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守山商工会の輪！
ますます

会員皆様の輪が
広がっています！

商工会HPでは、
最新情報を

随時発信しております。
ご確認ください。

● 第61回　通常総代会報告

● 第28回ゴルフハーフコンペ／商工会健康診断募集中

　 小規模事業者持続化補助金一般型＜第9回目＞の申請について

● 無料個別相談会随時受付中／商工会の経営支援

　 マル経融資制度／利率一覧

● 消費税  インボイス制度／ＳＮＳを悪用した犯罪に気をつけましょう

　 ものづくりマイスター等の派遣先を募集しています

● 中小企業共済／セーフティ共済

　 小規模企業共済／ポリテクセンター中部
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商工会からの補助金・お得な情報をお届けします。

事業を街を人を創る、
商工会

〈商工会HP〉
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　今年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をしながら、5
月27日（金）にサイエンス交流プラザにて通常総代会を開催いたし
ました。86名の総代（うち委任状代理出席43名）の出
席の下、全議案原案通り可決承認頂きました。
　本年度の商工会事業予算は13,850万円で、小規
模事業者支援の強化・拡充と会員増強による組織強
化などを事業計画の根幹として今年度も事業に取り組
んでまいります。

第61回守山商工会通常総代会報告
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令和元年度補正予算・令和３年度補正予算

小規模事業者持続化補助金一般型＜第9回目＞の申請について

～築き合おう、支え合おう、 分かち合おう、皆でもりやまを！～第61回 通常総代会報告
　第61回守山商工会通常総代会を5月27日（金）に志
段味のサイエンス交流プラザで開催いたしました。
総代160名中86名（内委任状出席者43名）の方々に
ご出席頂き、第1号議案から第6号議案まで、全議案原案
通り可決承認・決定されました。
　また、総代会に先立ち『商工会役員功労者』への感謝状
の贈呈も行われました。

▲森商工会長挨拶

第61回総代会議事結果

１． 経営改善普及事業の充実強化
２． 経営発達支援計画に基づく、伴走型小規模事業者支援の推進
３． 各種共済の加入促進による財政基盤の強化
４． 会員増強による組織率の向上

今年度事業計画の重点事項

第１号議案 令和3年度事業報告書、令和3年度収支決算書、貸借対照表、財産目録の承認について
本議案は、原案どおり可決承認されました。

第２号議案 令和4年度事業計画書、令和4年度収支予算書の決定について
本議案は、原案どおり可決承認されました。

守山区内15行25支店にて、原案どおり可決決定されました。
第５号議案 取引金融機関の決定について

右記の方が役員として就任されています。
第６号議案 役員の補欠選任について

第３号議案 収支予算科目分類内の流用承認について
本議案は、原案どおり可決承認されました。

令和４年度　感謝状の贈呈 傘下支部より推薦の功労役員に感謝状と記念品が贈呈されました。受賞された皆様、おめでとうございます。

角田 寛仁（有限会社 角田） 志段味商工振興会 山田 伸一（丸幸電機 株式会社）守西発展会
岡 哲児（大矢商店） 大森商工振興会 服部 修治（インテリア丸重） 大森商工振興会

第４号議案 借入金最高限度額の決定について
限度額3,000万円にて、原案どおり可決決定されました。 大塚　聖也

川本　美枝子
柴田　弘二
中村　昌次

 支部等役員功労表彰
〈支部等役員就任10年以上〉

第28回 守山商工会
謝恩ゴルフハーフコンペ
参加者募集中！

令和4年１０月１7日（月）
緑ヶ丘カンツリークラブ

今年も新型コロナウイルス感染症対策として
募集人数を30組までとさせていただきます
ので、お早めのお申し込みをお願い致します。

※詳細は、同封のチラシをご覧下さい ！

開催日
場　所

（守山区吉根長廻間3241）

ゴルフコンペの開催にあたり、ご協賛の賞品を募集いたします。
ご協賛いただいた方におかれましては、次号の「商工もりやま」
にて、ご芳名をご披露させていただきます。
お申込は、商工会事務局まで。

ご協賛のお願い

（052）795-1111

健康診断は、皆様の健康管理のために、毎年定期的に受診す
ることが大切です。商工会の健康診断では、会員の皆様には、
お値打ちに受診することができます。この健康診断を利用し
て、病気の早期発見や生活習慣改善など健康管理に上手に
お役立てください ！ ※詳細は、同封のチラシをご覧ください。

類型 通常枠 賃金引上げ枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠 インボイス枠

補助率 2/32/3 2/3 2/3 2/3 2/3

補助上限 50万円 200万円 200万円 200万円 200万円 100万円

（赤字事業者に
ついては３／４）

商工会健康診断の
受診者募集中！

■
■

■

受 診 日
会　　場

検査機関

令和4年10月12日（水）、13日（木）、14日（金）
サイエンス交流プラザ
守山区下志段味字穴ヶ洞2271-129
TEL.736-5680
財団法人名古屋公衆医学研究所

