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４月から開始される制度など（税制以外）
◆改正高年齢者雇用安定法◆
高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導
入している場合、労使協定で対象者を限定できる
仕組みが廃止させ、希望者全員を対象とする必要
があります（経過措置あり）。

労働保険事務所委託事業主の方へ

労働保険年度更新手続き
労働保険を商工会へ事務委託されている事業主の
方は、下記日程にて労働保険の年度更新手続きを
行いますので忘れずに手続きください。
記

◆改正労働契約法◆
有期労働契約が５年（施行後からの契約期間）
を超えて反復更新された場合は、労働者の希望に
より無期労働契約に転換されることが義務付けら
れます。
◆障害者雇用率の引上げ◆
常用労働者数に対して一定割合以上の障害者雇
用を義務付ける障害者雇用率制度について、法定
雇用率が２％（現行１．８％）となり労働者５０
人以上の企業が対象となります。
◆改正犯罪収益移転防止法◆
マネーローダリングの防止強化のため、金融機
関等の特定事業者は、一定の取引を行う際の確認
事項に取引目的や職業又は事業内容などが追加さ
れる等が実施されます。
◆特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢引上げ（男性）◆

報酬比例部分の支給開始年齢が６１歳となり、
以後３年ごとに１歳ずつ６５歳まで引き上げられ
ます（女性は５年遅れで実施）
◆自賠責保険料の改定◆
全ての車両に加入が義務付けられている自賠責
保険について車種や保険期間で異なりますが、平
均１３．５％値上げされます。
◆小型家電リサイクル法◆
小型家電に含まれる銅や金、レアメタルなどを
有効活用するため、回収体制の整備ができた市町
村から順次開始されます。
◆固定価格買取制度における太陽光発電の買取価格引下げ◆

現行４２円／kwh から、出力１０kW 未満（住宅用）
は３８円／kwh、１０kW 以上（非住宅用）は税込
３７．８円／kwh に引下げる予定です。

日 時 平成２５年４月１０(水)～１２(金)
１５(月)～１６(火)
時 間 午前１０時～午後３時
場 所 豊栄商工会館 ２階
※書類等は３月下旬に送付済みです。
不明な点がございましたら商工会にお問い合せください。

～～～ 無料相談会の開催 ～～～
◎日本政策金融公庫相談会◎
日時

４月１０日（水）
５月１０日（金）

いずれも
13 時～15 時

◎ 弁 護 士 相 談 会 ◎
日時

４月２６日（金）

10 時～12 時

☆４月の予定☆
4/1(月) 10:00 辞令交付

(商工会)

4/3(水) 19:00 青年部監査及び役員会
4/5(金) 11:45 早通支部情報発信事業検討委員会
13:30 融資推薦委員会・三役支部長会議
15:30 運営検討委員会
18:00 長浦支部評議員会
4/9(火) 18:00 木崎支部役員会
4/10(水) 10:00～15:00 労働保険年度更新手続き
13:00 公庫相談会
4/11(木) 10:00～15:00 労働保険年度更新手続き

(商工会)
(商工会)
(商工会)
(商工会)
(商工会)
(わか竹)
(商工会)
(商工会)
(商工会)

4/12(金) 10:00～15:00 労働保険年度更新手続き （商工会）
4/15(月) 10:00～15:00 労働保険年度更新手続き （商工会）
4/16(火) 10:00～15:00 労働保険年度更新手続き

(商工会)

4/19(金) 13:30 決算監査会

(商工会)

4/22(月) 13:30 サービス業部会役員会

(商工会)

4/24(水) 13:30 理事会

(商工会)

4/25(木) 18:30 女性部総会

(大倉屋)

4/26(金) 10:00 弁護士による法律相談会

(商工会)

「ものづくり中小企業・小規模事業者試作
開発等支援補助金」の公募開始について
標記補助金は、中小企業が持つ技術を活かした
試作品の開発や製品管理の効率化、納期の短縮を
図る設備投資等に対し、1,000 万円を上限（補助
率３分の２）に補助するものです。
また、本補助金の申請に当たっては経営革新等
支援機関による確認書の添付が必要となります。
記
募集期間
受付開始
平成２５年３月１５日（金）
第一次締切 平成２５年３月２５日（月）
第二次締切 平成２５年４月１５日（月）

