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　地元就職を促進するため、奥
三河地域雇用創造協議会では
地元企業と奥三河でお仕事を
探している方を対象とした第
３回就職面接会を開催します。
参加費無料、申込不要、入退場
自由、履歴書不要です。この機
会にぜひご参加ください！
《受講資格》奥三河地域で就職・
転職を目指している方（新卒者
を除く）
《開催場所》新城地域文化広場
（ふれあい会館）展示室
《日程》平成28年３月２日（水）
１３:００～１６:００
《参加企業》１５社
※参加企業は下記のＨＰでご覧いた
　だけます。
http://okumikawakogen.com/
《主催》奥三河地域雇用創造協議会
《後援》ハローワーク新城
※この就職面接会は、厚生労働省の
　実践型地域雇用創造事業の委託に
　より実施します。
【問合せ】 奥三河地域雇用創造
協議会 　☎２３-８３０３

　①【施策】ものづくり補助金等公募開始　

　②【催事】のんすけ誕生祭「ビンゴ大会」開催

　③【就職】就職面接会・地元企業説明会開催

　①【事例】持続化補助金活用事例の紹介

　②【ＩＴ】ＨＰ簡易作成ツール「ＳＨＩＦＴ」

　③【報告】プレミアム付商品券事業報告

《今月のおもな内容》

第
１
面

第
２
面

平成２７年分確定申告お忘れなく／所得税および復興特別所得税・贈与税は３月１５日（火）、個人事業者の消費税および地方消費税は３月３１日（木）までに！！

『ものづくり補助金・下請企業自立化補助金』公募開始『ものづくり補助金・下請企業自立化補助金』公募開始『ものづくり補助金・下請企業自立化補助金』公募開始
革新的な設備投資や親企業からの自立化をお考えの企業の方はぜひ活用をご検討ください！！

《概　要》サービスやものづくりの新事業を創出するための革新
的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中
小企業・小規模事業者の設備投資等を支援します。
《補助率》補助対象経費の2/3 以内
《補助額》
①革新的サービス・ものづくり開発支援
　ア）一般型　上限１，０００万円（例：機械装置費、技術
　　　導入費、運搬費、専門家経費）
　イ）小規模型　上限５００万円（例：機械装置費、技術導
　　　入費、外注加工費、委託費、運搬費、専門家経費等）
②サービス・ものづくり高度生産性向上支援　上限３，０００万
　円（例：機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費）
《対　象》認定支援機関（商工会等）の全面バックアップを得た
事業を行う中小企業・小規模事業者
《条　件》
❶革新的サービス・ものづくり開発支援３～５年で、「付加価値
額」年率３%及び「経常利益」年率１%の向上を達成できる
計画であることなど（上記①ア・イ）
❷サービス・ものづくり高度生産性向上支援 「投資利益率」 ５
%を達成する計画であることなど（上記②）

《募集期間》平成２８年２月５日（金）～平成２８年４月１３日（水）
【問合せ】愛知県中小企業団体中央会　中小企業支援室　
　　　　 ☎０５２-４８５-８４６０

《概　要》親事業者の生産拠点が閉鎖・縮小された、又は閉鎖・
縮小が予定されている影響により売上げが減少する下請小規模
事業者等が、新分野の需要を開拓するために実施する試作・
開発、展示会出展等の費用の一部を補助します。
《受付期間》平成２８年１月２５日（月）～
　　　　　  １次締め切り 平成２８年３月１１日（金）
　　　　　  ２次締め切り 平成２８年５月３１日（火）
《補助対象者》
　次の二つの要件を満たす下請事業者またはその共同体（任
意グループ、事業協同組合）が対象です。
（１）売上減少要件
　過去２年間に事業所を閉鎖もしくは取引関係のある製品の生
産規模等を２５％以上縮小させた事業者、または今後１年以内
に閉鎖等の予定のある事業者と下請取引関係にあり、年間の
売上高が前年比マイナス１０％以上となる見込みであること。
（２）新分野進出要件
　新分野の事業に係る売上高、有形固定資産の額または従
業員数のいずれかの割合が全体の１０％以上を占めることが見
込まれること。
《補助率》補助対象経費の3分の2以内
《補助限度額》１件あたり５００万円
《交付決定下限額》１００万円
【問合せ】中部経済産業局産業部　中小企業課
　　　　  ☎0 5 2 - 9 5 1 - 2 7 4 8

