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平成２８年度通常総会 

山形村商工会のマル経融資が
小規模事業者の皆さんを応援！

担保不要・保証人、保証料不要・低金利

【融資額】

２,０００万円以内

【利 率】

年利１.３０％（固定）
平成28年5月18日現在

【返 済】
運転 7年以内（据置1年可）

設備10年以内（据置2年可）

常時使用する従業員数が商業・サービス業で5人以下、製造業・建設業・宿泊業・娯楽業等は20人

以下の小規模事業者（但し、事業主・家族従業員・臨時・法人の役員は除く）で、次の条件にあては
まる個人、法人
▶商工会地区内で原則1年以上営業していること。
▶所得税（法人税）、事業税、住民税（県民税・村民税）・消費税を完納していること。
▶商工会の経営指導（原則6ヶ月以上）を受けている個人・法人。
▶㈱日本政策金融公庫が融資の対象としている業種を営業している方。
▶許認可業種については、現に許可登録をうけている方。
▶既存借入の返済に遅れがない方。

以下のすべての要件を満たす方がご利用できます

【こんな時にご活用ください！！】
●運転資金として・・・仕入資金、手形決済資金、給与、ボーナスの支払い

●設備資金として・・・工場、店舗の改装資金、車両購入、機械設備購入

■法人企業 ■個人企業
①前期・前々期の決算書、確定申告書（控） ①前期・前々期の決算書・確定申告書
（決算後6ヶ月を経ている場合は最近の試算表） ②所得税・事業税・村民税の領収書又は納税証明書

②法人税・事業税・村民税の領収書又は納入証明書 ③印鑑証明書
③法人登記簿謄本・印鑑証明 ④金融機関からの借入金明細書（返済予定表等）
④金融機関からの借入金明細書（返済予定表等） ※個人事業主の場合は、「住宅ローン」「教育ローン」
⑤見積書、契約書など（設備資金の申込みの場合） 「カーローン」などの個人的な借入れも含みます。

⑤見積書、契約書など（設備資金の申込みの場合）

ご用意いただくもの

山形村商工会

山形村制度資金

貸付利率変更！ ２.１％ ⇒ １.７％
小規模企業振興資金

【融資対象】 村内で事業を営ん
でいる小規模企業者

【資金使途】 設備・運転

【貸付限度額】 ５００万以内

【貸付期間】 ５年以内

【返済方法】

６ヶ月以内据置分割償還

【保証人】 保証人及び担保は原
則要しない。但し法人は代表者を
保証人とする。

【担保】 原則要しない。但し必
要に応じて徴する。

【保証料・自己負担】
セーフティーネット該当の場合、
保証料自己負担は無し。これ以外
は保証料の１/５を負担。

常時使用する従業員数が商業・サービス業で5人以下、製造業・建設業・宿泊業・娯楽業等は20人

以下の小規模事業者（但し、事業主・家族従業員・臨時・法人の役員は除く）で、次の条件にあては
まる個人、法人
▶商工会地区内で原則1年以上営業していること。
▶所得税（法人税）、事業税、住民税（県民税・村民税）・消費税を完納していること。
▶商工会の経営指導（原則6ヶ月以上）を受けている個人・法人。
▶㈱日本政策金融公庫が融資の対象としている業種を営業している方。
▶許認可業種については、現に許可登録をうけている方。
▶既存借入の返済に遅れがない方。

以下のすべての要件を満たす方がご利用できます

【こんな時にご活用ください！！】
●運転資金として・・・仕入資金、手形決済資金、給与、ボーナスの支払い

●設備資金として・・・工場、店舗の改装資金、車両購入、機械設備購入

■法人企業 ■個人企業
①前期・前々期の決算書、確定申告書（控） ①前期・前々期の決算書・確定申告書
（決算後6ヶ月を経ている場合は最近の試算表） ②所得税・事業税・村民税の領収書又は納税証明書

