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●「女性起業家」を応援します！

　日本政策金融公庫国民生活事業は、女性の創業を積極的に支援しています。

女性で新たに事業をはじめる方や、事業開始後間もない方へのご融資は、

さまざまなメリットがあります。

＜メリット＞

・設備資金（土地取得資金を除く）の利率が低くなります。

・元金返済の据置期間を設定し、余裕をもった返済プランを組むことができ

　ます。

・無担保、無保証人でご利用いただける融資制度がございます。

★女性起業家向け融資制度（女性、若者／シニア起業家資金）

※利率は平成23年5月23日現在のものです。 
※利率は金融情勢によって変動いたしますので、お借入利率（固定）は、記載されている金利とは異なる場合がござ
　います。 
※お使いみち、ご返済期間、担保・保証人の有無などによって異なる利率が適用されます。 
※ご相談の結果、お客さまのご希望に沿えないことがあります。 

●お問い合わせ　日本政策金融公庫　弘前支店　TEL：0172-36-6303

●もしものPL事故に備える保険

　製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、製品

の引渡し後または仕事の終了後に日本国内において他人の生命

や身体を害するような人身事故や他人の財物を壊したりするよ

うな物損事故、または日本国内において皆さまに対して損害賠

償請求がなされたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費

用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。

※本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者のうち、中小
　企業製造物責任制度対策協議会を構成する団体の傘下団体に属する各地商工会議所
　の会員向けの保険制度です。脱退し、保険加入期間開始日時点で非会員となった場合は、
　この保険にはご加入できませんのでご注意ください。なお、一部対象とならない業種
　があります。 
 

