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源泉所得税個別指導会

給与支払いのある事業所は１月～６月分の支払いについて
税務署への報告が必要です。

商工会が経理の悩みを解決します！

軽減
経理業務の負担を

長坂会場・須玉会場の
２か所でおこないます！

中小企業の経営のIT化を応援するネットde 記帳／記
帳代行も便利です。農業・建設業・不動産業にも対応
できます。
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！
※悩む前に… お気軽に商工会へお問い合わせください

平成２５年７月１日
（月）～８日（月）
（土・日を除く）
※個別の日程は商工会から
の通知でご確認ください。ご不明な方は商工会まで
ご連絡ください ☎ ３２－１２１１

羽～杜プロジェクト「ロゴマーク」募集要項

～ 中小企業取引拡大支援事業～
北杜市内の受注企業へ
の訪問や発注先の開拓、
共同受注等に係る情報
収集・提供等を行い、下
請け中小企業の取引拡
大の推進や雇用創出の
相談員 和泉 達男 為、
企業を訪問します！

■募集内容

ロゴマークに求めるコンセプトは次のとおりです。
1．
羽村市・北杜市らしさ(産業、歴史、文化等)を
イメージさせるもの
2．
羽村市・北杜市の交流をイメージするもの
3．
人々のハートに残るもの
4．
わかりやすく、シンプルなもの
5．
「羽～杜」という文字を入れること

※作品のカラー、単色のいずれ
でも構いません。単色で使用さ
れる場合も想定してください。
※ロゴマークはシール等の使用
もありますので、
２㎝×2㎝の大
きさでもマーク認識できるよう
にデザインしてください。

～ 地域資源等活用販路開拓事業～
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
普及員 佐藤 雄一 用を情報発信します。

■募集資格
どなたでもご応募いただけます。
■募集期間
平成25 年7 月1 日～7 月31 日（郵送は当日消印有効）

『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ッチフレーズ

経済は、新政権発足以降に見る円 高状況からの改善や株価の

年４月の消 費 増 税を控 えた駆 け込み需 要 な

回復といった好材料、そして具体的に進められる経済対策による

効 果のほか、平 成

どの内的要因に加え、世界経済も緩やかな持ち直しが期待され

ることから、景気は緩やかな回復が見込まれています。

このような状況の下、地域総合経済団体である北杜市商工会

は、行政や上部団体、関係機関との連携強化を図り、地域経済を

支える重要な存在である小規模事業者の支援に全力で取り組ん

でまいります。

具体的には、昨年度策定した商工会新3年度行動計画（ビジョン

と行動計画）に基づき「地域事業者の経営発展のために、何かあれ

ば「 商工 会に・
・」と頼ることのできる地 域ナンバー・ワンの組 織 と

なる」を目 標 として各 行 動 計 画を着 実に実 施してまいりますが、

その中でもビジョンの柱となる「会員事業所の経営力の強化」
「会

員拡大」
「自己財源の確保」に積極的に取り組んでまいります。

さて、行政や上部団体からのバックアップをいただき昨年度から

取組みました姉妹都市「羽村市との産業交流」につきましては、羽

村市と北杜市から「羽〜杜（ハート）プロジェクト」の呼称を使用

することの了承をいただき、両市の商工会員事業所間の交流を活

発化し、イベントや展示会等に積極的に出展し北杜市の地域資源

及びこの加工品等のＰＲ・販路開拓等を支援してまいります。

また、地 域に賑わいと活 力を呼び戻 す地 域 振 興 施 策 としての

「商工元気まつり」
「商工会販売促進事業」
「商店街活性化イベン

ト事業」
「まちなか公園（おいでや）運営事業」などをはじめとす

更に、巡回指導や会員事業所訪問を継続して行うことで、企業の

る多くの活性化事業に引き続き取り組みます。

論のこと、
「頼りになる商工会」を目指したいと考えております。

ニーズなどを的確にとらえ様々な支援などに繋げていくことは勿

この北杜市の恵まれた自然・歴史・伝統と北杜市行政に支えら

組むことにより心豊かな、
一流の田 舎町といわれるような地域づ

れ、会員の視点に重点を置いた組織運営・事業推進に全力で取り

くりを目指したいと思いますので役員及び会員の皆様のより一層

のご支援とご協力をお願いします。
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■応募方法
郵送または電子メールで応募してください。