元気の源は「健康」から！
～定期的に健康診断を受診しましょう！～

なお、中小企業共済ご加入の方で、一定の要件を満たす方は、
受診者１名あたり1,500円もしくは5,000円の受診料補助券が
ご利用できます。
これを機会に、中小企業共済にも是非ご加入ください ！

今年も豪華賞品を多数揃え、
皆様のご参加をお待ちしております。

スケジュール
第９回受付締切：２０２２年　９月　２０日（火）［※締切当日消印有効］
    　　　　　 　※ 事業支援計画書（様式４）発行の受付締切りは、２０２２年９月１２日（月）
　　　　　　　  （第１０回受付締切：２０２２年１２月上旬予定、第１１回受付締切：２０２３年２月下旬予定）
   
小規模事業者が直面する制度変更 (働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃金引上げ、インボイス導入等 )等に対応するため、
経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。

   

   

(1) 商工会地域の小規模事業者等（商工会議所地域は窓口が異なります）
　  公募受付先及びお問い合わせ先は守山商工会まで
（2) 以下①②の事業において、本補助金の受付締切日の前１０か月以内に、先行する受付締切回で採択を受けて（※）、
　  補助事業を実施した（している）者でないこと（共同申請の参画事業者の場合も含みます）。
　  ①「令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞」
　  ②「令和２年度第３次補正予算　小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞」
　  ※採択日から起算して10か月を算定する。

持続化補助金とは

補助金額等

補助対象者（一般型）

申請にあたって経営計画を策定する必要があります。商工会がサポート致します。

⑱ホール

お楽しみい
ただけます。

新　理　事
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ご協賛いただいた方におかれましては、次号の「商工もりやま」
にて、ご芳名をご披露させていただきます。
お申込は、商工会事務局まで。

ご協賛のお願い

（052）795-1111

健康診断は、皆様の健康管理のために、毎年定期的に受診す
ることが大切です。商工会の健康診断では、会員の皆様には、
お値打ちに受診することができます。この健康診断を利用し
て、病気の早期発見や生活習慣改善など健康管理に上手に
お役立てください ！ ※詳細は、同封のチラシをご覧ください。

類型 通常枠 賃金引上げ枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠 インボイス枠

補助率 2/32/3 2/3 2/3 2/3 2/3

補助上限 50万円 200万円 200万円 200万円 200万円 100万円

（赤字事業者に
ついては３／４）

商工会健康診断の
受診者募集中！

■
■

■

受 診 日
会　　場

検査機関

令和4年10月12日（水）、13日（木）、14日（金）
サイエンス交流プラザ
守山区下志段味字穴ヶ洞2271-129
TEL.736-5680
財団法人名古屋公衆医学研究所

元気の源は「健康」から！
～定期的に健康診断を受診しましょう！～

なお、中小企業共済ご加入の方で、一定の要件を満たす方は、
受診者１名あたり1,500円もしくは5,000円の受診料補助券が
ご利用できます。
これを機会に、中小企業共済にも是非ご加入ください ！

今年も豪華賞品を多数揃え、
皆様のご参加をお待ちしております。

スケジュール
第９回受付締切：２０２２年　９月　２０日（火）［※締切当日消印有効］
    　　　　　 　※ 事業支援計画書（様式４）発行の受付締切りは、２０２２年９月１２日（月）
　　　　　　　  （第１０回受付締切：２０２２年１２月上旬予定、第１１回受付締切：２０２３年２月下旬予定）
   
小規模事業者が直面する制度変更 (働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃金引上げ、インボイス導入等 )等に対応するため、
経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助するものです。

   

   

(1) 商工会地域の小規模事業者等（商工会議所地域は窓口が異なります）
　  公募受付先及びお問い合わせ先は守山商工会まで
（2) 以下①②の事業において、本補助金の受付締切日の前１０か月以内に、先行する受付締切回で採択を受けて（※）、
　  補助事業を実施した（している）者でないこと（共同申請の参画事業者の場合も含みます）。
　  ①「令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞」
　  ②「令和２年度第３次補正予算　小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞」
　  ※採択日から起算して10か月を算定する。

持続化補助金とは

補助金額等

補助対象者（一般型）

申請にあたって経営計画を策定する必要があります。商工会がサポート致します。

⑱ホール

お楽しみい
ただけます。

新　理　事
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制
度
概
要

（令和4年7月1日現在、年利％）

労 

務

マル経融資制度は、商工会会員の方に限り、日本政
策金融公庫の事業資金を無担保・無保証人・無保
証料でご利用できる制度で、他の融資制度と比べて
低金利です。しかも、その推薦においては、商工会
が手厚くサポートします。商工会のマル経融資制度
の利用で、設備導入や資金繰りを円滑に！ 詳しくは、
チラシをご覧ください。 

無担保・無保証人・無保証料・低金利の融資制度

■融資限度額
■返 済 期 間
■金　　　利

２，０００万円 
運転資金７年以内、設備資金１０年以内 
金利１．22％（令和4年7月1日現在） 

■担保を不要とする方  基準利率 ２．02～２．90
■新創業融資制度希望の方 基準利率 ２．32～3．20
■担保提供を希望する方  基準利率 １．07～２．55
■災害貸付等を利用する方 基準利率 １．22～2．10
■マル経融資を希望する方 特別利率 １．22
■その他

