力みなぎる元気な商工会

北の杜元気だより
第26号

URL：http://www.hokuto-city-shokokai.jp
E-mail：hokuto@shokokai-yamanashi.or.jp

商工会の現況

平成25年10月24日

力みなぎる元気な商工会（4）

平成25年10月1日現在

商工業者数
2,375名
小規模事業者数 2,194名
商工会員数
1,763名

◆北杜市商工会
北杜市長坂町長坂上条2575-19
Tel 0551-32-1211
fax 0551-32-1215
発行人：輿 水 順 彦
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他地域、他業種の会員事業所の交流する場を提供し、
会員間交流や取引拡大を促進することを目的としています。

12月12日（木）

◆実施日：平成25年

源泉徴収に係る

年末調整個別指導 の実施について
平成25年度分の「年末調整」の個別指導を下記日程で行います。
年末調整は給与の支払いを受ける人の一人一人について、毎月
の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収をした税額と、その
年の給与の総額について納めなければならない税額（年税額）と
を比べて、その過不足額を精算する手続きです。

FAX de 情報提供
情報提供希望事業所随時募集中
商工会では、販路開拓などを支援するため、各種
展示会・イベントなど出店募集情報等の提供を希望
する事業者に対してFAXでおこなっています。
先着順や申込期限等が短い情報をできるだけ早く

個々の事業所の指導時間と場所については

提供できるようにFAXを利用して情報提供をしま

あらためて通知させていただきますのでよろ

す。
（当面メール等では行いません）

しくお願いします。

情報提供を希望する事業所は、ご連絡ください。
担当：振興課

平成25年１月７日（火）～１７日（金）※土日祝日を除く

大久保

商工会が経理の悩みを解決します

ネットde記帳はインターネットで繋がる簡単便利な会計システムです！

◆ツアー場所：

東京宝塚宙組公演

宝塚グランドロマン
『風と共の去りぬ』と

銀座で握り寿し食べ放題

インターネットがつながる
パソコンをおもちの事業主さま
ネットde記帳に入力するだけ

７５名（定員になり次第〆切）
◆募集人数：

入力したデータを基に
仕訳帳から決算書等が
作成できます

商工会

操作指導・トラブル対応

◆参加資格：会員事業所の代表者・役員・専従者
・従業員（但し１事業所２名まで）

８，
０００円／１名（お１人様経費16,700円）
◆負担金：
◆申込方法：
１０月30日（水）以降、申込書と参加
負担金を添えて直接商工会窓口にお申し込み
ください。
（電話・Faxは不可）

パソコンはちょっと…
という事業主さま
所定の出納帳に記入するだけ

わかるまで…

出納帳を基に商工会が
ネットde記帳に入力。
決算指導を行います。

商工会

記帳代行指導

できるまで… しっかりサポートします！

「ネットde記帳」は農業・建設業・不動産業にも対応できます。
インターネットが使えるパソコンがあれば伝票入力や元帳の確認などが素早くできます。
また、パソコンが苦手な方には記帳代行指導、その他記帳指導、決算指導など幅広く経理をサポートします。
お気軽に商工会にお問い合わせください。

©宝塚歌劇団

◆羽～杜プロジェクトのロゴマーク決定
◆講習会開催日程について
◆北杜市利子補給制度のお知らせ
◆セミナー・講演会等の開催情報
◆融資制度のご案内
◆年末調整個別指導会の開催日程

などなど…

※詳細については同封の
募集要項を必ずご確認
ください。

『商工会は行きます 聞きます 提案します』
全国統一会員満足向上運動キャッチフレーズ

北杜市商工会では平成22年度より、職員による全会員事業
所への活動を行っております。
「平成25年度 事業のダイジェスト版」を作成し現在、全職
員で巡回時に配布しておりますのでご一読いただき、各事業
所をサポートする経営支援活動を是非ご活用ください！

商工業者の皆様へ！
～ 日本政策金融公庫相談会開設中 ～
開催日：毎月第 1 木曜日
午前10時～午後3時
場 所：北杜市商工会
日本政策金融公庫甲府支店の協
力を得て相談会を開設しておりま
す。経営に欠かせない運転資金・
設備資金の調達に、公的資金の活
用を考えてみてはいかがですか？

１日公庫開設
平成２５年

11月７日(木)
年末資金の計画は
お早めに！

＊書類・事前調査等がありますので、相談日の一週
間前までに商工会にお問い合わせください。

主な貸付制度

融資金利情報（基準金利）
（平成２５年１０月15日現在）
日本政策金融公庫（普通貸付）
1.45～3.65％
日本政策金融公庫（経営改善貸付） １.６％
商工貯蓄共済融資
１.７５％
商工会会員融資スイフト500
※詳しくは商工会まで

２.９７５％

ご融資の手続きには、必要提出書類・事前調査等がありますので、まずは
商工会にお問合せください。

電話 ３２-１２１１

※審査の結果、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。
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会員特典を大いに活用しよう!!

