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㈱まるよし「メリア店、五番町店」の存続を求める署名運動のお礼
〜加茂市商店街活性化対策実行委員会を設置〜
当商工会議所では、民事再生法申請により事実上倒産した㈱まるよし「メリア店、五番町店」の存続に向
けての対応と、加茂市商店街地元買物運動の実施を主目的に、当商工会議所卸小売商業部会、サービス業部
会、加茂市商店街(協)、加茂ショッピングセンター(協)で構成する「加茂市商店街活性化対策実行委員会」
を設置しました。
「メリア店、五番町店」の存続については、９月１７日に開催した同活性化対策実行委員会において２店
の核店舗の閉店は、市民生活及び商業活動に大きな影響を及ぼしており、市内の商業者自らが危機感の共通
認識を持ち、消費者の支援のもとに出来ることから行動に移そうとの主旨から、存続に向けた署名運動を実
施することになりました。この件については、加茂市長の呼びかけにより区長会の賛同を得て市内全世帯に
署名の協力をお願いすることになり、結果２７,５３９人もの多数の署名簿が集まりました。
１０月２日には、小池加茂市長とともに当所野本卸小売商業部会長、草野区長会長、桑原商店街(協)理事
長が新潟地方裁判所三条支部、高野弁護士(監督委員)、片桐弁護士(申立人代理人)をそれぞれ訪れ、「メリ
ア店、五番町店」の存続を求める署名簿を添えて要望いたしました。会員事業所各位からは、一般市民とし
てご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。商業活動の安定のためにも早期の同店舗の開店を切望します。
また、加茂市商店街地元買物運動の実施については、消費の市外流出を防ぎ地元購買率を高めるための方
策を検討、実施することになりますが、売れる店づくり、売れるものづくりの推進、消費者の協力を得ての
地元買物運動等を行う予定です。
「加茂市商店街活性化対策実行委員会」（敬称略）
委 員 長／桑原寛治（商店街(協)理事長、卸小売商業部会副部会長）
副委員長／野本正次（商工会議所卸小売商業部会長）、牛膓廣一（商店街(協)副理事長）、小池大輔（商
工会議所サービス業部会長）、副委員長／田辺良夫（加茂ショッピングセンター(協)理事
長）
委
員／卸小売商業部会副部会長・正副分科会長、商工会議所サービス業部会副部会長、商店街(協)
理事、加茂ＳＣ(協)専務理事 《紙面の都合でお名前を省略させて頂きます。》

バーチャルタウン加茂=10/1 リニューアルオープン
〜コミュニティ情報、お得な情報が満載！使ってお得なクーポン券発行中！どうぞご覧ください〜
当商工会議所で管理する「バーチャルタウン加茂」は、平成１１年１０月にインターネット仮想商店街と
して運用を始め３年が経過しました。この間、情報通信技術の進展、バーチャルタウンの通信販売からポー
タルサイト機能へのシフト等の変化もあり、この度、内容を一新この１日、リニューアルオープンいたしま
した。今回のリニューアル内容は、本バーチャルタウン加茂を見て消費者の方々が実際店舗へ足を運んでも
らい商品を購入してもらい、かつ通信販売をコンセプトとしています。引き続き参加店を募集しています。
ぜひご覧くだい。 ◆ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ／ｋａｍｏｃｃｉ．ｏｒ．ｊｐ／ｔｏｗｎ／
◆主な掲載内容
＊ちょっとお得なクーポン券
「バーチャルタウン加茂」参加店で使える、お得なクーポン券を発行。
割引や粗品進呈などが受けられますので、印刷してお持ちください。
＊うちの看板娘
市内事業所でがんばる看板娘（娘さんや従業員の方）を紹介しています。
＊うわさの職人
伝統を伝える職人を紹介しています。
＊今月の献立
市内飲食店等から提供いただき、家庭でも簡単に作れるレシピを紹介。
＊イベントトピック 加茂市や商店街のイベント、お店の売出しなどをタイムリーにお伝えします。
◎顧客データベースの作成
各参加店で使われたクーポン券を商工会議所で集計、顧客データベースを作成し、販促事業に役立
てます。もちろん参加店には、情報をフィードバックします。
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市町村合併に関する（最終）アンケート調査実施のお願い
当商工会議所商工振興委員会（委員長／太田明氏）では、会頭からの諮問に基づき市町村合併に関する調
査研究及び経済的情報提供の調査研究を行っています。
この件については、先般６月中旬に合併に関する会員意識の現状についてアンケート調査を行いましたが、
その中で合併に賛成、反対を問わず約８割の事業所が合併に関して情報提供が必要との回答がありました｡
現在、当商工振興委員会では田上町商工会との意見交換、加茂市議会との懇談会等を開催していますが、
合併特例法の期限である平成１７年３月までに合併した場合には財政的優遇措置が得られることもあり、
１１月中の答申をめざして活動を行っています。
つきましたは、合併に関する情報提供が必要との意見が多いことから、市内会員事業所に合併の資料とな
る新潟県で発行した合併パンフレット等を送付させていただきます。併せて１５日頃発行される「市議会だ
より」の合併資料をご高覧くださり各々の判断資料としてください。なお、今月下旬に会員事業所に対して
最終アンケート調査（田上町との合併は）を再度お願いすることになります。後日、アンケートが届きまし
たらご回答くださるようご協力をお願いします。