国
民
生
活
事
業
（
主
要
利
率
一
覧
表
）

⑴挑戦支援資金強化特例制度（資本制ローン）
については、毎年の業績に応じた利率が適用
されます。
⑵遅延損害金の割合は年８．7０％です。
　（令和4年4月1日から令和5年3月31日
までの貸付）

マル経融資制度

経営指導員の巡回・窓口相談、他の
経営支援機関との連携、中小企業診
断士はじめ各分野の専門家の派遣に
よって、多様化・高度化、専門化する
経営支援ニーズにお応えしています。

経営指導員＆
各種専門家による相談

経
営

税務の申請・届出書の作成、決
算書・確定申告書の作成、記帳
のスキル・ノウハウのアドバイスか
ら記帳代行まで、記帳や税務でお
悩みの方に対して、必要に応じアド
バイスとサポートを行っています。

税務相談＆記帳アドバイス

税
務・経
理

労務全般についてのご相談のほか、労働保険の
加入手続きや更新手続きの事務代行も行ってい
ます。

労務相談＆労働保険の事務委託
労
務

急速な社会の構造変化と、高度化・多様化する
経営環境に対応するため、経営に関する講習
会、講演会、研修会等を開催し、的確な知識と情
報、スキル・ノウハウを提供しています。

講習会・研修会の開催

国や県の中小企業施策をはじめ、経営に役立つ
情報を会報や巡回・窓口で提供しています。

経営情報資料の収集、提供

講
習
会・研
修
会

企業の経営改善または新たな事業の取組み
のために必要な資金として、低金利、無担保、
無保証人、無保証料で、商工会が推薦による
サポートのできる日本政策金融公庫の「マル経
（コロナマル経）融資制度」を中心に相談・斡
旋を行っています。

小規模事業者のための融資制度

金
融

青年部、女性部、各地域
支部、振興会、発展会等
の活動を通して、豊かな
ネットワークづくりと情報
交換にお役立ていただ
いています。

人脈づくり＆情報交換
異
業
種
交
流

利率一覧

商工会の経営指導員が、皆様とともに経営上のお悩みの解決を支援します。また、必要に応じて各種専門家や他
の支援機関とも連携しながら、皆様の経営上の課題解決に的確かつ迅速に対応できるように、きめ細やかなバッ
クアップ体制を整えています。

商工会では、様々な経営支援メニューをご用意して皆様の経営を支援しています。
商工会の
経営支援

無料個別相談会随時受付中
わからないことはすぐに解決しましょう！ 消費税  インボイス制度が始まります。

ものづくりマイスター等の派遣先を募集しています。

ＳＮＳを悪用した犯罪に
気をつけましょう

守山商工会では、定例にて各種専
門分野の個別相談会を開催してお
りますので、お気軽にご利用下さ
い。（要予約） ※相談員の都合によ
り日程が変更になる場合がござい
ますので、必ず予約してからご相
談にお越し下さい。

　守山商工会では今後インボイス制度に関する講習会を
開催していきます。
　現在、消費税の課税事業者の皆様はインボイス発行事業者
（適格請求書発行事業者）の登録をお忘れなく行ってください。
　また、消費税の免税事業者の皆様は取引先やお客様が事業者である場
合は、課税事業者になることを選択し、インボイス発行事業者の登録をして
頂く必要が生じる場合があります。
　今後の経営に深く関わってきますので、インボイス制度を理解して選択
していただく必要がありますので、制度がよくわからない方やもっと深く理
解したい方は、今後の講習会にご参加ください。
　また、国税庁のホームページ内にもインボイス制度特設サイトが立ち上
がっておりますので、情報収集にご活用ください。

　愛知県職業能力開発協会技能振興コーナーでは、厚生労働省から
の受託事業である令和４年度「ものづくりマイスター」等による実技
指導の派遣先を募集しています。
　製造業・建設業及びITの職種で、高いレベルの技能、一定以上の実
務経験・指導力をもち、厚生労働省の認定を受けた「ものづくりマイ
スター」や「熟練技能者」が、中小企業や工業高校等にお伺いして、技
能レベルの向上のため、若年技能者、生徒等の実技指導を行います。
指導内容は、ご要望に応じてコーディネートします。
　詳しくは、技能振興コーナーにお問い合わせください

　ＳＮＳ等を通じて知り合った相手と交流し、犯罪や
トラブルに巻き込まれるケースが後を絶ちません。
　投稿内容から個人を特定される可能性があるこ
とを理解し、投稿内容、公開範囲に注意すること、見
ず知らずの人を信用しすぎないこと、困ったら家族
や警察等に相談することが被害に遭わないための
ポイントです

