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経営：女性部主催経営革新セミナー（10/12） 

経営：工業部会主催五泉市長「経営講演会」 

金融：個別金融相談会（1日公庫）開催 

事業：第16回むらまつ100円商店街について 

経営：NICOの各種助成金制度について 

情報：10月度予定・社保・労保・金融情報等 

 日本政策金融公庫による今年度２回目となる「個別金

融相談会（1日公庫）」を開催します。 

 年末運転資金や設備資金、毎月の返済に係る条件変更

等についてご相談をお受けします。 

 当日は日本政策金融公庫の担当職員が来会し、きめ細

かな金融相談を行います。事前予約が必要となりますの

で、商工会の経営指導員までお問い合わせください。 

◆日時／平成28年１１月２２日㈫ 10:00～16:00 

◆会場／村松商工会館 相談室 

◆内容／⑴事業資金（運転・設備）のお申込について 

    ⑵既存借入金の返済に係る条件変更等資金繰   

     りについて 

    ⑶経営改善計画の作成について 

◆応対者／日本政策金融公庫 担当職員 

◆申込先／11月15日㈫までに村松商工会へお申し込 

     みください。（要事前予約） 

  （TEL:0250-58-2201 FAX:0250-58-8409） 

「個別金融相談会（１日公庫）」のお知らせ～㈱日本政策金融公庫・国民生活事業～ 

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。 

 本セミナーでは、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。 

 参加費無料、どなたでもご参加いただけます。 

◆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 

 村松商工会工業部会では、

今年度も五泉市・伊藤市長を

お招きし、「五泉市の商工振

興について」をテーマとした

経営講演会を開催します。 

 部会・業種関係なく商工会

員の方はどなたでもご参加いただけます。 

◆日時：平成28年１０月１９日㈬  

       講演会：16:00～17:00  懇親会：17:15～ 

◆会場：割烹 伊藤屋 

◆講師：五泉市長 伊藤 勝美 氏 

◆参加費：講演会…無料   懇親会…3,000円 

◆申込：10月14日㈮までに村松商工会事務局へお申し 

      込みください。（TEL:58-2201 FAX:58-8409） 

工業部会主催「経営講演会」開催のお知らせ 

第２期労働保険料納入のお知らせ 

 第２期目の労働保険料の納入期日は下記のとおりで

す。分納を申し込まれている事務委託事業所の方へ

10月中旬に納入通知書を送付いたしますので、通知

書に記載の金額を期日までお納めください。 

納入期日：平成28年１０月３１日（月） 

※口座振替の場合はこの日が振替実施日になります。 

   現金納付の方は期日までに商工会へお納めください。 



 

村松商工会    

 

