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●中小企業、個人事業の皆さま！困ったなと思ったら、
　まずは「ひまわりほっとダイヤル」へ。

●東北電力から節電のお願い

１． 照明の消灯にご協力をお願いいたします。

　　例）①事務室、店舗などの照明を半分程度間引きする。②使用していない

　　エリアは消灯する。③看板、外部照明、駐車場の照明などを安全に配慮し

　　ながら消灯する。

２． 空調の使用抑制にご協力をお願いいたします。

　　例）①事務室などでは室内温度28℃を原則に、軽装（クールビズ）で業務

　　を実施する。②不在の部屋は空調を停止する。

３． 冷凍・冷蔵設備の抑制にご協力をお願いいたします。

　　例）①業務用冷蔵庫の台数を限定する。②ショーケースの消灯を行う。③

　　管理温度を適正化する。④吸い込み口と吹き出し口には商品を置かない

　　ようにし、定期的に清掃する。

４． 機器の使用抑制にご協力をお願いいたします。

　　例）①パソコンは省電力設定にし、使わない時は電源を切る。②電気ポッ

　　トやコーヒーメーカーの保温機能は極力使用しない。③自動販売機の冷

　　却停止期間の延長などを行う。④工場では生産機器やポンプ類、ベルト

　　コンベヤーなど、不要または待機状態にある電気設備を可能な限り小ま

　　めに停止する。

●お問い合わせ

　東北電力コールセンター専用ダイヤル　TEL：0120-175-466

　受付時間　月〜金（祝日除く）午前9時から午後5時まで

●経営相談にホットラインあります
　全国９カ所の中小機構各支部では、中小企業の方が気軽に経営相談等を受

けることができる電話相談窓口（ホットライン）を開設しています。ぜひご利

用ください。全国どこからかけても、最寄の支部につながります。

内　　容　　①経営、技術の相談②中小企業施策、制度活用のご相談③中小

　　　　　　企業経営、中小企業支援に関する情報提供④その他、中小企業

　　　　　　経営に関するご相談

受付時間　　月〜金曜日　９：00〜17：00

留 意 点　　回線がつながると「…秒おいくらです」というアナウンスが流

　　　　　　れます。 通話料は発信者側のご負担となります。一部のＩＰ電

　　　　　　話、携帯電話、ＰＨＳ、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話から

　　　　　　はご利用になれません。ご注意ください。

●東日本大震災関連資金繰り支援策のご案内
１．マル経融資（経営改善貸付）
無担保・無保証人・低利の融資制度（利率は平成23年６月９日現在）

＜震災対応特枠（災害マル経）＞

　震災の直接又は間接的な被害により被害証明書等を受けた方で、商工会議所が策定

する「小規模事業者再建支援方針」に沿って事業を行うことが見込まれる方

①貸付限度額：通常枠と別枠1,000万円

②貸 付 金 利：当初３年間0.95%（基準金利▲1.2%別枠の1,000万円部分）、４年目以降

　　　　　　　1.85％（基準金利▲0.3％）

③貸付期間（据置期間）：設備10年以内（２年以内）、運転７年以内（１年以内）

＜通常枠（マル経）＞

①貸付限度額：1,500万円

②貸 付 金 利：1.85%（基準金利から▲0.3%）

※貸付期間、据置期間は震災対応特枠と同じ

２．青森県経営安定化サポート資金

＜平成23年東北地方太平洋沖地震中小企業経営安定枠＞

　地震災害に伴う間接被害により事業活動に影響を受けており、一定の要件を満たす方

①貸付限度額：4,000万円

②貸 付 金 利：1.0％又は1.5％　保証料：原則年0.45〜1.90%

③貸付期間（据置期間）：設備・運転とも10年以内（２年以内）

＜経営安定枠＞

　最近３か月間の売上高又は受注高若しくは経常利益が過去３か年のいずれかの年

の同時期と比較して10％以上減少している方。売掛債権回収の長期化（又は不能）又は

その他の事由により経営の安定に支障を生じている方。

①貸付限度額：4,000万円（運転資金のみ）

②貸 付 金 利：金融機関所定利率から年0.8％引き下げた利率（下限2.0％）

③貸付期間（据置期間）：運転10年以内（２年以内）

●ぜひ、ご加入ください 中小企業に安心の特定退職金共済制度
　従業員退職金の積み立てができる！

特定退職金共済制度の３つの特色をご覧ください。

１．中小企業でも充実した退職金制度が実現できます。

２．退職金制度の確立は、従業員の確保と定着化を図る重要な要素になります。

３．掛け金は、全額損金または必要経費に計上できます。

●くわしい内容は、黒石商工会議所　共済担当まで　TEL52-4316

●会議所共済加入者の
　健康診断助成のお知らせ

　当商工会議所では、共済制度加入者（じょんから共済・特定退職金共済ほか）
に対する還元事業の一環として健康診断を受けられた方、1名につき1,000円
の助成を行っております。日頃お忙しくて健康管理のできない方はぜひこの
機会に健康チェックをお勧めします。申し込み先着650名ですのでお早めに
お申込みください。くわしくは商工会議所まで。
●お問い合わせ　黒石商工会議所　共済担当　TEL：52-4316

●「中小企業向け支援策ガイドブック」を
　無料配布しています。

　日本商工会議所が編集した中小企業向けの支援ガイドブックには、今回の
震災により直接・間接的被害を受けた中小企業向けの様々な支援策（資金繰り・
雇用・税制等）が網羅されております。商工会議所で無料配布しておりますの
で、ぜひ、ご活用ください。
●黒石商工会議所　黒石市産業会館２Ｆ　　（※部数に限りがございます。）