運転資金、設備資金、開業資金など
資金繰りの相談にご利用下さい。

日本政策金融公庫 毎週火曜日 13時～15時
日本政策金融公庫 名古屋中支店担当者

毎週第2木曜日 13時～15時
名古屋市小規模事業金融公社担当者

名古屋市小規模事業金融公社

月2回不定期 10時～16時
税理士 岸本 貴子

随時受付
社会保険労務士 松下 操

毎月第3金曜日  13時～16時
愛知県弁護士会

相続・贈与・譲渡・法人税に関することなど

労使関係のトラブル、各種助成金の申請など

取引先とのトラブル、権利関係など

金 

融

税 

務

法 

律
懇切
丁寧
懇切
丁寧

秘密
厳守
秘密
厳守

令和5年10月1日から

～少年自身の悩みごとや、困りごと相談～

☆ヤングテレホン　052－764－1611
月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
午前9時から午後5時まで
☆ヤングテレホン　Ｅメール相談
愛知県警察ホームページからご利用ください

～家庭内で対話の機会を持ちましょう～

インボイス講習会情報
（詳細は別添チラシをご覧ください。）

9月1日（木）
14時00分～
守山商工会館 ３階研修室
講師：税務署職員

９月１４日（水）
１８時３0分～
守山商工会館 ３階研修室
講師：中小企業診断士

問い合わせ先  守山警察署 052-798-0110

対　象

費　用

募　集

中小企業の若年技能者及び工業高校等の生徒・学生（原則２名以上）
ただし、令和３年度に利用実績のある企業及び工業高校等の学科は除く。 【お問い合わせ】

愛知県職業能力開発協会　技能振興コーナー
電　話　052-524-2075
メール　ginoushien@avada.or.jp

マイスターの謝金・派遣旅費等は原則として無料です。
ただし、使用する材料費等は負担していただく場合があります。 
予算の上限に達し次第、締め切ります。

※今後の講習会の情報は守山商工会ホームページや
　広報もりやまで発信していきます。
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制
度
概
要

（令和4年7月1日現在、年利％）

労 

務

マル経融資制度は、商工会会員の方に限り、日本政
策金融公庫の事業資金を無担保・無保証人・無保
証料でご利用できる制度で、他の融資制度と比べて
低金利です。しかも、その推薦においては、商工会
が手厚くサポートします。商工会のマル経融資制度
の利用で、設備導入や資金繰りを円滑に！ 詳しくは、
チラシをご覧ください。 

無担保・無保証人・無保証料・低金利の融資制度

■融資限度額
■返 済 期 間
■金　　　利

２，０００万円 
運転資金７年以内、設備資金１０年以内 
金利１．22％（令和4年7月1日現在） 

■担保を不要とする方  基準利率 ２．02～２．90
■新創業融資制度希望の方 基準利率 ２．32～3．20
■担保提供を希望する方  基準利率 １．07～２．55
■災害貸付等を利用する方 基準利率 １．22～2．10
■マル経融資を希望する方 特別利率 １．22
■その他

国
民
生
活
事
業
（
主
要
利
率
一
覧
表
）

⑴挑戦支援資金強化特例制度（資本制ローン）
については、毎年の業績に応じた利率が適用
されます。
⑵遅延損害金の割合は年８．7０％です。
　（令和4年4月1日から令和5年3月31日
までの貸付）

マル経融資制度

経営指導員の巡回・窓口相談、他の
経営支援機関との連携、中小企業診
断士はじめ各分野の専門家の派遣に
よって、多様化・高度化、専門化する
経営支援ニーズにお応えしています。

経営指導員＆
各種専門家による相談

経
営

税務の申請・届出書の作成、決
算書・確定申告書の作成、記帳
のスキル・ノウハウのアドバイスか
ら記帳代行まで、記帳や税務でお
悩みの方に対して、必要に応じアド
バイスとサポートを行っています。

税務相談＆記帳アドバイス

税
務・経
理

労務全般についてのご相談のほか、労働保険の
加入手続きや更新手続きの事務代行も行ってい
ます。

労務相談＆労働保険の事務委託
労
務

急速な社会の構造変化と、高度化・多様化する
経営環境に対応するため、経営に関する講習
会、講演会、研修会等を開催し、的確な知識と情
報、スキル・ノウハウを提供しています。

講習会・研修会の開催

国や県の中小企業施策をはじめ、経営に役立つ
情報を会報や巡回・窓口で提供しています。

経営情報資料の収集、提供

講
習
会・研
修
会

企業の経営改善または新たな事業の取組み
のために必要な資金として、低金利、無担保、
無保証人、無保証料で、商工会が推薦による
サポートのできる日本政策金融公庫の「マル経
（コロナマル経）融資制度」を中心に相談・斡
旋を行っています。

小規模事業者のための融資制度

金
融

青年部、女性部、各地域
支部、振興会、発展会等
の活動を通して、豊かな
ネットワークづくりと情報
交換にお役立ていただ
いています。

人脈づくり＆情報交換
異
業
種
交
流

利率一覧

商工会の経営指導員が、皆様とともに経営上のお悩みの解決を支援します。また、必要に応じて各種専門家や他
の支援機関とも連携しながら、皆様の経営上の課題解決に的確かつ迅速に対応できるように、きめ細やかなバッ
クアップ体制を整えています。