 商業部会では、今年度２回目となる「100円商店

街」を10月15日㈯に開催します。 

 今回は約60店舗が参加、それぞれの店頭が100円

ショップに大変身！アイデアが詰まった商品やサー

ビスを100円(税込)で提供します。（300円・500

円・1000円均一の商品も多数ご用意しています） 

 当日は大好評のスタンプラリー大抽選会も同時開

催。５つのお買い物スタンプを集めるとガラポンく

じ１回、今回はチャンスアップ

キャンペーンとして、指定の３

つの店舗でそれぞれのスペシャ

ルスタンプを集めると、さらに

ガラポンくじにもう１回挑戦で

きます。 

   村松商工会商業部会事業 

    商店街がまるごと１００円ショップ！「第１６回むらまつ１００円商店街」開催 

 当日は皆様お誘い合わせの上、ぜひ商店街

に足をお運びください！ 

●日時／平成28年１０月１５日㈯ 

 ①販売時間：9:00～12:00 

 ②抽選会：10:30～12:00 

※抽選会の時間が従来より変更となります 

 のでご注意ください。 

●抽選会場／本町２ 木村菓子店となり 

●開催に関する留意事項 

 ①スタンプラリーの台紙を兼ねた加盟店リストチラ  

  シは10月14日㈮の朝刊折込予定です。なお、当日   

  の抽選会場にも用意しております。 

 ②店舗によっては数量限定商品等もありますので、  

  品切れの場合はご容赦ください。 

五泉市からのお知らせ 

 五泉市では、五泉市消防団員が「マイ消防団パス

ポート（五泉市消防団員証）」を提示することによ

り、店舗・その他の企業・団体等から割引サービス等

の優遇措置を講じ、地域防災の要である消防団員の確

保・増員及び地域の活性化を目的に実施する「マイ消

防団パスポート事業」がスタートされます。 

 この度、下記により消防団を応援する店舗等の協賛

を募集します。 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

【協賛店舗等の申請】 

①申請：事業に協賛していただける店舗等は「マイ消

防団パスポート協賛店登録届（五泉市消防本部・村

松分署で用意しています。なお、市HPからもダウン

ロードできます。）」を記入し、消防本部または村

松分署へ提出願います。 

②周知：「のぼり旗」と「ステッカー」をお渡ししま

すので、ご活用ください。また、消防本部は登録内

容を冊子・HP等に掲載し、消防団員に周知します。 

③割引サービス等供与：消防団員からマイ消防団パス

ポートの提示があった場合は、登録した割引サービ

ス等便宜の供与をお願いします。 

【協賛サービス例】 

【問合せ先】 

 五泉市消防本部 総務課消防団係 ℡.42-0119 

      村松分署 総務課消防係  ℡.58-6001 

マイ消防団パスポート事業 

協  賛  店  舗  等  募  集 

区分 提供するサービス内容 

スーパー・食料品店 ・一部除外商品を除く全商品を○％引き 

理容・美容店 ・技術料金○○○円引き 

飲食店 ・ドリンク１杯サービス ・○○％割引 

共通 ・○○カードポイント○倍 

新潟県経済の動向＜生産活動編（～Ｈ２８．７）＞ 

【概況】横ばいで推移しているものの、一部に弱さがみられる 

     生産活動は弱含んでいる 

◆５月の鉱工業生産指数(季節調整値)は、前月比1.3%

低下して98.2となった。出荷指数は同0.5％低下して

99.2、在庫指数は同4.0%低下して130.6となった。 

◆はん用・生産用・業務用機械は、新興国経済の減速な

どを背景とした輸出の減少により、弱い動きとなって

いる。 

◆化学や電子部品・デバイスはスマートフォン向けで前

年を下回っており、低水準で推移している。 

◆一方、輸送機械は自動車部品を中心に持ち直しの動き

がみられる。 

（（一財）新潟経済社会リサーチセンター「センター月報9月号」より引用） 
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平成２８年度建設企業経営革新支援事業 

建設企業の経営革新資金を助成します！ 

◆助成対象者 

 資本の額3億円以下または従業員数300人以下の新潟県内建

設関連企業のうち、次のいずれかに該当する者 

 ①建設業許可を有する者 

 ②次のいずれかの登録を受けている者 

  ア 建設コンサルタント登録規程第２条 

  イ 測量法第５５条 

  ウ 地質調査業者登録規程第２条 

◆助成対象事業 

 ①建設業以外の新分野・新市場への進出 

 ②建設業の強化を目指す新たな事業展開 

 ③新技術・新工法の開発 

 ④合併、事業協同組合設立などの企業連携 

 ⑤情報通信技術等の新技術を活用した新たな事業展開 

    上記の経営革新事業の立ち上げに必要な経費（調査費、  

 原材料費、開発費他）が対象となります。 

◆募集期間 

 平成28年9月15日㈭～10月14日㈮ 

◆応募方法 

 助成金交付申請書、事業計画書、事業費明細書を作成し、 

 その他必要書類とともにNICOへ提出してください。 

◆採択方法 

 書類審査⇒ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ(10月下旬)⇒採否決定(11月) 

 ※３件程度採択予定 

【お問い合せ・お申し込み先】※NICOへ事前にご相談ください。 

 にいがた産業創造機構 経営支援グループ創業・経営革新チーム 

  〒950-0078 新潟市中央区万代島５－１ 万代島ビル９階 

   TEL 025-246-0051  FAX 025-246-0030 URL http://www.nico.or.jp/ 

新技術・新商品開発で新事業展開 

   ゆめ・わざ・ものづくりを支援します！ 

◆事業化のための調査をサポート（ゆめづくり助成金） 

 独自の技術やアイデアを新たな事業展開へ結び付けるため

の準備段階に行う各種調査事業（分析調査、事業可能性調

査）に関する経費の一部を助成します。 

◆新しい「わざづくり・ものづくり」による高付加価値化を  

 サポート！（高付加価値化サポート助成金） 

①一般枠：新規性の高い研究開発事業や画期的な製品開発に

要する経費の一部を助成します。 

②わざづくり枠、ものづくり枠：成長分野等の重点支援分野

で行う研究開発事業や画期的な製品開発に要する経費の一

部を助成します。 

◆募集期間 

 平成28年9月20日㈫～10月20日㈭17:30必着 

◆応募方法 

 交付申請書、事業計画書、事業費明細書を作成し、NICO

へ提出してください。（http://www.nico.or.jp） 

◆採択方法 

 一次書類審査⇒二次ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ審査⇒採否決定(12月) 

