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写真：タブレット端末にカードをかざして
買物をする小林会頭（岡谷市民新聞社提供）開始

岡谷市で使えるポイントカードと電子マネーが一体となった
「Okaya Pay（オカヤペイ）」のサービスが 4 月 1 日より開始とな

りました。取扱店 48 店舗にて随時利用ができるようになります。

とは
　地域内での経済循環サイクルの
確立と店舗のキャッシュレス化を
目指した取り組みで、各取扱店舗
では共通で使える地域ポイントと
電子マネーを利用することができ
ます。独自の仕組みを作ることで
取扱店が負担する各手数料を軽減
させることができ、また地域経済
団体である当所が事業主体になる
ことで、お支払いいただいた手数
料をお客様へ還元することができ
ます。

　国の方針により今後もキャッ
シュレス決済が推進される見込み
の中、岡谷市でもその波に乗れる
よう Okaya Pay や他のキャッシュ
レス決済の推進を図っていきます。
　ご利用いただくには、まずカー
ドを持つことからスタートです。
Okaya Pay のカードは各取扱店や
当所で無料配布しています。受け
取り時に申込書は必要なく、市内
外関係なくどなたでもカードをも
らうことができます。

岡谷市と連携した
行政ポイントもスタート
　健康診断の受診や子育て教室へ
の参加、シルキーバスの回数券を
購入するともらえる行政ポイント
も同時スタートしました。これま
でおかぽんカードと連携してい
た行政ポイントが、Okaya Pay で
は 23 事 業 に 拡 充 さ れ 50 ～ 最 大
5,000Pt が付与されます。対象の
検診を受診、講座に参加するとポ
イント引換券をもらえます。その
引換券を取扱店に持参いただけば
店頭でポイントを付与します。カー
ドを持っていなくても、その場で
カードの発行もできます。

新規取扱店募集中！
　Okaya Pay の取扱店は随時募集
しています。お問い合わせいただ
ければ詳細を説明します。お気軽
にお問い合わせください。

の使い方 まずはカードをもらう 各取扱店でもらえます

電子マネーのチャージ

電子マネーで支払い、
同時にポイントも付与

貯まったポイントは1Pt＝1円で
利用できます

現金を

チャー
ジ

に関するお問い合わせ
TEL.0266-23-2345

okayapay@okayacci.or.jp
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【経済産業省～新型コロナウィルス感染症影響拡大に対する経済対策について】

事業継続と雇用維持のための各種支援等のご案内
～詳細は、至急当所にお問合せください～

★国では、新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様に対して、資金繰り、設備投資・販路開拓、
経営環境の整備等の各種施策による支援を用意しています。詳しい記載のあるパンフレットは、経済産業省HP

特設ページに掲載されております。 経済産業省　新型コロナウィルス感染症関連 で検索または右
のＱＲコードよりご確認ください。なお、新たな施策が施行されるたびにパンフレットが更新され
ますので、当該パンフレット表紙右下の更新時点にご注意の上ご利用ください。

１．事業継続のための運転資金が心配
◆日本政策金融公庫等で≪実質無利子・無担保≫の融資が受けられます

※対象の事業者は最近１カ月の売上高が前年または前々年比で一定以上減少した方。
※実質無利子化の限度額は、日本公庫については個人事業主３千万円（国民事業）、中小企業者等１億円（中

小事業）、商工中金については１億円（危機対応融資）。

◆民間金融機関で最大３千万円の≪実質無利子・無担保≫の融資が受けられます
※対象の事業者はセーフティネット４・５号、機器関連保証認定を受けた方
※県等による制度融資を活用して、民間金融機関にも実質無利子・無担保で、据置最大５年・保証料減免の

融資が拡大されました。さらに信用保証付の既往債務も制度融資を活用した実質無利子融資への借換が可
能になります。

２．過去に借り入れた資金の返済が負担である
◆日本政策金融公庫等の過去の借入を≪一部実質無利子で借換≫できます
※実質無利子化の限度額は最大１億円。借換の限度額（新規融資と借換の合計額）は３億円。
※なお、実質無利子化の限度額は、日本公庫の中小事業で１億円、国民事業で３千万円、商工中金の危機対応