金融インフォメーション
(財)信濃川テクノポリス開発機構では、優れた技術力・商品開発力がありながら、資金調達の問題により
研究開発が困難な企業のために、無担保の債務保証を行い資金面からその活動を支援する「テクノポリス債
務保証制度」の受け付けを１０月１日から開始しました。
■対象資金

新製品、新技術等の研究開発のために必要な資金及びその成果の企業化に必要な資金

■保証限度

借入額の８０％で、かつ１企業あたり 2,000 万円以内（借入額は 2,500 万円以内）

■保証期間

８年以内（据置期間１年以内含む）

■保 証 料

保証元本に対し年０．８％

■受付期間

１０月１日から１１月２９日まで

■申込窓口

第四銀行・北越銀行・大光銀行の市内各支店

詳しくは、当商工会議所ＴＥＬ52‑1740（担当：経営指導員／若杉・桑原・難波）または(財)信濃川テク
ノポリス開発機構（担当：大野・池上／ＴＥＬ0258‑46‑9711）まで。
《金融相談会を実施いたします》
毎月１回、国民生活金融公庫担当者による金融相談会が下記のとおり開催されます。
１．日時・場所 １０月２２日（火）午前１０時〜午後３時まで 於 加茂商工会議所 研修室
２．必 要 書 類 ・３期分の決算書・法人企業の方は、他に会社の登記簿謄本、試算表（３ヵ月内のもの）
３．お 申 込 み ご相談をご希望の方は、１０月１８日（金）までに必要書類を添えて、当商工会議所（担
当：経営指導員／若杉、桑原、難波）へご予約ください。
《マル経資金をご利用ください》
当所で取り扱っています国民生活金融公庫
制
度
名
「小企業等経営改善資金（無担保・無保証人）
」
並びに「普通貸付」の利率は右記のとおりです。 経営改善資金
(無担保・無保証)
お気軽にご相談ください。
詳しくは、当商工会議所（本件担当：経営指 普 通 貸 付
導員／若杉、桑原、難波）まで。