【お問い合せ・お申し込み先】※NICOへ事前にご相談ください。 

 にいがた産業創造機構 経営支援グループ創業・経営革新チーム 

  〒950-0078 新潟市中央区万代島５－１ 万代島ビル９階 

   TEL 025-246-0044  FAX 025-246-0030 URL http://www.nico.or.jp/ 

助成対象期間 助成金額（円） 助成率 

交付決定日～H29.2.28 50～200万 1/２以内 

助成対象期間 助成金額（円） 助成率 

交付決定日～１年間 50～500万 1/２以内 

助成対象期間 助成金額（円） 助成率 

交付決定日～１年間 100～1,000万 ２/３以内 

助成事業実施期間 助成金額（円） 助成率 

交付決定日～H29.2.28 50～200万 １/２以内 

◆応募対象者 

 事業計画に基づいて県内に事業所を設置し、交付決定日

（平成28年11月下旬予定）以降に新たに創業する方であって

次のいずれかに該当する者 

 ○個人開業予定者は、「開業届」が未提出の者。 

 ○法人設立予定者は、法人登記が未了の者。 

◆助成対象事業 

 １ 助成事業の実施期間内に創業に至る事業 

 ２ １年以上の事業継続が見込まれるもの 

 ３ ３年以上の事業計画を策定するもの 

 ４ 助成対象外の事業でないもの（募集案内参照） 

◆助成事業の実施期間 

 交付決定日（11月下旬予定）から平成29年2月28日まで 

◆助成金の交付条件 

    新たな起業・創業に必要な経費の一部を助成します！ 

                ～平成２８年度『起業チャレンジ奨励事業』募集のお知らせ～ 

【お問い合せ・お申し込み先】※NICOへ事前にご相談ください。 

 にいがた産業創造機構 経営支援グループ創業・経営革新チーム 

  〒950-0078 新潟市中央区万代島５－１ 万代島ビル９階 

   TEL 025-246-0051  FAX 025-246-0030 URL http://www.nico.or.jp/ 

 