融資で１億円。

３．雇用を維持したいが給与の支払いが心配
◆従業員の≪賃金等を最大９／１０助成≫されます
※解雇を伴わない場合の助成率は中小企業９／１０、大企業３／４。
◆また「小学校等の臨時休業にとまなう保護者の休暇取得支援（労働者に休暇を取得させた事業者
向け）」、小学校等の臨時休業に対応する保護者支援（委託を受けて個人で仕事をする方向け）」も
施策が講じられています。
４．月々の事業上の固定費の支払いが厳しい
◆事業全般に広く使える≪持続化給付金≫が支給されます
※対象の事業者は売上が前年同月比で５０％以上減少している方。
※給付上限は、法人（中堅・中小・小規模）最大２００万円、個人事業主・フリーランス等最大１００万円。

５．税や社会保険料等の支払いが厳しい
◆基本的に全ての税の≪納税を猶予≫できます
◆厚生年金等の≪保険料の納付を猶予≫できます

☆最新情報について
◎ｅ－中小企業ネットマガジン・中小企業庁Ｔｗｉｔｔｅｒでも随時配信されていますので是非ご登録の上

ご活用ください。それぞれ次により検索、ご確認ください。
　 e-中小企業ネットマガジン 　　 @meti_chusho

＊ご注意：上記には令和２年度補正予算の成立を前提している内容もあるため変更等されることがあります。
＊ご案内：当所ホームページ（http://www.okayacci.or.jp/）新着情報にもリンクを掲載しております。
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● ● ● ●

2020年度
新入職員紹介

2020年4月1日より、当所職員となりました。
これからお世話になりますが、よろしくお願い致します。

　本年 4 月 1 日より職員
となりました、向山和樹
と申します。出身地であ
る岡谷市で就業できるこ
とを大変嬉しく思います。
皆様のお役に立てるよう
努力して参りますので、
ご指導のほど宜しく
お願い致します。

　4月1日付で、前任の今井隆宏さん（アイズ）
より引継ぎ、岡谷ＴＭＯまちなか活性化推進を担
います。商店街をお年寄りも若い人も家族連れ
も歩いて楽しめる空間にするべく努力して参りま
す。皆さまのお力添えをよろしくお願いします。

　この度、臨時職員として勤めることになりまし
た降幡と申します。主にオカヤペイに関する業
務に従事することとなりました。商工会議所の
業務は多岐にわたり、覚えることが山積みでご

迷惑をお掛けしてしまうことも
あるかと思いますが、少し
でも皆様のお役に立てるよ
う精一杯努力してまいりま
すので、ご指導のほどよろ
しくお願いいたします。

指導振興課　事務員

向 山 和 樹

岡谷ＴＭＯまちなか活性化推進
マネージャー

小 松 吾 郎

ＯＫＡＹＡ　ＰＡＹ運営室
選任臨時職員

降 幡 　 舞

会員各位　令和２年度　年会費について
▶口座振替の会員事業所様

　口座振替日は６月15日㈪となります。振替停止等のお問い合せは、５月18日㈪迄にご連絡ください。
▶口座振替以外の会員事業所様
　５月上旬に「納入通知書」をお送りいたします。（振込み手数料はご負担願います。）
　※手数料のかからない口座振替ご希望させる場合はご連絡ください。※詳細、お問い合せは、当所総務課までお願い致します。

クイズに答えて

プレゼントを当てよ
う!!

クイズに答えて

プレゼントを当てよ
う!!

いつも岡谷商工会議所会報をご覧いただきましてありがとうございます。日ごろ、商工会議所事業にご理解ご協力い
ただいている会員さんへのプレゼント企画です。ふるってご応募ください。
○応募方法　応募用紙に答え・事業所名・応募者氏名・連絡先・アンケート回答をご記入の上、

ＦＡＸ、郵送又は窓口にてご応募ください。メールの場合は、必要事項を入力し送信
ください。応募は会員事業所にお勤めの方に限り、１人１回とさせていただきます。

○応募期間　令和２年５月３１日締め切り　
○当選発表　当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

①クイズの答え／

②事業所名／

③応募者名／

④応募者住所／〒

クイズ：岡谷で始まった新しい電子マネーの名前は〇〇〇〇〇 Pay

■FAX：22－9056　　■郵送：〒394－0021　岡谷市郷田1－4－11  岡谷商工会議所　プレゼント係
■メール：info@okayacci.or.jp

アンケートにご協力ください　

ア）会報の中で印象に残った記事／　　　　　　　　　　

イ）当所のセミナー、イベント等に参加した経験／有・無

ウ）ご意見ご感想等／　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご記入いただいた情報は当選連絡にのみ使用します。