商工会では、様々な経営支援メニューをご用意して皆様の経営を支援しています。
商工会の
経営支援

無料個別相談会随時受付中
わからないことはすぐに解決しましょう！ 消費税  インボイス制度が始まります。

ものづくりマイスター等の派遣先を募集しています。

ＳＮＳを悪用した犯罪に
気をつけましょう

守山商工会では、定例にて各種専
門分野の個別相談会を開催してお
りますので、お気軽にご利用下さ
い。（要予約） ※相談員の都合によ
り日程が変更になる場合がござい
ますので、必ず予約してからご相
談にお越し下さい。

　守山商工会では今後インボイス制度に関する講習会を
開催していきます。
　現在、消費税の課税事業者の皆様はインボイス発行事業者
（適格請求書発行事業者）の登録をお忘れなく行ってください。
　また、消費税の免税事業者の皆様は取引先やお客様が事業者である場
合は、課税事業者になることを選択し、インボイス発行事業者の登録をして
頂く必要が生じる場合があります。
　今後の経営に深く関わってきますので、インボイス制度を理解して選択
していただく必要がありますので、制度がよくわからない方やもっと深く理
解したい方は、今後の講習会にご参加ください。
　また、国税庁のホームページ内にもインボイス制度特設サイトが立ち上
がっておりますので、情報収集にご活用ください。

　愛知県職業能力開発協会技能振興コーナーでは、厚生労働省から
の受託事業である令和４年度「ものづくりマイスター」等による実技
指導の派遣先を募集しています。
　製造業・建設業及びITの職種で、高いレベルの技能、一定以上の実
務経験・指導力をもち、厚生労働省の認定を受けた「ものづくりマイ
スター」や「熟練技能者」が、中小企業や工業高校等にお伺いして、技
能レベルの向上のため、若年技能者、生徒等の実技指導を行います。
指導内容は、ご要望に応じてコーディネートします。
　詳しくは、技能振興コーナーにお問い合わせください

　ＳＮＳ等を通じて知り合った相手と交流し、犯罪や
トラブルに巻き込まれるケースが後を絶ちません。
　投稿内容から個人を特定される可能性があるこ
とを理解し、投稿内容、公開範囲に注意すること、見
ず知らずの人を信用しすぎないこと、困ったら家族
や警察等に相談することが被害に遭わないための
ポイントです

運転資金、設備資金、開業資金など
資金繰りの相談にご利用下さい。

日本政策金融公庫 毎週火曜日 13時～15時
日本政策金融公庫 名古屋中支店担当者

毎週第2木曜日 13時～15時
名古屋市小規模事業金融公社担当者

名古屋市小規模事業金融公社

月2回不定期 10時～16時
税理士 岸本 貴子

随時受付
社会保険労務士 松下 操

毎月第3金曜日  13時～16時
愛知県弁護士会

相続・贈与・譲渡・法人税に関することなど

労使関係のトラブル、各種助成金の申請など

取引先とのトラブル、権利関係など
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務
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懇切
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懇切
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厳守

令和5年10月1日から

～少年自身の悩みごとや、困りごと相談～

☆ヤングテレホン　052－764－1611
月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
午前9時から午後5時まで
☆ヤングテレホン　Ｅメール相談
愛知県警察ホームページからご利用ください

～家庭内で対話の機会を持ちましょう～

インボイス講習会情報
（詳細は別添チラシをご覧ください。）

9月1日（木）
14時00分～
守山商工会館 ３階研修室
講師：税務署職員

９月１４日（水）
１８時３0分～
守山商工会館 ３階研修室
講師：中小企業診断士

問い合わせ先  守山警察署 052-798-0110

対　象

費　用

募　集

中小企業の若年技能者及び工業高校等の生徒・学生（原則２名以上）
ただし、令和３年度に利用実績のある企業及び工業高校等の学科は除く。 【お問い合わせ】

愛知県職業能力開発協会　技能振興コーナー
電　話　052-524-2075
メール　ginoushien@avada.or.jp

マイスターの謝金・派遣旅費等は原則として無料です。
ただし、使用する材料費等は負担していただく場合があります。 
予算の上限に達し次第、締め切ります。

※今後の講習会の情報は守山商工会ホームページや
　広報もりやまで発信していきます。

　　

制
度
概
要

（令和4年7月1日現在、年利％）

労 

務

マル経融資制度は、商工会会員の方に限り、日本政
策金融公庫の事業資金を無担保・無保証人・無保
証料でご利用できる制度で、他の融資制度と比べて
低金利です。しかも、その推薦においては、商工会
が手厚くサポートします。商工会のマル経融資制度
の利用で、設備導入や資金繰りを円滑に！ 詳しくは、
チラシをご覧ください。 

