
 
  

1．Press Releases/Topics 
 

 

 

平成２９年度補正予算にて、「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援

補助金」が措置され、２月２８日（水）に公募が始まりました。 

本補助金は、国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済

を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・

生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の

一部を支援することを目的としています。 

 十六銀行では、認定支援機関として補助金申請および補助金対象事業

の実施を支援しております。また、岐阜、愛知両県のよろず支援拠点と連携

して個別相談会を開催しておりますので、補助金申請をお考えの際は、最

寄の十六銀行本支店にご相談ください。 
 

＜補助金概要＞ 

名称 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金 

公募期間 平成３０年２月２８日（水）～４月２７日（金）〔当日消印有効〕 

補助対象者 

認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者であり、以下の要件のいずれか
を満たす者。 
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・
サービス提供プロセスの改善であり、３～５年で、「付加価値額」年率３%及び「経常利益」年率１%の向上を達成
できる計画であること。または、「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的
な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、３～５年で、「付加価値額」年率３%及び「経常利益」年率１%の向
上を達成できる計画であること。 

事業概要 

対象経費の区分 
補助上限額 
（下限額） 

補助率 

１．企業間データ活用型 （※上限額の特例あり） 
機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費 

１，０００万円 
（１００万円） 

３分の２ 

２．一般型 （※上限額・補助率の特例あり） 
機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費 

１，０００万円 
（１００万円） 

２分の１ 

３．小規模型 （※上限額の特例あり） 
機械装置費、原材料費、技術導入費、外注加工費、委託費、知的財
産権等関連経費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費 

５００万円 
（１００万円） 

小規模事業者 
３分の２ 

その他 
２分の１ 

問い合わせ先 

公募に関するご照会  
岐阜県 ： 岐阜県中小企業団体中央会 058-214-2471 
愛知県 ： 愛知県中小企業団体中央会 052-485-8460 

補助金個別相談会については、最寄りの十六銀行本支店にご照会ください。 

 

 

 

昨今、地元企業の海外事業展開ニーズは、中国から東南アジアへシフトしており、なかでもここ数年のベトナム進

出ニーズの高まりは顕著となっています。若くて優秀な労働力が豊富であることや、日系企業向けの工業団地などイ

ンフラ面の整備が進んでいることなどの良好な投資環境が、進出企業数の増加につながっています。 

かかる中、当行は、お取引先企業の海外における事業展開支援をより一層強化するため「ハノイ駐在員事務所」を

設置するための手続きを進めており、今般、平成３０年２月２日に、ベトナム金融当局から正式に設立認可を取得いた

しました。なお、ベトナム社会主義共和国の首都ハノイ市における「駐在員事務所」設立認可の取得は、全国の地方

銀行で初めてとなります。 

岐阜県とゲアン省との業務協力協定締結や、昨年４月の当行とハナム省及びドンバン第三工業団地との業務協力 

協定締結により、今後、ますます北部・北中部への進出企業の増加が期待されることから、当行はハノイを駐在員事

務所の設置地域として決定したものであります。事務所の開設日は平成３０年３月中旬を予定しております。    

当行は、駐在員事務所の設置を契機として、東海地域とベトナムとのさらなる関係強化に努めてまいります。 
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◆法律相談会 …開催日の２日前までに事前予約要（無料） 

4月2日 （月） 13：45～15：05 4月3日 （火） 13：30～15：00

4月10日 （火） 13：45～15：05 4月10日 （火） 13：30～15：00

4月17日 （火） 13：45～15：05 4月17日 （火） 13：30～15：00

4月24日 （火） 13：45～15：05 4月24日 （火） 13：30～15：00

（渡辺弁護士／お１人さま20分） （山口弁護士／お１人さま30分）

十六総合研究所会場
（十六ビル7階）

PLAZA JUROKU名古屋支店会場
（名古屋ビル17階）

※会場は山口敬二法律事務所（JR名古屋駅徒歩5

分）に変更される場合があります。
 

 

◆税務相談会 …事前予約要（無料）

4月4日 （水） 13：00～16：00 4月12日 （木） 13：00～16：00

4月19日 （木） 13：00～16：00

4月5日 （木） 13：00～16：00 4月18日 （水） 13：00～15：30

（全会場　小野税理士／お１人さま30分）

4月11日 （水） 13：00～15：30

十六総合研究所会場
（十六ビル7階）

PLAZA JUROKU名古屋支店会場
（名古屋ビル17階）

PLAZA JUROKU岐阜支店会場
（岐阜スカイウイング37 東棟1階）

北長良支店会場

星が丘支店会場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※諸事情により、開催日・会場が変更になる場合がありますので、

