力みなぎる元気な商工会

北の杜元気だより
第38号

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

リフティング大会や商工会員ブースをお楽しみに!!

平成２9年７月１日現在

商工業者数
2,431名
小規模事業者数 2,265名
商工会員数
1,728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

抽選券をお持ちください。
商工会テントでお待ちしています。
ディズニーリゾートペアチケット
他豪華賞品が当たります。

商工 元 気 まつり開 催

商工元気まつりを北杜市ふるさと祭りといっしょに開催いたしま
す。商工会員による飲食ブースはもちろん、サッカー体験コーナー
やバザーなど様々な業種で出店しています。
また恒例の抽選会も
行いますのでぜひ足をお運びください。

平成29年7月27日

商工会の現況

力みなぎる元気な商工会（4）

会員の皆様に

ご活用いただきたい制度等をお知らせいたします

販路
開拓

資格取得・研修受講助成金のご案内
資格取得・技能訓練等の受講に
ご活用ください！
●公的機関等で開催される各種研修、資格取得の受講料・受験料等

1人あたり５，
０００円（1企業年間２０，
０００円を限度）
●外部から講師を招いての社内研修会を開催する場合の講師謝金
の一部助成

１会員年間２０，
０００円が限度

【展示会等出展助成金のお知らせ！】

展示会の出展料 に対して 2/3以内
１企業

自社の製品や技術等を広く周知及び宣伝して販路開拓や受注拡大を図るた
めの展示会や見本市等の出展にかかる出展料費用の一部を助成いたしま
す。事業の拡大に向け積極的にご活用下さい。
予算に限りがありますので、お早めにご相談・お申し込み下さい。
・対象事業所 北杜市商工会員であること
・助成対象展示会 平成30年2月28日までに実施完了する販売を目的としない展示会・見本市等
・助 成 額 展示会出展料の2/3以内 1企業100,000円を上限に助成
・申請手続き 商工会へ連絡。商工会で所定申請書をお渡しします。
（商工会ホームページよりダウンロードできます）
商工会で申請内容を確認の上、助成の決定を行います。

インターネットで「何時でも」セミナー
北杜市商工会のWEBセミナーを利用して経営に役立てよう
北杜市商工会ホームページから無料でセミナーがご覧いただけます

http://www.hokuto-city-shokokai.jp/

経営に関する様々な課題を解決するため、弁護士、税理士、中小企業診断士、
弁理士、ITコーディネーター、信用保証協会が無料で相談に応じる「経営な
んでも相談室」を1月まで毎月開催します。
（事前予約制・相談時間1時間）

北杜市商工会のホームページから

こちらのバナーをクリック！

・日時 8月22日（火）、9月26日（火）、10月24日（火）、11月28日（火）
12月19日（火）、1月23日（火）
（時間はいずれも、午後1時〜午後5時まで）
・場所 北杜市商工会

会員は専用IDとパスワードを入れて
ログインすることにより412全ての

＊本相談室で解決できない場合や、継続的な支援が必要な場合は、
専門家が個別に行う制度もございます。

コンテンツが視聴可能となります。

ログインID hokuto
ログインPass 1211
でログインできます。

経理のお悩みを解決します！

「商工会記帳代行制度」正しい記帳と決算のために

ここから視聴
できます。

日々の売上げや仕入れを所定の用紙に記入しご提出いただくだけで、面倒な
記帳業務をあなたに代わってスピーディに処理し、各種帳票作成はもちろん経営
指標などの分析資料を作成いたします。
経理業務でのお悩みは商工会へご相談下さい。

金融相談会の開設

●開催日
●場所

毎月第１金曜日

採用

日本政策金融公庫甲府支店の協力を得て、毎月定例の相談会を開設しています。
諸経費支払いの運転資金・設備投資資金などお気軽にご相談下さい。

人のうごき
転入

〜日本政策金融公庫相談会開設中〜

転入

!!

100,000 円 を上限に助成します。

午前10時〜午後3時

（変更の場合もありますので、事前にお問合せ下さい。）

北杜市商工会

＊相談日1週間前までに商工会へお問い合わせ下さい。

融資金利情報（基準金利）

経営指導員

清水 一秀

経営指導員研修生

志村

拓哉

記帳専任職員

有野

絢乃

（昭和町商工会から異動） （山梨県商工会連合会から異動） （４月１日採用）

主な貸付制度（平成29年6月9日）

◯日本政策金融公庫（普通貸付）
1.16％~2.40％
◯日本政策金融公庫（経営改善貸付） 1.11％
◯商工貯蓄共済融資
1.975％（3年以内の場合）

＜転出＞

経営指導員
記帳専任職員

向山 繁樹
八代 多美

（南ｱﾙﾌﾟｽ市商工会へ異動）
（韮崎市商工会へ異動）

営知識と教養を前面に出し、地域振興やまちづくりの貢献に相応しいもの、創造性、
アイデアに富ん
でいる内容など、様々な発表がありました。㓛刀さんは女性部活動と地域振興・まちづくり
「割干し大
強く、
また表現力豊かに発表を行い、全国大会出場こそのがしましたが、すばらしい成績を納めまし
た。
この経験を活かし、なおいっそうの女性部活動の推進と今後の期待を胸に北杜市商工会女性部
は一丸となり躍進します。
只今女性部では、女性部事業に興味がある方など女性部員の募集も行って
います！詳しくは商工会までお気軽にご連絡下さい。

