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電話 0748-62-1676 

FAX 0748-63-1052 

商業部会統一大売り出し招待旅行を開催しました 
去る２月９日、昨年１１月より商工会商業部会員が中心となり準備を進めて

きました、商工会発足記念歳末共同売出し事業の「なばなの里イルミネーショ

ンペアご招待事業」を実施しました。 

この事業は、１２月１０日より２５日までの１６日間に亘り、商業部会員に

限らずご賛同いただいた市内１２４会員のご参加により、１０５組２１０名の

招待を行ったものです。寒い時期ではありましたが、当日は比較的穏やかな天

候にも恵まれ、無事挙行することができました。 

ご参加いただいた方よりの評判も概ね良好であり、今後も続けて欲しいとの

声が多く、今後の事業推進の参考にさせていただきます。 

みなさまご協力ありがとうございました。 

新春経済講演会を開催しました 
２月７日火曜日 サントピア水口に

て商工会新春経済講演会を開催しま

した。 講師はテレビなどでお馴染み

の法政大学教授の萩谷順さんにお

越しいただき、「今後の日本経済に

ついて」という題目で現在の情勢と今

後について講演いただきました。当

日は80名をこえる多くの方々に聴講

頂き、皆さん熱心に講演に聞き入っ

ていらっしゃいました。 

 



講習会・セミナー情報 

◆ビジネスマナー講習会 

ビジネスマナーを大切にする企業は伸びる企業といわれています。企業

のワンランクアップを目指して本研修を是非ご活用ください 

■日 時 平成２４年４月１９日（木）午前９時３０分～午後５時 

■会 場 甲賀市商工会館（水口町水口 5577-2） 

■内 容 ・基本動作（お辞儀・挨拶・来客応対・名刺交換など） 

      ・話し方の基本 

      ・電話やメール応対の基本 

■受講料 会員事業所２，０００円 非会員 4000円 

■定 員 ３０名（先着順：複数者受講可） 

■申込み等詳しくは同封のチラシをご参照ください 

経営情報 

◆平成２４年度の雇用保険料率が変わります 
 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの 

雇用保険料率は以下のとおりです 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

税務情報 

◆申告を間違えていた時、忘れていた時には… 
確定申告書を提出した後に、計算誤りなど申告内容に誤りがあること

に気付いた場合、「更正の請求」又は「修正申告」を行うことができま

す。 

  申告の誤りは訂正できます。確定申告書を提出した後で、税額を多く

申告していたことに気付いたときは、「更正の請求」をして正しい税額

への訂正を求めることができます。請求内容が正当と認められた場合は、

納め過ぎた税金が還付されます。確定申告書を提出した後で、税額を少

なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税

額に訂正してください。修正申告によって納付すべき新たな税額は、修

正申告書を提出する日までに延滞税と併せて納付して下さい。また、申

告期限後であっても申告は必要です。

申告を忘れていたときは速やかに申告・納付してください。

  なお、詳しくは商工会または税務署へご相談ください。 

 