●くわしい内容は　黒石商工会議所　業務課　TEL：52-4316

●この黒石にもっと女性のパワーを！
　黒石商工会議所女性会の会員募集のお知らせ

　全国のさまざまな地方で女性が輝いているまちは、他の地域が憧れるほど

まち全体が元気です。いま女性の発想や行動力が「まちおこし」をリードして

いるといって過言ではないでしょう。これまで黒石商工会議所の女性会（会

長　三浦ツヱ）は、お祭りやイベントの支援、また料理を持ち寄っての交流会・

懇親会を実施してまいりましたが、いままで以上に活発に活動するために新

会員を募集しています。主婦として母として、あるいは経営者として、なにか

と忙しいかとは存じますが、都合のつくときのご参加で結構です。ぜひとも

新しいアイデアやチカラをください。

　お問い合わせは、商工会議所までお気軽にどうぞ！

●お問い合わせ　黒石商工会議所女性会　事務局　小野　TEL：52-4316

黒石商工会議所は、
地域の皆さまと力をあわせて、
まちを元気にする
お手伝いをしています。

　黒石商工会議所は、地域唯一の総合経済団体として、商工業者の育成・発展、

地域の活性化、社会一般の福祉の増進を図ることを目的に多彩な事業を展開

しています。とくに小規模事業者の良きパートナーとして、資金調達をはじ

め経営指導、創業支援など、経営にかかわるさまざまな悩みにお応えして、事

業活動をバックアップいたします。ぜひ、この機会にご入会ください。

■資金調達のための支援

■各種共済制度への加入

■さまざまな経営の相談

■経営に役立つ各種セミナーの開催

●入会ご希望の方は、職員が手続きに伺いますのでお電話ください。

　黒石商工会議所　TEL：52-4316

●平成23年度「実務研修型雇用対策事業」
　募集要項概要

　黒石市における雇用情勢が依然として厳しい状況の中、とくに就職状況が

厳しいとされる若年者（学卒未就職者を含む）に対し、就業に必要な知識・技

能を習得する機会を提供するとともに地域産業を担う人材育成をしながら

企業の雇用意欲を高めることを事業の趣旨としています。

　条件としては40歳未満であること、学卒未就職者および失業者であること。

また黒石市内の失業者であること。企業の応募資格としては、黒石市内に事

業所を有する企業であり社会保険を適用していること。

　支給する人件費として月額18万円を上限とし、このほか社会保険料等事業

主負担分（健康・厚生・児童手当・雇用・労災・一般拠出金）も支給。ただし時間

外など非固定的手当は除く。また契約期間を平成24年３月31日までとし、契

約期間終了後、企業が引き続き正規社員として雇い入れることを原則とします。

●お問い合わせ　黒石商工会議所　担当　盛・三浦　TEL：52-4316

●「経営自己診断システム」は、あなたの会社を無料で診断。
　貴社の経営状態の把握にお役立てください！

■お申し込み先

青森県若年者就職支援センター

（ジョブカフェあおもり）FAX 017-731-1312

E-mail：e-uketsuke@jobcafe-aomori.jp 
ＵＲＬ：http://www.jobcafe-aomori.jp

主催　青森県若年者就職支援センター（ジョブカフェあおもり）　黒石商工会

　　　議所　黒石地区雇用対策協議会　青森県地域共同就職支援センター

共催　東北経済産業局　青森県

●お問い合わせ　黒石商工会議所　担当　清藤　TEL：52-4316

●うっかり忘れていませんか？
　健康保険の被扶養者に該当しなくなった方の届出。

　就職や一定の収入を超えた場合など、健康保険の被扶養者に該当しなくな

ったときは、被保険者は事業主の確認等を経て「健康保険被扶養者（異動）届」

をそのつど管轄の年金事務所に提出する必要があります。

　その場合、健康保険被保険者証（家族）等を必ず添付してください。

　また、「健康保険被扶養者（異動）届」の届出もれのうち、とくに「就職したが

届出をしていなかった」ことが原因で、被保険者となっているにもかかわらず、

一方で被扶養者のままで二重加入となっていることが多く見受けられるた

めご注意ください。

＜被扶養者に該当しなくなるとき＞―――――――――――――――――

①健康保険、船員保険の被保険者または共済組合、国保組合等の組合員にな

　ったとき。

②被扶養者の※年間収入が130万円以上（給与収入等がある場合、月額108,334

　円以上、雇用保険等の受給者である場合については、日額3,612円以上）、60

　歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害のある方の場合は、年

　間収入が180万円以上になったとき。

③同居の場合は被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入の半分以上にな

　ったとき、別居の場合は被扶養者の年間収入が被保険者の仕送り額を超え

　たとき。

④婚姻等により他の被保険者に扶養されるようになったとき、または離婚し

　たとき。

⑤死亡したとき。

⑥後期高齢者医療制度の被保険者になったとき、など。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

※年間収入とは、過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点およ

　び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。

　「日本年金機構からのお知らせ平成23年９月号より」

●お問い合わせ　弘前年金事務所　TEL：0172-27-1309

●会員拡大運動実施中！

 ● 経営お役立ち情報 

「年末移動経営金融相談所」を開設します！
 ● 経営お役立ち情報 

「年末移動経営金融相談所」を開設します！
 ● 経営お役立ち情報 

「年末移動経営金融相談所」を開設します！
各課題の専門家が １ 対 １ でアドバイスします。 

平成２３年 １１月１１日（金） 
　　　　　 時間：10：00 ～ 16：00

