[1ペー ジ]

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。
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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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暑中御見舞申し上げます。
甲賀市商工会 会長 大橋 淳一
皆様方におかれましては、ご健勝にて、それぞれ
の立場で日々ご活躍のこととお慶び申し上げます。
平素は商工会諸般の事業にご支援ご協力をいただ
き誠にありがとうございます。
私共は自然の恵みの中で生かされ、生業に育んで
おります。しかし、突如として自然の恐怖に見舞わ
れます。
東日本大震災から５年５ヶ月、復興道半ばとは申せない中で４月１４日
熊本地方を中心に起きた地震により多くの方が亡くなられ改めてご冥福を
お祈りするとともに、被災地の皆様にはお見舞い申し上げ一日も早い復興
を念願する次第でございます。
さて、足元の経済を振り返りますとアベノミクス効果で上昇した株価も
中国経済や新興国の景気の減速、急速な円高の影響を受け下落をいたし、
個人消費についてはエネルギー価格の低下によるものの景気の先行きは不
透明感が漂っており、株安に伴うマインドの悪化といった懸念材料が根強
く力強さに欠ける状況となっております。地域の中小企業の現状を見て見
ますと４２０万あった企業数は一時３５万も減少しましたが、緩やかな景
気回復の道のりの中で減少ペースも緩やかになったと云われておりますも
のの、中小小規模事業者の廃業は依然として開業を上回っているのが現状

こうか商工まつり2016
企業展示コーナー
体験・お遊びコーナー
グルメコーナー
ステージショー
わんぱく相撲 信楽場所
ほか いろいろ

10月16日（日）に、こうか商工まつ
り2016を信楽町の県立陶芸の森・太陽
の広場で開催します。
こうか商工まつりは、会員企業と甲賀
市民が交流するイベントです。市内企業
や各団体のブースでは、体験型や実演型
PR、企業紹介や商品・製品などが展示
され、飲食ブースでは、模擬店や特産品
販売などが行われます。他にもステージ
イベントや抽選会など盛りだくさん。
また、青年部主催の「わんぱく相撲信
楽場所」も同時開催の予定です。秋のこ
うか商工まつりにぜひご期待下さい。

でもあります。その様な厳しさと変化に富んだ背景のもと商工会におきま
しては、小規模事業者支援法の改正に伴い今後の経営改善普及事業は「経
営計画づくり」に重点を置く必要があり、具体的な内容を示さなければな
りません。その為には「経営発達支援事業」の実施であります。支援事業
を実施するに当り県内２０商工会が広域サポート体制を編成し県内６エリ
アで支援計画を策定し、国の認定を受けるための計画書の申請を日野町商
工会・竜王町商工会・湖南市商工会そして甲賀市商工会の４商工会で職
員の知恵と努力のもと近畿で２番目、滋賀県で初めてとなる経済産業大臣
の認定を昨年１１月に受けることができ、小規模事業者への伴走型支援と
商工会事業の見直し改善を５ヶ年の中で取組み推進して参らねばなりませ
ん。申すまでもなく「経営発達支援事業」には、地域経済の活性化も含ま
れており、会員皆様が主役となり行政関係機関との連携によりわかりやす
く実施して行くことが大切であります。
５月２０日には、平成２８年度甲賀市商工会通常総代会を水口社会福祉
センターで開催させていただきました。
ご来賓、総代各位のご出席のもと上程させていただきました議案をご承
認賜り平成２８年度のスタートが出来ました。時代が変化していく中で商
工会の果たすべき役割を認識いたし「青年部」
「女性部」の活力のもと「ま
ちづくり」にも参画を行って参ります。会員皆様と共に「不易流行」のも
と役職員一丸となって商工会の運営に取り組む所存でございます。改めて
ご支援、ご協力をお願い申し上げご挨拶といたします。

体験型イベント !!
夏休みの自由研究にぴったり！
！

生
第2期入門
募集!!