利率 (％)
１．４
１．７

大好評！〜共済還元事業〜「商店ご利用チケット」プレゼント
当商工会議所では、会員事業所の生命、財産保全のために各種共済事業を実施中ですが、共済還元事
業の一環としてアクサ生命取り扱いの共済制度にご加入の皆様を対象に、昨年度に引き続き共済掛金額
（月額掛金２,４００円以上）に応じて約１００件の市内商店、飲食店でご利用できる「商店ご利用チ
ケット」を贈呈します。チケットは１１月上旬から順次各事業所へ担当者がお届けします。お楽しみに！
お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／総務課：近藤）まで。
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当所ニット織物業・金属工業部会の部会役員を選任
この度、部会の見直しにより、ニット織物業・金属工業部会の欠員・補充による新役員が選任されました
ので、お知らせいたします。なお、紙面の都合で正副部会長・分科会長までの掲載とさせていただきます。
（敬称略）
《ニット織物業部会》部会長／中林昭三（㈱山忠）、副部会長／高井保（高井縫製）、副部会長／西澤定吾（加
茂上毛撚糸㈱）、分科会長／岡田能隆（㈱マルキン加茂営業部）、副分科会長／森松夫
（森セット）、副分科会長／太田忠（㈲オオタ）
《 金 属 工 業 部 会 》部会長／丸山信夫（㈱石川鍍金工場）、副部会長／有本照一（㈱有本電器製作所）
、副
部会長／斎藤譲（㈱サイト−）、分科会長／皆川堅介（㈱皆川製作所）、副分科会長／
樋口満（東新精機㈱）

第３３回永年勤続従業員表彰のご案内

−無料−

当商工会議所では、永年勤続商工従業員表彰規則に基づき、次のとおり優良商工従業員を表彰します。該
当する従業員がおられましたらお申込みください。
１.表彰該当者（年数計算基準日／平成１４年１１月２３日）
貴社における勤続年数が５年､１０年､１５年､２０年､３０年及び３０年以上の者は５年ごとにその
表彰年次に達する者。但し、５年は女性のみとし､各年とも法人役員並びに個人事業の家族従業員は対
象になりません。
２.表彰状名義 ３０年以上表彰…日本商工会議所会頭並びに当所会頭／２０年表彰…新潟県商工会議所連
合会会頭並びに当所会頭／１５年､１０年､５年表彰…当所会頭名
３.表彰式及び記念品 表彰状の交付のみで表彰式は行いません。当該事業所において適宜伝達授与ください。
また記念品は、貴事業所にてご用意ください。
４.受付期間 １０月３日（木）〜１０月２５日（金）
５.申込方法及び費用 所定の申請用紙（お問い合わせください）に必要事項をご記入のうえ、期日までにお
申し込みください。なお、申請料等の費用は無料です。
お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／総務課：近藤）まで。

育児・介護休業制度アンケートご協力のお願い
当商工会議所では、厚生労働省所管の助成事業として昨年度に引き続き「育児・介護雇用環境整備事業」
を導入中です。本事業は、労働者の職業生活と家庭生活の両立を支援するため、育児・介護を行う労働者に
配慮した雇用環境の整備を図ることを目的に取り組むものです。
今般、会員事業所の両立支援に係る雇用管理の現状を把握するため、育児・介護休業制度の整備状況等に
関するアンケート調査を１０月中旬から実施しますので、アンケート用紙を送付された対象事業所は、ご協
力方お願い申し上げます。
《労務個別相談会のご案内》〜あなたの事業所の就業規則は万全ですか？〜
企業の経営者、人事担当者を対象に労務個別相談会を随時開催中です。相談料は無料となっておりますの
で、ぜひご利用ください。相談料は無料です。
・日時／場所
随時（日程調整いたします） 於：加茂商工会議所研修室
・講
師
社会保険労務士 星 仁一郎 氏
・内
容
各事業所における労務管理等に関する問題点について
○就業規則の変更､見直し ○育児・介護休業制度 ○各種助成金制度 他
お申込み、お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／業務課：山田）まで。