会場：黒石市産業会館 
　　　4階大会議室 

皆さまが抱えているお悩みや今後のビジョン等について、各分野の専門家が
個別アドバイスをいたします。この機会にぜひご相談ください。 

※ご相談の内容は秘密厳守いたしますので、安心してご相談ください。1相談あたり３０分以内とさせていただきます。 

ご利用は無料です。

新しい事業に挑戦したいので、
支援制度を活用したい。経営の
見直し／売上・収益づくり／経
費の削減／資金管理など。 

▼このような課題に・・・・・ 

◎創業から経営改善、 
　経営全般に関する 
　さまざまなご相談 

■お答えする専門家 
・（社）青森県中小 
  企業診断協会 

下請代金支払遅延や代金支払
い時に値引きを要求されて困っ
ている。 

▼このような課題に・・・・・ 

◎下請けに関する取引 
　上の多様なご相談 

■お答えする専門家 
・２１あおもり産業総合支援 
  センター（下請かけこみ寺） 

資金繰りについて 
相談したい。 

▼このような課題に・・・・・ 

◎金融相談 
　（融資・信用保証） 

■お答えする専門家 
・日本政策金融公庫 
・商工組合中央金庫 
・青森県信用保証協会 
・青森県商工政策課 

●お問い合わせ　黒石商工会議所　TEL：52-4316

（財）21あおもり産業総合支援センター 

青森県若年者就職支援センター 

ジョブカフェあおもり 

　この「経営自己診断システム」は、利用者が「登録不要」、「料金無料」でご利用

いただけます。

■特徴

　①自社の財務状況を同業他社の大量データと比較！②自社の業種を選択し、

　財務データを入力するだけの手軽な操作性！③指標などの用語解説も充実！

　など、利便性に優れています。

■利用者の声

　・数字を入力するだけで財務診断ができるところがすごい。

　・自社を客観的にみることができ、指標の悪い点をどのようにすればいい

　　のか、シミュレーションができてよかった。

　・同じ業界の中での自社のポジションがわかり、大変参考になった。

　・自社の強みと弱みがわかるので、今後の強化目標の設定に役立った。

■ご利用方法

　財務諸表をご用意のうえ、まずはこちらにアクセス！！

　URL　http://k-sindan.smrj.go.jp
　＊本結果は、あくまでも財務値から業界内の相対的位

　置を示したものであり、参考値なので会社の信用度を

　断定するものではありません。＊診断結果の良否とは、

　貴社の良否ではなく、指標値で判断されています。

●お問い合わせ先

　(独)中小企業基盤整備機構 新事業支援部

　創業・ベンチャー支援課　TEL：03-5470-1564

中小企業定着支援セミナー 中小企業定着支援セミナー 中小企業定着支援セミナー 
受講無料

 

日　時　　平成23年11月16日（水） 
　　　　　　13：30～15：30（受付13：00～） 
場　所　　黒石市産業会館4階・大会議室 
　　　　　　黒石市市ノ町5－2　TEL 52-4316 
対　象　　県内企業の経営者・人事担当者 

ご融資額

7,200万円以内

4,800万円以内

設備資金

運転資金

ご返済期間
＜うち据置期間＞

15年以内
＜2年以内＞

5年以内
(特に必要な場合は7年以内)

＜1年以内＞

利率

〔特別利率A＝1.75〜3.60〕
技術ノウハウに新規性が
ある方は、

〔特別利率C＝1.25〜3.10〕
土地取得資金は、

〔基準利率＝2.15〜4.00〕

〔基準利率＝2.15〜4.00〕

黒石分室 
〒０３６‐０３０７ 黒石市市ノ町5‐2　黒石市産業会館 
TEL：0172‐53‐5825  

　黒石商工会議所共済制度は、会員事業所の福利厚生の

充実を目的として昭和48年に発足し、現在では11制度、約

2,500名の皆さまにご利用いただいており、委託保険会社・

アクサ生命保険㈱と連携し企業リスクに備えるために最

適な制度を取り揃えております。今回、10月・11月と全国

商工会議所共済制度増強キャンペーンを実施いたします。

　会員事業所の経営に役立つ各種共済制度のご案内や既

に保険にご加入の方の見直し相談も承ります。引受保険

会社のアクサ生命保険㈱の推進員が貴事業所を訪問した

際には、ぜひご加入をご検討くださいますようお願い申

し上げます。

【お問い合わせ】

黒石商工会議所 総務課 TEL：0172‐52‐4316

アクサ生命保険㈱ 黒石分室 TEL：0172‐53‐5825

●商工会議所共済制度
　キャンペーンのご案内

独立行政法人 勤労者退職金共済機構 
中小企業退職金共済事業本部 

ちゅうたいきょう 

略称：中 退 共 
〒105-8077　東京都港区芝公園1-7-6 
TEL 03-3436-0151（代表）FAX 03-3436-0400 
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

半世紀で加入企業100万社以上の実績！ 
退職金は、国がサポートする  中退共制度  をご活用ください。 
国の制度だから 

安 心 国から掛金の助成を受けられます 
社外積立だから 

簡 単 従業員ごとの納付状況や退職金試算額を お知らせします 

加入範囲、 
広がっています！ 

平成23年1月から同居の親族のみを雇用する事業所も、 
一定の要件を満たしていれば加入できるようになりました 

詳しくは

掛金は全額非課税だから 

有 利 節税に加え、手数料もかかりません 

中退共 検索 

資金調達を黒石商工会議所がサポート！

マ ル 経 融 資
小規模事業者経営改善資金 商工会議所の推薦を受けた小規模事業者がご利用になれます。

［ ご融資額 ］ ［ ご返済期間 ］ 
（1,000万円から） 

1,500万円 
に拡大されました 

運転資金 7年以内 
設備資金１０年以内 

無担保
 

無保証
人 

低利 

●運転資金として／仕入資金、手形決済資金、給与・ボーナスの支払いなどに。
●設備資金として／工場・店舗の改装資金、車両購入、機械設備の購入などに。


