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～地場産業の再生に向けて商工業の発展を支援します～   

加茂市幸町２丁目２番４号 TEL:52-1740 FAX:52-8926   

URL  http://www.kamocci.or.jp/  E-mail info@kamocci.or.jp (代表) 

☆10/1 リニューアルオープン！お得な情報満載「バーチャルタウン加茂」 URL：http://www.kamocci.or.jp/town/ 

※旧『会員FAX情報』、改め『企業支援情報』 

 

田上町との合併 8 割強の会員事業所が希望 
市長／町長に合併に関する協議組織の設置を要望・議会には請願提出 
～会員事業所各位よりからアンケートにご協力いただき、大変ありがとうございました～ 
当所会頭の諮問を受け、市町村合併について調査研究を進めている当所商工振興委員会（委員長・太田明

氏）は、先般実施した「会員事業所最終アンケート調査」の結果を発表、新聞報道のとおり、７８４事業所

（６５.4％）の回答があり、このうち「加茂市と田上町は合併した方がよい」８３．２％（６５２事業所）、

「加茂市単独がよい」１２．９％（１０１事業所）の結果となりました。この種のアンケートとしては数多

くの回答をいただき、会員事業所の関心の高さが伺える結果となりました｡ 
当所ではこの結果を踏まえ、１１月１５日に小池加茂市長、佐藤田上町長宛に、両市町は合併に向け協議

会を早期設置する要望書を、樋口加茂市議会議長には意見書を提出するよう請願書を提出しました。 
加茂市議会では、当所からの請願を受けて去る１２月６日合併問題特別委員会を開きましたが、委員会の

審議方法をめぐって冒頭から紛糾し実質的な審議はなされず、この１６日に再度同委員会が招集され、こと

の重大さから市議会の要請を受けて当所阿部会頭、太田委員長ほかが異例の参考人として出席、意見陳述を

行います｡ 
小池市長は、合併には断固反対の考えを改めて強調されている他、田上町ではこれから１８歳以上の町民

１万１千２百余人を対象に住民意向調査を実施することになっています｡ 
 当所では、合併に関する今後の動向については、企業支援情報などで会員事業所にお知らせいたします。 
 
 
｛合併に関する会員意向（最終）調査結果｝ 
当所商工振興委員会では、多数の皆様から合併に関する情報が不足しているとのご指摘を基に、

合併に関する調査研究、資料収集を行い、会員事業所への情報提供を２回行った上での調査結果で

す。設問は加茂市と田上町の合併について問うたもので、８３．２％が「加茂市と田上町は合併し

た方がよい」との意見でした。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●実施時期 平成 14 年 10 月 25 日～11 月 14 日 
●対象事業所数 加茂市内会員事業所 1,199 社 
●回答数 ７８４社（６５．４％）  

加茂商工会議所 No.１１６号 Ｈ１４．１２．１１発行 

加茂市と田上町は合併

したほうがよい 

  652 社 83.2％ 

無効  

31 社 3.9% 
加茂市単独がよい 

101 社  12.9% 
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経営上でお困りの問題はありませんか？ 

生き残りのための経営総合個別相談 ～秘密厳守ですので悩むよりまず相談を～ 

 会議所と専門家による連携パワーで問題解決いたします！        主管／金融交通諸業部会 

会員事業所が抱える経営上の問題について当所の経営指導員、専門家、事業所が三位一体となって経営上

の問題に取り組み、解決に向けて経営総合個別相談を実施します。経営が更に厳しさを増す中、手遅れにな

らないうちにお気軽に何でもご相談ください。秘密は厳守されます。 

◎日  時 １２月１６日（月）～２６日（木）この期間の他、随時受付します。 

①経営指導員による事前ヒヤリング  

②専門家との相談、派遣（日程調整のうえ下記の期間内に第一回目を実施します） 

◎内  容 事前ヒアリング票にご記入いただき、当所経営指導員が回収に伺います。または、１２月

１６日当日に直接当所へご持参ください。（ヒアリング票は受付後に送付します） 

◎費  用 １回目は無料（当所が全額負担いたします） 

２回目は 5,000 円、３回目以降は 12，000 円を企業でご負担いただきます。 

  ◎相談項目 
   

 

 
◎お問合せは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／業務課：桑原、佐藤）まで 

 

 

