館 

15㈮ 労働保険年度更新手続指導会 村松商工会館 

19㈫ 
期末監査会 

第１回正副会長会議 

村松商工会館 

村松商工会館 

20㈬ 

青年部監査会・常任委員会 

地震等災害休業対応応援共済 

事務担当者研修会 

村松商工会館 

県商工会館 

 

21㈭ 
経営計画作成セミナー 

五泉市建設業協会設立総会 
村松商工会館 
ホテルマリエール 

22㈮ 女性部総会 村松 

25㈪ 
地震等災害休業対応応援共済 

事務担当者研修会 
県商工会館 

26㈫ 第１回理事会 村松商工会館 

27㈬ 青年部総会 村松 

 
 

 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（TEL.0250-58

-2201）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★ 

４月は異動に関する手続きが多くなります 

～健康保険・厚生年金保険の手続きは忘れずに～ 

①従業員を採用したとき 

 被保険者資格取得届を５日以内に提出しましょう。 

 ○資格取得日は入社日です。試用期間でも報酬の支払があ 

  れば、その期間の初日が資格取得日です。 

 ○報酬月額は基本給、通勤・家族手当など全ての固定的な 

  報酬に、残業手当など全ての非固定的な手当の支給見込 

  額を加えた額となります。 

②従業員が退職したとき 

 被保険者資格喪失届を５日以内に提出しましょう。 

③被保険者の住所が変わったとき 

 被保険者住所変更届を速やかに提出しましょう。 

④被扶養者に異動があったとき 

 健康保険被扶養者（異動）届を５日以内に提出しま 

 しょう。 

 

平成２８年度（平成２８年４月１日～）から 

雇用保険料率が引き下げられます 

改 正 後 

事業の区分 ①被保険者 

負担分 

 ②事業主 

  負担分 

①+② 

保険料率 

一般の事業 4/1,000 7/1,000 11/1,000 

農林水産・清酒製造

の事業 5/1,000 8/1,000 13/1,000 

建設の事業 5/1,000 9/1,000 14/1,000 

 
 

にいがた美しいまちなみフォーラム２０１６ 

 県では、県民の皆様に良好な景観形成について理解

を深めて頂くことを目的としたフォーラムが開催され

ます。金沢市長の講演に加え、まちづくりに取り組む

団体の代表者によるパネルディスカッションという内

容で行われますので、ぜひご参加ください。 

■日時：平成28年５月２８日㈯ 13:00～16:45 

■会場：新潟国際情報大学 

    新潟中央キャンパス９階講堂 

■内容：【基調講演】「歴史文化資産を大切にしたま 

     ちづくり 講師／金沢市長 山野 之義 氏 

          【パネルディスカッション】 

               「文化を活かしたまちづくり」 

■申込締切：5月13日㈮ ※入場無料・定員200名 

■申込・お問い合せ先： 

 新潟県庁 都市政策課 広域都市政策班 

 TEL:025-280-5428  FAX:025-285-0624 

   ※ホームページからの申込もできます。 

 にいがた美しいまちなみ 検 索 

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 7㈭ 10:00～15:00 新潟東年金事務所 
（025-283-1014）  

五泉市福祉会館 21㈭ 10:00～15:00 

４月の年金相談のご案内 

「村松高等学校を存続発展させるための署名」 
にご協力ください！ 

 県教育委員会に対し「村松高校の存続発展」を強く要望す

るため、会報と同封の別紙署名用紙を村松商工会・さくら

カード会加盟店・村松高校同窓会事務局までお届け下さい。 

    期限：平成２８年４月３０日㈯ 

 