　高校生の皆さんに、地元の企
業について知ってもらい、将来
の職業選択の参考としてもらう
ため、下記のとおり企業説明会
を開催します。仕事の内容など
を直接担当者から聞くことがで
きますが、面接の場ではないの
でお気軽にご参加ください。
《開催日時》平成28年３月18日
（金）午後１時～午後４時まで
《開催場所》
新城文化会館２階展示室 
《参加対象者》
高校生および保護者の方
《参加条件》
申込不要、参加無料、入退場自由
《参加企業》２１社
※参加企業下記のHPでご覧いただ    
    けます。
http://www.city.shinshiro.lg.jp
/index.cfm/9,34707,190,html
【問合せ】新城市役所産業・立地
部商工・立地課   ☎２３-７６３４

　前号でもお伝えしました平成２７年度補正等で実施予定の補助金・助成金制度について、一部公募が開始されました
ので、その他の状況もあわせてご紹介します。なお、平成２８年２月１９日現在の内容ですので、最新情報は次の中小
企業庁HP等で必ずご確認ください。　http://www.chusho.meti.go.jp/hojyokin/

平成27年度補正・平成２８年度当初予算　補助金・助成金ヘッドライン（公募状況）

ものづくり補助金 持続化補助金 新分野需要開拓補助金 省エネ投資設備補助金 レジ導入等補助金
＜平成27年度補正＞ ＜平成27年度補正＞ <平成28年度当初> ＜平成27年度補正＞ ＜平成27年度予備＞

もの 小 下 省 消

ものづくり・商業・サービス
新展開支援補助金

小規模事業者持続化
補助金

下請小規模事業者等
新分野需要開拓支援事業

中小企業等の省エネ・
生産性革命投資促進事業 消費税軽減税率対策事業

公募中
～平成２８年４月１３日（水）

公募中
～平成28年5月31日(火)公募開始前 公募開始前 公募開始前

平成２８年度
下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業

平成２７年度補正
ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金

裏面に関連記事あり

【問合せ】しんしろ軽トラ市のんほいルロット実行委員会事務局
　　　　 （新城市商工会内／下山・小林）☎２２-１７７８

　①協賛期間中、市内協賛店でお買物する
　　期　間／３月４日（金）～２６日（土）
　　協賛店／店頭表示および新城市商工会ホームページに順次掲載（予定）
　②当日、軽トラ市に出店している協賛店で買い物をする

のんすけ誕生祭

12：0０ スタート　会場：亀姫大通り （軽トラ市会場内）
第７３回

「ビンゴ大会」開催

日時

場所

３月２７日（日）
９時～１２時３０分（雨天決行）

新城中央通り商店街
　　　　　　（中町～橋向交差点）

「ビンゴ大会」
協賛店募集

　しんしろ軽トラ市のんほいルロット実行委員会では、上記「ビンゴ大会」に協賛し、ビンゴカードをお客様に配布
していただけるお店を募集します。
《参加費》１口　１，０００円（ビンゴカード２０枚分）※追加可能
《セール期間（ビンゴカード配布期間）》平成２８年３月４日（金）～同３月２７日（日） １１時３０分
※配布条件は各店で決めてください。
※あわせて商店賞の提供（１店１品）もご協力ください（任意）　
【問合せ・申込先】しんしろ軽トラ市のんほいルロット実行委員会事務局（新城市商工会内）☎２２-１７７８

《ビンゴカード入手方法》

※一部抜粋

■主催／しんしろ軽トラ市のんほいルロット実行委員会
■協賛／新城市商工会員協賛店および軽トラ市出店者

※各店により枚数に限りがありますので、ご承知おきください。
※協賛店ごとにカード配布条件が異なりますので、店頭にてお問合せください。



　新城市では、第１回しんしろア
ジェンダ21市民会議の参加者を
募集しています。
《日時》３月９日㈬午後７時～９時
《場所》新城文化会館３０３講習室
　しんしろアジェンダ21とは、新城
市環境基本計画の実践的な取り
組みを網羅した「新城市環境行動
計画 」をいいます。
　アジェンダ市民会議は、その取
り組みをより充実したものにしてい
くために、市民、事業者、行政が情
報交換し、交流するために開催し
ます。
　当日は、愛知大学地域政策学
部教授の功刀由紀子（くぬぎゆき
こ）先生をお迎えし、「環境活動へ
の参画について～新城設楽生態
系ネットワークの取り組みを通じ
て」と題して基調講演があります。
【問合せ・申込先】新城市環境課
☎２３-７６７７