抽選で10名様に
図書カードが
当たる！

メールはこちら▶

ヒント：
会報５月号の
記事の中応 募 用 紙

Pay
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早期景気観測

前月と比べた
DI値の動き

改善 悪化ほぼ横ばい

深刻な人手不足の影響が続くほか、新型コロナウイルス流行の影
響に伴い、中国で生産されている住宅設備機器や建築資材など
の納品遅れ・欠品の影響が強く、悪化。今後の設備投資意欲の減
退を懸念する声も多く聞かれた。
●「工事現場で働く社員や作業員が新型コロナウイルスに感染

することを最も懸念している。感染者が出れば工事を中断せざるを得ず、工期が延び
ればその分のコスト増の影響も大きい。手洗いやうがいを徹底するようにしているが、
現場は濃厚接触に近い状態での作業もあり、不安感は拭えない」（一般工事業）

●「新型コロナウイルス流行の影響に伴う生産・物流の混乱により、中国で生産され
ていたシステムキッチンや洗面化粧台、トイレ、ユニットバス等の住宅設備機器の
納品に遅れが出ている。竣工時期に影響を及ぼす可能性があり、なんとか調達で
きないか試行錯誤を続けている」（管工事業）

プルコギ丼
岡谷市民新聞(3月29日掲載レシピ)

材料 ４人分
豚小間肉……………………２００㌘
　　しょうゆ………………大さじ1/2（７㌘）
　　みりん…………………小さじ1/2（３㌘）
Ａ　酒………………………小さじ２（10㌘）
　　すりおろしにんにく…小さじ1/2
　　ごま油…………………小さじ１弱（３㌘）

玉ネギ………………………１６０㌘
ニンジン……………………２０㌘
にら…………………………４０㌘
　　しょうゆ………………小さじ２と1/2（16㌘）
Ｂ　三温糖…………………大さじ１強（４㌘）
　　みそ……………………小さじ2/3（４㌘）
炒め油………………………小さじ１（４㌘）
白いりごま…………………２㌘

韓国風焼肉です。大人は少し辛
くしてもおいしいですよ。
（レシピとコ
メントは岡谷
市保育園栄
養士会） (協
力：岡谷市民
新聞社)

作り方
①下味を付ける　豚肉をＡの調味料で漬け込んでおく。
②切る　玉ネギはスライス、ニンジンは短冊切り、ニラは１．５㌢に切る。
③炒める・味付け　Ｂの調味料を合わせておく。玉ネギ、ニンジンを炒め、豚肉
を入れてＢとニラを入れる。水分が多い場合は水溶き片栗粉を加える。

④盛り付け　

商工会議所 LOBO商工会議所 LOBO商工会議所 LOBO
2020.3調査結果

建設業

新型コロナウイルスの流行が、工作機械や自動車、産業用機
械関連の生産活動に影響を与えているほか、イベントの自粛
等による需要低迷や休校措置により給食関連の受注がキャ
ンセルされた飲食料品関連が大きく下押しし、悪化。また、物

流の混乱による部品や資材の調達難を指摘する声が幅広い業種から聞かれた。
●「米中貿易摩擦の影響により受注が減少していたが、新型コロナウイルスの流行が
追い打ちとなり、売上の減少が続いている。各国で入国制限が始まり、原材料の調
達やコスト増への影響は必至。また、中国向け製品の更なる売上減少は避けられ
ず、不安材料が多い」（計量器測定器等製造業）

●「物産展等の催事やイベントの中止により3月の売上が激減し、ほぼゼロとなった。
今後の見通しが全く立たず、資金面での不安が大きい」（食料品製造業）

製造業

新型コロナウイルスの影響に伴うマスクや除菌関連商品、ト
イレットペーパー等の紙類、食料品、日常消耗品等の買いだ
めの動きが一部に見られ、一時的な需要増はあったものの、
インバウンドの減少や、国内客の外出自粛を受けた客足の著

しい落ち込み、物産展や催事等の中止の影響により売上が激減し、大幅に悪化。
●「新型コロナウイルス流行の影響により、食料品のまとめ買い傾向が見られたもの
の、外出を控える動きの広がりを受けた客数減少や営業時間の短縮により、生鮮類
を中心に売上は落ち込み、全体の売上は2割減少した。資金繰りが非常に厳しくな
っており、長期化すれば倒産もありうる」（スーパー）
●「各種イベントの中止や延期により催事関係の受注が無くなり、売上・採算ともに悪
化した一方、自宅用の生花の需要が若干伸びている」（花・植木小売業）