今年も下記の日程で甲賀市の会社やお店での
「おしごと体験道場」
を開きます。
今年は、全部で20道場！ 10コースあります！
（１つのコースで、２つの道場が体験できます。
）
さぁ～、友達や兄弟といっしょに申し込もう！
みんなの入門を待っています。
対 象 者

小学3年生〜小学6年生(保護者同伴でお願いします)

募集人数

各コース5名ずつ（計50名）

実施期間

8月18日(木)〜8月26日(金)

道場入門料

1コース（2道場）＋プレゼント付

申込方法

申込書に必要事項をご記入の上、
FAXでお申込みいただくか、

▲昨年の商工まつりの様子

Shigaraki Art Fest ival 2016

2016.10.1.Sa t.→10.23.Su n .
Shigaraki Style Hospitality Nature,Ceramics, and Tea

−

1枚の申込書で、
友達や兄弟3名まで、
いっしょに申し込めます!
詳しくは、
甲賀市商工会のホームページをご覧ください。
申込書もホームページよりダウンロードできます。

会場 滋賀県甲賀市信楽町

まちなか会場、陶芸の森会場、MIHO MUSEUM、地域会場

同時開催：2016 年 10 月 8 日（土）〜 10 日（月・祝）

後援

平成28年7月31日
（日）※ただし、持参によるお申込みは７月29日（金）までです。

※入門通知書は、8月5日付で、ご記入いただいたご住所に、発送いたします。
（応募者多数の場合は抽選となりますが、抽選に外れた方にも必ず通知書をお送りします。）
※撮影した活動風景等を広報誌等に掲載することがあります。あらかじめご了承ください。
※児童の送迎及び道場間の移動は、保護者の方でお願いします。

第 63 回信楽陶器まつり

近畿経済産業局、近畿運輸局、滋賀県、
（公社）びわこビジターズビューロー、朝日新聞大津総局、毎日新聞大津支局、読売新聞大津支局、産経新聞社、中日新聞社、京都新聞、共同通信社大津支局、

KBS 京都、
BBC びわ湖放送 、
MBS、

申込期限

締切直前です!お急ぎください!!!

信楽流おもてなし ﹁自然・陶・茶﹂

“やきもののまち”として長い歴史と文化に支え
られた信楽で3年に一度「信楽まちなか芸術祭」が、
10月1日から23日にかけて開催されます。
前回の狸に引き続き、作家、窯元、住民がそれ
ぞれ思い思いの「THE UEKIBACHI」を作り、町
の一角に展示します。－信楽流おもてなし－「自
然・陶・茶」をテーマに、町内各地でおもてなし
イベントが計画されています。
やきものだけにとどまらない、信楽の多面的な
魅力を発信していきます。

1,500円（入門日当日に徴収します）

または、
甲賀市商工会甲賀支所(平日8：30〜17：15)までお持ちください。

第3回

−

午前の巻(9時半〜12時)と午後の巻（13時半〜16時）があります。
詳しくは甲賀市商工会のホームページでご確認ください。

、

、
讀賣テレビ放送株式会社、

、

、
三重エフエム放送 ( 株 )、

甲賀市観光協会（順不同）

〒529−1851 滋賀県甲賀市信楽町長野 1203 信楽地域市民センター東別館

TEL ：0748-70-2376

FAX：0748-70-3393

大津放送局、

、
( 株 ) エフエム愛知、
西日本高速道路株式会社、
株式会社あいコムこうか、

信楽まちなか芸術祭実行委員会

E-mail：info@shigaraki-fes.com

Web：http://shigaraki-fes.com

問い合せ先 甲賀市商工会 甲賀支所 TEL88-2370 FAX88-5391
〒520-3435 甲賀市甲賀町相模173-1（担当 伊東・前﨑）
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information
カップリングパーティー 2016

ビアガーデン Version!!

