2７年 5 月号

商 工 会 便 り
理事会を開催
4 月 24 日(金)に理事会を開催、次の第 1
号議案から第 4 号議案を審議しました。
① 会員加入承認及び脱退報告について
② 総代会の開催について
5 月 19 日（火） 10:00
③ 総代会提出議案について
④ 支部等報告、連絡事項
新たに次の方が入会されました(敬称略)
事業所名

代表者名

業種

住所

市村左官

市村春美

左官業

小倉

南濃旅行センター

伊川芳見

旅行業

南濃町

遠藤和雄

遠藤和雄

繊維業

岩道

田中技建設

田中政文

不動産業

大場

青年部通常総会で新事業計画
青年部では、4 月 28 日(火)に平成 27 年
度通常総会を開催し、本年度の事業計画を
決定いたしました。
毎回新たな企画で内容を充実する「養老
町グルメマップ」の発行、商工会員が町内
住民に向けて情報発信する「商工Ｎｅｗｓ
養老」
、部員の経営能力向上を図るため
「若手人
材育成助成
事業」など、
盛沢山の事
業を計画い
たしました。

利子・保証料補給制度をスタート
商工会を通じて融資を受けられた事業者
に利子・保証料補給制度を 4 月 1 日よりス
タートしました。

１．利子・保証料補給制度
【条件】
① 商工会員であること
② 商工会を通じて融資を受けること
③ 融資額の総額は、2,000 万円以下である
こと
【対象となる利子・保証料の種類】
① 日本政策公庫の各融資
◆経営改善資金 ◆新企業育成貸付
（マル経資金） ◆企業活力強化資金
◆普通貸付
◆生活衛生改善貸付
◆新規開業資金
② その他金融機関
◆商工貯蓄共済制度融資
③ 岐阜県信用保証協会
◆県小口等
◆県創業支援資金
※県創業支援資金の保証料については、県より補
給されるため、本制度では補給しません。

【利子補給の額】
対象融資の返済した額に対する利子の 1/2
の額とする。ただし、5 万円を上限とする。
利子補給の対象期間は、当該対象融資の実
行日より５年以内とする。
【利子補給の納付時期】
毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日までの利子
支払額に対し、遅延がなく、諸税（所得税・
法人税・健康保険税・固定資産税・住民税
等）を完納していること。
２．中小企業退職金制度への給付制度
【内容】
中小企業退職金共済法の規定による中小企
業退職金において、事業主が負担する当該
契約の対象従業員にかかる月額の一部を補
助します。補助対象掛金は、月額 5,000 円
を上限とします。

申込先：商工会

エキスパート・バンクで問題解決

商工会の実施した主な事業等

企業経営における課題を抱えておられる
小規模事業者の方々を対象に、専門技術や
知識をもつエキスパート（専門家）が直接
事業所へ訪問し、具体的・実践的な指導を
《初回無料》で実施します。
生産設備ラインの見直し、経営計画作成、
特許権・商標権の取得、店舗のレイアウト、
販売促進方法、新規メニュー開発、ホーム
ページの作成、パソコンソフトの活用方法、
就業規則の作成などにご利用ください。

4. 3 高田支部役員会（魚善）
4. 5 小畑支部通常総会（魚新）
4. 7 広幡支部監査（商工会館）
4. 7 女性部役員会（商工会館）
4. 7 商業部役員会（商工会館）
4. 8 多芸支部役員会（商工会館）
4. 8 外国人技能実習生 12 名入国
4. 8 結婚相談日（商工会館）
4.10 青年部監査（魚仲）
4.13 青年部全体会議（商工会館）
4.14 池辺支部役員会（ふなやす）
4.15 養老支部通常総会（千歳楼）
4.16 カード振興会役員会（商工会館）
4.17 日吉支部通常総会（魚新）
4.21 広幡支部通常総会（魚仲）
4.22 女性部監査（魚仲）
4.23 自治監査（商工会館）
4.24 理事会（役員会） （商工会館）
4.28 青年部通常総会（商工会館）
4.28 池辺支部通常総会（大阪市）
4.30 カード振興会監査会（商工会館）

マル経資金をご利用ください
商工会の経営指導を受けている小規模事業
者の方が、経営改善に必要な資金を無担
保・無保証人でご利用できる制度です。
資金使途

運転資金

設備資金

融 資 額

2,000 万円以内

返済期間

7 年以内
10 年以内
（据置 1 年以内） （据置 2 年以内）

利

率

その他

1.25%
ご利用にあたっては商工会会長の
推薦が必要です。

『商工Ｎｅｗｓ養老』掲載企業募集中
商工会青年部では商工会員の事業所のＰ
Ｒやお知らせ・求人などについて、毎月新
聞チラシで養老町内の皆さんへ情報発信す
る「商工 News 養老」を発行します。
発行日：毎月第 2 日曜日にチラシ折込
印 刷：Ｂ4 両面・1 色
枠数
スペース
掲載料
１枠 縦 53 ㎜×横 75 ㎜
7,000 円
２枠 横長(53 ㎜×横 155 ㎜)または縦長 13,000 円
３枠 横長(53 ㎜×横 233 ㎜)または縦長 19,000 円
※3 か月契約の場合は 10％割引

参加した主な会議等
4. 6 岐阜県融資制度説明会（ｼﾝｸﾀﾝｸ庁舎）
4. 8 西濃ﾌﾞﾛｯｸ広域支援室説明会
（安八町商工会）
4.13 事務局長会議（ＬＰＧ会館）
4.15 高田まつり交通規制会議（商工会館）

今後の予定
5. 7
5. 8
5.12
5.16
5.19

高田支部通常総会（商工会館）
青色申告会監査・役員会（商工会館）
女性部通常総会（神戸市）
多芸支部通常総会（菊亭）
通常総代会（商工会館）

発行：養老町商工会
TEL:32-0549 FAX：32-2862
E-mail：yourou@ml.gifushoko.or.jp

