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“○○をやってみたい、挑戦してみたい！でもどうやって…？”
“お客さんが減ってきた。何か始めたいけどきっかけがない…”

小規模事業者が商工会と一体となって取り組む、

販路開拓に必要な費用の３分の２を補助します。
※７５万円以上の補助対象経費に対して５０万円を補助。
※７５万円未満の補助対象経費に対して３分の２を補助。

最近こんなことはありませんか？一度ご相談ください！
小規模企業が商工会の支援を受けながら取り組む、

「新たな需要の開拓」や「生産性の向上」に必要な費用の
３分の２（補助上限５０万円）が補助されます！
★この事業を申請するには以下の内容に気を付けてください。★

＜販路開拓につながる様々な取り組みに活用！＞
・チラシ配布、ＨＰ制作、各種広告媒体の活用

・申請にはやりたいことを整理した事業計画書等が必要。
・県内の小規模企業が対象。

・商品パッケージ、包装デザインの一新

※注意！過去に経営革新計画の承認を受けた企業は対象外！

・商談会、見本市への出展

・小規模事業者持続化補助金と併せての申請は出来ません！

・店舗改装、新商品開発、新機械装置等の購入

など

事業計画！？そんなの作ったことないよ…

会社及び個人事業主であり、常時使用する従業員の数が一定以下の商工

安心して下さい。計画書の作成も天竜商工会にてお手伝い

業者が対象！

します♪

卸売業、小売業、サービス業、
（宿泊業・娯楽業以外） ５人以下

受付の締め切りは平成２９年６月３０日（金）まで！

サービス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業その他

まずはお気軽に天竜商工会最寄りの支所までご相談ください！

２０人以下

受付の締め切りは平成２９年５月３１日（水）まで！
お問い合わせは天竜商工会の最寄りの支所までご相談ください！
天

竜☎０５３－９２５－５１５１

春野☎０５３－９８９－０１８２

佐久間☎０５３－９６５－０３２５

水窪☎０５３－９８７－０４３２

平成２９年４月１日から雇用保険料率は以下のとおりとなります。
詳しくは厚生労働省または最寄りの労働局、ハローワークまで！

平成２９年度雇用保険料率
負担者
事業の種類

①
労働者負担
（失業者等給付の保険料率のみ）

②
事業主負担

①+②
雇用保険料率

一般の事業

3/1,000

6/1,000

9/1,000

（２８年度）

4/1,000

7/1,000

11/1,000

農林水産・※
清酒製造の事業

4/1,000

7/1,000

11/1,000

（２８年度）

5/1,000

8/1,000

13/1,000

建設の事業

4/1,000

8/1,000

12/1,000

（２８年度）

5/1,000

9/1,000

14/1,000

【ﾊﾛｰﾜｰｸの所在案内】

http://mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

＜平成２９年度「全国安全週間」スローガン＞
組織で進める安全管理

みんなで取り組む安全活動

未来へつなげよう安全文化

静岡県が発注する物品購入等及び一般業務委託に係る競争入札に
参加するためには、静岡県が行う資格審査を受け、入札参加資格
を有していることが必要です。
＜申請が必要な方＞
平成２９年９月から平成３２年８月までの間に静岡県が行う物品
購入等及び一般業務委託の競争入札に参加を希望される方
※有効期間が平成２９年８月３１日までの資格をお持ちの方も、
引き続き競争入札に参加を希望する場合は必ず申請して下さい。
○現在、資格登録があり、更新をしようとする業者
受付期間：平成２９年５月２２日（月）～６月１６日（金）必着
申請方法：申請書及び添付書類一式を郵送（簡易書留）
○新規登録又は更新等手続きを行い得なかった業者
受付期間：平成２９年７月３日（月）～７月１８日（火）
申請方法：県庁西館４階第２会議室に申請書類を持参
お問い合わせは静岡県出納局用度課

☎０５４－２２１－３２４０まで

平成２８年分の確定申告が終わり一段落・・・
ですが、申告の後にもやる事があるのはご存知ですか？
申告書の内容をもう一度確認することで納税額や還付金の誤りが
見つかったりすることもあります。誤りがあった場合は「更正の
請求書」又は「修正申告書」を提出することで修正することが出
来ます。※提出期日がありますのでご注意ください！
他にも帳簿などの保管は紙面保管が必要です！
保存期間などに気を付けて保管管理をお願いします。

静岡県では消防団員の確保のため、消防団の活動に協力する事業
所に対して、県税の控除（限度額１００万円）を行っております。
県税の控除は申請をしていただかないと対象になりません！

ます！
余裕を持って対応するため、以下のポイントを意識していきまし

詳細は【静岡県消防保安課】のホームページをご覧ください。

ょう！

URL：https://www.pref.shizuoka.jp/bousai/event/syobodan.html
連絡先：西部危機管理局地域支援課
☎０５３８－３７－２２０９