②法人税・事業税・村民税の領収書又は納入証明書 ③印鑑証明書
③法人登記簿謄本・印鑑証明 ④金融機関からの借入金明細書（返済予定表等）
④金融機関からの借入金明細書（返済予定表等） ※個人事業主の場合は、「住宅ローン」「教育ローン」
⑤見積書、契約書など（設備資金の申込みの場合） 「カーローン」などの個人的な借入れも含みます。

⑤見積書、契約書など（設備資金の申込みの場合）

ご用意いただくもの

山形村商工会

事業転換資金
【融資対象】 現在営んでいる
事業を縮小し、他の業種に転換
を図る中小企業者

【資金使途】 設備・運転

【貸付限度額】 １,０００万以内

【貸付期間】 ７年以内、但し
運転５年以内、設備７年以内

【返済方法】

６ヶ月以内据置分割償還

【保証人】 要しない。

【担保】 必要に応じて徴する。

【保証料・自己負担】
セーフティーネット該当の場合、
保証料自己負担は無し。これ以外
は保証料の１/５を負担。

独立開業資金
【融資対象】 同一企業に５年
以上勤務し、原則として同一業
種で開業する者

【資金使途】 開業に要する資金

【貸付限度額】 ５００万以内
但し運転２００万以内、設備は
必要資金の７０％以内

【貸付期間】 ５年以内、但し
運転３年以内、設備５年以内

【返済方法】

６ヶ月以内据置分割償還

【保証人】 要しない。

【担保】 必要

【保証料・自己負担】
保証料の１/５を負担。

平成28年
4月1日現在



伴走型の支援強化を目指します！ 
「商工会は行きます 聞きます 提案します」 

 まだ６月だというのに暑い日が続いております。

今年の夏は例年以上に暑い予報が出されております

ので、体調管理には注意したいも

のです。 

さて、今年から８月１１日が新た

に国民の祝日「山の日」として施

行されました。小説家であり登山

家の深田久弥さんが執筆した「日

本百名山」がブームとなってお

り、その登頂に向け多くの方が登

山を楽しんでいます。登山は体の

健康や心の健康、さらには美容に

も効果があると言われています。「山の日」が施行

され多くの方が山へ行くようになると思いますが、

私も登山愛好家の一人としてしっかりと「準備」を

して臨みたいと思います。（島） 

３ ２ 

 

 

 

女性の特性をいかし、地域振興発展のよき協力

者であるとともに、推進者となります。 
 

 平成２８年度商工会女性部通常総会が５月１７日

（火）松本市「魚菜 恩」で開催されました。当日１１

名の部員が出席し、慎重審

議の上、提出された議案全

てが承認され新年度事業が

スタートしました。事業遂

行にあたりましては、部員

皆様はじめ会員皆様のご協

力よろしくお願い致しま

す。 

 

 

 

 
公平で合理的な税制や諸制度の確立を 

目指して活動します！ 

 
 平成２８年度山形村青色申告会通常総会が４月２５

日（月）「そば処かみじょう」で開催されました。当日

１３名の会員が出席し、

提出された議案全てが原

案通り承認され、新年度

事業がスタートしまし

た。本年度も朝日と連携

親睦事業等行い、会員同

士のコミュニケーション

を図りたいと思います。 

 

 