【人事交流等のお知らせ】
この度、人事交流等により、廣川廣実指導員が退職され
斉藤昭男指導員が黒川商工会へ、中村美奈子補助員が田上
商工会へ異動、鴨井勇太職員が契約期間満了で退職となり
ました。
この度、３月３１日をもちまして
豊栄商工会を退職いたしました。
３年間の在職中は皆様のご指導と
ご協力をいただき大過なく勤務で
きましたことを心より深く感謝申
し上げます。これから健康に留意
し有意義な人生を送りたいと思い
ますので、今後ともより一層のご
指導ご鞭撻と末永きご交誼を賜り
ますようお願い申し上げます。
皆様方のご健勝とご多幸をお祈申
経営指導員
し上げ、御礼方々ご挨拶申しあげ
廣 川 廣 実
ます。

説明会申込先・申請先・問い合わせ先
新潟県地域事務局（新潟県中小企業団体中央会）
☎０２５－２６７－１１００

【新任職員挨拶】
４月１日付けで、佐和田商工会から齋藤孝義指導員、栃尾商
工会から鈴木邦彦指導員、黒川商工会から小林真樹補助員が
着任いたしましたので、ご紹介いたします。

経営指導員

齋 藤 孝 義

４月より豊栄商工会にお世話に
なります、経営指導員の齋藤と
申します。出身は村上市です。
人事交流により佐和田商工会よ
り異動してきますが、今までの
経験を生かし、商工会業務をや
っていきたいと思います。不慣
れな点も多々あるかと思います
が、皆様のご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願い申し上げます。

4 月 1 日付けの異動により、
豊栄商工会にお世話になること
になりました。
一日でも早く皆様のお役にたて
るよう頑張りますので、よろし
くお願いします。
経営指導員

補助員
中 村 美 奈 子

鈴 木 邦 彦

4 月１日よりお世話になります。
前任地は黒川商工会でした。
補助員としての仕事は初めて
ですが早くお役に立てるよう
一生懸命頑張りたいと思います
ので、よろしくお願い致します。
補助員

経営指導員
斉 藤 昭 男

小 林 真 樹

職員
鴨 井 勇 太

この度４月１日付で黒川商工会へ
異動することになりました。豊栄
商工会での２年間は色々と勉強を
させていただき大変ありがとうご
ざいました。皆様に何もお返しを
できないまま異動することをお許
しください。会員皆様の温かいお
力添えを頂き無事努める事ができ
ました。ありがとうございます。
新任地ではこの２年間で学んだ事
ことを会員の皆様のために活かし
てまいりたいと思います。
最後に豊栄商工会の皆様のご健勝
とご多幸を祈念いたしまして異動
の挨拶とさせていただきます。
４月１日付で田上町商工会へ異動
することになりました。豊栄商工
会での５年間では様々なことを学
ばせていただきました。また、多
くの会員の皆様から、とても温か
く接していただき心より感謝申し
上げます。新任地でも豊栄での経
験を活かし、会員の皆様のお役に
立てるよう頑張っていきたいと思
います。最後に、皆様方のご健勝
とご多幸を心よりお祈り申し上げ
異動の挨拶とさせていただきま
す。
3 月 31 日をもちまして、期間満了の
ため退職となりました。1 年間本当
にお世話になりました。この 1 年の
間にすべての会員の皆様に接する
ことはできませんでしたが、私が仕
事をさせて頂く中で一番強く感じ
たのが、豊栄に暮らす方々の情熱と
力強さでした。商工会員の皆様の不
断の努力によって、この街は今後も
っともっと良い街になっていくん
だろうなぁ、と大いに期待していま
す。豊栄での経験を活かして、これ
から先も勇往邁進していきたいと
思います。皆様、大変ありがとうご
ざいました。

