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年頭のご挨拶
甲賀市商工会　会長　大橋 淳一

新年明けましておめでとうございます。皆様方におか
れましてはご健勝にて輝かしい新年をお迎えになられた
こと心よりお慶び申し上げます。昨年、商工会諸般の
事業にお寄せいただきましたご支援に対し感謝申し上げ
ますと共に本年も更なるご支援ご協力をお願い申し上げ
ます。

振り返りますと猛暑の夏、そして台風による災害に見
舞われた年でもあり、私どもの地域においても被害を受けられ復興にご尽力され
たこととお察し申し上げます。

さて、我が国の経済はアベノミクス成長戦略等により景気も緩やかに回復しつ
つあると云われているものの、一方では円安等による燃料や原材料の上昇に加
えて、本年４月からの消費税率の引き上げに伴う景気の下振れによるリスク等が
心配され、厳しい経済環境での年明けとなりそうであります。

その様な背景のもと、政府は 5 兆 5000 億円規模の新たな経済対策を閣議
決定し、中小企業に重点を置いた補助金などの設備投資支援対策を掲げまし
た。また、我が国全企業の 87％を占める小規模事業者は、日本経済の屋台骨

を支えており、「地域の発展」にも大きな役割を担っております。昨年より全国の
商工会が一丸となり、現在施行されている「中小企業基本法」のもと「小規
模企業基本法」の制定を早期に実現し、商工会の役割や小規模事業者の位
置づけをしっかりと法律で定め復興計画や予算の確保、商工会による支援体制
の整備など実効性のある施策が進められるべく国にもお願いをしているところであ
ります。会員皆様にも是非ご理解ご支援をお願い申し上げます。

私ども商工会は「中小企業」が主役であり「勇気凛々」として、その存続
発展を目指して参ります。その根幹とも云える商工業者様の一人でも多くのご入
会を願い組織率を高め自主財源の比率向上による組織力強化を図って参らねば
なりません。「行きます、聞きます、提案します」のスローガンのもと提案型の巡
回訪問を推進し、地域活性化に向け行政のお力添えもいただきながら地域課題
の解決に力を注ぎ、いつの時代も地域の中心的役割を果たすべく、「青年部」、

「女性部」の活力も生かしつつ、「まちづくり」活動にも積極的に参加、支援を
行って参ります。

「地域唯一の総合経済団体」として役職員一丸となって取り組んで参る所存
でございます。改めて本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。会員皆様にとり
まして飛躍すべき年となりますよう願いつつ、併せてご健勝ご多幸、各事業所様
のご隆盛をお祈りいたし年頭のご挨拶といたします。

甲賀市商工会新春経済講演会

日本経済の真実 ニュースの裏側〜どうなる日本経済〜

知らないと損をする ! 補助金活用セミナー

国の補助金を活用して事業をすすめませんか?
講　師  : 辛坊　治郎　氏　　

 読売テレビ｢朝生ワイド す･またん!｣｢ウェークアップ!ぷらす｣等で
お馴染みの辛坊治郎さんがキャスターの立場から今後の日本経済を
ずばり解説します。

日　時  : 平成26年1月25日（土）
 午後2時〜3時45分（開場1時30分）
会　場  : あいこうか市民ホール（甲賀市水口町水口5633）
 　＊どなたでも受講できます。お気軽にお越しください。
 　　参加希望者は商工会まで（電話・FAXでもOKです）

お買物の際には要チェック !!

PRICE

○○○円（税抜き）

PRICE

○○○円（税別）

PRICE

○○○円（本体）

PRICE

○○○円＋税

　平成 26 年 4 月 1 日より消費税率が 8%に引き上げられることにより、平成
25 年 10 月 1 日に「消費税転嫁対策特別措置法」が施行されました。現在、
商品等の価格表示は原則税込表示（総額表示）ですが、平成 29 年 3 月 31
日まで総額表示義務に特例が設けられます。

特例の期間中は、お店によって表示方法が異なりますので消費者の方もチェックして下さい。

■■個々の値札等で税抜価格を明示する例

第15回カップリングパーティー
酒蔵を改装した心地よい空間でステキな出会いを探しませんか ?

日 時  : 平成26年2月15日（土）午後2時（受付1時30分〜）
会 場  : ビアレストラン寿賀蔵（甲賀市水口町三大寺244　Tel 63-2838）
定 員  : 男性25名　女性25名（※定員になり次第受付終了）
参加対象  : 男女とも、23歳〜40歳（独身者に限る）
参 加 費  : 男性7,000円　女性3,000円〈軽食・ドリンク付き〉
申込・問合せ先 :甲賀市商工会 甲南支所（Tel 0748-86-2016）