【日
【会

時】2016年8月27日
（土）13時～スタート
場】水口センチュリーホテル ビア庭宴
滋賀県甲賀市水口町名坂170-1 （貴生川駅からの送迎バスあり）
【料
金】男性5,000円 女性3,000円
【定
員】男女各25名 ※定員になり次第終了
【参加対象】25歳〜 45歳の独身者 （男性は甲賀市在住or在勤に限る。
）
【主
催】甲賀市商工会 青年部
お申込み・お問合せ 9：00～17：00
（土、
日、
祝日休み）
tel.0748-82-0873 http://koka-soramame.jp/
2月に開催しましたカップリングパーティーでは、
男性25名・
女性25名が参加し11組のカップルが誕生しました。
今年の夏も今までにないホットな夏にしましょう！

「金融個別相談会」開催のご案内
甲賀市商工会では、
事業資金調達等のニーズに対応するため、
金融個別相談会を下
記の日程により開催しています。
相談会では、
日本政策金融公庫大津支店の担当者と
直接面談となります。
借入をご検討されている方はこの機会をぜひご活用下さい。
金融相談会
８月 19 日（金）
９月 15 日（木）
10 月 17 日（月）
時
間
13：00 ～ 16：00 13：00 ～ 16：00 13：00 ～ 16：00
会
場
甲賀市商工会館（甲賀市水口町水口５５７７‐２）
相 談 員
日本政策金融公庫大津支店 担当職員
融資をご希望の方は、
次の書類をご持参ください。
個人企業の方
法人企業の方
２ヶ年分の確定申告書の控
１．
２ヶ年分の確定申告書と決算書の控
（青色申告決算書、
または白色申告の場合 （勘定科目内訳明細書含む）
は収支明細書を含む）
２. 法人の登記事項証明書
３．最近の試算表（決算後６ヶ月以上経過
している場合）
その他、
設備資金の場合は見積書、
担保でのご相談の場合は不動産登記簿謄本及び
公図・建物図面が必要になります。
事前予約制になります。
ご予約は商工会
（62-1676）
まで

商工会金融情報
Ⅰ 政策金融公庫

貸付の種類

平成28年7月1日現在

最高貸付額

①普通貸付

4,800万円

②経営改善貸付

2,000万円

最長貸付期間
運転資金 5年
設備資金10年
運転資金 7年
設備資金10年
運転資金 8年
設備資金20年

利

率

1.25%～2.25%
1.3%

備

考

事業を営む方（ほとんどの業種の方に
利用いただけます）
商工会長の推薦を受けた方

Ⅱ 商工会制度

7,200万円
小規模事業者の事業計画策定・実施に必要
③小規模事業者
0.85%～1.85%
経営発達支援資金 （うち運転資金4,800万円）
とする設備資金及びそれに伴う運転資金
①商工貯蓄
3年以内 1.5%
共済融資
（協会保証付1.4%）
口数、
年数により 運転資金 5年 5年以内 1.9% 商工貯蓄共済の加入者で1 年以上経
1,500万円 （有担保 7年）（協会保証付1.8%）過した方
有担保の場合
設備資金 8年 8年以内 2.4% 保証人 1 名以上、必要に応じ担保また
4,000万円 （有担保10年）（協会保証付2.3%）は信用保証協会保証付
10年以内 2.8%
（協会保証付2.7%）
①経営支援資金
運転 2,000万円 運転資金 5年
中小企業者で、直近 2 期平均の経常
1.5%
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

Ⅲ 県制度資金

運転・設備あわせて 運転資金 5年
1,500万円 設備資金 7年

②セーフティネット
資金
（第5号）
8,000万円
新規枠
借換枠
2億円（増額分を含む）
③開業資金
運転・設備あわせて
2,500万円
創業枠
創業サポート枠 運転・設備あわせて
2,500万円
女性創業枠

1.45%

小規模事業者で、直近 2 期平均の経常
利益が 700 万円以下である方

Ⅳ市制度

10年

1.0%

10年

1.5%

7年

1.25%

開業前から開業後 5 年未満の方

7年

1.25%

認定特定創業支援事業の支援を受け
た方など

運転・設備あわせて
1,000万円

7年

1.25%

認定経営革新等支援機関の支援を受
け開業される女性など

1,250万円

運転資金 5年
設備資金 7年

1.5%

融資申込額を含めて保証協会の保証
債務残高が 1,250 万円以内の小規模
事業者

①小口簡易資金

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

＊融資利率の他に、
別途信用保証料が必要な資金があります。
＊融資利率等の条件は、
今後変更される場合があります。
＊お申込、
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。

