










従業員や経営者のもしもの備えは？
商工会の共済・保険制度

........................................................................................................ ......... 

企業は、 業務中の偶発的なケガや交通事故、 労災事故、 天災、PL事故、個人情報流出などさまざまな「リスク」を抱えながら事業を行っています。
万が一、事故が起きた場合 、 「高額な治療賣・入院費」 、 「高額な再建賣用」 、 「賠償金の支払い」、 「顧客対応」、場合によっては「長期の休婁」を
せざるを得ないケー スもあります。
商工会では、企業経営に損失をもたらす「リスク」に備え、万が一の際の襦償を提供する「共済」や「保険」を取り扱っています。商工会の「共

済」や「保険」は、全国80万会員の『1日Eて)アヌaz’’2,995F,子:1白［日nHE1 が適用された割安な掛金 ・ 保陰料で、ご加入いたt

けます。
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取扱商品 、 各共済・保険の名称や補償内容は引受会社によって異なりますので、 内容は各共済・保険のパンフレットまたは重要事項説明書をご覧下さい。詳細は、 ご契約者である団
体の代表者にお渡ししてあります約款によりますが、 各共済・保険の内容について、 ご不明の点がありましたら商工会におたずねください。
※ 一部の商工会ではお取扱いしていない共済・保険がございます。
【引受保険会社】
業務災害保険・商工会のビジネス総合保険：東京海上日動火災保険、 損保ジャパン日本興亜、 三井住友海上火災保険、 あいおいニッセイ同和損害保険
所得補償保険東京海上日動火災保険、 損保ジャパン日本興亜、 あいおいニッセイ同和損害保険 19-TC05099 
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商品やサー ビスを
もっとPRしたい！
販路開拓支援・情報発信
せっかくお持ちのすばらしい商品やサー ビス。でも知ってもらう努力をしなければ、宝のもちぐされです。

商工会では、全国の消費者にイイモノをもっとPRしたい事業者のみなさまをお手伝いします。

東京都内に元場ができる ”

アンテナショップ「むらからまちから館」

東京の中心地·有楽町にあり、全国約1,400品目もの逸品

が並ぶ物産館。47都道府県の特産品が一 堂に会する物

産館には、毎月10万人近くのお客さまが訪れます。全国

への販路開拓ツ ールとして活用することができますので、

自慢の品を並べてみませんか？

．こ
°

〗:［三口ここ已二〗交通会館1F

消費者やバイヤーの生の声を！物産展•商談＝

全国各地の主要都市を巡る物産展や、国内外流通事業者が集まる商談会を開

催。物産展で新規顧客を開拓したり、商談会でバイヤーからの鋭い意見や情報

を得たりして、商品力強化につなげましょう。

全国各地の地域産品通販サイト「ニッポンセレク

地域経済を支える中小•小規模事業者のみなさまが開発した商品等や、魅力ある

隠れた地域産品等を紹介、販売する全国商工会連合会の公式サイトです。申し

込みはお近くの商工会または「ニッポンセレクトcom」のサイトから募集します。

https://www.nipponselect.com 

パ販路拡大のための会員サ ー ヒスの提供

商工会では、販路の拡大や売上の向上のため、スマホを活用した「ホームページ作成」や

「キャッシュレス決済」など、最近注目されている新たなサービスの導入•活用なども支援し

ており、全国商工会連合会と企業との提携により、会員としてのメリットのある形での利用

ができます。全国商工会連合会の公式サイトでもご紹介していますのでぜひ活用ください。

https://www.shokokai.or.jp/ 

※実施内容は商工会により異なりますので、 お問い合わせください
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小親模基本法とは？
国の施策ほか

小規模企

平成26年6月20日「小規模企業振興基本法」が制定され、 国は全国各地で頑張る事業者のみなさまに対

する支援を強化することとなりました 。 また商工会は、市町村や金融機関等と連携しながら、これ まで以上

に経営支援を行います。

この小規模企業振興基本法に基づき、さまざまな国の施策 が実施されることとなります。商工会では常に最新の

施策をご紹介ご案内いたしますので、是非商工会をご活用ください。

、
|＇‘

ー呵基本法とは？国の施策の方向性について明示

●精肉店でショ ーケース
入したい！

■新規事業を立ち上げたい！

旱

補助金が使えるかもしれません。

例えば
.................................................... , - ’●9 1 9 r一向...

