
とやま中央会ＦＡＸ情報 №５２６                             1 

とやま中央会 FAX 情報 

２０１８．１．４ 発行 №５２６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年あけましておめでとうございます 

 

 会員組合並びに関係者の皆様におかれましては、つつがなく新しい年

をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

 あわせて、旧年中は本会事業の推進におきまして、特段のご理解とご

協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 昨年の我が国経済は、景気は緩やかに回復基調にあり、中小企業・小

規模事業者においても改善傾向にあるといわれておりますが、少子高齢

化による需要の減退や人材の確保難など多くの課題が山積しておりま

す。 

 富山県においては、北陸新幹線開業から約 3年となり首都圏との交流

が活発に行われ、各地でも様々な効果が現れております。また、第 4次

産業革命といわれる時代に対応していくために、ＩｏＴやＡＩを活用し

た生産性向上に関する支援施策が推進されています。 

 本年も、中小企業の組織化支援はもとより、会員組合並びに中小企業

の皆様のご期待に応えられるよう誠心誠意努めて参りますので、皆様の

より一層のご理解とご支援をお願いいたします。 

 皆様の、本年一年のますますのご健勝とご繁栄をお祈り申し上げま

す。 

 

 

富山県中小企業団体中央会 

会 長  高 田 順 一 
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◇ 平成２９年度補正及び平成３０年度当初経

済産業省関連予算案が公表されました 

 

 平成２９年１２月２２日、平成２９年度補正

予算案及び平成３０年度当初予算案等が閣議決

定され、経済産業省関連予算案等の概要が公表

されました。補正予算案では、ものづくり・商

業・サービス新展開支援補助金に１，０００ 億

円、サービス等生産性向上ＩＴ導入支援補助金

に５００億円が計上されました。 

 詳しくは下記の経済産業省ホームページをご

覧ください。 

・平成２９年度経済産業省関連補正予算案概要 

http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2

017/hosei/index.html 

・平成３０年度経済産業省関連予算案概要 

http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2

018/index.html 

 なお、平成２９年度補正及び平成３０年度当

初予算案の詳細については、平成３０年度中小

企業・小規模事業者関係予算案のポイントとし

て次号に掲載する予定です。 

 

◇ 消費税軽減税率対策講習会開催のご案内 

 

 消費税率 10％への引き上げ時期が平成３１

年１０月１日からとなりましたが、中小企業組

合やその構成員企業にとっては消費税率引き上

げへの対応はもちろんのこと、消費税１０％増

税時に導入される軽減税率制度への対応は、小

売業のみならず全事業にとって事業存続のため

の喫緊の課題であります。 

 軽減税率制度の導入にあたっては、食料品へ

の軽減税率適用についてスポットが当てられる

ことが多く、それらを取り扱う小売業者のみの

問題と捉えられがちではありますが、段階的に

取り入れられる請求書の保存様式の変更につい

ては全事業所に通ずるものであり、今後の経営

のために早い段階からその対応をとることが望

まれます。 

 このようなことから本会では、組合役職員・

組合員企業を対象に下記の通り講習会を開催し、

消費税増税時の軽減税率制度の概要や経理方式

の変更、軽減税率対応ＰＯＳレジ導入等の補助

金制度について地区別に２回講習会を開催し、

ご説明いたします。 

 受講料は無料ですので、組合役職員のみなら

ず組合員企業にも広く周知していただき、多数

のご参加をいただきますようお願いいたします。 

 

１．開催日時・場所  

平成３０年１月２４日（水）１４時～１６時 

高岡エクール２階 205・206会議室 

（高岡市問屋町 65番地） 

平成３０年１月２５日（木）１４時～１６時 

富山流通会館１階 中ホール 

（富山市問屋町 1-3-18） 

２．定員 各会場４０名  

３．テーマ 「消費税軽減税率制度の概要と軽

減税率対策補助金の解説」 

４．講 師 税理士 鈴木 孝明 氏 

５．お問合せ・お申込み先  

 富山県中小企業団体中央会流通・労働支援課 

ＴＥＬ：０７６－４２４－３６８６ 

ＦＡＸ：０７６－４２２－０８３５ 

下記より「参加申込書」をダウンロードいただ

き、必要事項をご記入の上、ＦＡＸでお申し込

みいただくか、サイト内お申し込みフォームよ

元気いっぱいのファーストバンクです。 
新オートローン・新型住宅ローン 

                富 山 第 一 銀 行 
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りお願いいたします。 

https://www.chuokai-toyama.or.jp/topics_de

tail.phtml?Record_ID=dcee24846e7142489d28c

8e432690f64&TGenre_ID=001 

 

◇ 「タイ経済ミッション団員募集」のご案内 

 

 環日本海経済交流センターとジェトロ富山は、

日系企業の進出数が中国、アメリカに次いで第

３位のタイにおいて、首都バンコク、ＥＥＣ地

域に指定されている３県のうち、チョンブリ及

びラヨーンを巡る経済ミッションを企画しまし

た。現地企業、工業団地、政府関係機関、整備

が進められているインフラ施設等での視察・意

見交換を通じて、ビジネスチャンスを探ります。 

 