　黒石商工会議所では会員の皆さまに、信用をはじめ資金、

人材育成、創業などの分野で多彩な経営支援サービスを行

っております。個人や一企業だけでは解決できない税制問

題や中小企業施策などさまざまな経営者の声を行政等の

施策に反映させるために、会員数の拡大による組織力の強

化が必要です。この機会にぜひともご入会いただき、商工

会議所を事業活動にご活用ください。

・会員になれる方／黒石市市内で営業している農業を含

　む商工業者なら、業種、規模、個人、法人、本店、支店、営業

　所を問わず会員になれます。

・入会の手続き／入会ご希望の方はお電話でご連絡いた

　だければ職員が事業所をお伺いして入会の手続きをい

　たします。また「入会申込書」は商工会議所に用意してあ

　ります。

■会費
◎個　　  人／年額２口以上　6,000円から（１口3,000円）

◎法人・団体／年額２口以上 12,000円から（１口6,000円）

　※全額損金または必要経費に算入できます。

●ご入会お申し込み・お問い合わせ

　黒石商工会議所　総務課　TEL：52-4316

■経営指導員／山口友幸、鳴海昌昭、古川稚子

　経営全般にわたり広く相談指導にあたる職員。小規模事業者のよき相談役を目指して、窓口・巡回指

　導を行っています。

■補助員／清藤直子、鳴海淳一郎

　担当業務は上記と同様。経営指導員のサポート役として窓口・巡回指導を行っています。

■記帳専任職員／豊巻英知、山口奈保子、小野智憲

　帳簿の付け方から税務申告までを専門に指導する職員。正しい記帳は商売繁盛の第一歩。会計ソフト

　導入や操作方法のご相談も承ります。

■事務受託団体

・黒石ロータリークラブ・黒石青色申告会、連合会・十日会・黒石地区雇用対策協議会・黒石地区エネルギ

ー問題懇談会・黒石地酒をたしなむ会・黒石物産協会・南黒燃焼器具整備協会・好日会（職員ＯＢ会）・黒

石市自衛隊協力会・黒石地区税務関係団体協議会・県労働保険事務組合連合会黒石支部・黒石珠算連盟・

商工会議所青年部、同シニア倶楽部・商工会議所女性会・やきそばのまち黒石会・輝く黒石りんご市の会

●黒石をみんなで
　盛りあげるために
　あなたも会員に！

この不確実な時代にあって、

勇気をもって挑戦・発展・飛躍しようとする

すべての会員事業所を全力で支援する。

●平成23年度基本方針

１．会員事業所各位の経営の安定と発展に寄与する

２．地域資源を活用した農商工連携による経済の活性化

　　を促進する

３．中心商店街と周辺地域との連携を密にした地域振興

　　策を支援する

４．東北新幹線新青森駅開業にともなう黒石よされ等の

　　観光行事の充実を図る

５．開かれた会議所をモットーに、会員に有益な情報を発

　　信し、時代の要請に応える事業展開を推進する

６．民主的で健全な振興活性化の実現のために、希望にあ

　　ふれ未来につながる事業を推進する

７．西十和田トンネルの早期実現を要望する

● 重 点 事 業 目 標

● 会 議 所 に 相 談 窓 口
　 開 設 の お 知 ら せ

◎東日本大震災に関する特別相談窓口
　月〜金曜日　８：30〜16：30（祝日を除く）

　黒石商工会議所内

◎青森県信用保証協会　経営支援相談窓口
　毎月第１・３木曜日　10：00〜12：00（祝日の場合は翌日）

　黒石商工会議所サロン

◎日本政策金融公庫　定例相談窓口
　毎月第１木曜日　13：00〜15：00（祝日の場合は翌日）

　黒石商工会議所サロン

◎中小企業支援相談窓口
　毎月第３木曜日　10：00〜16：00

　黒石商工会議所相談室

　中小企業支援ネットワークアドバイザー　原田幸弘　氏