〜北杜市商工会の独自事業「創業サークル」
で夢を現実に〜
北杜市商工会では、創業者向けの経営に関する知識習得や創
業計画作成を応援するための特定創業支援事業「創業サークル」
を開催しています。北杜市が産業競争力強化法の創業支援計画
の承認を受けたことを背景に、商工会と市が連携し、
「ワンストッ
プ相談窓口」
として創業者への個別支援の充実を図ることで、
より高度で実践的な専門知識が
身に付けられます。
この事業の特色は、
少人数制（３〜５
人 ）によるサークル
形式で実施する点で、サーク
ル毎に専門講師を１名配置し、商工会が独自に
作成した「創業テキスト」
「ビジネスプランシート」を活用し、国が
定める4つの知識「経営」、
「財務」、
「人材育成」、
「販路開拓」の習
得を目指しています。15時間のカリキュラムが設定されていて、講
義の日程や時間帯は、受講者主体によって設定することが可能
で、受講者の視点に合わせた運営が特徴となっています。
また、創業予定者の業種は多種多彩であることから、ネットワー

クづくりの場として創業者同士の情報共有や創業後の良好な関
係を築く機会も提供しています。
創業サークルにおける全てのカリキュラムを履修すると
「特定
創業支援事業」
としての修了証が交付され、国や北杜市、関係機
関等の各種補助金や融資制度における利子補給や保証料
の助成、開業資金の調達に向
けた融資申込に有
利となる等 、円
滑 な 創 業を目
指す上で大変有
益なものとなっています。
平成29年度第１期創業サークルを、６月中旬
より順次開催しております。
これから創業を検討している方、創業に興味のある方は、当会
（TEL：0551-32-1211）
までお気軽にご相談下さい。
私達商工会があなたの創業までの道筋を全力で応援します！
一緒に夢を掴み取りましょう！

「青年部員の意識改革を目指す」㓛刀孝次郎氏、県青連会長に就任
山梨県商工会青年部連合会第45回通常総会にて、任期満了に伴う役員改選が行われ、北杜市商工会青年部長

の㓛刀孝次郎氏が県青連会長に就任しました。
青年部員として、様々な事業に参加していく中で、全国各地の仲間との出会いや青年部事業に対する思いと姿
勢に多くの感銘を受け、
自らも青年部員に刺激を与えられる存在になりたいとの思いから会長に立候補したそう
です。
現在、青年部の全国共通の課題として部員数の減少が挙げられます。
これは青年部の存続に係わる問題で、部
員増強は必要不可欠となっております。一方で、部員１人１人が高い意識のもと
「自覚」
と
「責任」
を持って事業に取り組み、
「行動できる人材」
として成長することが重要となっています。
「意識改革」について、㓛刀会長は「各青年部長の事業に対する自覚や責任の芽生えが、部員に影響を与え、意識の統一化につながる。
自ら
が先頭に立って事業を遂行できる人材を育成し、新たな一歩を踏み出す仕組みづくりに取り組みたい」
と熱く語っています。
さらに、本年は青年部連合会・女性部連合会組織化50周年の年であり、記念式典や記念事業が開催されます。㓛刀会長は「50周年は節目の
年であり、
さらなる50年後に向けたスタートの年でもある。将来、青年部で培った知識やノウハウを部員自身の事業所に役立てながら、商工会
の後継者として、組織活性化の推進力となること、新しい町づくりの原動力となる部員を１人でも多く育てること、
それが地域貢献につながる」
と意気込みを語っています。
今日も青年部組織の成長の為に、力の限り広い北杜市を飛び回っています。

※承認可決されました一部を掲載報告します。

臨時収入
2％

第2号議案 平成28年度事業報告書及び一般会計等収支決算書承認の件
＊会 員 数
＊総代会及び会議開催
＊委 員 会
＊講習会開催
＊指 導 件 数
＊金 融 斡 旋
＊一 般 事 業
＊各部会活動
＊青年部活動
＊女性部活動
＊そ の 他

平成28年度

決算書

特別賦課金
2％

市補助金
29％

収入の部
当期剰余金
3％

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31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、年会費を徴収するものとする。