最優秀賞（採用作品）１点
賞状、副賞(賞金３万円、
羽村市・北杜市特産物等
２万円相当)

※大きさ等については募集要項を確認してください。

■選考方法
選考委員会において選考します。

羽～杜賞 ２点

■その他
応募作品は、未発表かつ自作に限ります。
応募作品は返却しません。
その他著作権に関すること等についての詳細については
募集要項に記載してありますのでご確認ください。
■採用作品の決定
発表は平成25 年10 月を予定しています。選定された方には
直接通知するほか、羽村市商工会、北杜市商工会HPへの掲載
プレスリリース等により公表します。
■応募作品のお問合せ先
北杜市商工会「羽～杜プロジェクト・ロゴマーク募集係」
〒408-0021 山梨県北杜市長坂町長坂上条2575-19
TEL:0551-32-1211
E-mail:heart-project@shokokai-yamanashi.or.jp

「特許相談室」開設のお知らせ

会員ふれあい事業

賞状、副賞
(羽村市・北杜市特産物等
２万円相当)
※受賞者が高校生以下の場合は、
保護者の方に賞金を代理授与
します。

要望に
！
お応えして

昨年、スカイツリーへ行ったバス
ツアーは大変好評だったので、今
年も12 月中旬に開催することが
決まりました！行き先、内容につい
ては現在思案中です！
是非ご期待ください ( ^^) _Ũ̃

「商品開発・販路開拓」、
「地域の活力創出」
などに活用下さい ―「企業・地域活力創出支援事業」―
商工会では、会員企業が単独または、会員企業同士が共同して取り
組む商品開発や販路開拓、地域の新たな魅力の創出等に取り組む
事業に対して助成を行う「企業・地域活力創出支援事業」を昨年度

開催日時 H25 年7 月～H26 年3 月の毎月第２水曜日
午前１０時～正午（相談時間は30分程度となります）
開催場所 北杜市商工会
相談
相談内容

料

無
・特許権・実用新案権・意匠権（デザイン）
・商標権（ブランド）の取得、手続き方法のアドバイス
・新製品発売前の知的財産に関する注意事項
・過去の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の調べ方
・その他知的所有権（著作権・種苗品種登録等）全般

相 談 員 弁理士 志村正樹先生
（蔵の前特許事務所 代表）

■賞・賞金

より創設しています。あなたの企業の経営向上、地域の活力アップ
に向け積極的にご活用下さい。
対象：北杜市商工会員（グループ実施の場合は全員の加入が必須）
対象事業：新分野の進出・新製品開発や販路拡大等にかかわる事業
社会的課題対応など地域内の活力創出につながると期待
される事業

など

助成額：1案件につき300,000円以内とし、助成対象経費の10分の9
以内を助成（一部減額となる助成経費もあります）
＊詳しくは商工会へご相談下さい。
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平成25年6月20日

振興係

副主査 小泉 圭一

・労働保険事務代行
・青年部会・金融全般・高根大泉地区担当

副主査 大芝 ひろみ

・職員給与・源泉関係・文書管理
・労働保険事務代行・高根大泉地区担当

記帳指導係

主査 向山 繁樹

・建設工業部会・創業支援、経営革新、講習会運営
・長坂地区担当

主任 八代 多美

・記帳継続指導及び税務経理指導
・須玉明野地区担当

主任 船山 好美

副主査 大久保 貴章
・税務指導・商業部会・小淵沢地区担当

・記帳継続指導及び税務経理指導
・高根大泉地区担当

全職員 … 短期ビジョンの遂行

・記帳継続指導及び税務経理指導
・長坂地区担当

主任 小松 辰恵

主任 田中 いづみ

・一般会計、特別会計
・女性部会・長坂地区担当

主事 浅川 光子

主事 小林 明子

・商工業者、会員管理・広報誌発行・商工会会費徴収、管理
・各種共済・ごみ袋販売業務・須玉明野地区担当

・記帳継続指導及び税務経理指導
・白州武川地区担当

取引拡大支援 相談員
和泉 達男

地域資源活用販路開拓 普及員

佐藤 雄一

主事 小泉 早織

※業務担当は主担当業務のみ掲載

・記帳継続指導及び税務経理指導
・小淵沢地区担当

●経営指導員中田美秀は、笛吹市商工会へ異動

商工業者の皆様へ！

～ 日本政策金融公庫相談会開設中 ～
日本政策金融公庫甲府支 ●開催日
店の協力を得て相談会を
毎月第1 木曜日 午前10 時～午後3 時
開設しております。経営 ●場所
に欠かせない運転資金・
北杜市商工会本所 １階会議室
設備資金の調達に、公的
資金の活用を考えてみて ＊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
はいかがですか？
☎ 32-1211

法務局からのおしらせです!!