会員事業所相互の

自主的な活動を支

援します 
甲賀市商工会では、複数

の事業所で研修会や販売

促進チラシなどの共同事

業を自主的に行われると

き、必要経費の半分の範

囲で 1 事業３万円＋事業

所数×1 千円を上限とし

て助成をいたします（年

間 2回まで）。詳しくは商

工会の窓口までお尋ね下

さいませ。 

異業種交流会に 

参加しませんか 
商工会では、業種を越え

た会員間の交流を深める

ことによって、会員資質

の向上を目指し、経営全

般にわたる視野の拡大と

発想の転換、新事業の創

出に寄与するため異業種

交流会事業を推進してい

ます。 

現在会員５１名で今年度

は５回の例会を通じ、節

電セミナーやスマートフ

ォン講習会、会員間の事

業所見学に座禅など、

様々な分野の講習そして

懇親交流会での意見交換

が参加者には大変好評で

した。 

まだまだ参加される方を

募集しておりますので趣

旨にご賛同いただける方

はどうぞご参加申し込み

下さいませ。詳しくは商

工会までお願いします。 



トピックスいろいろ 
■工業部会管外研修を行いました 

工業部会員同士の親睦と研鑽のため、１月２０日に大阪方面へ管外研

修会を行いました。 

まず最初にインテックス大阪で開催された「大阪モータショー」を見

学し、日本の先端技術の集約産業である自動車の近未来の姿に目を見

張り、続いてランチを囲みながら会員さん同士いろいろな情報交換を

されました。その後サントリー京都ビール工場を見学し、日頃お世話

になっている飲料の製造工程と衛生管理や環境への配慮について学

びました。 

■建設業部会視察研修を行いました 

建設業部会では１月２４日に現在実施されている姫路城の大改修の

現場見学を行いました。姫路城では天守閣全体が覆われ、瓦が取り外

され、漆喰の補修などが行われており、貴重な作業の場を通じて色々

と学ぶことが出来た様子でした。 

またその後は昼食会場および神戸灘の「沢の鶴資料館」などを巡る中

で会員さん同士大いに交流し、良き懇親の場となりました。 

■「地域資源活用事業」発見セミナー 

 商工会では国の「小規模事業者地域資源活用全国展開事業支援事業」

という補助事業の支援を受け、商工会合併を機に市内に数多くある地

域資源を結びつなぐことによって、これらを活用した新しい経済活性

化の方策を打ち出すべく、会員事業所参加のワークショップを３回に

わたって開催しました。１回目（11月 1日）は地域資源の棚卸しを行

い、２回目（12月 1日）では甲賀市の市場での評価について調査した

結果を基に目玉資源とそれらを使ったキャッチコピーを考えました。

そして 1 月 26 日に開催した３回目では甲賀市の観光戦略の進捗の報

告と、今までの検討結果を基に具体的なターゲットと提供する事業

（商品）の提案例について考えました。参加者の方々は皆さん積極的

に参加いただき、今後に繋がる大きな事業例が出来ました。次年度は

更に検討を重ね、具現化できるように取り組みを考えています。 

■女性のためのコミュニケーション連続講座 

 1月 23日から 2月 13日まで 4週連続 4回シリーズで「あなたが変わ

る魔法の授業」と題し、市内の女性を対象にコーチングセミナーを開

催しました。講師は栗栖佳子先生。聴くコミュニケーションを中心に

「本人の中にある答えを導き出す」コーチングの極意を演習を交えな

がら判りやすく、丁寧に指導いただき、参加された多くの方々が「元

気になった」「力をもらった」と大好評でした。 
 

 
◆ プレミアム商品券の発行について◆ 

商工会では甲賀市の補助を受け、次年度プレミアム商品券の発行を行います。 

概要については、現在調整中ですが、現時点での予定では以下のとおりです。 

①販売額  500円券の商品券を×12枚 6,000円分を 5,000円にて販売。 

②販売数量 全体で 3,000セット 購入はひとりにつき 2セット（1万円分）を限度とする。 

③利用期間 7月 1日（日）～9月 30日（日）とする。 

④販売日  7月 1日（日）午前 10時～（場所は甲賀市商工会本所・各支所） 

上記以外の詳細（参加店募集など）については検討の上、今後順次発表していきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲 賀 市 商 工 会 
本  所  甲賀市水口町水口 5577-2 ☎ 0748（62）1676   FAX 0748（63）1052 

土山支所  甲賀市土山町北土山 1737 ☎ 0748（66）0354  FAX 0748（66）0994 

甲賀支所  甲賀市甲賀町相模 173-1 ☎ 0748（88）2370  FAX 0748（88）5391 

甲南支所  甲賀市甲南町野田 810 ☎ 0748（86）2016  FAX 0748（86）5818 

信楽支所  甲賀市信楽町長野 1142 ☎ 0748（82）0873  FAX 0748（82）3117 

 

 

〈インターネットでできる中小企業経理システム〉 

■インターネットで帳簿入力や集計が出来ます   ・商工会とリアルタイムに情報共有が出来 

・日々の仕訳取引会計は自社で行い、分析や決算は    随時商工会職員が貴方の入力状況を基に 

 商工会に任せていただけます。      相談に応じます。 

・建設業、製造業、不動産や農業にも対応できます。   （費用）１事業所につき、年間 31,500円 

（ご利用のメリット）～メンテナンス不要～ 

・インターネットにつなぐだけで他の手間不要です。 お申込み・ご相談は 商工会まで 

会報は毎月発行を目指しますが、会員様宛の発送は原則

奇数月 15 日のみとなります。他はホームページまたは

電子メール、ＦＡＸでのお知らせとなりますのでご了承

ください。 
（配信を希望される会員様は商工会へご連絡ください。） 

 

編集後記 
3 月号の会報を発行する事が出来ました。早いもので合併か

ら一年が経とうとしております。この一年で出来たことできな

かったこと、色々と課題多き中ではございますが、広報活動も

継続が力なり。コツコツと地域のために頑張ってまいります。

皆様商工会を多くご利用いただき情報を提供いただきますよ

うお願い申し上げます。 

  

 

今後の予定  

３月２２日 青年部常任委員会 水口 

３月２４日 甲賀駅から巡るウォーク 甲賀 

３月２５日 あいの土山斉王群行 土山 

３月２７日 県青年部女性部 

45周年記念式典 
八幡 

３月２８日 県連臨時総会 大津 

３月２９日 理事会 水口 

３月３０日 行政懇談会 水口 

４月 ７日 

  ～１０日 
田村神社式年大祭 土山 

４月１２日 女性部常任委員会 水口 

４月１８日 青年部通常部員総会 水口 

４月１９日 ビジネスマナー講習会 水口 

４月１９日 

～２０日 
水口曳山まつり 水口 

 

・慰安旅行 ・観劇 ・健康診断の受診  

・従業員に対する様々な給付etc…  

これらの企画を甲賀広域勤労者互助会で 

行っています。 

充実した福利厚生が従業員定着に一役買います。 

＜費用は＞ 

 入会金：１名につき１,０００円（入会時のみ） 

＜入会いただける方＞ 

 湖南・甲賀市内の事業所で働く従業者 

 会費  ：１名につき月額６００円 

  （内事業主負担３００円＝経費算入可能） 

 ＜こんなメリットがあります＞ 

  ・助成事業 

   家族旅行助成、健康診断助成、人間ドック 

   パソコン講座助成 等  

  ・各施設の利用割引やコンサート等鑑賞助成 

  ・買い物、食事割引（会員証提示） 

  ・会が実施する企画事業に参加（かなりお得） 

  ・各種給付金 

   祝い金：結婚、出産、就学、退職 等 

   死亡弔慰金、障害見舞金、傷病見舞金 

あなたの事業所の従業員福利厚生をお手伝いします。■甲賀広域勤労者互助会のご案内 