～新春経営講演会 ＮＨＫプロジェクトＸキャスター／国井雅比古氏 来所～ 

第２７回「新年会員事業所の集い」のご案内 
 当所では、賀詞・情報交換を行うとともに､会員相互の交流を図ることを目的に国・県等の関係者をお

招きして「新年会員事業所の集い」を開催します。お誘い合わせのうえ多数ご参加ください。 

 当日の新春講演会では、ＮＨＫプロジェクトＸでおなじみのキャスター国井雅比古氏を講師にお迎えし､

「無名の英雄～プロジェクトＸの挑戦者たち～」と題して講演いただきます。 

 講演だけ聴きたい方の参加も受付します。（電話で講演のみ希望と事前にお申込ください） 

●日 時 平成１５年１月１０日（金）午後２時３０分～ 

      第１部 年頭挨拶・来賓紹介・来賓祝辞 

第２部 新春講演会（午後３時３０分～） 

       講師 ＮＨＫプロジェクトＸキャスター 国井 雅彦 氏 

       演題 「無名の英雄～プロジェクトＸの挑戦者たち～」  

      第３部 懇親会（午後５時～６時３０分） 

●場 所 加茂市産業センター ホール 

 ●会 費 ４，０００円（講演会の聴講のみは無料） 

●お申込み 下記申込書に会費を添え、１２月１８日（水）までにお近くの振興委員又は当所（担

当／指導課：明間 TEL52-1740／FAX52－8926 E-mail：h-akema@kamocci.or.jp）へ

お申込みください。 

...................................... キリトリセン...........................................  

 

第２７回「新年会員事業所の集い」参加申込書 

事業所名  住 所  

参 加 者  役 職  電話番号 
 

参 加 者  役 職  ＦＡＸ 
 

  ※名簿作成の資料になりますので、㈱・㈲も省略せず正式名称でご記入ください。 

※新春講演会のみ聴講を希望される方は事前に電話にてお申込ください。（TEL52-1740 明間、高畑） 

 

 
 

①融資、借り替え ②経営計画、改善 ③販路拡大・品質改善 

④法律トラブル ⑤人材確保 ⑥ＩＴ活用、情報化 

⑦雇用助成制度導入 ⑧税務関係 ⑨ＩＳＯ取得 
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金融インフォメーション  
 毎月１回、国民生活金融公庫担当者による金融相談会を下記のとおり開催されます。 

１．日時・場所 １２月２４日（火）午前１０時～午後３時まで 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、他に会社の登記薄謄本、試算表（３ヶ月以内のもの） 

３．お申込み ご相談をご希望の方は､１２月１８日までに必要書類を添えて､当所へご予約ください｡ 

≪マル経金利が変わりました≫ 

制   度   名 新利率 (％) 旧利率 (％) 

経営改善資金 

(無担保・無保証) 
１．３５ １．３ 

当所で取り扱っています国民生活金融公庫「小企業
等経営改善資金（無担保・無保証人）」並びに「普通貸
付」の利率が１２月１０日から変更になりました。 
詳しくは、当商工会議所（本件担当：経営指導員／

若杉、桑原、難波）まで 普  通  貸  付 １．６５ １．６ 

 

加茂、三条、燕の商工会議所共催による創業塾育成事業「創業塾」のご案内 
創業支援セミナー「創業塾」を三条、燕、加茂商工会議所の共催で開催します。創業に必要な知識や心構

え、成功者の体験談など新規創業、企業創業を支援します。この機会にぜひ参加ください。創業予定者以外

の方も参加できますが、７回以上出席できることが条件となります。  
日時／テーマ （場所三条、燕地域リサーチコア 開催時間は各 18:30～21:30） 

①１月１７日（金） 「何故今創業を目指すべきか」 

②１月２１日（火） 「経済環境の読み方とビジネスチャンスのつかみ方」  

③１月２２日（水） 「成功事例に学ぶ経営者の実践談」      

④１月２４日（金） 「モノ作りの発想とＩＴを活用した販売戦略について」 

⑤１月２８日（火） 「経営資源の活用方法とアイディア創出のポイント」 

⑥１月２９日（水） 「事業計画構想の立案！経営革新における経営品質とは」 

⑦１月３１日（金） 「開業事例と融資と受けられる計画の立て方について」 

⑧２月 ４日（火） 「開業準備の基礎知識」 

⑨２月 ６日（木） 「ビジネスプラン作成講座Ⅰ」 

⑩２月 ７日（金） 「ビジネスプラン作成講座Ⅱ」 

※詳細・お申し込みは当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／業務課：桑原、佐藤）まで 
 

各種セミナーのご案内  
 当所では、独自主催の他、各種機関と連携して会員事業所ニーズにあった各種セミナー等を開催しており

ます。次の日程で開催しますので、奮ってご参加ください。なお、各担当までご連絡くだされば、詳しい案

内を送付します。 
Ⅰ．容器包装識別表示説明会（三条、燕、加茂商工会議所の共催） 
容器包装リサイクル法による「罰則」が平成１５年４月から強化されます。各企業では知らなかったでは

済まさせません。この研修会を開催しますので、ぜひご参加ください。 
１．日 時 平成１５年１月１４日（火）  午後１時３０分～３時３０分 
２．会 場 三条・燕リサーチコア７階「マルチメディアホール」 
３．講 師 (財)日本容器包装リサイクル協会 企画調査部長  大平 惇（あつし）氏 
４．定 員 １５０名 （無料） 