　補助金を上手に活用することは、企業経
営に大きなメリットとなります。ほかの事業
者との連携や地域資源を活用し新たな取り
組みをお考えの方、販路を開拓したい、新
しい分野に進出したいとお考えの方はぜひ
ご参加ください。このセミナーでは、補助
金の種類、申請手続きの説明、自社の経営
に役立てるポイントを分かりやすく解説いた
します。
　経営者・個人事業主・これから起業しよう
という方、ぜひご参加ください。

日　時  : 平成26年1月23日（木）午後3時〜4時30分
講　師  : 塩田　康彦　氏（経営サポート機構 代表）
会　場  : 甲賀市商工会館（甲賀市水口町水口5577-2）
申込・問合せ先:甲賀市商工会（Tel.62-1676）

受講
無料

青年部Ｐｒｅｓｅｎｔｓ
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この会報は商工会のホームページでもご覧になれます甲賀商工情報
商工会は、商工業の振興と活力ある地域づくりを応援します。

商工会とは…法律（商工会法）に基づいて設立された公的団体で、地域の事業者が業種に関わりなく会員となりお互いの事業
　　　　　　の発展や地域の発展のために総合的な活動を行う団体です。
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11 月11 月

12 月12 月

2 月2 月

3 月3 月

 7日 信楽支部互礼会
  年末調整相談日（～21日）
 11日 甲賀支部互礼会
 15日 年賀交歓会（本所）
 26日 甲南支部互礼会
 29日 新春経済講演会
　　　　　［講師：青山 繁晴 氏］
 31日 金融対策セミナー

 11日 女性部通常部員総会
  甲賀市との意見交換会
 15日 青年部通常部員総会
 17日 ビジネスマナー講習会
 26日 年金セミナー（甲賀）

 16日 甲賀市商工会通常総代会
  永年勤続優良従業員表彰式

 12日 はしご酒スタンプラリー
 16日 珠算検定
 18日 女性部セミナー（～7月13日）
 26日 甲賀市カード事業協議会総会
 28日 甲賀観光フォーラムin陶芸の森

 2日 県女性部主張発表大会（近江八幡）
 7日 七夕まつり（甲南：矢川神社）
 27日 甲賀夏まつり
  しがらき火まつり

 3日 和太鼓サウンド夢の森（甲賀）
 16日 杣川夏まつり（水口）
 21日 建設業部会教育施設修繕奉仕活動（水口）
  女性部おもてなし体験研修（兵庫）
  消費税転嫁対策セミナー（土山）
 22日 建設業部会教育施設修繕奉仕活動（信楽）
  県青年部主張発表大会（草津）
 24日 建設業部会教育施設修繕奉仕活動（土山）

 4日 消費税転嫁対策セミナー（水口）
 6日 工業部会視察研修［国際フロンティア産業メッセ2013他］
  簿記講習会（～11月20日）
 10日 「中学英語でここまで話せる」講習会
 12日 支部対抗ゴルフコンペ
 15日 珠算検定
 18日 信楽災害復旧ボランティア（～20日）
 30日 パソコン講習会（Word応用 ～10月3日）

 1日 第2回信楽まちなか芸術祭（～20日）
 7日 パソコン講習会（Excel応用 ～10日）
 8日 Facebook講習会
 9日 経営革新チャレンジセミナー（～30日）
 12日 信楽陶器まつり（～１４日）
 15日 パソコン講習会（デジタルカメラ写真加工入門編 ～18日）
 21日 地域活性化セミナー（～1月23日　全4回）
 22日 Facebook活用術相談会
 24日 サービス業部会視察研修
 　　　　　［びわ湖環境ビジネスメッセ2013他］
 27日 こうか商工まつり2013
  青年部第11回わんぱく相撲大会
  青年部一日職業体験

 3日 あいの土山マラソン
 8日 信楽たぬきの日
 12日 女性部おもてなし交流事業（信楽）
 13日 消費税転嫁対策セミナー（信楽）
 14日 建設業部会視察研修
　　　　　［メッセナゴヤ2013他］
 15日 タブレット端末研修
 16日 創業個別相談会（～19日）
 17日 珠算検定
 18日 一日公庫（甲賀）
 19日 一日公庫（水口）
 20日 一日公庫（甲南）
 21日 商工会全国大会（東京 ～22日）
 25日 「ネット de 記帳」操作研修会
 26日 県連合会行政懇談会
 27日 女性部おもてなし交流事業（甲賀）

 7日 商業･サービス業部会歳末共同売出し（～31日）
 19日 年末調整相談日（～26日）
 21日 しがらき冬まつり

 4日 コーチング講座
  Facebook講習会（～6日）
 6日 商業部会［なばなの里イルミネーション招待］
 7日 建設業部会視察研修［フロイデン八千代他］
 13日 青年部視察研修（大阪）
 15日 農商工連携マッチングセミナー
 17日 珠算検定