小売業

新型コロナウイルス流行の影響により宿泊業や外食、給食等
の需要が低迷した農畜水産物・飲食料品関連が全体を押し下
げ、悪化。また、建設業関連の業種からは、中国で生産される
部品や資材の納品遅れ・欠品を指摘する声が聞かれた。

●「中国で生産されている資材が入荷せず、売上・採算ともに大きく悪化した。諸外国
の入国規制により海外出張が難しくなり、業務に大きな支障が出ている。景気の悪化
により取引先の倒産等が起きないか、懸念している」（建築材料卸売業）
●「給食や旅館、外食産業からの引き合いが減少し、市場価格が月を追うごとに下落
し続けており、売上が激減している。予想以上の落ち込みであり、今後の状況次第で
は資金繰りにも影響が及ぶ」（農畜産水産物卸売業）

卸売業

新型コロナウイルスの影響によりインバウンドを含む観光需
要の激減や外出を控える動きが広がる中、団体旅行客や国内
客からのキャンセルが相次いだ宿泊業や飲食業の売上が大
幅に悪化し、調査開始以来、過去最大の悪化幅（※）を記録

（※今月は▲27.2ポイントの悪化。これまでは2011年4月時の▲14.9ポイント）。
●「歓送迎会や謝恩会のシーズンを迎え繁忙期のはずが、宴会や披露宴、各種イベン
ト、会議などのキャンセルが相次ぎ、売上は前年比３割程度にまで落ち込んでい
る。予約状況に応じた営業時間の短縮や社員の残業の抑制によりコスト減に努め
ているが、流行が長期化すれば経営悪化は避けられない」（飲食業）

●「団体の宿泊客や宴会の予約の9割がキャンセルされ、例年の3分の1程度の売上。
収束に6月頃までかかれば廃業も視野にいれなければならない」（宿泊業）

サービス業

食べよう！

みそレシピ
食べよう！

みそレシピ
食べよう！

みそレシピ
市内９社の味噌製造業社が連携して取り組む
「毎月30日は岡谷味噌のヒ」に合わせて、
岡谷市民新聞紙面に毎月30日に公立保育園
で提供いただいている味噌を使った給食メニ
ューのレシピを掲載いただいております。毎
月30日は岡谷市民新聞紙面にてレシピが掲
載されますので、ぜひご覧ください。

このコーナーでは会員事業所の情報を無料で掲載しています。
掲載を希望する場合は、当所までお問合せください。岡谷商工会議所：0266-23-2345紹介紹介会員　 会員　 

▲「利き脳片付け®」セミナーの様子

▲第３回長野県ＳＤＧｓ
　推進企業登録証

▲私たちと一緒に成績アップを目指しませんか？

■住　　所　長野県岡谷市川岸東５－９－２８
■電話番号　090-1829-6797（電話受付時間　10:00～17:00）
■メ ー ル　cubejimukaizen@gmail.com

ＣＵＢＥ

　2018年10月に起業した事務業務改善コンサルタントのＣＵＢＥ代表のうえむら
智子さん。アメリカ発祥のコンサルタント型片付け支援のプロであるライフオーガ
ナイズスキルをベースに企業（製造業）での経験を基にした企業支援を行っている。

　ＣＵＢＥの企業支援内容は、①５Ｓに取り組みたいけれど“何か
ら手を付けたらよいかわからない”、②事務所や工場を効率改善し
たいけれど“時間がない”“方法が分からない”等の課題に対して、『思
考の整理』により優先順位をつけ仕組み化することにより効率ＵＰす

るというもの。更には、効率改善を始まりとする、個々の意識の向上が会社全体へと広がり、働きやすい環境づくりや
新しいことに取り組む意識向上へとつなげていくというもの。

　ＣＵＢＥは、今後の企業経営には必要不可欠となる要素が含まれている『ＳＤＧｓ』にも積極的
に取り組み、自らも『長野県ＳＤＧｓ推進企業』へ登録をしている。また、今後は、先進的な取り組
みを行う長野県の事業である『ＳＤＧｓ推進企業支援事業業務』へも関わっていくそうです。

全社的に進化しながら進める「事務業務改善」を体験希望される方は、
ＣＵＢＥへお問い合わせください。

～「思考の整理」で事務・業務の改善～

■住　　所　岡谷市長地柴宮１－２－５
■電話番号　0266-78-8506
■時　　間　平日:17:15～21:50　土曜日:16:00～20:20
　　　　　　※水曜日・日曜日は休校日
■メ ー ル　info@mitohjuku.com
■Ｕ Ｒ Ｌ　http://mitohjuku.com/