無担保・無保証人・無保証料・低金利の融資制度

■融資限度額
■返 済 期 間
■金　　　利

２，０００万円 
運転資金７年以内、設備資金１０年以内 
金利１．22％（令和4年7月1日現在） 

■担保を不要とする方  基準利率 ２．02～２．90
■新創業融資制度希望の方 基準利率 ２．32～3．20
■担保提供を希望する方  基準利率 １．07～２．55
■災害貸付等を利用する方 基準利率 １．22～2．10
■マル経融資を希望する方 特別利率 １．22
■その他

国
民
生
活
事
業
（
主
要
利
率
一
覧
表
）

⑴挑戦支援資金強化特例制度（資本制ローン）
については、毎年の業績に応じた利率が適用
されます。
⑵遅延損害金の割合は年８．7０％です。
　（令和4年4月1日から令和5年3月31日
までの貸付）

マル経融資制度

経営指導員の巡回・窓口相談、他の
経営支援機関との連携、中小企業診
断士はじめ各分野の専門家の派遣に
よって、多様化・高度化、専門化する
経営支援ニーズにお応えしています。

経営指導員＆
各種専門家による相談

経
営

税務の申請・届出書の作成、決
算書・確定申告書の作成、記帳
のスキル・ノウハウのアドバイスか
ら記帳代行まで、記帳や税務でお
悩みの方に対して、必要に応じアド
バイスとサポートを行っています。

税務相談＆記帳アドバイス

税
務・経
理

労務全般についてのご相談のほか、労働保険の
加入手続きや更新手続きの事務代行も行ってい
ます。

労務相談＆労働保険の事務委託
労
務

急速な社会の構造変化と、高度化・多様化する
経営環境に対応するため、経営に関する講習
会、講演会、研修会等を開催し、的確な知識と情
報、スキル・ノウハウを提供しています。

講習会・研修会の開催

国や県の中小企業施策をはじめ、経営に役立つ
情報を会報や巡回・窓口で提供しています。

経営情報資料の収集、提供

講
習
会・研
修
会

企業の経営改善または新たな事業の取組み
のために必要な資金として、低金利、無担保、
無保証人、無保証料で、商工会が推薦による
サポートのできる日本政策金融公庫の「マル経
（コロナマル経）融資制度」を中心に相談・斡
旋を行っています。

小規模事業者のための融資制度

金
融

青年部、女性部、各地域
支部、振興会、発展会等
の活動を通して、豊かな
ネットワークづくりと情報
交換にお役立ていただ
いています。

人脈づくり＆情報交換
異
業
種
交
流

利率一覧

商工会の経営指導員が、皆様とともに経営上のお悩みの解決を支援します。また、必要に応じて各種専門家や他
の支援機関とも連携しながら、皆様の経営上の課題解決に的確かつ迅速に対応できるように、きめ細やかなバッ
クアップ体制を整えています。

商工会では、様々な経営支援メニューをご用意して皆様の経営を支援しています。
商工会の
経営支援

無料個別相談会随時受付中
わからないことはすぐに解決しましょう！ 消費税  インボイス制度が始まります。

ものづくりマイスター等の派遣先を募集しています。

ＳＮＳを悪用した犯罪に
気をつけましょう

守山商工会では、定例にて各種専
門分野の個別相談会を開催してお
りますので、お気軽にご利用下さ
い。（要予約） ※相談員の都合によ
り日程が変更になる場合がござい
ますので、必ず予約してからご相
談にお越し下さい。

　守山商工会では今後インボイス制度に関する講習会を
開催していきます。
　現在、消費税の課税事業者の皆様はインボイス発行事業者
（適格請求書発行事業者）の登録をお忘れなく行ってください。
　また、消費税の免税事業者の皆様は取引先やお客様が事業者である場
合は、課税事業者になることを選択し、インボイス発行事業者の登録をして
頂く必要が生じる場合があります。
　今後の経営に深く関わってきますので、インボイス制度を理解して選択
していただく必要がありますので、制度がよくわからない方やもっと深く理
解したい方は、今後の講習会にご参加ください。
　また、国税庁のホームページ内にもインボイス制度特設サイトが立ち上
がっておりますので、情報収集にご活用ください。

　愛知県職業能力開発協会技能振興コーナーでは、厚生労働省から
の受託事業である令和４年度「ものづくりマイスター」等による実技
指導の派遣先を募集しています。
　製造業・建設業及びITの職種で、高いレベルの技能、一定以上の実
務経験・指導力をもち、厚生労働省の認定を受けた「ものづくりマイ
スター」や「熟練技能者」が、中小企業や工業高校等にお伺いして、技
能レベルの向上のため、若年技能者、生徒等の実技指導を行います。
指導内容は、ご要望に応じてコーディネートします。
　詳しくは、技能振興コーナーにお問い合わせください

　ＳＮＳ等を通じて知り合った相手と交流し、犯罪や
トラブルに巻き込まれるケースが後を絶ちません。
　投稿内容から個人を特定される可能性があるこ
とを理解し、投稿内容、公開範囲に注意すること、見
ず知らずの人を信用しすぎないこと、困ったら家族
や警察等に相談することが被害に遭わないための
ポイントです

