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荒
（月）
に延期
※天の場合４日

●駅前メインステージ／催物多数 ●コレモ駐車場／ダンスフェスティバル他 ●お旅所／奉納演芸多数

８月１日 （金）宵祭り 花火大会（ボートレース大村付近）
８月２日 （土）・
３日 （日）本祭り（大村駅前周辺）

http://www.omuracci.com E-mail:daihyou@omuracci.com
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平成25年度 事業報告及び収支決算を承認
通常議会総会を開催
大村商工会議所では６月23日、通常議員総会を開催、61名が出席し
ました（うち、委任状行使者13名）。
総会では、
①平成25年度事業報告・収支決算報告の件
②常議員の補充選任の件
③労働保険事務組合の事務手数
料改定の件
④役員・議員バッチ着用・購入の件
⑤平成26年度補正予算の件
の５議案を審議。
また、報告事項として、
ア）１号議員の辞任に伴う補充に
当所役員・議員61名が出席した総会の様子
ついて
イ）各種要望活動への参加について
の２項目の報告も行いました。
審議の結果、①の事業報告と収支決算については、昨年度に取り組
んだ様々な事業並びに19の会計決算を承認。②については、引地啓太
氏（㈱親和銀行大村支店長）を常議員に選任する提案を承認。③④
⑤についても資料をもとに説明し、原案通り、承認しました。

永年勤続議員表彰を実施

大村商工会議所主催

第50回大村市珠算競技大会が開催されました
7月12日、当所にて第50回大村市
珠算選手権大会（主催：大村商工
会議所）が開催され、小・中・高校
生合わせて総勢60名の選手が参加
し、日ごろ鍛えているそろばんの腕
真剣な表情でそろばんを弾く選手たち
を競いました。また同日、第45回大
会以降5年連続満点での最優秀選手賞に輝くと共に全九州珠算選手権
大会、長崎県珠算選手権大会等においても優秀な成績を収めている浦
辺珠算教室の富永さや香さん（玖島中3年）へ、その栄誉と努力を讃え
特別表彰を行いました。
最優秀選手賞並びに各部門1位の選手は以下の通りです。

第50回大村市珠算選手権大会
最優秀選手賞 (大村市長賞）
団体総合競技

渡邊忠俊氏（20年）
●SUMCO TECHXIV（株）福永祐文氏（20年）
●九州ガス（株）大村支店 福田清人氏（20年）
●大村製氷（株）村山正男氏（10年）
に感謝状を贈呈しました。

浦辺珠算教室

新会長に陰平貴嗣氏を選任～大村青色申告会
大村青色申告会では、７月４日(金)に平成26年度総会を開催し、陰
平貴嗣(料亭富士松代表)氏を会長に選任した。副会長は山口弘勝
(スナックひろ代表)氏、永尾佳大(永尾茶舗代表)氏、平野旅人（平
野旅人総合事務所代表）氏が再任された。前会長の山口馨（カオ
ル電器代表）氏は顧問に就任。

長崎がんばらんば国体100日前イベントが行われました
7月4日、コレモおおむらイベント広
場で、今年10月に行われる「長崎がん
ばらんば国体」100日前を記念したイ
ベントが開催されました。会場では、
大村市出身のシンガーソングライター
「タナカハルナ」さんの歌に合わせ、
市内の保育園児たちが「はばたけが
んばくん」のダンスを披露したほか、
園児たちによる巨大マイギリでの採火体験やフラワー大使による
花の苗の配布など様々なイベントが行われました。
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富永 さや香
本間 菜摘

向田

大貴

窪田

肖夢

小学校の部(大村銀行協会賞)
ぱちぱちランド

個人総合競技

松下
津田

与
乃綺

中学校の部(大村ロータリークラブ会長賞)

富永 さや香

(浦辺珠算教室)

小学校の部(大村北ロータリークラブ会長賞)

松下

読上暗算競技

与

(ぱちぱちランド)

中学校の部(大村ライオンズクラブ会長賞)

富永 さや香

(浦辺珠算教室)