みとう学習塾

　「成績が上がる」「志望校に合格する」。この２つをとことん追及した理
想の塾を作りたい！との思いで、長年塾業界で培った指導力や経験を活
かし、夫婦で塾を開業しました。
　みとう学習塾は、高校受験専門の塾で、少人数での一斉授業を行って
います。一斉には教えますが、取り組むテキストやプリントは一人ひとりに
合わせたものを使用します。
　また、１年に２回程度の三者面談を行います。お子様への勉強の不安
やお悩みなどお気軽にご相談ください。
　成績を上げるためには、勉強量を増やすことや何度も繰り返し問題を
解き、自分でできるようになることが大切です。一人では辛い勉強を先生
や仲間と一緒に乗り越えましょう！

～「覚える」「解ける」まで何度でも勉強できる塾～

★無料体験授業も行っております。詳しくは下記サイトをご覧ください！

◀事務業務改善支援内容と「思考
の整理」の秘訣はこちらから。

■定例相談のお知らせ
相談事項 日　　時 担当会場ほか

税務個別指導 令和2年5月13日（水）【毎月第2水曜日】
午前10時～12時

関東信越税理士会諏訪支部　担当税理士
会場：下諏訪商工会議所 予約はTEL28-6666

特許・発明相談会
（産業財産権相談会）

令和2年5月19日（火）【毎月第3火曜日】
午後1時～午後4時

諏訪圏特許事務所連合会
会場：テクノプラザおかや　TEL21-7000

知財総合支援窓口
（弁理士相談会）

令和2年5月7日（木）
午後1時～午後4時

一般社団法人　長野県発明協会　 TEL026-228-5559
会場：長野県工業技術センター　※予約制（2日前までに予約）
（岡谷地区では日程表以外の日も窓口支援担当者が相談に応じます。）

日本政策金融公庫
（国民生活事業）の融資制度

令和2年5月19日（火）【奇数月第3火曜日】
午前1時30分～午後3時30分

日本政策金融公庫松本支店　融資担当者　1コマ30分目安
会場：岡谷商工会議所※予約制（事前予約要）TEL23-2345

商工会議所ビジネスサポート相談会
（長野県よろず支援拠点サテライト相談会）

令和2年5月19日（火）【毎月第3火曜日】
午前10時～午後4時

窓口相談員：広域専門指導員・経営指導員　長野県よろず支援拠
点サテライトコーディネーター　※予約制（2日前までに予約）

労働相談 令和2年5月20日（水）
午後0時30分～午後3時30分

岡谷市・南信労政事務所
会場：勤労青少年ホーム※予約制（事前予約要）TEL23-4811

ご融資の種類 ご利用いただける方 ご融資額 ご返済期間 利率 担保・保証人

マル経融資
常時使用する従業員が20名以下（商業または
サービス業は5名以下）の法人・個人事業主の方。
詳しくは岡谷商工会議所までご相談ください。

2,000万円以内 ・運転資金7年以内・設備資金10年以内
1.21％
4月1日現在 無担保・無保証人です。

※上記以外にも新型コロナウイルス感染症特別貸付など各種融資制度がございますのでご相談ください。

小規模事業者経営改善資金融資
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早期景気観測

前月と比べた
DI値の動き

改善 悪化ほぼ横ばい

深刻な人手不足の影響が続くほか、新型コロナウイルス流行の影
響に伴い、中国で生産されている住宅設備機器や建築資材など
の納品遅れ・欠品の影響が強く、悪化。今後の設備投資意欲の減
退を懸念する声も多く聞かれた。
●「工事現場で働く社員や作業員が新型コロナウイルスに感染

することを最も懸念している。感染者が出れば工事を中断せざるを得ず、工期が延び
ればその分のコスト増の影響も大きい。手洗いやうがいを徹底するようにしているが、
現場は濃厚接触に近い状態での作業もあり、不安感は拭えない」（一般工事業）

●「新型コロナウイルス流行の影響に伴う生産・物流の混乱により、中国で生産され
ていたシステムキッチンや洗面化粧台、トイレ、ユニットバス等の住宅設備機器の
納品に遅れが出ている。竣工時期に影響を及ぼす可能性があり、なんとか調達で
きないか試行錯誤を続けている」（管工事業）

プルコギ丼
岡谷市民新聞(3月29日掲載レシピ)

