活用ガイド

あなたの夢に向かって
わたしたちが

お手伝いします！
商工会議所

西尾商工会議所

西尾商工会議所とは
私たちは「企業と地域の応援団」です！
商工会議所は、日本の企業と地域を元気にしたいと願う民意から生まれた地域総合経済団体です。
全国に５１５の商工会議所があり、各地で地域経済の発展のため様々な事業に取り組んでいます。
当所は昭和 31 年 12 月に設立され、現在市内の商工業者を中心に約 2,000 者の会員様がいらっしゃいます！

入会について
入会資格 旧西尾市内で６ヶ月以上営業されている商工業者（団体を含む）であれば、規模・業種や本店・支店・営

業所を問わず、どなたでもご加入いただけます。
年 会 費 個人企業／１０，
０００円～

法人企業／１５，０００円～

※年会費は全額、必要経費または損金となります。

ご入会までの流れ

よくある質問

まずはお気軽に西尾商工会議所まで
ご相談下さい。

Q 支店や営業所でも入会することは
できますか？

当所（０５６３－５６－５１５１）まで

A

ご連絡ください！

ご入会いただけます。

職員が丁寧に説明させていただきます。

Q 会員になると定期的に会合などへ
参加する必要がありますか？

所定の「会員加入申込書」を記入。
必要事項を記入・捺印していただきます。

A

必要ありません。各種講習会やセミ
ナーなど随時開催しておりますの

難しい手続きは不要！

で、必要に応じてご活用ください。

入会！

会員証をお渡し
します。

Q 年会費の支払い方法は何？

加入審査の後、ご入会となります。
各種制度をご活用ください！

A

原則「口座振替」をお願いしており
ます。

西尾商工会議所ホームページはこちら！
シックで
かっこいい！

イベント・セミナー等の
情報など盛りだくさん！
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経営支援
西尾商工会議所の経営相談メニュー
経営上の課題、ひとりで悩む前にご相談ください。

こんなときご相談ください
①経営計画を作成したい

④帳簿のつけ方を相談したい

②補助金の申請をしたい

⑤専門家に相談したい

③融資を受けたい

⑥創業・事業承継したい

1 経営計画作成支援
経営計画をつくることで、頭の中の考えが「見える化」され、他社と共有できるようになり、周囲の協力も得やす
くなります。また、補助金申請の際に役立ちますので、新たな事業を検討されている方は申請しましょう！
①経営革新計画

新事業活動に取り組み、経営の向上を図るもの

②経営力向上計画

事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定

③先端設備等導入計画

中小企業が設備投資を通して労働生産性の向上を図るもの

※税制優遇

④事業継続力強化計画

中小企業が策定した防災、減災の事前対策に関する計画

※補助金加点

※県支援補助金対象
※税制優遇

2 補助金・助成金申請支援
当所経営指導員が補助金申請書を精査し、申請後の報告書作成等の支援を実施。皆様の経営改善にお役立ていただ
けます。
①経済産業省の補助金

主に設備投資や販路開拓、IT化など企業振興の目的で実施されます。

②厚生労働省の助成金

主に雇用促進・能力向上などの施策を目的として行われます。

③各自治体の補助金・
助成金

県や市が地域内の産業振興など多様な目的で実施します。

申請期間が短い補助金もあり、タイムリーな情報はメールマガジンを使って配信しています。
ぜひ、ご登録ください。

3 融資あっせん

補助金くん

補助金・助成金の情報は、随時発信しています !!

＠

小規模事業者経営改善資金（マル経）

運転資金や設備資金など、資金調達の相談に応じます。出来るだけ有利な条件で融資を受けることが、成功する経
営への近道。
「マル経融資」は、なんと最大 2,000 万円まで無担保・無保証で融資が受けられます。