小学校の部(大村中央ライオンズクラブ会長賞)

松下

読上算競技

与

(ぱちぱちランド)

中学校の部(大村東ロータリークラブ会長賞)

富永 さや香

(浦辺珠算教室)

小学校の部(国際ソロプチミスト大村会長賞)

新議員紹介
「長崎インターナショナルホテル（株）の小村慎吾氏」「（有）井沢
真珠養殖所の澤勢徹氏」の1号議員職の辞任に伴い、後任に各々
「長崎インターナショナルホテル（株）の渡邉憲市氏（同社代表取
締役専務 総支配人）」「大村市本町3･4丁目商店会（協）の澤勢徹
氏（同協同組合代表理事）」を６月12日に開催した常議員会におい
て選出しました。

富永 さや香 (浦辺珠算教室) 485点

中学校の部(大村商工会議所会頭賞)

なお、議事終了後、永年勤続議員への感謝状贈呈式を行い、

●（有）アオバラジオ商会

平成26年7月12日
開催地：大村商工会議所

平山

愛瑠

(ぱちぱちランド)

国内最大級の商取引支援サイト

「ザ・ビジネスモール」
は商工会議所・

商工会の会員様限定の販路開拓支援サイト
です
〈無料〉是非ご登録ください！
！

◆ザ・ビジネスモールは、全国の商工会議所・商工会が運営(事務局：大阪商工会議所)
する全国で約25万社が登録している日本最大級のＢtoＢ電子商取引市場です。
当所も会員企業様の販売促進や情報発信、企業間取引の拡大を支援するため、
ザ・ビジネスモールの運営に参加しておりますので、
ぜひご登録ください！

ご登録のメリット
カンタンに
ホームページを
開設！

大まかなひな形にしたがって
入力するだけで完成。文章や
写真の編集・更新も自由にでき
るし、
とってもカンタンです！

電話やメールで
サポート

ホームページ
閲覧数増加！

サイトに会社や商品のＰＲ情
報を掲載してみたら、既存ホー
ムページのアクセス数アップ
につながりました！

全国で
選ばれています

WEB上で
商談成立！

WEB上の提案ひな形に沿って
見積提案を出せるので遠方の
案件でも大丈夫。実際に成約
につながるから驚きました。

お金をかけなく
ても可能性◎

新しい顧客を
獲得！

仕事依頼は匿名一括で全国に
発信。短期間で複数社から丁
寧な見積提案をもらえて、効率
よく取引先が見つかりました。

ビジネスの幅が
広がります

詳しくは、
ザ・ビジネスモールのホームページ(http://www.b-mall.ne.jp/)にアクセス！
■お問合せ先

ザ・ビジネスモール事務局(大阪商工会議所内)
TEL 050-7105-6220

平成26年7月20日

中小企業のみなさま

平成２５年度補正予算中小企業・小規模事業者
ものづくり・ 商業・サービス革新事業
（取引環境改善型需要開拓支援事業）のご案内
取引先の事業者の閉鎖・縮小により売上減少が見込まれる中小企業・
小規模事業者が、
新たな取引先企業を開拓する取組みが対象となります。

通常で1,000万円の補助
（補助率：2/3）
が出ます。

市場調査、試作・開発、設備投資、販路開拓等の費用を補助します。
※以下の要件を満たす必要があります。

①

取引先事業所が過去3年以内に閉鎖している又は申請日以降
3年以内に閉鎖予定であること。

②

取引先事業所が過去3年以内に縮小している又は申請日以降
3年以内に縮小予定であること。

③

または②であって、閉鎖等の予定のある事業者との取引関係に
あり、閉鎖等後の申請者の年間売上が前年比▲10%以上が見
込まれること。

④

補助金申請時の雇用数を補助事業終了時点まで維持すること。

公募期間 随時募集中 ※予算額に達した段階で公募受付を終了します。
募集要項等の詳細は、以下の株式会社帝国データバンクのホーム
ページをご参照ください。

ＵＲＬ：http://www.torihiki-kaizen.jp/
お問い合わせ先

取引環境改善型需要開拓支援事業事務局
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食中毒０(ゼロ)宣言！
『長崎がんばらんば国体』
『長崎がんばらんば大会』
を成功させよう！
！
今年は
「長崎がんばらんば国体2014」
「長崎がんばらんば大会2014」
が開催され、
大
会期間中は全国から多数の来訪者が見込まれます。
大村東彼食品衛生協会では、
食中毒
等健康被害の発生を防止するため、
協会員一同が食品にまつわる事故防止の決意を明ら
かにし食品衛生に取り組むべく、
「大村東彼地区食品衛生安全宣言」
を採択しました。