材料 ４人分
豚小間肉……………………２００㌘
　　しょうゆ………………大さじ1/2（７㌘）
　　みりん…………………小さじ1/2（３㌘）
Ａ　酒………………………小さじ２（10㌘）
　　すりおろしにんにく…小さじ1/2
　　ごま油…………………小さじ１弱（３㌘）

玉ネギ………………………１６０㌘
ニンジン……………………２０㌘
にら…………………………４０㌘
　　しょうゆ………………小さじ２と1/2（16㌘）
Ｂ　三温糖…………………大さじ１強（４㌘）
　　みそ……………………小さじ2/3（４㌘）
炒め油………………………小さじ１（４㌘）
白いりごま…………………２㌘

韓国風焼肉です。大人は少し辛
くしてもおいしいですよ。
（レシピとコ
メントは岡谷
市保育園栄
養士会） (協
力：岡谷市民
新聞社)

作り方
①下味を付ける　豚肉をＡの調味料で漬け込んでおく。
②切る　玉ネギはスライス、ニンジンは短冊切り、ニラは１．５㌢に切る。
③炒める・味付け　Ｂの調味料を合わせておく。玉ネギ、ニンジンを炒め、豚肉
を入れてＢとニラを入れる。水分が多い場合は水溶き片栗粉を加える。

④盛り付け　

商工会議所 LOBO商工会議所 LOBO商工会議所 LOBO
2020.3調査結果
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全社的に進化しながら進める「事務業務改善」を体験希望される方は、
ＣＵＢＥへお問い合わせください。

～「思考の整理」で事務・業務の改善～

■住　　所　岡谷市長地柴宮１－２－５
■電話番号　0266-78-8506
■時　　間　平日:17:15～21:50　土曜日:16:00～20:20
　　　　　　※水曜日・日曜日は休校日
■メ ー ル　info@mitohjuku.com
■Ｕ Ｒ Ｌ　http://mitohjuku.com/

みとう学習塾

　「成績が上がる」「志望校に合格する」。この２つをとことん追及した理
想の塾を作りたい！との思いで、長年塾業界で培った指導力や経験を活
かし、夫婦で塾を開業しました。
　みとう学習塾は、高校受験専門の塾で、少人数での一斉授業を行って
います。一斉には教えますが、取り組むテキストやプリントは一人ひとりに
合わせたものを使用します。
　また、１年に２回程度の三者面談を行います。お子様への勉強の不安
やお悩みなどお気軽にご相談ください。
　成績を上げるためには、勉強量を増やすことや何度も繰り返し問題を
解き、自分でできるようになることが大切です。一人では辛い勉強を先生
や仲間と一緒に乗り越えましょう！

～「覚える」「解ける」まで何度でも勉強できる塾～

★無料体験授業も行っております。詳しくは下記サイトをご覧ください！

◀事務業務改善支援内容と「思考
の整理」の秘訣はこちらから。
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新型コロナウイルスに関する相談など

課題解決を支援します課題解決を支援します企業の
皆様の

新型コロナウイルスの
影響で資金繰りが
苦しい…

雇用を守るための
助成金はどうやって
手続きするの…

色々な補助金があると
聞いたけど手続きが
面倒じゃないかな…

目標に向かうための
経営計画をきちんと
立てたいけど…

事業承継について
悩んでいるけど、どこから
手をつけたらいいの…

活路を求めて新規事業に
挑戦したいけど何か
支援策あるの…

お気軽に、岡谷商工会議所に相談を!!
〒394-0021 岡谷市郷田1‐４‐11 23-2345　   info@okayacci.or.jp

商工会議所は、商工業者の皆さんのための機関です。

労働者を一人でも雇用している事業主は、いかなる業種でも労働保険の加入手続きが必要です。
事務組合では労働保険への加入手続きや保険料の納付手続き、雇用保険の被保険者に関する手続等、労働
保険処理の事業主の事務負担を軽減するため、労働保険関係の事務処理の代行を行っております。

事務組合制度利用のメリット
◎社長さんや個人事業主の方も事務組合制度を利用すれば労災保険に加入できます【特別加入制度】
◎金額にかかわらず、概算保険料を3回に分けて納付できます
◎手続きの時間や労力が減らせます

事務委託できる事業主は
金融、保険、不動産、小売業では 50 人以下

卸売、サービス業では 100 人以下

その他の事業では 300 人以下

■お問合せ　岡谷商工会議所　TEL.2 3 - 2 3 4 5  

労働保険の事務を委託しませんか。

事務委託手数料（年間）
5,500円～
※雇用保険被保険者数に応じて