●事業を多角化したい！

●商品やバッケー ジデザイン
の変更をしたい！

］
専門家にアドバイスを

得ることができるかもしれません。

小規模事業者持続化補助金…
小規模事業者が商工会の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って行う販路開拓等の取り組
み費用の2/3を補助するものです。
補助上限額

・

原則50万円
補助活用例：新たな顕客を取り込むための、チラシ作成•ホームページ作成•商談会•展示会への出展

経営発達支援計画…
商工会が小規模事業者の事業の持続的発展のため、販路開拓等、伴走型で支援を行います。

a最新の籠策情報を得るには？月刊「商工会」経営に役立つ情報（知識）も満載

月刊「商工会」は、全国商工会連合会が毎月
発行する地域を結ぶ総合情報誌です。

直接取材に基づき、経営者の方の生の声をお伝えした

り、各地の最新の取り組み事例を紹介します。

また、国の施策等も掲載するなど、読み応えある雑誌

となっております。

お近くの商工会または全国商工会連合会のホ ー ムベー ジ
よりお申し込みを受付けています。
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裏面が5
「商工合のお仕事」を
マン廿

＇ て’'紹介しているよ o

←いくってね。

■北海道商工会連合会

■青森県商工会連合会

■岩手県商工会連合会

■宮城県商工会連合会

■秋田県商工会連合会

■山形県商工会連合会

■福島県商工会連合会

■茨城県商工会連合会

■栃木県商工会連合会

■群馬県商工会連合会

■埼玉県商工会連合会

■千葉県商工会連合会

■東京都商工会連合会

■神奈川県商工会連合会

■新潟県商工会連合会

■長野県商工会連合会

■山梨県商工会連合会

■静岡県商工会連合会

■愛知県商工会連合会

■岐阜県商工会連合会

■三重県商工会連合会

■富山県商工会連合会

■石川県商工会連合会

■福井県商工会連合会

〒100-0006

no 1 1 -251 -01 o 1 

云017-734-3394

no 1 9-622-41 65 

合022-225-8751

no 1 8-863-8491 

合050-3540-7211 

n024-525-341 1 

ff029-224-2635 

8028-637-3731 

云027-231-9779

合048-641-361 7 

n043-305-5222 

2?042-500-1140 

ff045-633-5080 

ft025-283-1 31 1 

合026-228-2131 

nOSS-235-21 1 5 

ff054-255-8080 

ff052-562-0030 

ff058-277 -1 068 

ff059-225-31 61 

n076-441-271 6 

fl076-268-7300 

n0776-23-3624 

東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館lF
ft03-5208-l 521 

「商工合lさ行きます 聞きます
提宝します」t合言葉に、これか5
も地哨0'\ 事業者や住R0'\ みなさまが
より暮5しやすいまぢづくりに愕ぃ
ていきます。

■滋賀県商工会連合会 n077-511-1470 

■京都府商工会連合会 fl075-205-5418 

■奈良県商工会連合会 四0742-22-441 1 

■大阪府商工会連合会 ft06-694 7 -4340 

■兵庫県商工会連合会 ff078-371-1261 

■和歌山県商工会連合会 ft073-432-4661 

■鳥取県商工会連合会 合0857-31-5555 

■島根県商工会連合会 ff0852-21 -0651 

■岡山県商工会連合会 ft086-224-4341 

■広島県商工会連合会 ff082-24 7 -0221 

■山口県商工会連合会 合083-925-8888

■徳島県商工会連合会 云088-623-2014 

■香川県商工会連合会 ff087-851 -31 82 

■愛媛県商工会連合会 合089-924-11 03 

■高知県商工会連合会 云088-846-211 1 

■福岡県商工会連合会 合092-622-7708 

■佐賀県商工会連合会 ff0952-26-6101 

■長崎県商工会連合会 合095-824-5413 

■熊本県商工会連合会 ft096-372-2500 

■大分県商工会連合会 ff097-534-9507 

■宮崎県商工会連合会 も0985-24-2055

■鹿児島県商工会連合会 合099-226-3773

■沖縄県商工会連合会 合098-859-6150 

■全国商工会連合会 ff03-6268-0088 

お近くの商工会または下記のURLよりお申し込みください
https://www.shokokai.or.jp/shokokai/gekkan/ 

1 お問い合わせはこちらへ 1 

2020年 1 月作成
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