４つの特徴

①担保不要
②保証人不要
③信用保証料不要
④固定金利

マル経融資制度の内容
融資対象

市内で１年以上同一事業を適法に営む小規模事業者

融資額

2,000 万円以内

返済期間

運転資金７年以内（据置１年以内）
設備資金 10 年以内（据置２年以内）

融資利率

最新の金利は商工会議所にご確認下さい！

融資機関

日本政策金融公庫

※

※常時使用する従業員が 20 人以下（商業・サービス業は５人以下）の小規模事業者が対象です。但し、宿泊業・娯楽業を営む事業者は 20 人以
下まで利用可。詳細についてはお問い合わせください。
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4 帳簿作成支援
記帳専任の職員が、記帳の仕方 · 年末調整 · 決算 · 申告手続きのご相談に応じます。
会員事業所は記帳指導 ( 年間手数料 39,000 円税別 ) が受けられます。
対

象

支援内容

現在、税理士等の記帳指導を受けていない小規模事業者 ( 個人のみ ) で、自主記帳を希望される方
●売上 · 仕入経費の状況を現金出納帳や振替帳に記入して、1 ヵ月 〜3 ヵ月分を会議所へ提出。提出書類
を確認し、コンピュータ処理します。
●決算時には決算書作成も行います。申告書作成もお手伝いします。
●指導日時はご都合に合わせて行います。
✽記帳専任の職員が年間を通して担当します。 ✽当所顧問税理士による相談も無料で受けられます。

5 専門家派遣
専門家の意見を聞きたいとき、プロの専門家が無料でアドバイス致します。
対

象

制度内容

当所会員事業所
①当所専門家派遣制度… …… 税務、労務、金融、弁護士、その他経営全般の相談に対し、無料で専門家
相談を受けられます。原則３回まで無料。
②エキスパートバンク… …… 愛知県内商工会議所の専門家派遣制度です。初回無料で 3 回まで。
③ミラサポ専門家派遣… …… 国が運営する専門家派遣制度。原則 3 回まで無料。
④愛知県よろず支援拠点… … 国が全国に設置している経営相談所に同席し、フォローします。

創

海外展開

業

様々な経営課題に対して
専門家が無料で支援！

地域資源
活用
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雇用
労務関係

経営革新

資金繰り

販路拡大

創業・事業承継支援

創業
新規創業を目指す方に対して、創業計画書の記入方法、創業時の金融支援、利用可能な補助金等、当所経営指導員
が的確なアドバイスでサポートします。
また、連携５者（西尾市・一色町商工会・西尾みなみ商工会・西尾信用金庫・当所）で連携して行う、創業セミナー
や創業キホン塾をご案内致します。

事業承継
事業承継に関するご相談（個人事業主の代替わり承継、法人の代替わり、M&A 他）は、どんなことでもお声かけ
ください。事業承継には高度な専門知識と豊富な経験が必要です。
中小機構やあいち産業振興機構等と連携し、様々な専門家を集め、チームでサポートします。
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共済・福利厚生
大企業並みの福利厚生もおまかせください！
経営者・従業員の万が一の保障に

ゆうゆう共済 ( 生命共済制度 )
入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険 ( 団体型 ) ＋西尾商工会議所独自の給付制度 ( 災害入院手当金・
見舞金・祝金・祝品・助成金制度 )

病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず 24 時間保障する生命共済制度で、西尾商工会
議所独自の給付制度も充実しています。
＊記載の内容はゆうゆう共済の制度内容の一部を記載したものです。
＊ご加入にあたっては、パンフレット、重要事項説明書 ( 契約概要・注意喚起情報 ) を必ずご覧ください。
＊定期保険（団体型）引受保険会社：アクサ生命保険株式会社

業務災害補償プラン★
労災事故が発生した際の従業員に対する補償および労災事故の発生が企業の責任と法律上判断された場合の企業の損害賠償
責任を補償します。

休業補償プラン★
経営者本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償の差額をカバーするものです。
従業員の福利厚生の充実はもちろん、経営者本人の万一の備えにも利用できる内容です。

企業リスク対策

ビジネス総合保険★
賠償責任（PL 賠償、リコール、情報漏えい、サイバー、施設賠償、業務遂行賠償等）リスクの補償、事業休業の補償、財産・
工事に関わる補償を一本化して加入できます。

経営セーフティ共済 ( 中小企業倒産防止共済制度 )
積み立てた掛金総額の 10 倍の範囲内で、回収困難になった売掛債権等の額内 ( 最高 8,000 万円 ) の貸付を受けられます。
掛金は経費算入でき、節税しながら強固な経営基盤が確保できます。