１．日程  

 平成３０年２月２５日（日）～３月２日（金） 

 ６日間 

２．訪問先  

 バンコク、チョンブリ、ラヨーン 

３．主催  

 公益財団法人富山県新世紀産業機構 環日本

海経済交流センター、ジェトロ富山 

４．参加費 約１８万円（エコノミークラスの

場合） 

※手配条件や為替変動等により変更が生ずるこ

とがあります。 

※途中参加・離団やビジネスクラス利用をご希

望の場合は、お問い合わせください。 

【参加費に含まれるもの】 

渡航費（エコノミークラス利用）、宿泊費（一

人部屋）、現地移動、昼食 4回・夕食 2回（飲

料代を除く。） 

【参加費に含まれないもの】 

ホテル・レストラン等での追加飲食費、行程表

に記載されている以外の移動費用、海外旅行傷

害保険等 

５．定員  １５名程度（最小催行人員 10名） 

６．申込締切 平成３０年１月２２日（月） 

７．お申込み方法 

 下記より「参加申込書」をダウンロードいた

だき、必要事項をご記入の上、メール又はＦＡ

Ｘにてお申し込みください。 

http://www.tonio.or.jp/semi/20180225-kn/ 

（有効な旅券をお持ちの方は、自筆のサインや

写真が掲載されているページのコピーも併せて

ご提出ください。なお、入国時に必要とされる

残存有効期間は６ヶ月です。） 

８．お申込み先 

 公益財団法人富山県新世紀産業機構 

 環日本海経済交流センター 

ＴＥＬ：０７６－４３２－１３２１ 

E-Mail:kan-nihon@tonio.or.jp 

 

◇ 「事業承継セミナー」開催のご案内 

 

 富山県事業引継ぎ支援センターでは、事業承

継セミナーを開催します。 

後継者不在から廃業する中小企業・小規模事

業者が増える中、経営者の高齢化が進む現在に

おいて事業承継に関する計画的な取組みは、早

期に着手すべき問題です。本セミナーでは、講

師自らの体験談を基にした事業承継における成

功のポイントや落とし穴、「富山県事業引継ぎ

支援センター」の取組み等についてご紹介いた

します。（参加無料・定員 80名） 

 

１．開催日時  平成３０年２月１３日（火） 

        １３時３０分～１７時 

       （受付：１３時～） 

２．開催場所  富山県総合情報センター（情報

ビル）１階セミナー室ＡＢＣ 

       （富山市高田 527） 

３．内容 

【第Ⅰ部 13時 30分～15時 10分】 

 講演 「これが事業承継のカンどころ！～体

験者が語る成功のポイントと落とし穴～」 

 講師 金原 光広 氏（井原産業㈱代表取締役） 

【第Ⅱ部 15時 20分～15時 50分】 
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・富山県事業引継ぎ支援センターの取り組みに

ついて（支援センター専門相談員より説明） 

【第Ⅲ部 16時～17時】 

・個別相談会  

※セミナー終了後、ご希望の方（事前予約制） 

４．お申込み・お問合せ先 

 下記より「参加申込書」をダウンロードの上、

必要事項を記入し、メール又はＦＡＸにてお申

し込みください。 

http://www.tonio.or.jp/semi/semi-20180213-

m/ 

富山県事業引継ぎ支援センター（（公財）富

山県新世紀産業機構中小企業支援センター内） 

ＴＥＬ：０７６－４４４－５６０５ 

ＦＡＸ：０７６－４４４－５６４６ 

E-Mail:hikitsugi@tonio.or.jp 

 

◇平成 30 年度雑誌スポンサーを募集していま

す 

   

富山県立図書館では、民間事業者に閲覧用雑

誌を広告媒体として提供し、その事業活動の促

進や経済分野等との連携を推進するとともに、

当館の図書資料の充実を図るため、「雑誌スポ

ンサー制度」を実施しています。現在、平成３

０年度の雑誌スポンサーを募集中です。 

◆雑誌スポンサー制度とは 

 対象雑誌の年間購入代金をご負担いただけれ

ば、雑誌スポンサーは雑誌の最新号のカバーの

おもて側にスポンサー名、裏面にスポンサーの

広告を掲載することができます。その雑誌の分

野に関心を持つ来館者の目に留まる可能性が高

くなります。 

 制度の概要やイメージはＰＲ用チラシをご覧

ください。 

１．募集  随時受付 

２．お申込み・お問合せ先 

 下記ＵＲＬをご確認の上、お申込みください。 

 https://www.chuokai-toyama.or.jp/jaxQeL 

 富山県立図書館 総務課 

 ＴＥＬ：０７６－４３６－０１７８ 

 

◇ 本会１月の主な予定 

 

日 行   事 

4 

 

5 

 

8 

10 

11 

12 

 

 

 

 

15 

17 

18 

 

20 

24 

 

25 

 

26 

27 

31 

執務始め式 

経済団体「新春互礼会」 

連合富山新年祝賀会 

高岡銅器団地（協）新年会 

富山青果物商業（協）新年会 

井波彫刻（協）新年の集い 

産学官金ネットワーク会議 

富山市管工事（協）新年懇親会 

富山県印刷（工）印刷会館竣工を祝う会・

新年互例会 

富山県板金（工）新春の集い 

（協）富山問屋センター新年交歓会 

組織化集中指導事業（富山市管工事（協）） 

個別専門指導事業（富山企業団地（協）） 

組織化集中指導事業（富山市管工事（協）） 

富山県電機（商）新年会 

富山県製麺（協）新年会 

特定問題研究会懇談会（高岡伝統産業青年

会） 

富山県瓦工事業（協）総会・懇親会 

青年中央会正副会長会議 

建築富山新年交流会 

第 13回「みんな起業家、集まらんまいけ」 

とやま創造倶楽部講演会・新年会 
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