
新津商工会議所 No.400-1 2019 年 10 月 23 日

TEL:22-0121
FAX:25-2332

メール配信随時受付中！(メール配信への切替は当所 n-cci@fsinet.or.jp までお知らせ下さい)

CCI･･･Chamber of Commerce and Industry ＝商工会議所【会員様へいち早く情報をお届けする情報誌です】

資金繰り円滑化相談会（毎月､定例開催！）
中小企業者の事業の円滑な資金調達を支援するため、新津商工会議所を会場に定例

相談会を開催しています。どうぞご利用ください。

●新潟県信用保証協会定例相談会（原則毎月第１火曜日１０：００～）

１１月 ５日(火)・１２月 ３日(火)

●日本政策金融公庫定例相談会（原則毎月第２火曜日１０：００～）

１１月１２日(火)・１２月１０日(火)
相談会のご利用の際は当所経営指導員(近藤、真野、柳)までご予約をお願いします。

＊＊＊11月の主なスケジュール＊＊＊

開催日時 種別 内 容
11月17日(木) イベント NNSレディースデー抽選会

新津駅 18:00～

金融情報 日本政策金融公庫 国民生活事業の融資概要

ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ貸付 4,800万円 運 転 8年以内
基準利率（担保有の場合）

設 備 １５年以内
１．１６％～１．９５％

普通貸付 4,800万円
運 転 5年以内

※担保無も設定できます
設 備 10年以内

◎セーフティネット貸付や普通貸付申込書に添付していただく書類は一般的には

次のとおりです。
【個人営業の方】 【法人営業の方】

・申告決算書 最近2期分 ・履歴事項全部証明書または登記簿謄本

（申告されている場合） ・最近２期分の確定申告書・決算書

・見積書 ・最近の試算表（決算後6カ月以上経過しているか、

（設備資金をお申込の場合） または事業を始めたばかりで決算を終えてい

ない方）

・見積書（設備資金をお申込の場合）
★お申込み・お問い合わせ先★

日本政策金融公庫国民生活事業の融資申込は公庫新潟支店

(TEL:025-246-2011・FAX:025-246-2022)か当所まで。

金融情報 経営改善貸付（マル経融資 ※無担保・無保証人）

運 転 ７年以内 利率 １．２１％
融資限度額 2,000万円

設 備 10年以内 ※201９年10月1日現在

融資対象者は、下記の要件を全て満たした方
①原則として６ヶ月以上、商工会議所の経営指導を受けている方

②最近１年以上、新潟市秋葉区(新津地域)内で事業を営んでいる方
③常時使用する従業員が商業・飲食業・サービス業では５人以下（宿

泊業及び娯楽業は２０人以下）、製造業・その他業種では２０人以下
の法人・個人事業主の方

④所得税、法人税等の納期到来分の税金を完納されている方
⑤日本政策金融公庫国民生活事業の融資対象業種を営んでいる方

★お申込み・お問い合わせ先★ 新津商工会議所

３名の経営指導員が地区別に相談に応じています。
（東･南部地区：近藤、西部地区：真野、北部地区：柳）
経営改善貸付の他にも様々な融資制度がありますので、お気軽にご相談下さい。

年末調整・決算・消費税申告相談会
《 年末調整 》○日 程 ：１月１４日(火)・１５日(水)
《 所 得 税 》○日 程 ：２月１７日(月)・１８日(水)

３月 ２日(月)・ ３日(火)・ ４日(水)・ ５日(木)
《 消 費 税 》○日 程 ：３月２７日(金)

○時 間 ：９：００～１２：００／１３：００～１６：００
○会 場 ：新津商工会議所 ３Ｆ

※所得税・消費税相談会は待ち時間短縮のため時間予約をお願い致します。
※わかるところは記入してきてください。
※所得税・消費税申告相談につきましては、若干の手数料をいただきます。

ご了承ください。年末調整相談会は無料。
※税理士関与の方はご遠慮ください。
○主 催：新津商工会議所／新津中小企業相談所
○共 催：新津青色申告会

マザーズ再就職支援セミナー開催
結婚･出産･子育て等により､就業生活を中断した後に再就職を希望する者に対する就
職支援をする｡また､秋葉区内から通勤可能な企業･団体等の説明を実施し､地元での再
就職に向けた支援をおこないます｡

◆対象者 結婚･出産･子育てなどで退職し､その後再就職を希望される女性
◆日 時 令和元年11月21日(木) 13:30～15:30
◆場 所 新津健康センター(新潟市秋葉区程島1979-4)第1健康学習室
◆定 員 セミナー･企業紹介 20名(先着申込み順)
◆参加料 無料
◆保育室 新津健康センター 母子保健室