将来の安心のために

小規模企業共済制度
小規模企業の個人事業主が廃業した場合や会社等の役員が退職した場合など、それまで積み立てた掛け金に応じて共済金を
受け取れる制度です。 ※掛金は全額所得控除

特定退職金共済制度
将来支払うべき多額の退職金を毎月平準的かつ計画的に準備できる、従業員のための退職金制度です。掛け金は 1 人月額
30 口 (30,000 円 ) まで非課税で、中小企業でも大企業並みの退職金制度が確立できます。

中小企業退職金共済制度
特定退職金制度と同じように、１人月額 30,000 円まで非課税で加入できます。国がつくった従業員の退職金制度で、新規
加入や増額の際、掛金の助成を受けられます。
★には会員割引があります。

健康診断
・医療機関と連携し、当所会員限定の健康診断を毎年７月に実施しています。
従業員の福利厚生としてご利用ください。
お申込みは簡単！

・毎年会報４月号に申込書を折り込みしています。
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労働保険事務代行
あなたに代わって事務を代行します

労働保険とは……「労災保険」と「雇用保険」との総称
ポイント

労働保険は法人 · 個人を問わず、労働者を一人でも雇用していれば、事業主・
労働者の意思に係わらず、加入することが法律で義務づけられています。
労災保険

雇用保険

労働者が「失業」した場合に、一定の給付を行う制度
「業務上」や「通勤時」に労働者がケガや病気、
条件を満たせば、手当・給付金等受給可能。
保険内容 死亡などした場合に、必要な保険給付を行う
・失業手当・教育訓練給付・育児または介護
制度
休業給付など
加入条件

原則、全員強制加入

31 日以上の雇用見込みがあり、週の労働時間が 20
時間以上となる労働者（学生を除く）

保 険 料

全額「事業主負担」

会社と従業員が「折半」全額「事業主負担」

役

原則対象外（条件付き特別加入あり）

原則対象外

員

労働保険事務組合は労働保険の手続きを代行します。
①労働保険料の申告、納付に関する事務
②保険関係成立届、雇用保険の事業設置届の提出等
③雇用保険の取得、喪失に関する事務等
④その他、労働保険の適用徴収にかかる申請、届け出、報告等に関する事務
対象者

当所の会員かつ常時使用する労働者が以下の企業
・金融、保険、不動産、小売… …… 50 名以下
・卸売業、サービス業… …………… 100 名以下
・その他の事業… …………………… 300 名以下

手数料

一年間に、（均等割 4,000 円＋概算保険料の 3％）
×税 （詳細は当所にお問合せください）

事務委託の
メリット
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①事務負担軽減
②保険料を年３回の分割納付が可能
③本来加入出来ない法人の役員、個人事業主や家族従業員も特別
に労災保険に加入することが可能（条件あり）

交流・ネットワークづくり
ビジネス(異業種)交流の場があります
ビジネスパートナーの発掘だけでなく、ほかの業種の方々との交流を通じて、新たなビジネスヒントやニー
ズを発掘する場としてご活用いただけます。

女性会
女性経営者の方、事業主の奥様、女性の従業員の方を対象に、資質向上と会員相互の
親睦と連携を図り地域社会の繁栄に貢献することを目的としています。
入 会 条 件 商工会議所の会員事業所の奥様や社員の方、女性経営者。
年齢制限はありません。
年

会

費 6,000 円

活 動 内 容 ①講演会、研修会、懇談会等の開催
②見識、教養や感性を高めるための内外の視察会等の開催
③会員相互の交流 · 親睦を図るための活動

教養研修会

④西尾商工会議所の事業の協力
⑤その他本会の目的を達成するために必要な事業

青年部

産業物産フェアへの協力

次世代を担う若手経営者・後継者等が研鑽と会員相互の交流を通して、経営者として
の人格、教養、経営能力の向上を図り、企業の発展と地域社会の繁栄に貢献すること
を目的としています。
入 会 条 件 商 工会議所の会員事業所の若手経営者、若手後継者、若手幹部社員
で年齢 20 歳以上 50 歳未満。
但 し年度途中において制限年齢を超えても年度内は会員の資格を有
します。
又、入会時での年齢は 48 歳未満とさせていただきます。
男女問いません。
年