●お問い合わせ　黒石商工会議所　TEL：52-4316

●黒石商工会議所の業務担当者

●中小企業相談所の主な業務と担当者

業　務　内　容 担当者

業務全般の統括

商工会議所ＰＬ保険制度関連

会員管理

商工会議所共済制度

社会保険、労働保険関連

青森県火災共済関連

原産地証明関連

簿記検定

珠算検定

黒石珠算連盟

三上　昌一

寺口　将太

今　秀輔

今　秀輔

西沢　弘

寺口　将太

古川　稚子

西沢　弘

寺口　将太

寺口　将太

■「総務課及び業務課」の主な業務の担当者

●平成23年度予算書

予算額科　　目

合　　計

会費

事業収入

交付金

事務受託料

雑収入

繰入金

1

2

3

4

5

6

14,562,000

400,000

2,825,000

1,210,000

1,470,000

3,400,000

23,867,000

収入の部

■一般会計収支予算

予算額科　　目

合　　計

事業費

管理費

退職給与金

予備費

1

2

3

4

10,561,568

13,071,468

0

233,964

23,867,000

支出の部

業　務　内　容 担当者

補助金申請・実践報告関係

日本商工会議所報告・アンケート

政府系・県保証融資制度・市融資制度関係

講習会開催費関係

施策普及関係

ホームページ作成・更新関係

小規模振興委員連絡会議関係

むらおこし事業等地域活性化事業

商店診断事業（エキスパートバンク事業を活用）

税務援助・税理士会関係

鳴海　昌昭

山口　友幸

山口　友幸

清藤　直子

鳴海　昌昭

小野　智憲

清藤　直子

鳴海　昌昭

古川　稚子

古川　稚子

■中小企業相談所業務分担表

業　務　内　容 担当者

金融懇談会

パソコン教室（情報化推進事業）

中小企業退職金共済制度

倒産防止共済制度

小規模企業共済制度

バーコード関係

容器包装リサイクル関係

こみせまつり実行委員会事務局

こみせ通り商店街振興組合事務局

会員拡大推進委員長

山口　友幸

古川　稚子

豊巻　英知

豊巻　英知

豊巻　英知

豊巻　英知

清藤　直子

山口　友幸

山口　奈保子

西沢　弘

部　　会　　名 担当者

食品商業部会

生活文化商業部会

工業部会

建設部会

観光・交通・サービス部会

理財・情報産業部会

厚生・福祉部会

鳴海　昌昭

古川　稚子

山口　奈保子

山口　友幸

清藤　直子

豊巻　英知

豊巻　英知

■各部会と担当者

委員会名 担当者

総務委員会

産経委員会

労働委員会

税務委員会

金融委員会

観光委員会

広報特別委員会

山口　友幸

鳴海　昌昭

豊巻　英知

古川　稚子

清藤　直子

清藤　直子

小野　智憲

■各委員会と担当者

（自　平成23年4月1日　　至　平成24年3月31日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

予算額科　　目

合　　計

地代収入

分担金収入

会議所共済収入

火災共済収入

労働保険事務組合収入

雑収入

1

2

3

4

5

6

5,208,396

1,480,000

17,800,000

800,000

1,800,000

350,000

27,438,396

収入の部

■収益事業特別会計予算

予算額科　　目

合　　計

事業費

会館管理費

給与費

福利厚生費

事務局費

退職給与金

繰出金

予備費

1

2

3

4

5

6

7

8

1,450,000

7,454,336

10,781,320

1,538,196