家庭から営業車まで食品の三原則を守ろう。
1.「つけない」手洗いをしよう。
施設・器具等を清潔にしよう。
2.「増やさない」早めに調理し早めに食べよう。
3.「殺菌する」加熱して食べよう。
保管は、
冷凍・冷蔵しよう。
『東日本大震災復興支援』

がんばくん

長崎国体・大会承認第263016号

らんばちゃん

大村東彼地区食品衛生安全宣言
長崎県においては、
本年度
「長崎がんばらんば国体2014」
「長崎がんばらんば大会2014」
が開催され、
大会期間中は、
全国から多数の来訪者が見込まれます。
全国から訪れる大会参加者に万全の体調で大会に臨んでいただけるよう開催期間中の関
連施設の食品衛生の確保を図り、
食中毒等健康危害の発生を防止するため、
我々、
食品衛生
協会員一同は互いに働きかけ、
食品衛星は自らの努力により得られるものであるとの認識を持
ち食品衛生活動を展開いたします。
食中毒予防の三原則
「つけない」
「増やさない」
「殺菌する」
を遵守し、
大会期間中、
決して食品
にまつわる事故を起こさないという固い決意を持って取り組むことをここに宣言いたします。

2014年5月14日

電話：0120-501-975 住所：東京都港区南青山2-5-20 帝国データバンク内

大村東彼食品衛生協会長

山口 弘勝

大村東彼食品衛生協会 諫早市栄田町26-49（県央保健所内）
電話：0957-26-4711

悩める経営者のチカラになります！
専門家が無料でワン・ストップサポートします
最低
賃金

法人向けインターネット・バンキングに
おいて、新たな手口によるものと推測さ
れる不正利用被害が発生しております。

●被害を防ぐための対策を！●

お客さまのパソコンの状態に関する対策

① 基本ソフト
（ＯＳ）やウェブブラウザ等、インストールされている
各種ソフトウェアを最新の状態に更新しましょう

② お客さまのパソコンにセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、
最新の状態に更新しましょう

インターネット・バンキングの運用における対策

① お取引の申請者と承認者とで異なるパソコンを利用しましょう
② パスワードを毎月変更しましょう

③ 振込・払戻し等の限度額を必要な範囲内でできるだけ低く設定しましょう
④ 不審なログイン履歴がないかを確認しましょう

詳しくは各銀行のホームページへ。最新の注意喚起情報とセキュリティ対策をチェック！

ワン・ストップ無料相談

最低賃金の引上げで影響を受ける中
小企業事業主の皆さまを支援する事
業です。
最低賃金引上げに対応して賃
金の引上げを行うには生産方法や販
売方法を改善して売上げを伸ばすとと
もに、
賃金・労働時間制度、
安全衛生管
理などの見直しも必要になることがあ
ります。
こういった中小企業事業主が抱
えるさまざまな経営、
労務管理の課題
を明らかにし、
問題解決を支援するた
め、
ワン・ストップで無料相談に応じる場
を全国各地に設けています。

ご相談の一例

(1)販路開拓
(2)新規事業
(3)技術指導
(4)資金調達
(5)マーケティング
(6)IT活用による経営力強化
(7)支援制度の案内など

専門家の派遣

(1)賃金・退職金・労働時間制度の見直し
(2)就業規則(賃金規定等)の改正
(3)高齢者雇用
(4)人材育成
(5)労働安全衛生対策
(6)業務改善助成金などの厚労省関係支援
制度などのご案内