会

費 24,000 円

活 動 内 容 ①経営知識を高めるための講演会、研修会、懇談会等の開催

研修会

②見識、教養や感性を高めるための内外の視察・見学会等の開催
③会員相互の交流 · 親睦を図るための活動
④経営上の諸問題に関する調査及び研究
⑤他団体の青年部等との提携
⑥西尾商工会議所の事業の積極的推進及び協力
⑦その他本会の目的を達成するために必要な事業

産業物産フェアへの協力
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人材確保・育成
採用活動に役立つ様々な事業
採用対象の分け方

新卒  …大学・短大・高専・専門学校生等、既卒者（卒業後 3 年以内）
中途  …概ね 45 歳未満の求職者

求職者との出会いの場

西尾・碧南業界研究会

新卒

西三河地区合同企業説明会

新卒  

西尾・碧南合同企業説明会

新卒

中途
  中途
西三河地区最大級の合同企業説明会

西三河６市（安城、岡崎、刈谷、豊田、碧南、西尾）合同で開催する地
区最大級の企業説明会や、西尾・碧南２市合同の業界研究会・企業説明
会を主催しています。学生・求職者と企業が直接出会う機会ですので、
従業員の採用にお困りの際は是非ご参加ください。自社の魅力を上手く
PR し、採用に繋げましょう。

高校・理工系大学とのパイプづくり

理工系大学教授等との情報交換会

新卒

近隣高等学校との情報交換会

新卒

人材確保や産学連携を目的とした情報交換会を開催しています。愛知県
内外の理工系大学教授・就職担当者や、西尾市及び近隣市の高等学校職
員との人脈づくりに最適です。学生の就職状況や自社の採用活動方法の

理工系大学教授・就職担当者との情報交換会

相談など、採用に関する情報を交換しましょう。

鶴城丘高校生インターンシップ

新卒

愛知県立鶴城丘高等学校の２年生の就職希望者を対象に、インターンシッ
プも開催。将来の進路決定などのための就業体験を通して、地元企業を
知ってもらうツールの一つです。

ホームページで人材募集

就職サイト「西尾で就活！」

新卒

  中途

商工会議所ホームページ内に就職サイト「西尾で就職！」をご用意。求
人情報や企業のＰＲとして発信できます。登録は簡単で費用も無料！情
報はいつでも更新できますので、お気軽にご利用ください。
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ホームページ左上をクリック！

経営に役立つ豊富な講習会メニュー

研修・セミナーの開催
新入社員さんにはこちら

経営者・事業主の方にオススメ

新入社員が一日も早く戦力として

●

働き方改革セミナー

活躍できるようサポートします。

●

キャッシュレスセミナー

●

営業力強化セミナー

●

各種補助金セミナー

●

人材確保セミナー

●

人材育成セミナー

●

ハローワークの効果的な利用セミナーなど

例

『新入社員研修』

新入社員が必要とするマナー実践講座。
電話応対等のビジネスマナーの基本から応用
までをしっかりサポートします。

（過去の実績を記載しています）

中堅社員さんにはこちら
中堅社員のやる気アップや部下の指導

その他にもご希望のセミナーがありましたら講
習会・セミナー担当にご相談下さい。会員の皆
さんに寄り添った内容を開催していきます。

上司との報連相など改革意欲をサポート

例 『中堅社員レベルアップセミナー』
上司をサポートしながら、部下の育成も担う
中堅社員。リーダーとしての立場やスキル強
化をサポートします。
今後の事業に活用できるセミナーをご用意しています

視察会・見学会の開催
西尾商工会議所では毎年、最先端技術を有する企業、最新の施設など普段では見ることができない
施設など商工会議所ならではの視察会・見学会を開催しています。
過去に訪問した企業、施設
企

業

施

設

・東レ オートモーティブセンター

・三菱みなとみらい技術館

・㈱デンソー西尾製作所

・未来社会創業機構

・犬山まちづくり会社

・キューピー中河原中島薫一郎史料館

・Panasonic

・愛知県国際展示場（オープン前）

・日産追浜工場

・牛久シャトー神谷傳兵衛記念館

・㈱植松電機

・海上自衛隊 横須賀基地

・筑波宇宙センターＪＡＸＡ

など

・新東名高速道路ネオパーサ

牛久シャトー神谷傳兵衛記念館にて

など
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事業ＰＲしたい
自社の技術や取り組みを地域にＰＲ
豊富なイベント・事業があります。