第7回 こうか ・ はしご酒
スタンプラリー にぎやかに開催!!
６月8日
（水）に今年も
「こうか・はしご酒スタン
プラリー」を開催しました。事業内容及び目的は、
甲賀市内の参加飲食店をバス等にて3軒はしごして
（各店ワンドリンク・一品提供）
、市内外の一般客
に今まで知らなかったお店に気軽に入店して頂き、
飲食・接客等を通してお店の良さを五感にて体感
してもらう事であり、参加店に関しては、自店を
PRし新規顧客開拓に繋げることです。
今年で第7回目の開催を迎えることになり、当
事業が定着化してきたことを実感しました。今回、
昨年よりバージョンアップさせたのは、甲賀市の
「おもてなし条例」
の周知・普及のため、市内9つの
蔵元様に協賛頂き、提供頂いた地酒を参加店にて信楽焼の杯で乾杯し、地酒を楽し
んで頂く趣向を計画実施いたしました。また、受付開始から開会までの間には、特
設テントにて甲賀の地酒の試飲販売及び信楽焼の酒器の販売も行い、甲賀市の地酒
と信楽焼のPRが図れました。バスの添乗員には忍者衣装にて添乗してもらい、参
加者を楽しませました。
今回は、甲賀市内41店舗の会員飲食店の
ご参加を頂き14コースの設定を行い、370
名のお客様に参加して頂きました。今年は
土山地区の大河原コースも新設し、事業の
鮮度の向上に繋がりました。
ご協賛頂きました各事業所様、関係行政・
団体、実行委員様には大変お世話になりま
してありがとうございました。衷心より御
礼を申し上げます。
最後に、来年も本年と変わらぬご支援・
ご協力を宜しくお願い申し上げます。

甲賀市商工会 知財 セミナー と個別相談会
工業所有権
情報・研修館

知的財産権は事業のかなめであり、開発技術を有効に保
護する特許・意匠や、
商品・サービスのネーミング（商標）は事
業展開するうえで必要不可欠です。
今回は、
特許等を知らないために起こった事例や、
事業に役
に立つ知財ポイントの紹介等、
３回に分けて開催します。皆様
のご参加をお待ちしております。
回 日程
時間
テーマ
講師
8/9
特許・商標の検索方法について
弁理士
1
（火）
～ J-PlatPat による検索のやり方を説明～ 岸本 忠昭 氏
9/13 13：30
弁理士
2
今さら聞けない特許・意匠・商標の基礎
～
（火）
三雲 悟志 氏
15：00 危ないですよ、社長。知財は大丈夫？
10/11
弁理士
3
～判例や知財事例に基づく
（火）
藤河 恒生 氏
知財の重要性を説明～
※個別相談も受付中…① 15：00 ～ 16：00 ② 16：00 ～ 17：00
会 場：甲賀市商工会館
（〒528-0005 甲賀市水口町水口5577-2）
参加費
定 員：50名
（各回先着順）
無料
申込み・問い合わせ先：甲賀市商工会
TEL.0748-62-1676/FAX.0748-63-1052 E-mail：kokasci@shigasci.net

第25回鈴鹿馬子唄全国大会 6月19日（日）開催

悪天候の中、今年は全国各地から一般の部101名、
少年少女の部34名が出場されました。鈴鹿馬子唄の
伝承・普及が図られました。地域の商業者や団体は、
特産品等を販売して
地 域 をPRす る と と
もに、このイベント
を盛り上げました。
毎年、必ず特産品を
買い求められるなじ
みのお客様もおられ
るようです。

商工業者の皆さま、商工会に加入しませんか！

商工会は、
地域商工業者の総合的な経営の改善発達を図るとともに社会一般の福
祉の増進に資することを目的として、
法律に基づき設立された地域総合経済団体で
す。
甲賀市商工会では経営に関する相談の窓口を設け、
経営戦略や資金調達、
人材育
成など、
経営上のお悩みに対してさまざまな面からサポートしています。
より多くの
事業所の方々に商工会をご活用いただき、
皆さまの企業の発展にお役立ていただき
たいと考えています。
まだご加入されていない事業所の方がいらっしゃいましたら
ぜひご入会下さい。

お問い合わせは、甲賀市商工会 TEL：0748（62）1676