本サービスの利用をご検討の際は、お取引店にご相談ください。 

当行の無料相談サービス 
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2．公的機関情報 
 
 「テクサポネットセミナー（第４弾）」の開催 
受付中！  

 

主 催 
中部経済産業局、名古屋大学協力会、 

金属×材料×加工 技術支援ネットワーク（テクサポネット） 

内 容 

鋳造、鍛造、プレス、めっき等の基盤技術分野における中小企業の技術支援に向けて、

１１名の大学研究者と公設試験研究所２機関が組織の枠を越えたネットワーク（金属×材料

×加工 技術支援ネットワーク（通称：テクサポネット）を構築し、実験・考察と評価・分析を有

機的に組み合せながら、技術のエビデンスを示すとともに、その技術にお墨付きを与える

「技術ブランディング」を目的とする活動が進んでいます。 
今回は第４弾として、テクサポネットの周知・普及等を目的に、名古屋工業大学研究協力

会との共催によりセミナーを開催します。セミナーでは、アルミ合金鋳物や鋼鉄材料の強度

向上に関する技術講演とともに、中小企業と大学、公設試との連携による支援事例を紹介

いたします。 

日 時 
平成 30 年 3 月 15 日（木） 15 時 00 分～17 時 30 分（話題提供の部） 

17 時 50 分～19 時 30 分（技術懇談の部） 

場 所 
名古屋工業大学 ４号館１階ホール (話題提供の部)  

               ４号館１階ホワイエ (技術懇談の部) 

定 員 100 名 

参加費 

話題提供の部・・・無料 

技術懇談の部・・・名古屋工業大学研究協力会 会員 ：無料 

        〃                   非会員 ：3,000 円  

参照サイト 
中部経済産業局 地域経済部 産業技術課 

http://www.chubu.meti.go.jp/b31technology/techsupponet/20180315/20180315seminar.html 

 
 「中部地域ヘルスケア産業創出・活用セミナー」の開催 
受付中！【 

 

主 催 中部経済産業局、東海北陸厚生局 

内 容 

中部経済産業局は、東海北陸厚生局と連携し、ヘルスケアサービスの創出・育成のため、

本セミナーを開催します。自治体や企業の方を対象に、自治体と民間事業者の連携による

ヘルスケアビジネスの創出と自治体における活用について、モデル的な取組事例をご紹介

いたします。 
 

１．基調講演：健康・運動・スポーツからヘルスケア産業を考える（仮題） 
２．次世代ヘルスケア産業の創出～生涯現役社会の構築を目指して～ 
３．中部地域のヘルスケア産業創出について 
４．地域包括ケアの取組について 
５．健康経営の推進について 
６．地域の取組事例 
７．交流会 

日 時 平成 30 年 3 月 20 日（火）15 時 00 分～17 時 00 分  交流会 17 時 00 分～17 時 45 分 

場 所 
名古屋ダイヤビルディング 2 号館 223 会議室 

（名古屋市中村区名駅三丁目 16 番 22 号） 

定 員 80 名 

参加費 無料（交流会 会費：500 円） 

参照サイト 
中部経済産業局 地域経済部 次世代産業課 ヘルスケア産業室 

http://www.chubu.meti.go.jp/b23healthcare/180222/180222index.html 

http://www.chubu.meti.go.jp/b31technology/techsupponet/20180315/20180315seminar.html
http://www.chubu.meti.go.jp/b23healthcare/180222/180222index.html
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 氏（東京 2020大会エンブレム制作者）講演会」の開催 
受付中！【 

 

主 催 （公財）岐阜県産業経済振興センター 

内 容 

岐阜県には、刃物、陶磁器、繊維、木工、和紙など、歴史ある多くの伝統産業が集積して

います。伝統産業や工芸品の世界では、昨今「デザイン」や「ブランディング」といった視点

からの活性化への取り組みが数多く行われています。 
本講演会では、東京 2020 大会エンブレム制作者の野老朝雄氏に、アーティストの立場か

ら「伝統産業の継承と育成」につながる体験談や考えをお話いただきますので、ぜひご参

加ください。 
 

講 演：「伝統産業の継承と育成」 
講 師：野老 朝雄（ところ あさお）氏  アーティスト 

日 時 平成 30 年 3 月 22 日（木） 13 時 30 分～15 時 15 分 

場 所 
ぎふメディアコスモス みんなのホール 

（岐阜市司町 40 番地 5） 

対 象 県内中小企業者、一般の方など 

定 員 100 名 

参加費 無料 

参照サイト 
（公財）岐阜県産業経済振興センター 

http://www.gpc-gifu.or.jp/topics/2018021501/index.asp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gpc-gifu.or.jp/topics/2018021501/index.asp
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3．経営教室 
 