※お申込問合せは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／指導課：明間）まで 
 
Ⅱ．建設業の経営革新講座（中小企業大学校三条校主催） 
 経営活動のスピードアップと変革が求められる中、建設業の将来像を見据えながら事業領域・プロセス、

人的・技術的資源などの再点検を行い、経営革新の方向性を学ぶグレードの高い講座です。 
１． 日 時 平成１５年２月４日（火）～２月６日（木） ９：２０～１６：４０ 
２．会 場 中小企業大学校三条校 
３．講 師 １日目 「建設業の近未来と経営革新」 地域経済研究所理事長 阿座上 洋吉 氏 
      ２日目 「工程管理と原価統制」 ㈱ホクユウ創研代表取締役 高津 徹太郎 氏    
      ３日目 「営業戦略の強化」  阿座上 洋吉 氏 
４．定 員  ３０名（対象者：管理者・後継者、受講料：２５，０００円） 

 ＊加茂市内の受講者は、受講料の１／３を市が補助します。） 
 ※お問合せは、中小企業大学校三条校 TEL38-0770 FAX38-0777 まで。 

※全１０回講 
※参加費：計３千円 
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加茂商工会議所パソコン教室 第４期募集中！ 
～今なら特別に割安な受講料です！！大好評につき予約はお早めに～ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

１．夜コース日程 （１８：３０～２０：３０ １回 120 分 ６日間）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．昼のコース  月・水・金曜日の下記時間帯から、ご自由にお選びいただけます。 

①13:00～14:20 ②14:30～15:50 ③16:00～17:20 （１回 80 分 ９日間） 
  

小規模企業・倒産防止共済に加入を  
●小規模企業共済制度……国が運営する中小企業のための共済制度です。 
  小規模企業の事業主の方を対象とした国の退職金制度です。月々掛金を納付していただくことによって、

事業をやめたり、役員を退職したときなど第一線を退いた時に法律で定めた共済金が支払われます。 
≪制度の特色≫ 

毎月の掛金は１千円～７千円以内で選択でき、掛金全額が、所得から控除され節税になります。また、

共済金の支払いは一時払い又は、分割払いができますし、さらに、税法上一時払いについては、退職所得

扱い、分割共済金について公的年金などの雑所得扱いとなります。 
●中小企業倒産防止共済……取引先事業者の倒産の影響をうけて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態

を防止し、経営の安定を図るための国が運営する中小企業のための共済制度です。 
詳しい内容は、商工会議所へお尋ねください。ＴＥＬ52-1740（担当／難波、明間）まで 
 

電子メールによる「企業支援情報」（旧､会員FAX情報）のお知らせ 

～アドレスをお持ちの方には、メールでご案内申し上げます～ 

当商工会議所では毎月発行の「企業支援情報」（旧、会員 FAX 情報）を従来ＦＡＸ又は郵送にて各事業所

へ送付しておりましたが、に加え、メールによるご案内も追加しております。 
 つきましては、メールによる配信を希望される事業所は下記のとおりメールにてご連絡いただきますよう

お願い申し上げます。次号からメールにて配信いたします。 
・メールアドレス：info@kamocci.or.jp ・記載内容：ご連絡メールアドレス／事業所名／連絡先氏名 
 

年末年始業務休業のお知らせ  
 当商工会議所の業務は、１２月２８日（土）から１月５日（日）まで休業させていただきますので、ご了

承ください。６日（月）から平常業務を行います。  
当所自動車共済にご加入の方で、事故が発生した場合は、共済本部の事故処理センターが２４時間体制で受

付、アドバイスを行っています。万一の場合はご利用ください。 
★関東自動車共済（協）本部事故処理センター ＴＥＬ０１２０－８９－８８１９ 

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） 

コース名 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 
第１回 １／１４日 （火） １／２７日 （月） ２／１０日 （月） ２／２４日 （月） ３／１０日 （月） 

第２回 １５日 （水） ２９日 （水） １２日 （水） ２６日 （水） １２日 （水） 

第３回 １７日 （金） ３１日 （金） １４日 （金） ２８日 （金） １４日 （金） 

第４回     ２０日 （月） ２／３日 （月） １７日 （月） ３／３日 （月） １７日 （月） 

第５回 ２２日 （水） ５日 （水） １９日 （水） ５日 （水） １９日 （水） 

第６回 ２４日 （金） ７日 （金） ２１日 （金） ７日 （金） ２０日 （月） 

・会 場：加茂商工会議所 ２階パソコン研修室 

・時 間：毎週月･水･金曜日 

【昼コース】（１回 80 分 全９回） 

①13:00～14:20 ②14:30～15:50 ③16:00～17:20 

（ご都合の良い時間帯をいずれかお選びください） 

【夜コース】（１回 120 分全６回） 

18:30～20:30（日程は下記をご覧ください） 

・定 員：７名（先着順に受付となります） 

・対 象：会員事業所 

・料 金：◎昼コース…受講料無料（テキスト代が必要です） 

◎夜コース…テキスト料無料（受講料 8,000 が必要です）
※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。 

満

員 


