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商工会の金融相談日
『一 日 公 庫』

経営を見つめ直したい経営者の皆様へ

新事業チャレンジ塾 2016 受講生募集

『一日公庫』とは、商工会館で日本政策金融公庫の担当
「現状を変えたい」、「新しいことに着手したい」・・・
そんな想いを大きく育てます!!

者と面談していただき、即日決裁が可能となる融資相談のこと
です。（案件により即日決裁できない場合もあります。）
夏に向けての資金調達にぜひご利用ください。

「新事業チャレンジ塾 2016」では、既存事業の見直しと新
事業展開へのプラン作りを行い、最終的には「経営革新計画」
として県知事の承認獲得を目指します。
この機会に想いを込めた経営プランを作成し、事業所の可能
性を大きく広げましょう。
本会経営指導員が全力でサポートします。
【塾のカリキュラム】
キックオフセミナー
7 月 28 日(木) 19:00～22:00
個別相談会
1 社につき２回（１回 2 時間）
詳細及びお申込みに関しては、7 月上旬に案内文書を郵送
いたしますので、ご確認ください。
（担当：横畑・後藤）

源泉所得税(納期特例分)の
納付期限は 7 月 11 日(月)です
本年 1 月から 6 月分の源泉所得税（納期の特例分）の
納期限は 7 月 11 日(月)となっています。
納付税額が発生しない場合でも、税額０円の納付書を作
成して税務署に提出する必要があります。
商工会では、下記の通り相談日を設けておりますので、お気
軽にご相談ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【日 程】 ７月１日(金)～７月 11 日(月)まで
【場 所】 多可町商工会館
【内 容】 源泉所得税（納期特例分）の納付書等の作成
【持参物】 ●１～６月までの給与明細
●源泉徴収簿
●昨年の源泉所得税関係書類(源泉所得税関
係書類の綴り)
●納付書(毎年末に税務署から届く住所・氏名
等が印字済のもの）
※納付書がない場合は、すぐに商工会へご連絡ください。
（再発行の手続きが必要です）
※期日を過ぎると延滞税が掛かる場合もあります。
（担当：経営支援課）

【6/27 現在：年利固定 1.55％～】

7 27

日時： 月
日(水)
場所：多可町商工会館

11:00～

【申込〆切】7 月 15 日(金)
※事前の申し込みが必要ですので商工会までご連絡ください。
（担当：金高）

公庫のマル経融資には
多可町の利子補給制度があります
多可町では、日本政策金融公庫の「マル経融資（小規模
事業者経営改善資金融資制度）」（※無担保・無保証
人）を利用した事業者に対して、平成 25 年からスタートした
多可町独自の利子補給制度があり、今年度も継続実施され
ています。
この制度は、マル経融資の支払利息の半額が、借入当初２
年間、町から補助されるもので、多くの会員事業所の皆さんが
利用されています。
マル経融資を受けるには、小規模事業者であることなど、各
種条件がありますので、まずはお気軽にお問合せください。

対象事業者

①多可町商工会から推薦を受け日本政策
金融公庫から平成 25 年 4 月 1 日以降に
マル経融資を受けた事業者。
②町の各種公共料金（町税・国民健康保
険・上下水道料金など）を全て完納してい
る事業者。

内 容

マル経融資実行後、支払利息の半額を２
年間、町から補助。
（ただし元本返済の遅延に伴って生じた利
子の増額分は対象としません。）
利子補給の対象となると
最初２年間は、実質金利が 0.65％と有利
です。
（マル経 6/27 現在利率 1.3％）
（担当：金高）
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北はりまビジネスフェア出展事業所に
対する助成事業について

大西君(大西自動車鈑金塗装工業所)が
県大会に出場決定！

北播磨 5 市 1 町の企業が一堂に会し、優れた製品・サービ
ス・技術を内外に発信するとともに、北播磨地域の企業のビジ
ネスマッチングや事業のコラボレーションを図る展示商談会『北
はりまビジネスフェア』が、今年も開催されます。
さまざまな業種の出展がある中で、今回は特別展示として
「女性が活躍する企業展」が開催され、今までとはまた一味違
った展示会になると思われます。
この展示会出展に際し、商工会では 7 月 29 日(金)までに
お申し込みいただいた場合に限り、1 事業所 10,000 円を上
限に助成いたします。（1 コマ分の出展料の金額に相当）
出展ご希望の方は、商工会までご連絡ください。