4つすすむ

5つすすむ

2つすすむ

3つすすむ

3つすすむ

3つもどる

3つもどる

2つすすむ

1回やすみ

1回やすみ

5つもどる

2つもどる

あがり

ふりだし

　 貸付の種類 最高貸付額 最長貸付期間 利    率  備     考

Ⅰ 

政
策
金
融
公
庫

①普通貸付 4,800万円 運転資金  5年 1.45%〜3.75%
（基準金利）

事業を営む方（ほとんどの業種の方に
利用いただけます）
担保または保証人1名以上

特定の設備資金は 設備資金10年
7,200万円 特定設備資金は20年

②経営改善貸付 1,500万円 運転資金  7年 1.60% 商工会長の推薦を受けた方　（マル経資金） 設備資金10年
③新規開業資金 4,800万円 運転資金 7年 1.45%〜3.75% 新たに事業を始める方または事業開

始後5年以内の方7,200万円 設備資金20年 （基準金利）
④新創業融資 1,500万円 運転資金  7年 3.55％ 新たに事業を始める方、または事業開

始後税務申告を2期終えていない方設備資金10年

Ⅱ 

商
工
会
制
度

①商工貯蓄
　　共済融資 口数、年数により

1,500万円
有担保の場合

4,000万円

運転資金  5年
（有担保  7年）
設備資金  8年

（有担保10年）

3年以内　1.70%
（協会保証1.60%）

5年以内　2.10%
（協会保証2.00%）

8年以内　2.60%
（協会保証2.50%）
10年以内　3.00%

（協会保証2.90%）

商工貯蓄共済の加入者で1年以上
経過した方
保証人1名以上、必要に応じ担保ま
たは信用保証協会保証付

Ⅲ 

県
制
度
資
金 

※
24
年
3
月
よ
り
誓
約
書
添
付

①経営支援資金 運転  2,000万円 運転資金  5年 1.60% 中小企業者で、直近2期平均の経常
利益が1,000万円以下である方　一般枠 設備  3,000万円 設備資金  7年

　小規模企業者枠 運転・設備あわせ
1,500万円

運転資金  5年
設備資金  7年 1.55%

従業員20人（商業、サービス業は5人）
以下で、直近2期平均の経常利益が
700万以下の小規模企業者

②セーフティネット資金 　8,000万円 運転資金10年
設備資金10年 1.10% 中小企業信用保険法の規定に基づ

き市長等の認定を受けた方
信用保証協会保証付

　新規枠
　借換枠 2億円（増額分を含む） 10年 1.60%
③緊急経済対策資金 5,000万円 10年 1.35% 売上げや利益の減少に対処して経営

の安定を図るための資金（認定不要）
信用保証協会保証付

　新規枠
　借換枠 8,000万円 1.60%
④政策推進資金
　CO2排出量削減枠 1億円 10年 1.10% CO2排出削減に取り組みために必要

な設備資金

　雇用支援枠 5,000万円 7年 1.35% 雇用の確保に取り組む中小企業者が
事業に要する資金

　省エネ・再生可能 
エネルギー枠 1,000万円 10年 1.10% 省エネルギー設備や再生可能エネル

ギー設備等導入資金
⑤短期事業資金
　通常枠 1,500万円 1年以内 2.20% 中小企業者で、直近２期平均の経常

利益が1,000万円以下である方
⑥開業資金
　創業枠

運転･設備の合計
1,500万円

運転資金  5年
設備資金  7年 1.55% 開業前から開業後1年未満

信用保証協会保証付
Ⅳ
市
制
度

①小口簡易資金 1,250万円 運転資金  5年
設備資金  7年 1.60%

従業員20人（商業、サービス業は5人）
以下の小規模企業者
信用保証協会保証付

商工会金融情報 平成25年12月1日現在

＊信用保証協会の保証付融資については、別途保証料年0.37%〜1.9％が必要となります。
＊お申込み、ご相談は商工会まで。（秘密厳守）金融審査によりご利用いただけない場合があります。

商工会は、小規模な事業所の経営支援と地域商工業の総合的な発展及
び社会一般の福祉の増進を目的として法律に基づき設立された地域総合経
済団体です。経営に関する相談や研修会・講習会の開催、各種共済の普
及など幅広く事業繁栄のお手伝いをしています。まだご加入されていない
事業所は、ぜひご入会下さい。

TEL：0748（62）1676　FAX：0748（63）1052甲賀市商工会 

国民年金基金に加入しませんか！
“自営業者等に、より有利な年金を”
ただいま、国民年金基金の加入受付中（掛金は、全額社会保険料控除の対象）
お問い合わせは、下記まで

滋賀県国民年金基金 ℡ 077-525-9821

商工会に加入しませんか？

甲賀市商工会
〜一年間の歩み〜

新春経済講演会

商業部会［なばなの里イルミネーション招待］

ビジネスマナー講習会

甲賀市商工会通常総代会

はしご酒スタンプラリー

甲賀夏まつり

建設業部会教育施設修繕奉仕活動

パソコン講習会

こうか商工まつり

こうか商工まつり
信楽まちなか芸術祭

建設業部会視察研修
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