商工会議所会員加入キャンペーン実施中！！
〜商工会議所会員入会資格が大幅に拡大＝ほとんどの事業者が加入できます〜
当商工会議所では、現在会員加入キャンペーンを実施中です。
正会員の加入資格も広がりましたので、近所、お知り合いで商工会議所会員に入会をご希望の方がおられ
ましたら、ぜひ、ご紹介ください。会費の金額は従業員規模等によって計算されます。（法人事業所最低年
会費１2,000 円、個人事業所最低年会費 8,000 円）
詳しくは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／総務課：風間）まで。
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金属工業部会・製造業セミナーのご案内 〜どなたでも受講できます〜
演題「これからの製造業のあり方について〜10 年後、20 年後の日本の動き、世界の動き〜
大手企業の生産拠点が海外に流出していくなど、国内の製造業を取り巻く環境は益々厳しい状況となって
いる中で、中小企業が生き残るために経営者は何を考え、どのような経営戦略が必要なのでしょうか。１０
年後、２０年後の日本・世界の動きを見据えた製造業のあり方のセミナーを開催いたします。他部会事業所
も奮ってご参加ください（金属工業部会会員事業所には、別途ご案内を差し上げております。）
■日時／場所

平成１４年１０月２１日（月）午後４時〜５時５０分

■講

オリンパス光学工業㈱

師

■受講料／お申込み

顧問

小 林 正 雄

於：加茂商工会議所会議室

氏

無料にて１０月１６日(水)までに当所（担当／指導課・大橋）まで。

大好評！当商工会議所パソコン教室 第３期募集中！！
日
程

コース名

Ｃ

Ｄ

Ｅ

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

１１／ ５日 （火）
６日 （水）
８日 （金）
１１日 （月）
１３日 （水）
１５日 （金）

１１／１８日 （月）
２０日 （水）
２２日 （金）
２５日 （月）
２７日 （水）
２９日 （金）

１２／２日 （月）
４日 （水）
６日 （金）
９日 （月）
１１日 （水）
１３日 （金）

講座名（各コースとも２時間×６回）
①パソコン基礎インターネット活用コース
②ワード基礎コース ③ワード応用コース
④エクセル基礎コース⑤エクセル応用コース
⑥ホームページ作成コース
⑦アクセス２０００コース（データベース）
⑧パワーポイントコース（プレゼンテーション）

・会場、時間：加茂商工会議所 ２階パソコン教室 毎週・水・金曜日の 18:30〜20:30（全 6 回コース）
・受講料、テキスト料：会員／8,000 円 一般／10,000 円 ①〜⑥3,465 円 ⑦〜⑧2,100 円
・定員：10 名（先着順に受付となります）
※ 雇用促進協議会会員事業所及び従業員の方は受講料を全額補助いたします。
お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／総務課：近藤）まで。

加茂商工会議所・労働保険事務組合からのお知らせ
① 平成１４年度新潟県最低賃金のお知らせ〜従来の日額・時間額併用から時間額表示のみとなりました〜
平成１４年９月３０日から１時間 641 円となりました（業種、業務、パートタイマー、臨時雇を問わず
適用されます）。
②雇用保険料率改定のお知らせ
現下の雇用失業情勢や雇用保険財政の状況にかんがみ、平成１４年１０月１日から雇用保険料率が１００
０分の２（１０００分の１ずつを労使折半）引き上げられました。
＜変更内容＞
事業の種類
変更前
変更後
１ 一般の事業（２．３以外の事業）
１５．５／１０００
１７．５／１０００
・ 土地の耕作若しくは開墾又は植物
の栽植、栽培、採取若しくは伐採の
事業その他農林の事業
１７．５／１０００
１９．５／１０００
２ ・ 動物の飼育又は水産動植物の採捕
若しくは養殖の事業その他畜産、養
蚕又は水産の事業
・ 清酒の製造の事業
土木、建築その他工作物の建設、改造、
１８．５／１０００
２０．５／１０００
３ 保存、修理、変更、破壊若しくは解体又
はその準備の事業
一般保険額表も変更になりました。事業主におかれましては、給与から控除する際は十分ご注意ください。
一般雇用保険額表は当商工会議所にあります。
お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／業務課／阿久津・佐藤）まで。
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