国際税務教室 複雑化する相続税・贈与税の納税義務（平成 30年度税制改正） 

 

相続税、贈与税の納税義務に関して、平成 30 年度税制改正において見直しが図られます。平

成 12年度、25年度、29年度に引き続いての改正となり、複雑さが増しています。 

相続税、贈与税の納税義務者は、相続・遺贈や贈与により取得したすべての財産について納

税義務を負う無制限納税義務者と、取得した財産のうち日本国内にあるものについてのみ納税

義務を負う制限納税義務者に区分されます。従来、この区分は財産を取得したときに、その者

が日本国内に住所をもっているか否かで判別されていました。それにより、住所を国外へ移す

ことによる租税回避が頻発し、それらの抑制を目的に見直しが繰り返されてきました。 

他方、繰り返された納税義務の見直しにより、例えば、海外から日本に赴任する外国人とい

った、一時的に日本に滞在する外国人に相続が発生した場合、日本に居住したこともない相続

人が取得した国外財産も相続税の課税対象となることから、問題とされてきました。このよう

な弊害を取り除くべく、平成 29 年度の税制改正で一定の外国人を短期滞在の外国人（※1）とし

て、相続が生じたときに相続人及び被相続人が短期滞在の外国人に該当する場合は、国内財産

のみを課税対象とする措置が講じられ、平成 30年度改正では当該部分がさらに緩和される予定

です（※2）。複雑化する相続税・贈与税の納税義務への正しい理解が必要となります。 

（※1）出入国管理及び難民認定法別表一の在留資格を有し、過去 15 年以内において国内に住所を有していた期間の合計が

10 年以下の者、もしくは、日本国籍のない者で、過去 15 年以内において国内に住所を有していた期間の合計が 10 年以下の

者。（※2）贈与税については、一部、租税回避防止を目的とした取り扱いが講じられる予定です。 

  

国内税務教室 帳簿・請求書等の保存 

会計帳簿や請求書、領収書等の証憑類が増え、保管場所に悩む会社も多いと思われます。電

子帳簿保存法により電子ファイルでの保存が認められるようになりましたが、厳格な要件を満

たさなければならないこともあり、依然として紙で保存をされている会社が大半です。それで

は、これらの帳簿及び書類(注、以下「帳簿等」とします。)の保存は、いつまで必要なのでしょうか。 

(注)帳簿の例として、総勘定元帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などが挙げられ、

書類の例として、注文書、契約書、領収書、棚卸表、貸借対照表、損益計算書などが挙げられます。 

まず、会社法では、帳簿等は決算期末から 10 年間保存しなければならないとされています。 

次に、法人税法では、帳簿等はその事業年度の確定申告書の提出期限から 7年間保存しなけ

ればならないとされています。ただし、青色申告を提出している場合で、平成 20 年 4月 1日以

後に終了した事業年度に欠損金がある場合には、帳簿等の保存期間は 9年間になります。ちな

みに、帳簿等の保存は青色申告の要件の一つであることから、これを満たさなければ青色申告

の取消事由に該当する点に注意が必要です。 

また、消費税法では、仕入税額控除の適用を受けるための要件として、帳簿等を課税期間の

末日の翌日から 2か月を経過した日から 7年間保存（6,7 年目については、帳簿または書類の

いずれか一方のみの保存だけでも可能）しなければならないとされています。 

なお、過去の判例上、帳簿等の「保存」とは、災害その他やむを得ない事情を除き、税務調

査等に当たり適時に「提示」することが可能な状態にあることとされています。 

（「国際税務教室・国内税務教室」 執筆者） 

税理士法人 成 和 / 社会保険労務士法人成和 成和グループ代表 渡辺 基成 

電話番号： 058-295-7077 058-295-2055 （岐阜事務所） / 052-433-2112 （名古屋事務所） 

E-mail: info@seiwa-group.jp  Website: http://www.seiwa-group.jp/ 

mailto:info@seiwa-group.jp
http://www.seiwa-group.jp/
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 編集・連絡先： 

十六銀行 法人営業部 

(058-266-2523) 

愛知営業本部 

(052-961-8761)  
 

本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、商品の勧誘を目的としたも

のではありません。 

本資料記載の情報は、法律上、会計上、税務上の助言を含むものではありません。法

律上、会計上、税務上の助言を必要とされる場合は、それぞれの専門家にご相談くださ

い。 

本資料は当行が信頼できると判断した各種メディア・データに基づき作成されております

が、その正確性、確実性を保証するものではありません。 

また、本資料に記載された内容は予告なしに変更されることがあります。 
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