インターネットでの登記事項証明書等の請求が
さらにお安くなりました。

融資金利情報（基準金利）
主な貸付制度
（平成25年6月12日現在）

● 日本政策金融公庫
（普通貸付） 1.45～3.80％
● 日本政策金融公庫
（経営改善貸付） 1.65％
1.75％
● 商工貯蓄共済融資
２.９７５％
● 商工会会員融資スイフト500
※詳しくは商工会まで

◆お支払いはインターネット・ATM などで◆

登記手数料は、インターネットバンキング、モバイルバンキングやペイジー
（Pay-easy）対応のATM により納付していただくことになります。

☆登記手数料が安い上に、交通費も節約できてとってもお得です！☆
本年4 月1 日から登記手数料が改定され、登記事項証明書の発行手数料がお安くなりましたが、
ご自宅や事務所から、インターネットで例えば登記事項証明書の郵送による送付をご請求されま
すと、窓口での書面請求に比べ100 円（600 円→500 円郵送料込）お安くなります。
さらに、インターネットで請求の際、受領方法を「窓口受領」とすると480 円になります。
法務局に来てから書面請求される場合と比べると、待ち時間がない上に、手数料も20％節約できることにな
ります。※窓口受領にあたっては、請求人本人である情報を提供していただくことが必要になります。
登記事項証明書等をインターネットで請求する場合にあたってご不明な点は、下記までお問合せください。

お問合せ先 甲府地方法務局登記部門 ☎０５５－２５２－７１７６

27

日（月）北杜

総務係

25

年５ 月

・振興課統括
（補）・経営改善普及事業統轄
・指定管理者事業 ・白州武川地区担当

平成

課長補佐 斉藤 宏

市高根町農村環境改善セン

・振興課統括・総代会、理事会等会議運営
・職員服務人事渉外

ター大 ホールにおいて 、「 第 ９

・総務課統括・定款、規約、規定・委員会運営
・予算、決算、県・市補助金・須玉明野地区担当

第３号議案
第４号議案
第５号議案
第６号議案

回通常総代会」が市長、地元県

課長
（兼務）井出 一司

議 、金 融 機 関 な ど の 来 賓 を お

課長
（兼務）高野 正幸

振興課

平成24年度収支補正予算書承認の件
平成24年度事業報告書並びに一般会計・特別会計
収支決算書等財務諸表承認の件
平成25年度会費の金額並びに賦課徴収方法決定の件
平成25年度事業計画書並びに収支予算書決定の件
平成25年度借入金最高限度額及び取引金融機関決定の件
役員補充選任の件