去る 6 月 26 日に吉川町にて開催された「東・北播磨地区
商工会青年部大会」の主張発表大会において、当青年部か
ら大西茂君が出場。
「生々しい話」をキーワードに、部員同志の本気の交流による
お互いの成長について発表し、見事最優秀賞を受賞されまし
た。姫路で開催される県大会での健闘を期待しています。

【日時】 10 月 21 日(金)～22 日(土)
【場所】 小野市総合体育館(アルゴ)アリーナ
※展示ブースでの有効的な展示方法等、出展に関しての専
門家を交えた事前相談(無料)の希望にも対応いたしますの
で、ぜひとも積極的にご相談ください。
（担当：本庄）

（主な予定のみをピックアップしています）

7 月の予定
3日
4日
5日
6日
8日
8日
10 日
11 日
15 日
27 日
28 日

東・北播磨地区商工会女性部連絡協議会親睦事業

集客力向上セミナー
青年部常任委員会
県青連 幹部講習会（主張発表大会）
金融懇談会
実践部と加東市異業種交流会との意見交換会
八商連シール交換会
源泉税納付期限日（納期特例分）
多可高校「職業人講話」（実践部）
一日公庫
新事業（経営革新）チャレンジ塾

県内の優れた技術・製品・部材を顕彰

「ひょうご No.1 ものづくり大賞」大募集
兵庫県では、県内に集積したものづくり企業の優れた技術や
製品・部材を顕彰する「ひょうご No.1 ものづくり大賞」の募集
が、7 月 1 日(金)から 9 月 30 日(金)まで行われます。
審査部門
●技術部門（企業が有する技術そのもの）
●製品・部材部門（企業が製造した製品・部材）
応募資格
県内に事業所を有する「中堅・中小企業」
（中堅・中小企業とは、以下のいずれかに該当する企業）
①資本金または出資総額が 10 億円以下
②常時使用従業員が 300 人以下
受賞のメリット
●県のホームページや県が作成するカタログで PR
●ひょうごものづくり・クリエイティブビジネス販路開拓支援事業
補助金の支援（展示会出展費用等 1,000 千円 補助対
象経費の 1/2 以内）
●資金調達の支援（「新技術・新事業創造貸付」 利率
0.95％、限度額 2 億円、貸付期間 10 年）
お問合せ
県産業労働部産業振興局工業振興課ものづくり支援班
TEL 078-362-3801
（担当：経営支援課）

職員コラム

商工会職員の資質向上を目的に実施さ
れています「経営支援事発表大会」の第 5

回大会が神戸市で開催され、『商工会における伴走型支援の
在り方』をテーマに、東・北播磨ブロックの代表として、私、後藤
が参加し最優秀賞を頂くことが出来ました。
偏に事例発表にご協力頂きましたサカモトメタル㈱坂本規文
社長始め、関係各位のご支援・ご声援のおかげと有り難く存じ
ております。今後、多可町の名を全国に示す機会を得る為にも
10 月の近畿大会（滋賀県）を勝ち抜き、全国大会（東
京）を目指して頑張って参りますので、是非ご声援のほど宜し
くお願いいたします。

（経営支援課：後藤）

「みみより Information」をメールで受信しませんか？
PDF ファイル形式なので、タブレットやスマホでも簡単にご覧い
ただけます。以下 E メールアドレスに、『みみよりメール希望』の
件名でメールをお送りください。

各種お問合せ
〒679-1113 多可郡多可町中区中村町 125-1
TEL：0795-32-2161 FAX：0795-32-1699
E-mail：shokokai@taka-cho.jp
【事務局長】
原田
【経営支援課】 後藤・金高・本庄・横畑・藤原
【業務推進課】 足立・遠藤・岸本・宮内・石塚