にしお産業物産フェア

秋期開催

製品やサービスの内容が分かる展示・自社ＰＲ

グルメや特産物の販売や試食イベント

商業・工業・建築・ＩＴ・健康など幅広い分野で
一般消費者に製品やサービスをＰＲできます。

自慢のグルメや西尾の特産品など、多くの方に知っ
ていただくチャンスです。行列ができるお店も！

一店逸品研究会
勉強会、セミナー（毎月第 2 木曜日開催）

街のふれあい教室（春と秋開催）

他店の取り組みやお店のＰＲ方法を仲間と一緒に
勉強します。

“店主が先生、お店が教室”となり、店主の優れたサー
ビスを知ってもらい、新規顧客を開拓できます。

頑張る事業所へ３つの表彰
事業活動が先進的で特色があり他の模範となる事業所や地域への貢献が高い事業所、団体に対して、
その功績や貢献を称え表彰をしています。
小売業、サービス業のお店

中小製造業者

事業所 / 団体

（従業員が５名以下）

（従業員 300 名以下）

にしお頑張る店賞

にしおものづくり賞

にしお事業所環境賞

対象は店舗や商品サービスなどに
キラリと輝く特長のある店舗

対象は新製品や新商品の開発、
新たな技術開発、先進的な技術を
有する等技術に特色ある事業所。

地球温暖化対策や環境改善に
技術的な貢献や先進的な
取り組みをしている事業所。
地域の環境美化、環境教育など
環境活動に積極的に
取り組んでいる事業所・団体。

受賞事業所は新聞やホームページで広く紹介いたします！表彰式にて会頭より賞状と楯を贈呈いたします。
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自慢の会社、製品・商品をPR
商工会議所の様々な媒体で PR することが出来ます。
会報広告

会報

枠サイズ

商工会議所の事業や会員情報を発信
発行日
発行部数
配布先

縦4.5㎝×横6㎝

掲載料
（税込）

毎月１日（原則）
2,200 部
会員事業所、官公庁、各地商工会議所

1回

6回

12 回

4,200 円

21,000 円

41,900 円

など

会報同封
（折込）チラシ
会報本誌に折込みます。
折込料
（税込）

A4

A3

15,700 円

21,000 円

※A3サイズは要2つ折

役立つ情報満載の会報

展示コーナー
会館１階に展示コーナーが３か所あり、お手に取って見ていただけます。
展示は無料！是非ご利用ください。

プレスリリース
当所では、
事業所の新商品・新サービスのプレスリリース支援をしています。
プレスリリースにおける注意点等をわかりやすくまとめた『プレスリリースシート』を作成しリリースするもので、皆さま
の販路開拓を支援します。

プレスリリースの流れ
1
2
商品・サービスの 商工会議所へ
開発
相談・申込

3
シートを
記入

4
商工会議所から
報道機関へ
プレスリリース

5
新聞記者等の
取材依頼

6
記事掲載

※必ず掲載されるとは限りません
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会議室
西尾商工会議所の会館をお使いいただけます。（有料）
少人数の会議や研修会から、大人数の講習会やセミナーまで、幅広いニーズに対応できる様々な
お部屋がございます。ご見学も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

大ホール

会議室

相

和室

商工会議所で決ま
尾
り！
は西
！
談

中原 IC
桜町前駅

西尾東高

西尾自動車学校

西尾口駅

23

くるりんバス
24「寄住」

西尾商工会議所
甲羅本店
寄住食堂

西尾駅

N

文

ヴェルサ
ウォーク

西尾東 IC
ハローワーク
あおい書店
P
くるりんバス
1
25「保健センター南」
点滅信号
P3

市役所

法務局
P2
税務署

高河原町
郵便局

JA

西尾商工会議所
〒 445-8505 愛知県西尾市寄住町若宮 37
TEL 0563-56-5151 FAX 0563-57-0002
http://nishio.or.jp/ E-mail info@nishio.or.jp

