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村松商工会報                               【令和元年10月１日発行（Vol.77）】          

経営：経営革新(販促)セミナー開催のお知らせ 

事業：第22回むらまつ100円商店街について 

経営：経営・労務・法律無料個別相談会開催 

特集：軽減税率制度導入後の請求書・帳簿記載について 

労務：新潟県内最低賃金の改正について 

情報：10月度予定・NICO助成事業・金融情報等 

主催：村松商工会（女性部） 経営革新セミナー 

 県内経済の動向及び中小企業の経営

革新等に精通する（一財）新潟経済社

会リサーチセンター・研究部長の江口

知章氏が来会し、観光地活性化の取組

事例から、売上・集客アップの「情報

発信のポイント」や、地域資源を活か

しつつニーズに合わせた商品開発を行

うための「商品づくりのポイント」に

ついて講演いただきます。 

 地域や自社の持つ魅力を消費者にどのように伝えれば良い

のか、売上・集客アップの方法について、すぐに実践できる

コツやノウハウを分かりやすく楽しく伝授します。 

 お客様に“何”を届けるべきか、一緒に考えてみませんか？ 

◆日時：令和元年１１月１２日㈫ 14:00～16:00 

◆会場：村松商工会館２階大会議室 

◆講師：（一財）新潟経済社会ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ 研究部長  江口 知章 氏 

◆参加費：無料 

◆申込：11月5日㈫までに村松商工会へお申し込みくださ 

    い。（TEL.0250-58-2201 FAX.0250-58-8409）     

あなたは“何”をお客様に届けていますか？ 
～観光地の取組事例から学ぶ売上・集客アップ基礎講座～ 

  

 商業部会では通算22回目となる「100円商店

街」を10月26日㈯に開催します。 

 今回も約50店舗が参加、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

（店舗によっては300円・500円・1000円均

一の商品も多数ご用意しています）。 

 10時からは毎回大好

評のスタンプラリー大 抽 選 会 を

同時開催。５つの店舗でお買い物ス

タンプを集めるとガラポンくじに１

回挑戦できます（スタンプラリーの

台紙を兼ねたチラシは10月25日㈮の

朝刊折込予定です。）お誘いあわせ

の上、当日はぜひ商店街にお越しください。 

●日時：令和元年１０月２６日㈯  9:00～12:00 

    （※抽選会：10:00～12:00） 

●抽選会場：上町・第四銀行 村松中央支店 前 

村松商工会商業部会主催事業 

第２２回むらまつ１００円商店街開催 
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スマホをかざして 

最新情報チェック☞ 

村松商工会＆新潟県よろず支援拠点 

無料経営個別相談会（10月開催分） 

 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）の共催による経営個別相談会を開催しま

す。売上拡大、経営改善、商品開発、創業など、様々な経営

課題に関する相談に専門家が対応します。（事前に予約が必

要となります。） 

 相談は無料、秘密厳守です。ぜひご活用ください。 

■日時：令和元年１０月２９日㈫ 

 13:30～16:00（１社45分） 

 ※10/22㈫までに村松商工会へ 

      お申し込みください。 

■相談員：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 

＜商工会のケース別個別相談会をぜひご活用ください＞ 

 働き方改革について事業者が抱える様々な課題に対し、社

会保険労務士が相談に応じます。何から手を付けたらいいか

わからない…という方でも気軽にご相談ください。 

■日時：令和元年１０月２１日㈪ 13:30～15:30 

■相談員：新潟働き方改革推進支援センター 

     登録アドバイザー（社会保険労務士） 

■会場：村松商工会館 相談室 

更に 

 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…ご相談ください。 

■日時：令和元年１０月３１日㈭ 10:00～12:00 

■相談員：弁護士 水内 基成 氏 

■会場：村松商工会館 相談室 

無料法律相談会（村松会場） 

働き方改革無料個別相談会 

【予約・問合せ：村松商工会 TEL.58-2201 FAX.58-8409】 
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  特集：消費税率１０％&軽減税率導入スタート！ 

  食料品・新聞店だけじゃない！軽減税率制度に対応した帳簿の記載について 

 2019年10月1日、消費税及び地方消費税の税率が8%から

10％に引き上げられ、消費税の軽減税率制度の実施が始まり

ました。軽減税率制度導入後は、全業種の課税事業者の方が

消費税法上の仕入税額控除の適用を受けるためには、区分記

載請求書等の保存及び区分経理に対応した帳簿が必要となり

ます［区分記載請求書等保存方式：2023年9月30日まで。

2023年10月1日以降は適格請求書等保存方式（インボイス制

度）に移行（右下図参照）］。 

 つまり、売上や仕入等について、その取引が軽減税率対象

であることに加え、税率ごとに区分した記帳がなされていな

いと、適正な消費税額計算を行うことができません。 

 また、2019年10月1日以降、当面は「標準税率10％」、

「軽減税率8％」に加えて、「旧税率8%」が併存することに

なります。軽減税率8％と旧税率8％はともに合計8%で同じ

ですが、内訳（国税と地方税）が異なるため、消費税額を正

しく計算するために区別しなければならないのでご注意くだ

さい。 

 当会に記帳決算指導を委託されている方をはじめ、課税事

業者の方は必ず売上、仕入等を区分記帳した上で、確定申告

に臨むようお願いいたします。 

～2019/9/30 

（旧税率） 

2019/10/1～  
区分 

時期 

軽減税率 標準税率 

消費税率 6.3％ 6.24％ 7.8％ 

地方消費税率 1.7％ 
 （消費税額の17/63） 

1.76％ 
 （消費税額の22/78） 

2.2％ 
 （消費税額の22/78） 

合計 8.0％ 8.0％ 10.0％ 

●軽減税率制度が実施される2019年10月1日を含む課税期間（例： 

 2019年1月1日～2019年12月31日）の税率区分 

（下図参照） 

（参考） 

《重要ポイント：区分記載請求書と帳簿の記載例》 
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１０月の行事予定 