 
公平で健全な税制実現のため、会員の声を立法

府等にアピールするとともに、税の啓発や租税

教育を積極的に進めます。 
 

 平成２８年度松本法人会山形部会通常総会・研修会が

５月２０日（金）商工会館で開催しました。１０名の会

員が参加のもと税務研修会

では、「平成２８年度税制

改正について」と題して松

本税務署 法人課税第１部門 

上席国税調査官の高山弘行

氏を講師に招き研修を受講

しました。その後、通常総

会が開催され提出された議

案全てが承認されました。本年も経営セミナー等の計画

がありますのでご参加よろしくお願い致します。  

  総 会 概 要 
 平成２８年度通常総会は、林和男会長から地域における厳しい経済情勢の中で商工会の役割、今年度の

取り組み等についての挨拶で始まり、平沢典義氏が議長に就任され、平成２７年度事業報告並びに決算報

告が行われ、小林良太郎監事より監査報告が行われました。続いて平成２８年度事業計画並びに特別会

計・一般会計予算（案）、会費賦課基準等が原案通り承認されました。また、役員功労者等の表彰が執り

行われました。 
 

   平成２８年度事業計画 

  ▶基本方針◀ 
１．商工会組織基盤の強化、拡充 

  会員の増強、組織率の向上を推進し、会員の連携、連帯意識の向上を図る。また、各種共済の加 

  入推進等を積極的に行うことにより運営財源の確保を図る。 

２．商工会中期マスタープランの本格運用による高度専門分野への支援の拡充 

  商工会中期マスタープランに基づく広域支援体制である「筑摩野グループ」による高度・専門的 

  な支援の充実を図り、より機能的な支援サービスの展開を図る。  

３．経営発達支援事業による小規模事業者に寄り添った伴走型支援の実施 

  巡回指導強化により小規模事業者の経営課題に対し、事業計画の策定や着実な実施に向けた支援 

  を事業者に寄り添って実施する体制を構築します。 

４．情報提供機能強化 

  商工会報の発行をこれまでの年２回から４回に増刊し、会員宛文書発送も年８回～１０回程度行 

  い、経営に関する情報提供機能の強化を図る。また、全国連が発行ている月刊「商工会」の全役 

  員購読により商工会運営への活用資料を提供します。 
 

  ▶具体的事業実施◀ 
１．経営改善普及事業 

 ① 経営に関する相談・支援 

 ② 創業支援・経営革新支援事業の実施 

 ③ 広域指導体制の確立と情報収集及び提供 

２．地域総合振興事業 

 ① 総合振興事業    ② 商業振興事業 ③ 工業振興事業 ④ 観光振興事業 

 ⑤ 税務・経理対策事業 ⑥ 金融対策事業 ⑦ 経営対策事業 ⑧ 労務及び福利厚生対策事業 

 ⑨ 広報事業      ⑩ 情報化事業  ⑪ 意見活動   ⑫ 事務委託事業 

 ⑬ その他（関係機関等連絡・調整） 
 

  ▶表彰関係◀ 
 【全国商工会連合会会長表彰】 

   ＊役員功労者  籠田 利男 様  林  和男 様  藤沢 啓太 様 

 【長野県商工会連合会会長表彰 並びに記念品贈呈】 

   ＊役員功労者  永井  博 様  塩原 郁智 様 

   ＊青年部功労者 増塩 勝美 様  ＊女性部功労者 神通川 裕子 様 

 【長野県商工会連合会会長感謝状】 

  ＊商工貯蓄共済推進功労者 山形村商工会共済推進班１班・２班・３班 様 

 【長野県商工会連合会 商工貯蓄共済大口加入者へ記念品】 神通川 長子 様 

商工会女性部 

松本法人会山形部会 山形村青色申告会 

 商工会は５月１９日に商工会館２階大会議室に於いて、平成２８年度通常総会を開催し

ました。来賓には清沢英男県議会議員他、各関係機関、金融機関の方々、そして会員皆様

の大勢の出席のもと、本年度の事業計画並びに予算が承認されました。 

女性部 ２８年度事業計画 
 
７月１３・１４日 関東ブロック交流研修会への参加 

１１月１３日   新そば祭り協力 

 

６月より いどばた会議 

     講習会（寄せ植え、料理、手芸、陶芸等） 

 

毎月第３金曜日 ボランティア活動「ピアやまがた」 

 

県女連事業への参加協力 

  

 

 

 

今年度の新事業として長野県の元気づくり支援

金を活用した「長芋料理レシピ集制作」「や

まっちそばの普及拡大事業」を実施します。 

 
平成２８年度山形村観光協会定期総会が５月２６日

（木）商工会館で開催

され、当日２９名の会

員が出席し、提出され

た議案は全て原案通り

承認されました。道祖

神と新そば祭り等への

ご理解、ご協力をよろ

しくお願い致します。 

山形村観光協会 