平成３１年１０月１日より消費税の“軽減税率制度”が導入され

ポイント１：軽減税率制度に関する情報収集
○商工会や商工会議所等が開催するセミナーなどに参加
ポイント２：新たに発生する仕事の洗い出し
○取り扱う商品の適用税率の確認など
※贈答用の飲食料品、社内で供する茶菓などに注意！
ポイント３：レジやシステムの確認
○取引先の対応を確認、補助制度の利用検討
※POS レジのシステム申請受付期間、改修完了期限に注意！

商工会「福祉共済」の傷害プラン（ケガの補償）に新たに

“個人賠償責任保険”が追加され、掛金はそのままでさらに
幅広く保障されるようになりました！

ポイント４：社内体制の整備
○お客様への対応見直し、従業員研修、適用税率への経理対応
○値札や広告、商品カタログの改訂など
制度の詳細については最寄りの税務署、商工会までお問い合わせ
ください！

“個人賠償責任保険”って？
日常の生活で他人にケガをさせたり、お店の商品（他人の物）を
壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合に引受会社にて
保険金を支払う保険です。
昨今、よく耳にするようになった労働問題、ニュースなどでも大きく報道
例）・自転車を運転中にあやまって他人と衝突してケガをさせてし
されることが多くなり、企業などで働く従業員にも不安が残る問題です。
まった。
「残業手当が支払われない」、「有給休暇が取れない」、「突然辞めろと
・買い物中にあやまって商品を落としてしまい壊してしまった。
言われた」など、他にもパワハラやセクハラ、職場の人間関係、労働災
害、就業規則の見直しなど、“労働”に関することはたくさんあります。
他にも様々な状況で、損害賠償責任が起こる事があります。
商工会福祉共済では、引受会社（東京海上日動㈱）が仲介に入り、
交渉から保険金の支払い（１事故１億円限度）まで補償します！
現在、商工会の福祉共済傷害プランに加入されている方には自動的
にこの保険が適用されています！
※ライト・シニアプランは適用されていません。
この機会に、詳しく聞いてみたい、加入したいという方は、お気軽
に天竜商工会までご相談ください！

“毎月保険料を払っているけど、もう少し安くならないかなぁ…”
“付き合いでいろいろ入っているけど、
どんな時に保障されるのか忘れちゃった”
“会社が大きくなって仕事の量も増えたけど、

頭を抱えて悩む前に…
ご来所による相談はもちろん、電話相談やメール相談にも対応！
月に１回、弁護士による労働相談会も無料実施！（予約制）
＜相談窓口＞
来所相談：西部県民生活センター ☎０５３－４５２－０１４４
浜松市中区中央１－１２－１ 県浜松総合庁舎３階
月～金 ９：００～１２：００・１３：００～１６：００
（土日祝日、年末年始を除く）
※第３水曜日に弁護士による無料相談会を実施しています。
電話相談：フリーアクセス☎０１２０－９－３９６１０
※携帯電話、IP 電話からはご利用できませんので、県民生活
センターへ直接おかけください。
メール相談：労働政策課ホームページよりご相談ください。
HP：http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-210/index.html
他、お問い合わせは静岡県経済産業部就業支援局労働政策課
☎０５４－２２１－２８１７ まで

従業員の補償をもう少し充実させた方がいいかな…”
このようなお悩みを抱えたことはありませんか？
人生で１番高い買い物は「マイホーム」ですが、２番目に高い買い
物は「生命保険」だとも言われています。
ご加入中の保険の内容を確認することは大切なことだと思いません
か？
保険の加入内容を確認する機会は意外と少ないものです。
天竜商工会では、ジブラルタ生命保険株式会社の方とともに保険関係
のご相談に無料でご対応しています！
ご相談を希望される方は天竜商工会までご一報ください。ジブラルタ
生命保険株式会社の方と日程調整の後、ご対応させていただきます。
詳細は、天竜商工会最寄りの支所までお気軽にご連絡ください♪

５月
22 日(月) 天竜商工会第 11 回通常総代会
天竜商工会研修ｾﾝﾀｰ
28 日(日) 第 7 回ｵｰﾙﾄﾞｶｰ in K’Z ROAD
春野ふれあい公園
（主催：天竜区観光協会春野支部）

６月
3 日(土) ～4 日（日） 天竜夏の蔵ｼｯｸ
ﾔﾏﾀｹの蔵
（主催:おかみさんの会 ﾘﾘｰｽﾞ）
℡080-5117-4587
4 日(日) ふたまた軽ﾄﾗ市
ｸﾛｰﾊﾞｰ通り商店街北側
（主催:天竜商工会二俣支部）
℡925-5151
☆天竜商工会はクールビズを実施しています！（5/1～10/31 まで）☆