◆助成対象経費（下記の内、助成事業の実施期間に契約、取 

得、支払が完了した経費が対象となります） 

 ①事業拠点開設費：事業開始に必要な機械設備、工具器具

等の購入・改良・借用・修繕に要する経費、事業所の増

改築費（新築費は対象外）、事業用車輌購入費（３、５

ナンバーは対象外）、法人登記費用、消耗品費等 

 ②事業促進費：人件費（本人、３親等以内の親族を除

く）、賃借料、光熱水費、通信運搬費、広告宣伝費等 

◆申請方法 

 申請書類を創業予定地域の商工会・商工会議所に提出し、

「起業チャレンジ奨励事業確認書」の発行を受けてから申請

書類を下記まで提出してください。※10月17日㈪までに商工

会・商工会議所に相談してください。 

◆募集期間 

 平成28年9月27日㈫～10月27日㈭ 17:00必着 

※詳しい募集案内、申請書類はNICOホームページ（http://

www.nico.or.jp）からダウンロードできます。 

交付条件 
対象経費 

50～100万円 100万超～200万円 200万円超～ 

助
成
金 

申請者以外に 
2人以上の 

新規雇用を伴う場合 

50～100万円 
助成率10/10 

上限100万円 上限300万円 
助成率1/2以内 

上記以外の場合 50～100万円 
助成率10/10 

上限100万円 上限100万円 
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１０月の行事予定 

4㈫ 火災共済担当者事務研修会 新潟市 

6㈭ 商工会主催職場健康診断 さくらんど会館 

7㈮ 商工会主催職場健康診断 さくらんど会館 

11㈫ 商工会主催職場健康診断 さくらんど会館 

12㈬ 女性部主催経営革新セミナー 村松商工会館 

13㈭ 
経営指導員研修課題別コース 

法人税・消費税申告説明会 

新潟市 

村松商工会館 

14㈮ 経営指導員研修課題別コース 新潟市 

15㈯ 第16回むらまつ100円商店街 村松地区商店街 

17㈪ 職制別研修会 新潟県商工会館 

18㈫ 
県職員協議会経営指導員部会 

下越Ｂ支部研修会（～19㈬） 
新潟市 

19㈬ 工業部会経営講演会 村松 

21㈮ 中間監査 村松商工会館 

24㈪ 県連巡回指導 村松商工会館 

26㈬ 
職制別研修会 

よろず支援拠点無料個別相談会 

新潟県商工会館 

村松商工会館 

27㈭ 
職員協議会事務局長部会 

下越Ｂ支部研修会（～28㈮） 
新潟市 

31㈪ 労働保険料２期分口座振替日  

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9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/1.30％ 

        設備資金：10年以内/1.30％ 

村松商工会×新潟県よろず支援拠点 

無料個別相談会（10月開催） 

 

ＮＩＣＯカフェ 

阿賀北五泉 

 村松商工会と新潟県よろず支援拠点（公益財団法人

にいがた産業創造機構）の共催による個別相談会を２

月も開催します。 

 売上拡大、経営改善、資金繰り、商品開発、創業な

ど、様々な経営課題に関する相談に対応します。 

 相談は無料！ぜひ気軽にご活用ください！ 

■相談日時：１０月２６日㈬ 13:30～16:00 

※相談時間は１社あたり45分。 

 希望時間帯をお知らせ下さい。 

※10/21㈮までに商工会へ 

   お申し込み下さい。 

■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 

無料法律相談（村松会場）のご案内 

○相談日：平成28年１１月１８日㈮ 10:00～12:00 

 ※秘密厳守、相談無料です。 

○会 場：村松商工会館 相談室 

○相談員：弁護士 水内 基成 氏 

 村松商工会を会場に個別で法律相談に応じます。 

 利息の過払い請求や従業員との労働契約に関するト

ラブル、後継者への事業承継、遺産相続に関するトラ

ブル、売掛金の回収、商品販売に関するトラブル等…

この機会にご相談ください。事前にお電話での予約を

お願いします。（村松商工会：0250-58-2201） 

 
 

必ずチェック！最低賃金 

  １０月１日から 

新潟県内最低賃金が改正されます！ 

◆働くすべての人に適用されます◆ 

 最低賃金法に基づき国が

定めている地域別最低賃金

は、常用・臨時・パート・ア

ルバイト・嘱託などの雇用形

態や呼称にかかわらず、原則

としてすべての労働者とその

使用者に適用されます。 

◆時間額をチェックしてみましょう◆ 

⑴時間給の場合：時間給≧最低賃金額（時間額） 

⑵日給の場合：日給÷１日平均所定労働時間≧最低賃 

       金額（時間額） 

※日額が定められている特定（産業別）最低賃金が適  

 用される場合：日給≧最低賃金額（日額） 

⑶月給の場合：月給÷１か月の平均所定労働時間≧ 

       最低賃金額（時間額） 

⑷上記⑴、⑵、⑶が組み合わさっている場合 

 例えば、基本給が日給で、各手当（職務手当など）

が月給の場合は、 

 ① 基本給（日給）→⑵の計算で時間額を出す 

 ② 各手当（月給）→⑶の計算で時間額を出す 

 ③ ①と②を合計した額≧最低賃金額（時間額） 

確認しましょう！（時間額） 

７５３円 

［発効日］ 

平成２８年１０月１日 

主催年金事務所 
（予約先電話番号） 

会 場 相談日 時 間 

五泉市村松支所 6㈭ 10:00～15:00 新潟東年金事務所 
（025-283-1014）  

五泉市福祉会館 20㈭ 10:00～15:00 

１０月の年金相談のご案内 

法人税・消費税申告説明会（新津税務署主催） 
 法人税法等の改正点や申告で注意すべき事項につ

いて、（公社）新津法人会と共催で開催されます。 

日時：平成28年１０月１３日（木）10:00～ 

会場：村松商工会館 

問合せ：新津税務署 新潟市秋葉区善道町1-6-38  

            ℡.0250-22-2171（法人課税部門） 