ワン・ストップ無料相談の窓口

長崎県最低賃金総合相談支援センター
長崎県社会保険労務士会内
〒850‐0027 長崎市桶屋町50‐1 杉本ビル3階B TEL 095-821-4454
お問い合わせ先

長崎労働局労働基準部賃金室
〒850‐0033
長崎市万才町7‐1 住友生命長崎ビル6階

TEL 095-801-0033

Monthly Newspaper
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中小企業・小規模事業者の皆様へ
～個人保証なしで金融機関から融資を受け
たり、事業が破綻しても一定の生活費等を
残すことができるルールができました～

大村商工会議所主催

無料法律相談会
経営のことからプライベートなことまで
会員事業所と、
従業員様のための
“無料”
法律相談では、

①事業活動に必要な資産は法人所有とするなど法人と
個人の資産・経理が明確に分離されている場合など
に、
個人保証が不要となること
②多額の個人保証を行っていても、経営が行き詰まる
前に、早めに事業再生や廃業を決断した際に一定の
生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に
応じて100万円～360円)が残ることや、
「 華美でな
い」
自宅に住み続けられること
③保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原
則として免除されることなどを定めた「経営者保証
に関するガイドライン」が、中小企業庁・金融庁指導
の下、
策定されました。
(※第三者保証人についても、
上記②，③については経営者本人と同様の取扱とな
ります。
)

些細なことでもご相談に応じます。

場 所
対 象

大村商工会議所

期 間

当所会員事業所

担当弁護士

（従業員含む）

日 時

下記のとおりです
八木 義明
（長崎県弁護士会所属）

¡8月8日㈮ ¡9月5日㈮ ¡10月3日㈮

相談時間

●13：00～
●13：40～
●14：20～
●15：00～
●15：40～
●16：20～

～担当弁護士のご紹介～
八木義明法律事務所

八木

義明

（長崎県弁護士会所属）
＊事務所住所：大村市東本町290-2（大村裁判所前、検察庁横）
＊事務所電話：0957-47-9800＊ホームページ：www.yagi-lawer.com

【申込・連絡先】大村商工会議所

電話：0957-53-4222 担当：岡野・山崎

○経営者保証に依存しない融資や、保証債務の整理に
ついて、
御相談に応じます
ガイドラインに基づき、
金融機関と相談して、
個人保証を提供せずに
資金調達をしたい方、
個人保証債務の整理をしたい方、
まずは、
中小
企業基盤整備機構九州本部までお問い合わせください。
ご相談に応じるとともに、
必要に応じて無料で専門家を派遣します。
（(独)中小企業基盤整備機構 九州本部：092－263－0300）

○政府系金融機関でも経営者保証を求めない資金繰
り支援を強化します
日本政策金融公庫では、中小企業向けの経営者の個人保証を免
除・猶予する特例制度について、積極的に対応します。
また、小規模
事業者向けに、個人保証を免除する特例制度を創設しました。
（日本政策金融公庫：0120－154－505）
また、
金融庁においても、
金融機関等による本ガイ
ドラインの積極的な活
用を促進し、融資慣行として浸透・定着を図る観点から、監督指針・金融
検査マニュアルの改正を実施しています
（平成26年2月1日から適用）
。
【お問い合わせ先】

中小企業庁事業環境部金融課

担当：柴田

TEL：03-3501-2876／Email：shibata-kazuya@meti.go.jp

へ
空き店舗

大村市中央商店街
（アーケード）
にお店を開きませんか。
家賃の半額
（月額5万円を限定）
を１年間補助します！
！

応募
要項

「ぜひ商売に挑戦してみたい」
人を大募集しています。
大村のまちを元気で魅力あるものにするために、
バイタリティー溢れる人が大村市中央商店街に出
店する際の家賃を補助します。

◆対 象 者→大村市中央商店街で商売をやりたい方。
（月額５万円を限定）を１年間補助。
◆補助内容→家賃の半額
◆受
付→随時
◆申 込 み→所定の申込書・必要書類が必要ですので、
詳しくは下記までお問合せください。
※家賃補助については、
審査会で審査後、
決定させていただきます。