2,726,000

924,000

2,400,000

164,544

27,438,396

支出の部

予算額科　　目

合　　計

運営事務費

雑収入

1

2

1,500,000

0

1,500,000

収入の部

■特定退職金共済事業特別会計収支予算

予算額科　　目

合　　計

事業費

事務局費

予備費

1

2

3

180,000

1,310,000

10,000

1,500,000

支出の部

予算額科　　目

合　　計

県補助金

情報化推進事業費

会議所補助金

手数料収入

雑収入

1

2

3

4

5

39,120,432

50,000

2,300,000

8,000,000

700,000

50,170,432

収入の部

■中小企業相談所特別会計収支予算

予算額科　　目

合　　計

経営改善普及費

情報化推進事業費

一般事業費

一般管理費

1

2

3

4

48,139,952

210,000

1,260,000

560,480

50,170,432

支出の部

■小規模事業者の資金調達の支援

■福利厚生に各種共済制度への加入

■経営相談

■各種セミナーの受講

〜会員増強運動実施中〜

　事業者の皆さまへ　〜節電にご協力をお願いいたします〜

照明、空調、冷凍・冷蔵設備などの抑制にご協力ください。

●中小企業会計啓発・普及セミナー開催！
『変化の時代に対応できる会計』〜正しい経営判断を行うために〜

　企業を存続させ続けるためには、企業経

営の実態を表す信頼性ある決算書類が不

可欠です。また、経営者自身が経営状況を

的確に把握し金融の円滑化を図っていく

ためには、経営方針を利害関係者に伝え、

経営情報を開示するなどの環境整備が重

要な課題となっています。本セミナーでは、

「適切な会計処理による決算書」を作成す

ることの意義・必要性と、それを実務に活

かし、経営力を高めるためのポイントにつ

いて解説いたします。

◆開催日時　　平成23年７月15日（金） 14：00〜16：00

◆会　　場　　グリーンパレス松安閣　２Ｆ

◆講師紹介　　薬師山 正人（税理士、TKC創業・経営革新アドバイザー）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弘前ふたば税理士法人

◆対　　象　　経営者､幹部､財務担当者､会計にご興味のある方等

◆定　　員　　３０名

◆費　　用　　無料（教材費含む）※ただし、申込みが必要です。

◆申込締切　　７月７日（木）まで（定員になり次第締め切り）

●お問い合わせ　黒石商工会議所　相談課　TEL：52-4316　

 主催：黒石商工会議所、独立行政法人中小企業基盤整備機構

※当日は「電卓」と「筆記用具」をご持参ください。

がんばる中小企業 経営相談ホットライン �0570-009111

　経営上の問題・悩みを弁護士

は法律の専門家として、解決の

お手伝いをします。お気軽にご

相談ください。

●お問い合わせ　全国共通専用ダイヤル 0570-001-240

●受 付 時 間　月曜日〜金曜日（祝日を除く）午前10時〜午後４時（正午か

　　　　　　　　ら午後１時までを除く）※通話料がかかります。

　　　　　　　　※ＰＨＳおよび一部のＩＰ電話からはつながりません。

●相 　 談 　 料　・2011年９月末まで、初回面談30分無料。・30分経過以降お

　　　　　　　　よび２回目以降はおたずねください。・弁護士の指定はで

　　　　　　　　きません。・10月以降、初回面談30分の相談料は5,250円と

　　　　　　　 　なります。