運転資金、設備資金、開業資金など
資金繰りの相談にご利用下さい。

日本政策金融公庫 毎週火曜日 13時～15時
日本政策金融公庫 名古屋中支店担当者

毎週第2木曜日 13時～15時
名古屋市小規模事業金融公社担当者

名古屋市小規模事業金融公社

月2回不定期 10時～16時
税理士 岸本 貴子

随時受付
社会保険労務士 松下 操

毎月第3金曜日  13時～16時
愛知県弁護士会

相続・贈与・譲渡・法人税に関することなど

労使関係のトラブル、各種助成金の申請など

取引先とのトラブル、権利関係など
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令和5年10月1日から

～少年自身の悩みごとや、困りごと相談～

☆ヤングテレホン　052－764－1611
月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
午前9時から午後5時まで
☆ヤングテレホン　Ｅメール相談
愛知県警察ホームページからご利用ください

～家庭内で対話の機会を持ちましょう～

インボイス講習会情報
（詳細は別添チラシをご覧ください。）

9月1日（木）
14時00分～
守山商工会館 ３階研修室
講師：税務署職員

９月１４日（水）
１８時３0分～
守山商工会館 ３階研修室
講師：中小企業診断士

問い合わせ先  守山警察署 052-798-0110

対　象

費　用

募　集

中小企業の若年技能者及び工業高校等の生徒・学生（原則２名以上）
ただし、令和３年度に利用実績のある企業及び工業高校等の学科は除く。 【お問い合わせ】

愛知県職業能力開発協会　技能振興コーナー
電　話　052-524-2075
メール　ginoushien@avada.or.jp

マイスターの謝金・派遣旅費等は原則として無料です。
ただし、使用する材料費等は負担していただく場合があります。 
予算の上限に達し次第、締め切ります。

※今後の講習会の情報は守山商工会ホームページや
　広報もりやまで発信していきます。

　　

制
度
概
要

（令和4年7月1日現在、年利％）

労 

務

マル経融資制度は、商工会会員の方に限り、日本政
策金融公庫の事業資金を無担保・無保証人・無保
証料でご利用できる制度で、他の融資制度と比べて
低金利です。しかも、その推薦においては、商工会
が手厚くサポートします。商工会のマル経融資制度
の利用で、設備導入や資金繰りを円滑に！ 詳しくは、
チラシをご覧ください。 

無担保・無保証人・無保証料・低金利の融資制度

■融資限度額
■返 済 期 間
■金　　　利

２，０００万円 
運転資金７年以内、設備資金１０年以内 
金利１．22％（令和4年7月1日現在） 

■担保を不要とする方  基準利率 ２．02～２．90
■新創業融資制度希望の方 基準利率 ２．32～3．20
■担保提供を希望する方  基準利率 １．07～２．55
■災害貸付等を利用する方 基準利率 １．22～2．10
■マル経融資を希望する方 特別利率 １．22
■その他

国
民
生
活
事
業
（
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率
一
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）

⑴挑戦支援資金強化特例制度（資本制ローン）
については、毎年の業績に応じた利率が適用
されます。
⑵遅延損害金の割合は年８．7０％です。
　（令和4年4月1日から令和5年3月31日
までの貸付）

マル経融資制度

経営指導員の巡回・窓口相談、他の
経営支援機関との連携、中小企業診
断士はじめ各分野の専門家の派遣に
よって、多様化・高度化、専門化する
経営支援ニーズにお応えしています。

経営指導員＆
各種専門家による相談

経
営

税務の申請・届出書の作成、決
算書・確定申告書の作成、記帳
のスキル・ノウハウのアドバイスか
ら記帳代行まで、記帳や税務でお
悩みの方に対して、必要に応じアド
バイスとサポートを行っています。

税務相談＆記帳アドバイス

税
務・経
理

労務全般についてのご相談のほか、労働保険の
加入手続きや更新手続きの事務代行も行ってい
ます。

労務相談＆労働保険の事務委託
労
務

急速な社会の構造変化と、高度化・多様化する
経営環境に対応するため、経営に関する講習
会、講演会、研修会等を開催し、的確な知識と情
報、スキル・ノウハウを提供しています。

講習会・研修会の開催

国や県の中小企業施策をはじめ、経営に役立つ
情報を会報や巡回・窓口で提供しています。

経営情報資料の収集、提供

講
習
会・研
修
会

企業の経営改善または新たな事業の取組み
のために必要な資金として、低金利、無担保、
無保証人、無保証料で、商工会が推薦による
サポートのできる日本政策金融公庫の「マル経
（コロナマル経）融資制度」を中心に相談・斡
旋を行っています。

小規模事業者のための融資制度

金
融

青年部、女性部、各地域
支部、振興会、発展会等
の活動を通して、豊かな
ネットワークづくりと情報
交換にお役立ていただ
いています。

人脈づくり＆情報交換
異
業
種
交
流

利率一覧

商工会の経営指導員が、皆様とともに経営上のお悩みの解決を支援します。また、必要に応じて各種専門家や他
の支援機関とも連携しながら、皆様の経営上の課題解決に的確かつ迅速に対応できるように、きめ細やかなバッ
クアップ体制を整えています。