お問合せ先 大村商工会議所中小企業相談所
お申込み先 TEL 0957-53-4222 FAX 0957-52-2511
4
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①解決が困難な経営相談に応じます
⇒［総合的・先進的アドバイス］
②事業者の課題に応じて、複数の支援機関
・専門家がチームを組んで支援します
⇒［チームの編成を通じた支援］
③地域の支援機関とのネットワークを活用
して、経営課題に応じて的確な支援機関
等を紹介します
⇒［ワンストップサービス］

経営のお困りごとがあれば、
ご相談ください！
よろず支援拠点コーディネーター等がご相談をお受けします！
※
「よろず支援拠点」
は、
経済産業省・中小企業庁の
「中小企業・小規模事業者ワ
ンストップ総合支援事業」
により設置されています。
（独）
中小企業基盤整備機構が、
「よろず支援拠点」
の活動支援等を行う
「よろ
ず支援拠点全国本部」
となっています。

長崎県よろず支援拠点

長崎市桜町4－1 長崎商工会館8階
TEL 095‐828‐1462
（設置機関：長崎県商工会連合会）

No.667

平成26年7月20日

商工会議所LOBO（早期景気観測）
～ 2014年6月調査結果
（概要版・付帯調査）
～

業界ＤＩは、3か月ぶりに改善。
先行きは慎重な見方があるも、回復を見込む
ポイント
▶6月の全産業合計の業界ＤＩは、
▲20.3と、
前月から+1.5ポイン
トの改善。
ただし、
「悪化」
から
「不変」
への変化が主因であること
に留意が必要。仕入コストや電力料金、
人件費のコスト増が続く
ほか、
人手不足に伴い、
生産・営業活動の抑制などの影響が幅広
い業種でみられる。他方、建設業や自動車関連の堅調な推移に
加え、
小売業でも、
一部で駆け込み需要の反動減から回復しつつ
あるとの声が聞かれる。
中小企業において、反動減からの回復の
実感は業種や地域、
企業規模によって、
まだら模様となっている
▶先行きについては、先行き見通しDIが▲16.4（今月比+3.9ポイ
ント）
と、改善を見込む。
ただし、
コスト増加分の価格転嫁や、人
手不足に伴う影響が幅広い業種でみられていることなどから、先
行きに対する不透明感は払拭されていない。他方で、賃上げなど
を背景とする個人消費の下支えや、
自動車をはじめとする製造
業の本格的な生産回復への期待もあり、夏から秋頃に持ち直す
との見方が広がりつつある

2014年度の所定内賃金の動向
▶2 0 1 4 年 度に賃 金の引き上げを実 施した企 業（ 見 込み含む）
（ 全 産 業 ）は
54.6%。4月調査の48.6%から6.0%増加し、半数を超えた。
「現時点では未定」
とする企業は28.0%
▶ベースアップを実施する理由
（全産業）
は、
「人材の定着やモチベーション向上を
図るため」
（ 62.3%）が最も多く、
「 業績が改善しているため（見込み含む）」が
32.5%で続く

[中小企業の声]
▶物価上昇、人手不足、賃上げに前向きな他社の動向といった現状を考慮すると、
相当な賃上げをせざるを得ない (本庄 自動車向け等金属製品製造業)
▶業績は回復。7月に2~3%のベースアップを実施予定(東京 フェルト加工販売業)
▶売上、採算面では賃上げを行える状況にないが、社員のモチベーション向上
のため年内にベアを行う予定(恵那 ホテル業)

▶今年のベースアップは見送ったが、今後、人材確保のためベアの必要性が高まる
と予想(尼崎 運送業)
▶受注は堅調だが、建築資材やガソリン価格の上昇・高止まりが利益を圧迫。
近隣の同業他社が賃上げを行ったという話もなく、
当面は現状を維持する(朝倉
建築工事業)