1㈫ 新潟県事業承継ﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾞﾛｯｸ別推進会議 万代島ビル 

2㈬ 女性部視察研修 新発田市 

4㈮ ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾊﾞﾝｸ専門家派遣指導 村松商工会館 

8㈫ 会員事業所対象健康診断（～10㈭） さくらんど会館 

10㈭ 
経営指導員研修会 

県青連ゴルフ大会 

新潟県商工会館 

長岡市 

11㈮ 経営指導員研修会 新潟県商工会館 

17㈭ 

県青連躍進編集会議、第3回正副会長会、

県青連第4回理事会 

職員協議会事務局長部会下越B支部研修会 

（～18㈮） 

新潟県商工会館 

 

弥彦 

21㈪ 働き方改革無料個別相談会 村松商工会館 

23㈬ 
下越ﾌﾞﾛｯｸ情報化推進協議会・Goope操作

研修会 

新潟県商工会館 

24㈭ 青年部視察研修 新潟市 

25㈮ 
中間監査会 

女性部おもてなし事業研修 

村松商工会館 

村松 

26㈯ 第22回むらまつ100円商店街 村松 

28㈪ 女性部全国大会（～10/30㈬） 島根県 

29㈫ よろず支援拠点個別経営相談会 村松商工会館 

31㈭ 
無料法律相談 

労働保険料２期分口座振替日 

村松商工会館 

必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も。 

 新潟県内最低賃金が改正されます(１０/６～) 

＜パートも学生アルバイトも！すべての人に適用されます＞ 

 新潟県最低賃金額は、従来の

時間額803円から27円引き上げ

られ、本年10月6日から830円

になります。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。 

※最低賃金の対象となる賃金は毎月支払われる基本的な賃 

金に限定されます。日給・月給の場合は時間額に換算して比

較することとなります。 

例）時間給の場合：時間給≧最低賃金額 

  日給の場合：日給÷1日平均所定労働時間≧最低賃金額 

  月給の場合：月給÷1か月の平均所定労働時間≧最低賃金額   

確認しましょう！（時間額） 

８３０円 

［発効日］ 

令和元年１０月６日 

商工貯蓄共済の主な特色（メリット） 

①貯蓄に重点   ②安心保障    ③低利な融資 
 毎月の掛け金は1口    万一の生命事故に   一定の条件のもとで、 
2千円で、その大部分は  備え、安価な共済料  運転・設備資金等の 
貯蓄積立金となります   で大きな保障       融資が利用できます 

「商工貯蓄共済」加入促進実施中！ 

 

 

 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。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ので、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 

2020年カレンダー「五泉のたから」 
10/1より村松商工会でも販売します 

 第２回五泉のたからフォトコンテストの応募作品がカレン

ダーになりました。10/1から村松商工会でも販売いたします

ので、ぜひお求めください。 

◆価格：１，１００円（税込） 

◆仕様：605mm×420mm 

    13枚綴り 

◆販売窓口：（一社）五泉市観光 

 協会事務所・五泉市観光案内所 

 ごせん桜アロマ工房・五泉市役所１F売店・五泉商工会議  

 所・村松商工会 

◆問合せ先：一般社団法人 五泉市観光協会 

      〒959-1823 五泉市駅前1-5-4 

      TEL.0250-47-7518  FAX.0250-47-7528 

起業・創業に必要な経費の一部を助成します 

『起業チャレンジ応援事業』２次募集のお知らせ 

◆起業チャレンジ応援事業とは： 

 新潟県内で新たに起業する方に、起業に必要な経費の一部を助成

する事業です。 

◆応募対象者： 

 計画に基づいて県内に事業所を設置し、交付決定日以降に新たに

創業する方。※個人開業予定者は「開業届」が未提出の方。法人設

立予定者は法人登記が未了の方。 

◆助成対象事業： 

 1.助成事業の実施期間内に事業の立ち上げに至る事業 

 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 

◆助成事業の実施期間：交付決定日から令和2年2月20日まで 

◆助成金の交付条件＜一般枠＞： 

  創業に必要な経費（50～200万円）について助成率1/2以内、 

100万円を上限に精算払にて助成します。ただし、2人以上の新規

雇用を伴う場合で、必要な経費が200万円を超える場合は、上限

額を300万円とします。  

◆審査方法：書面審査により決定（必要に応じて面談実施） 

◆申請方法： 

  申請書類を創業予定地域の商工会・商工会議所又は金融機関に 

提出し、「起業チャレンジ応援事業確認書」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。※商工会・商工会議所又

は金融機関に相談の上、10月11日㈮までに提出してください。 

◆募集期間：令和元年9月18日㈬～10月18日㈮ 17:30必着 

【お問い合せ・申請書提出先】 

 （公財）にいがた産業創造機構 経営支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ創業・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/ 

日本政策金融公庫貸付利率（令和元年9月2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/1.16～2.23％ 

        設備資金：10年以内/1.16～2.23％ 

     ◆経営改善貸付…貸付限度額 2,000万円 

        運転資金：７年以内/1.21％ 

        設備資金：10年以内/1.21％ 