生後6ヶ月から就学前までの幼児12名程度(事前申込み必要)
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●○勤労者福祉共済 加入受付中！○●
勤労者福祉共済は事業所にお勤めの方々への福利厚生を目的とした共済です。１人に

つき３００円／月の掛金で下記の事業を利用することができます。まだご加入いただい
ていない新津商工会議所会員事業所様は、ぜひ御検討ください。

①給 付 事 業…結婚、出産、入学（小・中学校）、銀婚祝金。
永年勤続ほう賞金、死亡弔慰金。
障害、傷病、住宅災害見舞金の給付。

②余 暇 事 業…余暇施設を会員特別価格で利用可能。
※令和元年度は花水、新津美術館、サントピアワールド、

海の家の割引券を配布しました。
③健 康 維 持 事 業…新津商工会議所の定期健康診断の補助。
④福利厚生資金貸付事業…冠婚葬祭、出産、療養、耐久消費財の購入、教育など資

金の貸付。

※給付金の請求期間は給付事由発生日から１年以内です。
各種給付事項に該当がないか今一度ご確認ください。

お問い合わせは、新津商工会議所へ

2019 Niitsu Night Station

”酒っ衆っ歩っぽ”（しゅっしゅっぽっぽ）
しゆ しゆ ぽ

出発進行（開催）のお知らせ
このイベントはもっと新津の夜の飲食店を知ってもらおうと企画され、

毎年好評を得ている、"チケット制の飲み歩きイベント"です。
今年は新企画「レディースデー抽選会」を木曜日に新津駅で開催。
みんなで新津の町を盛り上げましょう！

【開催期間】 １０月２５日(金 )～ １１月１３日(水 )

【ﾁｹｯﾄ価格】 １セット（３枚綴り）2,400円 ※当日券

【販売場所】 ・デイリーヤマザキ新津駅前店(24H)

"酒っ衆っ歩っぽ"（しゅっしゅっぽっぽ）とは
お客様に17:00以降に営業する飲食店で利用できる共通チケット綴
りを購入していただき、開催期間中、各参加店にてチケットを利用し
１ドリンク＋フードを楽しんでもらう取り組みです。

お問い合わせ先：新津商工会議所（担当：近藤）TEL:0250-22-012１

補助金情報
＜新潟市次世代店舗支援事業＞

既存店魅力向上事業【制度概要】
・市内で小売業、飲食業、生活関連サービス業のいずれかを営んでい

る方（従業員が５名以下又は売場面積２５０㎡以下の店舗）
・申請日以前に１年以上継続して同一店舗で同一事業を営んでいる方

対 象 者 ・過去に、地域魅力アップ応援事業や次世代店舗支援事業の補助金を
受けていない店舗

・補助事業に着手していない店舗 他
※上記全ての要件を満たす必要があります。
次のいずれかに該当する売上・来店客数増加のために行う､魅力的な店
舗への改装等

対象事業
1.少子・高齢化対応 2.地域交流の促進 3.地域資源活用
4.店舗の付加価値を高める取組み（強みづくり）

対象経費
店舗の改装費や備品購入費
（店舗の新築又は移転に伴う工事や備品購入ではないこと）

補助金額 補助対象経費の１／３（上限50万円）※事業承継の場合100万円
申請受付 第２期 令和元年１１月１日（金）～
期 間 （※先着順に受付し、申請総額が予算額に達し次第、受付を終了）

★お問い合わせ・書類提出先★
新潟市秋葉区役所産業振興課商工観光係 TEL:0250-25-5689
・要件や手続きの詳細資料については、新潟市ホームページからダウンロード

できます。（新潟市ホームページで「次世代既存店」検索）
・申請時には事業計画・収支計画書の提出が必要です。経営についてのご相談は

当所、金融機関などをご活用下さい。

日本年金機構からのお知らせ
◆国民年金保険料の納付のご案内について民間委託を実施しています

過去2年以内の国民年金加入期限のうち、保険料納付の確認ができない期間がある場合、

下記の委託事業者から電話･文書･戸別訪問により、納付のご案内をさせていただく場

合がありますので、従業員の皆様にお知らせ下さい。

≪委託事業者≫

事業者名：アイヴィジット･東洋紙業共同企業体

電話番号：０５７０－０２１－７８１

（IP電話からは０３－３９４１－３１６２）

＊民間委託についての詳しい内容は､日本年金機構ホームページで確認できます。
日本年金機構ホームページ https://www.nenkin.go.jp/

◆あなたの年金 簡単便利な『ねんきんネット』で！
●『ねんきんネット』は、ご自身のこれまでの年金記録や、これから受け取る年金見込額など、
年金に関する情報をパソコンやスマートフォンで簡単に確認できるサービスです。

●新たに、日本年金機構が発行する各種通知書の再交付申請も可能となりました！従業員
の皆様へぜひご周知くださるようお願いします。