北杜市利子補給制度のお知らせ
北杜市が、小規模企業者が経営安定のために利子補給対象資金の融資を受けたとき、下表のとおり
利子補給金を支給する制度です。
1.常時使用する従業員が20名以下の会社または個人（商業・サービス業は5人以内）
2.北杜市に1年以上事業所を有する会社または個人で、引き続き事業を継続しようとする者

資格要件

対象融資資金
利子補給対象
資金の限度額

は

ー
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と

「羽～杜プロジェクト」
のロゴマークが決定しました！
北杜市と羽村市は、平成８年１０月に高根町と羽村市が姉妹都市提携を行い、相互交流を通した発展
を目的に「姉妹都市事業連絡協議会」が設立され、文化活動等の交流事業に対する支援活動を展開し
てきています。
「羽～杜プロジェクト」
（羽村市の「羽」と北杜市の「杜」を組み合わせた名称）事業はこれまでの協

3.市税を完納している者
4.融資を受けた資金の償還に計画性を有し、十分な返済能力のある者

議会事業を継続・尊重しながら、産業レベルを主体とした交流を促進するために新たに発足された両市

5.北杜市商工会の会員である者または商工会の指導を6ヶ月以上受けている者

の産業振興・発展を目指した取り組みとしてスタートし、これまで羽～杜グルメの開発・販売や両地域

1.日本政策金融公庫資金

のイベント相互出店などを行ってきました。

利子補給対象資金の限度額

１，
０００万円以内

3.山梨県商工業振興資金

利子補給率

借入残高に対し、
１．
０％以内

１，
０００万円以内

利子補給期間

当該年度から５年以内

2.商工貯蓄共済融資資金

今後も産業交流を推し進め、さらなる地域振興を図る活動を多くの市民のみなさまに知っていただ
くためにロゴマークの募集を行ったところ、全国から３１８点の
応募があり、審査を経て最優秀作品が選考され、ロゴマークと
して決定しました。
両市の産業交流や地域振興に関するもの、羽～杜プロジェク

≪利子補給の申請の仕方≫
◆北杜市商工会から手続き申請に関する書類を通知（年末発送予定）
しますので、利子補給金を受けようとする方は、
下記１～6の書類を北杜市商工会の指定する期日までに商工会窓口へ直接提出してください。
（商工会でとりまとめて北杜市長に提出します）

トのPRに寄与するもの等に幅広くロゴマークをご利用いただ
けますので積極的にご活用ください。
詳しくは、北杜市商工会ホームページ
http://www.hokuto-city-shokokai.jp/heart-project/

1.北杜市小規模企業者経営改善資金利子補給金交付申請書（様式第１号）
2.借入金決定通知書（写）
3.金融機関または融資制度先の支払明細書（写）

受講してみよう

4.金融機関または融資制度先の発行する12月末日現在における残高証明書（原本）

消費税転嫁対策講習会
の開催について

『備えましょう、消費税』

5.市税の納税状況調査同意書（様式第3号）
6.その他北杜市より求めのあった書類

来年４月より消費税が現在の5％から８％に引き上げられることが正式に決定しました。

◆商工会からの通知がない場合は、北杜市商工会にお問い合わせください。
◆北杜市商工会の指定する期日までに利子補給金申請書類の提出なき者は、利子補給金の交付を放棄したものとみな
しますのでご注意ください。

『企業人材育成支援事業』

山梨県最低賃金が
改正されました！

とにより、知識やスキルの向上を図り、事務の適正化・事業のスキ

１時間 706円

ルアップ、新商品・製品開発に係る知識の習得等を促し、会員事業
所の発展に資することを目的とした「研修・資格取得支援事業」です。

例えば…

事業主及び従業員の研修に助成金が出ます。
従業員等が公的機関等で開催される各種研修・講習の受講や
業務上必要な資格を取得させた会員事業所を対象に、その受講
料・負担金の実費に対して１人あたり 5,000 円、1 企業年間
20,000 円を限度として助成します。

今回下記のとおり「消費税転嫁対策講習会」を開催しますので、多数のご参加をいただきますようご案内します。
開催日時

会員特典を大いに活用しよう！

本事業は、会員事業所の従業員等が各種研修・講習を受講するこ

事業を行う上で、消費税引き上げによっておこりえるリスクを事前に想定し、これに備えることが必要です！

開催場所
参 加 料

（平成25年10月18日発効）

精 皆 勤 手 当、通 勤 手 当、
家 族 手 当、時 間 外・休 日・
深夜手当、臨時手当、賞与
など通常の労働に対応しな
い手当は参入されません。

※詳しくは山梨労働局賃金室へ
（055-225-2854）
雇ったら入る 労災保険！
経営者の義務です

①平成２５年１１月２5日（月）午後２時～５時
②平成２５年１１月２5日（月）午後６時３０分～９時３０分

北杜市商工会

※①②とも講習内容は同じです。

（長坂町農村環境改善センター） ２階会議室

無料
北 杜 シ ン ポ ジ ウ ム

場所

地域の優れた資源（農
林水産物及びその加工
品）等の活用を推進しな
がら企業の販路拡大を支
援するとともに、多くの人
に地域資源等活用を情報
発信します。

2013年 （15：30受付開始）

11月18日（月）

【第1部】アルソア本社 3F森羅ホール 定員150名
【第2部】スパティオ小淵沢 定員80名 進藤 中

●消費税増税の概要
●消費税の価格転嫁の仕組み
●価格転嫁支援策

～地域資源等活用販路開拓事業～

から磨かれる

日時

講習内容

氏

桑野 和泉氏

【第2部】
【第1部】
意見交換会・懇親会
基調講演＜進藤 中氏＞テーマ
「根拠のない自信を持とう」
参加費3,000円
トークセッション＜進藤中氏、
桑野和泉氏、
白倉政司氏＞
（当日持参ください）

普及員

木下

勉

※佐藤雄一は6月末付けで退社