迎 え し て 盛 大 に開 催 さ れ ま し

総括
（補）

第１号議案
第２号議案

た 。議 長 に は 萩 原 英 二 氏 が 選

総括

出 さ れ すべての 議 題 が 原 案 ど

事務局次長 高野 正幸

総務課

おり承認可決されました。

井出 一司

力みなぎる元気な商工会（2）

第９回通常総代会提出議案

～ 平成２５年度事務局機構組織図・事務分掌 ～
事務局長

平成25年6月20日

＊ 承認可決されました一部を掲載報告します。

○ 第２号議案 平成２４年度事業報告及び一般会計収支決算書

特別事業補助金1.5% 前期剰余金

収入の部

＊会員数 1,798 名 ( 加入者 70 名 脱退者 71 名 ) ＊総代会及び会議
1.4%
臨時収入3.0%
194,997,334 円
( 通常総代会・監査会 各１回、正副会長会議 12 回、理事会５回 )
使用料・
＊委員会（金融委員会 10 回、福利厚生委員会 1 回 その他の委員会 1 回）
特別賦課金1.5%
手数料
17.5%
＊講習会開催（集団指導 8 回、個別 4 回）
市委託補助金
会費
9.6%
12.9%
＊一般事業（商工会広報誌発行 3 回、総合振興事業 29 回）
市補助金
＊各部会活動（建設工業部会 20 回、商業部会 10 回）
小規模事業
19.0%
補助金
＊青年部活動 16 回 ＊女性部活動 21 回
33.6%
＊その他、北杜ものづくり・おもてなし支援事業、北杜企業人材育成支援事業、地域連携強化事業
（第８回北杜商工元気まつり）、商工会販売促進事業、商店街活性化イベント事業、高根町ポイント
当期剰余金1.6%
支出の部
カード活用支援事業、長坂ポイントカード活用支援事業、小淵沢町ポイントカード活用支援事業、
受託事業費2.0%
194,997,334
円
TMO 活動支援事業、会員福利厚生事業、小規模事業者新事業全国展開支援事業、事業継続計画
管理費
普及事業、企業地域活力創出支援事業、地域資源・農商工連携等推進支援事業、羽村市との産業
23.7%
交流、商工会新３年度行動計画策定、各地区事業等を行いました。

○ 第 3 号議案 平成２５年度会費の金額並びに賦課徴収方法決定の件

一般事業費
24.0%

経営改善普及
事業費
48.7%

会費金額（年額）
・法定会員：法人企業…15,600 円 個人…12,000 円 特別会費…合議により決定（360,000 円以内）
・定款会員：合議により決定…15,600 円以上
・特別会員：法人企業…15,600 円 個人…12,000 円 特別会費…合議により決定（360,000 円以内）
会費の徴収方法
徴収時期：年１回 ７月３０日 徴収方法：金融機関より自動振替
※年度当初から年度末までの間に脱会を予告した会員については原則として、
その年度は会員とみなし、年間会費を徴収するものとする。

○ 第４号議案 平成２５年度事業計画及び一般会計収支予算書

収入の部

特別事業補助金8.3％
＊重点事業 ①巡回訪問の強化と会員事業所の経営力の強化 ②会員増強運動の推進
202,781,972 円
前期剰余金1.6%
③自己財源の確保 ④商工貯蓄共済の推進⑤経営革新等認定支援機関としての支援
臨時収入0.1%
⑥専門家派遣制度を活用した企業支援 ⑦新たな３ヶ年ビジョンと行動計画の推進
特別賦課金2.0% 使用料・
⑧行政との連携強化
手数料16.7％
＊経営改善普及事業 (10 項目 )
市委託
＊一般事業 ①建設工業部会（5 項目）②商業部会（6 項目）③ 青年部会（11 項目）④女性部会（8 項目）
会費12.2%
補助金14.1%
＊その他 ①北杜中小企業人材育成支援事業の実施 ②地域連携強化事業（商工元気まつり）の実施
小規模事業
市補助金
③商工会販売促進事業の実施④商店街活性化イベント事業（すずらん祭り）への支援
補助金30.8%
14.2%
⑤高根ポイントカード活用促進事業への支援 ⑥長坂ポイントカード活用促進事業への支援
⑦小淵沢ポイントカード活用促進事業への支援 ⑧北杜ものづくり・おもてなし支援事業の実施
⑨地域資源・農商工連携等推進支援事業の実施 ⑩まちなか公園「おいでや」運営事業の実施
支出の部
⑪まちなか公園「おいでや」保守管理事業の実施 ⑫長坂商店街賑わい創出事業への支援
予備費1.6%
202,781,972 円
⑬商店街魅力再生事業への支援 ⑭小淵沢町 TMO 活性化事業への支援
管理費
15.3％
⑮市利子補給制度の推進 ⑯事業継続計画普及促進事業の実施
⑰企業の事業継承の円滑化に向けた支援 ⑱商工会組織強化事業（商工振興委員の設置等）の実施
一般事業費
37.1％
⑲商工会事業の広報活動の推進⑳商工貯蓄共済等共済事業の推進
経営改善普及
事業費46.0%
㉑企業・地域活力創出支援事業の実施 ㉒会員福利厚生事業（日帰りバスツアー等）の実施
㉓ 中小企業取引拡大支援事業の実施（新規）㉔ 地域資源等活用販路開拓事業の実施（新規）
㉕ 地域力活用市場獲得等支援事業（新商品・新サービスの開発支援事業）
（新規）
受託事業費

○ 第 6 号議案

役員補充選任の件

〈新任理事〉麻川 仁（青年部長）〈退任理事〉永関英文（前青年部長） ※青年部通常総会上での役員改選に伴う理事の変更