新入会員
●6月入会

河野商会
住
電
代 表

〒856-0015 大村市宮代町868-7
話 （0957）51-0640
業
種 空調設備工事
者 河野 光弘
所

●7月入会

㈱ライズワン
〒854-0081 諫早市栄田町27-42

住

所

電

話 （0957）27-1170

代 表 者

林田 耕造

業

種

保険代理業

三役の動き 6月
2日

¡国道34号等大村市内幹線道路整備促進期成会要望活動 会頭 ～ 3日

3日

¡女性会総会、懇親会

4日

¡タウンマネージメント会議 専務
¡観光部会運営委員会 中村副会頭

5日

¡三役会 三役
¡新幹線新大村駅周辺地域まちづくり計画説明会

7日

¡竹松商工業会総会懇親会

8日

¡第92回九州商工会議所連合会総会 会頭､専務 ～ 10日
¡大村の郡三踊、国指定重要無形民俗文化財指定記念祝賀会 中村副会頭

9日

¡平成26年度長崎新幹線・鉄道利用促進協議会、長崎県空港活性会推進協議会、
長崎上海航路利用促進協議会合同総会 中村副会頭
¡おおむら夏越まつり第1回資金部会 中村副会頭

中村副会頭

三役

会頭、専務

11日

¡長崎空港利用者利便向上協議会 専務
¡大村市観光コンベンション協会総会、同懇親会

12日

¡(祉)光と緑の園・長崎県里親育成センター「すくすく」開所式 専務
¡常議員会 三役

13日

¡花菖蒲鑑賞会

14日

¡公明党政経セミナー

16日

¡長崎県商工会議所連合会平成26年度第2回専務理事会

17日

¡金融審査会
¡おおむらケーブルテレビ（株）定時株主総会 専務
¡前田昭雄氏・元副会頭、
前参与通夜 専務 告別式は18日

18日

¡池内潔治・長崎県県央振興局長来所・新規事業に対する協力要請 三役
¡地域振興委員会 中村副会頭、専務

19日

¡大村東彼防衛協会理事会・総会・懇親会

23日

¡通常議員総会、懇親会

24日

¡大村市日中親善協会総会

25日

¡官民連携型国際交流事業業務委託プロポーザル審査委員会 専務
¡商業食品部会と市議会地場企業振興特別委員会との懇談会 中村副会頭、専務

26日

¡
（公社）大村青年会議所創立50周年式典・祝賀会

27日

¡大村バスターミナルビルオーナー会議 専務
¡自衛官募集に係る高校進路指導担当教諭説明会、懇親会
¡大村市物産振興協会定期総会懇親会 会頭

28日

¡東京大村会総会、懇親会

30日

¡金融審査会
¡税務相談所運営理事会・連絡協議会 三役
¡大村市暴力追放運動推進協議会役員会・総会・懇親会

専務

中村副会頭、専務
中村副会頭
専務

三役

三役
会頭、専務

三役
専務

中村副会頭

専務
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大村商工会議所のマル経融資が
小規模事業者の皆さんを応援！

エネルギー使用合理化等事業者支援(小規模
事業者実証分)補助金の申請を受付中です！

担保不要・保証人、
保証料不要・低金利

小規模事業者による省エネルギー性能の高い機器及び
設備の導入に要する経費の一部を補助すること(以下「補
助事業」
という。
) により、
小規模事業者における省エネル
ギーを推進することを目的とします。

2,000万円以内
率】 年利1.45 ％
（固定）

【融資額】
【利
【返

平成26年7月11日現在

済】運転7年以内(据置1年可)
設備10年以内(据置2年可)
【こんな時にご活用ください】
●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

小規模
事業者

融資
申込
経営
相談

大村商工会議所
経営指導員
による調査

大村商工会議所

推薦

推薦審査会
による審議

日本政策
金融公庫

以下のすべての要件を満たす方がご利用できます
常時使用する従業員数が商業・サービス業で5人以下、
製造業・建設業・宿泊業・娯楽業等は２
０人以下の小規模事業者
（ただし、
事業主・家族従業員・臨時・パート・法人の役員は除く）
で、