商工会では、様々な経営支援メニューをご用意して皆様の経営を支援しています。
商工会の
経営支援

無料個別相談会随時受付中
わからないことはすぐに解決しましょう！ 消費税  インボイス制度が始まります。

ものづくりマイスター等の派遣先を募集しています。

ＳＮＳを悪用した犯罪に
気をつけましょう

守山商工会では、定例にて各種専
門分野の個別相談会を開催してお
りますので、お気軽にご利用下さ
い。（要予約） ※相談員の都合によ
り日程が変更になる場合がござい
ますので、必ず予約してからご相
談にお越し下さい。

　守山商工会では今後インボイス制度に関する講習会を
開催していきます。
　現在、消費税の課税事業者の皆様はインボイス発行事業者
（適格請求書発行事業者）の登録をお忘れなく行ってください。
　また、消費税の免税事業者の皆様は取引先やお客様が事業者である場
合は、課税事業者になることを選択し、インボイス発行事業者の登録をして
頂く必要が生じる場合があります。
　今後の経営に深く関わってきますので、インボイス制度を理解して選択
していただく必要がありますので、制度がよくわからない方やもっと深く理
解したい方は、今後の講習会にご参加ください。
　また、国税庁のホームページ内にもインボイス制度特設サイトが立ち上
がっておりますので、情報収集にご活用ください。

　愛知県職業能力開発協会技能振興コーナーでは、厚生労働省から
の受託事業である令和４年度「ものづくりマイスター」等による実技
指導の派遣先を募集しています。
　製造業・建設業及びITの職種で、高いレベルの技能、一定以上の実
務経験・指導力をもち、厚生労働省の認定を受けた「ものづくりマイ
スター」や「熟練技能者」が、中小企業や工業高校等にお伺いして、技
能レベルの向上のため、若年技能者、生徒等の実技指導を行います。
指導内容は、ご要望に応じてコーディネートします。
　詳しくは、技能振興コーナーにお問い合わせください

　ＳＮＳ等を通じて知り合った相手と交流し、犯罪や
トラブルに巻き込まれるケースが後を絶ちません。
　投稿内容から個人を特定される可能性があるこ
とを理解し、投稿内容、公開範囲に注意すること、見
ず知らずの人を信用しすぎないこと、困ったら家族
や警察等に相談することが被害に遭わないための
ポイントです

運転資金、設備資金、開業資金など
資金繰りの相談にご利用下さい。

日本政策金融公庫 毎週火曜日 13時～15時
日本政策金融公庫 名古屋中支店担当者

毎週第2木曜日 13時～15時
名古屋市小規模事業金融公社担当者

名古屋市小規模事業金融公社

月2回不定期 10時～16時
税理士 岸本 貴子

随時受付
社会保険労務士 松下 操

毎月第3金曜日  13時～16時
愛知県弁護士会

相続・贈与・譲渡・法人税に関することなど

労使関係のトラブル、各種助成金の申請など

取引先とのトラブル、権利関係など

金 

融

税 

務

法 

律
懇切
丁寧
懇切
丁寧

秘密
厳守
秘密
厳守

令和5年10月1日から

～少年自身の悩みごとや、困りごと相談～

☆ヤングテレホン　052－764－1611
月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
午前9時から午後5時まで
☆ヤングテレホン　Ｅメール相談
愛知県警察ホームページからご利用ください

～家庭内で対話の機会を持ちましょう～

インボイス講習会情報
（詳細は別添チラシをご覧ください。）

9月1日（木）
14時00分～
守山商工会館 ３階研修室
講師：税務署職員

９月１４日（水）
１８時３0分～
守山商工会館 ３階研修室
講師：中小企業診断士

問い合わせ先  守山警察署 052-798-0110

対　象

費　用

募　集

中小企業の若年技能者及び工業高校等の生徒・学生（原則２名以上）
ただし、令和３年度に利用実績のある企業及び工業高校等の学科は除く。 【お問い合わせ】

愛知県職業能力開発協会　技能振興コーナー
電　話　052-524-2075
メール　ginoushien@avada.or.jp

マイスターの謝金・派遣旅費等は原則として無料です。
ただし、使用する材料費等は負担していただく場合があります。 
予算の上限に達し次第、締め切ります。

※今後の講習会の情報は守山商工会ホームページや
　広報もりやまで発信していきます。
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〒485-0825 愛知県小牧市下末 1636-2
TEL 0568-79-0555 FAX 0568-47-0678

企業の未来を切り拓く人材育成を応援します！
●在職者の方を対象に、機械、電気·電子、居住などのものづくり分野に関するセミナーを
実施しています。

●生産性向上を図るセミナーおよびＩＴ業務改善を図るセミナーの相談を承っております。

 

 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

愛知支部 中部職業能力開発促進センター
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