　新城市では、しんしろエコショッ
プ認定販売店を募集しています。
「しんしろエコショップ認定制度」と
は、市民、事業者、行政が協働で、
ごみ減量に向けて取り組むもので
す。
　エコショップの申し込みをいただ
いた販売店を市民審査員が３Ｒ（リ
デュース・リユース・リサイクル）の
取り組みを自主的に行っているこ
とを審査して認定します。
　エコショップとして認定されると
環境に配慮したお店として、新城
市のホームページや広報等で、そ
の取り組みを紹介します。認定され
たからと言って特別な義務が生じ
ることはありません。お店のイメージ
アップにも役立ちます。
【問合せ・申込先】新城市環境課
☎２３-７６７７
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小規模事業者持続化補助金　昨年（前回）の採択事例

節税しながら現役引退後の生活資金や転業資金の確保に最適な制度「小規模企業共済」／お問合せ・お申込みは商工会まで。☎２２-１７７８

専門家のアドバイスで解決しませんか。

新城市内事業者はこんな事に取り組みました！！
【飲食店】 新東名開通に伴う新規顧客誘導のための案内看板設置
⇒新東名開通後に当地を訪れる観光客を意識し、主要道路か
らの誘導看板を設置するとともに商品開発による販路拡大
計画を作成した。

【学習塾】学習塾のデジタル化対応による集客力の向上
⇒デジタル教材を活用した新たなニーズ開拓に取り組むとと
もにそれをPRするため看板設置や新聞折り込みによる新規
顧客獲得計画を作成した。

【飲食店】老舗割烹料理からのこだわり空間！！
⇒照明設備のLED化やメニュー開発に取り組み、プレミアム
レストランとして他店との差別化を図り経営基盤の向上計
画に取り組んだ。

【建設業】新商品の広告宣伝による販路拡大
⇒自然素材を取り入れたオーガニックハウスPRのため、チラ
シ作成や展示会の開催を計画し、新規顧客獲得を狙いとし
た経営計画に取り組んだ。

　新城市内の消費拡大と地元購
買の促進、地域経済の活性化に
寄与することを目的に実施しま
した「しんしろプレミアム商品
券発行事業」の商品券の換金手
続きが終了いたしましたので報
告します。
《使用期間》　
 平成２７年７月１日～１２月３１日
《発行枚数》　
   １２万枚  （１億２千万円分）
《換金枚数》
　１１９，７８６枚（９９．８％）
《利用状況》
  利用登録　　３３７事業所
  商品券換金　２３９事業所
　　　　　　　（７０．９％）

　｢ＳＨＩＦＴ｣とは、全国商工会連合会が運営するコンパス
クラブ「１００万会員ネットワーク」のサービスのひとつで、
全国の商工会員が簡単にこのネットワークに参加活用できる
よう用意されたホームページ作成支援システム（無料）です。
この｢ＳＨＩＦＴ｣を利用すれば、ホームページの開設・更新
作業、電子公告などが誰にでも簡単に作成できます。是非あ
なたのビジネスにご活用ください。
●ＨＴＭＬタグなど専門的な
知識がなくても簡単にホー
ムページが作れる！

●オンラインショップも開業
ＯＫ! 買い物カゴが自動的に
生成されます。

●宿泊施設などの詳細情報も
発信ＯＫ!（部屋数･温泉名・
成分等詳細に登録）

●問い合わせ、宿泊予約等の
フォームも充実！ワンクリックで生成できます。

●１回入力すれば、複数のページで掲載される！
●地図、掲示板、関連リンク、添付資料も簡単設置！
●電子決算公告も簡単に掲載！
　既にＨＰをお持ちの方もアクセス数の向上のためにもご活
用ください。
　使ってみたいとお考えの方は下記までご連絡ください。ロ
グインのためのＩＤとパスワードを発行します。
【問合せ先】新城市商工会（担当／森本）☎２２-１７７８