●商工会議所地区内で原則として１年以上営業していること。
●所得税
（法人税）
、
事業税、
住民税
（県民税・市民税）
・消費税完納していること。
●商工会議所の経営指導
（原則６ヵ月以上）
を受けている個人、
法人
※この融資制度は、
小規模事業者の方が商工会議所の経営指導を受けて、
経営や技術の改善を図る
ための資金を担保も保証人も無しに低利で融資する国の制度資金です。
商工会議所が申込を受付、
審
査の上、
日本政策金融公庫へ推薦し、
公庫から貸し出されます。

大村商工会議所 中小企業相談所
〒856-8601 大村市東三城町6-1
ＴＥＬ 0957-53-4222 ＦＡＸ 0957-52-2511

大村商工会議所の経営支援を利用して、課題
解決やステップアップにつなげてください！ 相談無料

個別対応

秘密厳守

大村商工会議所では、中小企業の皆様向け
の融資を受け付けております。中小企業の
方向けには低金利の融資制度があります。
この融資には事業の規模や使い道、必要金額などによって
色々な種類があり、当所経営指導員がお客様の話をお伺い
しながら、
どの融資制度を活用したほうが良いか、
どのよう
な組み立てをしたほうが良いかご提案いたします。
また、融資を受けるためには事業の計画や資金の必要性
などを説明し、金融機関に理解してもらう必要があります。
そのためには、事業計画が必要になります、当所経営指導員
が事業計画作成のお手伝いをさせて頂きます。
相談や融資の斡旋・受付には費用を一切頂いておりませ
んので、お気軽にご相談ください。
※金融相談につきましては、
ご希望に沿えない場合もございますので、
予めご了承ください。
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補助対象者
●「中小企業基本法」第2条第5項に基づく小規模事業者であること
【製造業等その他の業種(従業員20人以下)、商業・サービス業(従
業員5人以下)
●賃貸ビル・部屋に設置するものも対象としますが、設置後から実
績報告時までの間に賃貸契約が成立していなかった場合は、当該
機器に対しては、補助金交付を行いません。

補助対象機器、補助対象要件
①トップランナー基準を満たす以下の機器更新であること
(ａ)業務用エアコンディショナー
(ｂ)業務用冷蔵庫
(ｃ)業務用冷凍庫(業務用冷凍 冷蔵庫を含む)
②機器の更新とともに、電力量計測器を設置し、機器更新後から平
成26年12月31日までの電力使用量を添付すること。

補助対象経費

資金貸付

会議所の金融相談の
利用方法は？

補助上限額：50万円 補助率：1/3

設計費 【補助事業の実施に必要となる設計費】
設備費 【業務用エアコンディショナー、業務用冷蔵庫及び業務用冷
凍庫(業務用冷凍冷蔵庫を含む)並びにその付属品並びに
電力量計測器の購入に必要な経費】
工事費 【設備の据付工事及びそれに付随する配線等の購入・据付
に必要な経費
諸経費 【冷媒漏えい点検記録簿等にてフロン管理を行うために必
要な経費】

募集期間

３次締切 7/25㈮必着
採択時期：8月中旬予定

４次締切 8/27㈬必着
採択時期：9月中旬予定

最終締切 9/19㈮必着
採択時期：10月上旬予定

事業の申請
申請される事業者は、所定の様式に従い、申請書類一式を作成し、
事務局である環境経済株式会社に提出して下さい。
※詳細は環境経済株式会社Webサイトhttp://kankyo-keizai.jp/の公募
要領をご覧下さい。
また、申請書類も同サイトからダウンロードして下さい。

申請書類提出先・お問い合せ先

公募事務局：環境経済株式会社
〒104-0031 東京都中央区京橋１丁目8番13号 花月ビル2Ｆ
環境経済株式会社
電話番号＜受付時間 平日9:00から11:30、
13:00から17:00＞

(事業に関する問合せ) 03‐6228‐6851
(申請に関する問合せ) 03‐6228‐7342
※提出書類郵送時は、宛先のほか「エネルギー使用合理化等事業者支
援事業(小規模事業者実証分)申請書在中」
と記入して下さい。