平成29年度事業計画書及び収支予算書決定の件

平成29年度基本方針
【中・長期目標】
「経営計画づくりと実行を通した時代環境変化に順応できる事業者の創出強化」
【基本方針】経営改善・改革に向けた伴奏型支援を強化し企業力向上につなげる！

（企業力向上＝売上・利益の向上）

＜組織強化＞
①会員増強運動の推進
②自己財源の確保
③商工貯蓄共済他、各種共済
の推進

経営改善

支出 普及事業
47％

一般事業
29％

支出の部

175,861,837 円
前期剰余金
3％

臨時収入
2％

平成29年度

予算書

会費
14％

手数料
19％

収入 小規模事業
市
補助金
30％

特別賦課金
2％

収入の部

補助金
31％

177,249,342 円

当期剰余金
3％
管理費
16％
経営改善

支出 普及事業
一般事業
34％

○地域の小規模事業者が気軽に相談できる
「場」の創出
○経営計画策定支援ツールを活用した経営計画策定事業所の創出・強化
（支援ツール：経営問診票・損益分岐分析・経営計画策定ノート）
○伴走型による経営計画策定から計画実施支援の強化
○経営計画実現化に向けたサポート事業の活用支援

補助金
31％

175,861,837 円

管理費
21％

第3号議案 平成29年度会費の金額並びに賦課徴収方法決定の件

＜個別支援＞
①経営発達支援計画の策定と実行による経営力向上支援
②需要を見据えた経営の促進を図る経営計画策定支援
③専門家派遣制度を活用した支援
④各種支援施策の活用啓発と実施支援
（持続化補助金、
ものづくり補助金等）
⑤創業者支援の強化
（創業計画策定に向けた「創業サークル」
「個別相談会」の実施）
⑥経営実態把握のための記帳指導の強化

会費
14％

収入 小規模事業

小規模事業者経営計画作成支援事業、小規模事業者持続化補助金申請支援、
小規模企業等総合経営支援事業、商工会販売促進事業、販売促進ツール利用
促進支援・改善事業、商店街コミュニティ活性化事業、小規模事業者経営改善
資金利子補給金、地域連携強化事業、企業地域活力創出支援事業、羽村市と
の産業交流

第4号議案

13

前期剰余金
2％

手数料
20％

1,747名（加入者57名 脱退者51名）
通常総代会・監査会各1回、正副会長会議12回、理事会5回
金融委員会26回、福利厚生委員会1回
集団研修4回（延べ53名） 個別研修5回（延べ1,876名）
巡回指導：639社 延べ1,761回 窓口指導：1,318社 延べ6,468回
斡旋件数 135件 斡旋総額 838,230千円
商工会広報：3回（内一回は市内全域）、総合振興事業：44回
建設工業部会13回、商業部会6回
青年部 経営研修会等 19回
女性部 地域資源活用及び特産品開発事業等 34回

13

30

回通

根はおふくろの味」
と題し6年間継続した地域資源（浅尾大根）
を活かした女性部事業の集大成を力

29

第 回通常総代会開催

女性部代表者による主張発表では、女性部事業を積極的に推進し、商工業に携わる女性としての経

13

年５月 日︵火︶北杜市高根町農村環

7月4日東京都昭島市フォレストイン昭和館において、関東ブロックの商工会女性部リーダーが一

堂に会し、女性部活動推進のための情報交換や資質向上を目的として開催されました。1都10県の

28

平成

第2位の優秀賞を受賞いたしました！

28

境 改 善 セ ン タ ー 大 ホ ー ル に お い て﹁第

交流研修会

29

常総代会﹂が︑産業観光部長︵市長代理︶︑県議︑

山梨県代表として女性部 㓛刀三恵子さんが主張発表を行い、

29

市 議︑金 融 機 関 な ど の ご 来 賓 を お 迎 え し 盛 大

商工会女性部

29

回通常総代会提出議案

第１号議案
平成 年度収支補正予算書承認の件
第２号議案
平成 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
第３号議案
平成 年度会費の金額並びに賦課徴収方法決定の件
第４号議案
平成 年度事業計画書並びに収支予算書決定の件
第５号議案
平成 年度借入金最高限度額及び取引金融機関
決定の件

1,200名の女性部リーダーが集結！

関東ブロック

に開催されました︒議長には︑千野秀一氏︵大

力みなぎる元気な商工会（2）
泉︶が選出され︑すべての議案が原案通り承認

平成29年7月27日

可決されました︒

平成29年7月27日

第

（3）
力みなぎる元気な商工会

支出の部

47％

177,249,342 円

＊その他
①販売促進ツール利用促進改善事業
の実施支援
②第13回北杜商工元気まつりの実施
③企業・地域活力創出支援事業の実施
④会員福利厚生事業（日帰りバスツアー等）の実施
⑤北杜シンポジウムの開催支援

＜その他＞
①行政との連携強化
②公共、金融機関等との連携強化