ホームページ簡易作成ツール

　しんしろ軽トラ市「のんほいルロット」は、市内における経済
循環が開催の主目的となっています。そのためにも、ぜひ市内
事業者の方を中心に有効に活用していただけるよう出店をお勧
めします。例えば、次のような活用も一例としてご提案させてい
ただきます。
・在庫が沢山あるので、お値打ち価格で販売したい。
・新商品ができたので、直接販売し感想を聞きたい。
・製造業をしているが、消費者の生の声を聴く機会をつくりたい。
・店舗販売しているが、出店することで自店をＰＲしたい。
・本業とはまったく異なる商売を試してみたい。
　おもな出店条件は、軽自動車を使用することです。

しんしろ軽トラ市「のんほいルロット」を有効にご活用ください。しんしろ軽トラ市「のんほいルロット」を有効にご活用ください。しんしろ軽トラ市「のんほいルロット」を有効にご活用ください。
　また、初めての出店にあたっては、道路許可申請料３,０００円
（１年間有効）および出店料 2,０００円が必要です（道路許可有
効期間内であれば次回から２,０００円で出店可能）。
　申し込みは３回先まで先着順で受け付けていますが、早めの
手続きをお薦めします。

募集台数
受付台数
残り台数

75
75
0

75
51
24

75
第73回（3月27日）第74回（4月24日） 第75回（5月22日）

※平成２８年２月２０日現在の状況です。

【問合せ・申込先】新城市商工会　☎２２-１７７８

しんしろプレミアム付き

商品券事業報告

新城市商工会職員募集
　新城市商工会ではパートタイムで働いていただける方を募集します。

　《採用予定日》　平成２８年４月１日　《勤務時間》　午前９時～午後５時

　《休　　　日》　土・日・祝・年末年始　  《業務内容》　庶務、事務、簡単なパソコン操作

　《時　　　給》　８７０円（別途 交通費支給）

　　　　　　　　※簿記３級以上お持ちの方９００円（別途 交通費支給）

　《要　　　件》　普通自動車免許

　　　　　　　  ※詳細はお電話でお問合せください。

　【問合せ・申込先】　新城市商工会（担当/立松・小野田） ☎２２-１７７８

2/29～
受付開始

事業者の声① 飲食店の店舗改装費用に活用　
タイトル：高齢者にも優しい店作り
　　　　　～当店の心からの お・も・て・な・し～
　新東名開通を前に高齢者にも優しい店作りをテーマとし店
内のバリアフリー化や地産地消を推進したメニュー作りを始
めとする経営計画を作成しました。店舗改装費に補助金を使
えたのは助かりましたが、それ以上に経営計画書を作ること
でお店の現状と今後のあるべき姿が見えてきたことから、今
回の申請は本当にいい勉強になりました。

事業者の声② 生産小売業の設備導入費用に活用
タイトル：地産地消の推進～安全安心野菜を皆様に～
　野菜洗浄機を導入することで今まで最大の課題だった洗浄
時間を大幅に短縮し、その時間を商品開発や収穫スペースの
拡大に充てるといった経営計画を作成しました。初めての補
助金申請でとても不安でしたが、商工会の職員に指導しても
らい、私でも申請することが出来ました。ぜひ、皆さんにも
この制度を使ってもらいたいと思います。

その他の活用事例
【製茶業】 有機栽培「茶」のプロモーション強化による新規顧客獲得
⇒ホームページやリーフレットを作成し、健康に高い関心を
持つ消費者に当店の取り組みをPRすることで新規顧客獲得
に取り組んだ。

画像を用意して
文字を入力するだけ

こんなお悩みをお持ちの方は、ぜひご活用ください。
　《新城市商工会・平成２７年度の活用事例（一部）》

・事業承継を考えているが、タイミングはいつがよいか。
・補助金申請をしたいが、計画書の作り方を教えてもらいたい。
・創業を予定しているが、法人・個人の違いを教えてほしい。
・労働時間を守ってくれない従業員の対応はどうすればよいか。
・従業員が増えたので、就業規則を見直したい。

　事業者さんの依頼に応じて、課題ごとに適切な専門家※を県
連が選定し、原則１テーマにつき１回、無料で派遣。それぞれ
の課題を専門的見地から解決方法を検討いたします。
※登録されている専門家
中小企業診断士、社会保険労務士、税理士、弁護士、弁理士、技術士、行政書　
士、１級建築士、ファイナンシャルプランナー、第１種情報処理技術者など

【問合せ・申込先】新城市商工会　☎２２‒１７７８


