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広報かも〜市長見解の誤りを糺（ただ）す〜
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「合併についてこう考えます」は加茂商工会議所の意見です
「広報かも」平成１４年１２月号に、加茂市長小池清彦名で掲載されました市政報告「田上町と加茂市の
合併の問題について」の記事についてですが、この広報そのものが多分に個人的主観を取り入れたものであ
り、公報として疑問符がつくものが加茂市民に配布されたこと。また、当商工会議所が議会に提出した「合
併に関する請願」は無効であるという加茂市民に誤解を与える記事に強い怒りと反論をさせていただくため
に、先般２月５日（水）市内全戸に加茂商工会議所だより｛臨時号｝を朝刊折込みいたしました。
それは、広報かもの記事２１ページに、当商工会議所が提出した「 合併についてこう考えます という
内容はすべて誤りであり、これを前提としてなされた会員向け意向調査（アンケート）は無効であり、従っ
て請願も無効である」と小池市長が主張している文面であります。
この請願は、加茂市議会合併問題特別委員会で慎重審議がなされ、賛成多数でいったん可決されました。
しかし、翌日開催の本会議では可否同数で議長採決となり継続審議となったものです。
もし、この請願が無効であると市長が言われるのなら、市議会は無効の請願を審議したことになります。し
かも、議会の審議過程では「合併についてこう考えます」という会員アンケート時と同じ資料も配付され、
また参考人として招致されました会頭、商工振興委員長、専務理事から十分な質疑応答がなされています。
小池市長のこの文面は、議会審議を軽視した文面と言わざるを得ません。
もちろん、この資料は商工振興委員会で再三にわたって研究調査を行い、その間、市議会議員との懇談会、
田上町商工会幹部との会議を重ねて商工振興委員会が作成したものを、当所常議員会（役員会）の全員の賛
同を得てまとめた資料であります。
従って、公正に客観的な視野で作成したもので自信を持って当商工会議所の意見とさせていただいたもの
であり、請願は無効という小池市長の独断極まりない文面に抗議と反論をさせていただいたものであります。
当商工会議所は、市長が公の広報を使って合併反対論を市政報告という形にすりかえて報告している現状
や、また公金を使って田上町民にまで新聞折込みで２回もチラシを配布という、誰がみても異常なまでの行
動に出て合併反対論を展開されている現状には甚だ憂慮しております。
合併問題は、加茂市民全員の問題であります｡全市民で十分な議論を重ね、次世代の加茂市民に禍根を残
さないよう長期的展望に立った選択が必要ではないでしょうか。
◎当所から請願書が提出され、継続審議となっています「田上町との合併協議設置の意見書の提出を求める
件」については、２月２１日（金）午前９：３０から審議が行われます。関心のある方は傍聴ください。
借入れ返済の組替えを考えられている事業主に新制度創設（略称：借換保証）

資金繰り円滑化借換保証制度〜２月１０日から取扱い開始！〜
現在、信用保証協会保証付きの借入金の借換えや複数の保証付き借入金の組替えを図ることにより、月々
の返済額の軽減を図る制度が新たに創設され、２月１０日から取扱いを開始しました｡セーフティネット保
証の該当者も対象になりますので、お気軽にご相談ください。
◎限 度 額
一般保証、セーフティネット保証とも２億８，０００万円以内
◎金
利
各金融機関の定める利率によります（他に信用保証協会の保証料が必要となります）
◎保証期間
１０年以内（据置き１年以内を含む）
◎添付書類
経営改善計画書の作成が必要な他、個々の財務内容、借入れ内容等の資料が必要です。
◎取 扱 い
市内各金融機関融資窓口
※ お問い合わせは、当商工会議所経営指導員（担当：若杉、桑原、難波）まで。
1／４

加茂商工会議所 １５年度 重点事業計画策定にご意見をお寄せください。
長引く不況の中、市内商工業は倒産、廃業が相次ぎ危機的状況となっています。このような情勢の中で商
工会議所の使命を深く認識し、倒産回避、経営改善等少しでもお役に立ちたいと願っています。
当商工会議所１５年度重点事業を策定するにあたり、これから各部会役員会、委員会等を開催し詰めてま
いります。先日の正副部会長、委員長懇談会で下記の素案がまとまりましたので、広く会員事業所のご意見
を取り入れ、最終的に１５年度重点事業を策定したいと存じます。ご意見、提案がございましたら趣旨、理
由を簡単な文書にまとめ、ＦＡＸ、Ｅメールにてお寄せください。
（ＦＡＸ/52‑8926、E‑mail/info@kamocci.or.jp ）
◎最重点事業 （＊…新規）
＊(1) 地場産業再生に向けた産業振興ビジョンの策定研究
＊(2) 地元買物運動及び売れるものづくり、経営資源の開発推進
○重点事業
１．地域経済新生を目指した提言・意見活動の推進 (1)加茂市の街づくり及び産業振興に係る意見活動の推
進 (2)市町村合併に関する適宜適切な情報提供 ２．地場産業の再生、企業の経営革新、販路拡大等の支援
(1)木工家具、建設業等との連携強化の研究 ＊(2)箪笥、家具の加茂ブランド構想の支援 (3)製造業等の技
術開発、販路拡大等支援 (4)原材料調達、委託加工等中国市場の調査研究 ＊(5)雪椿の花びら染め等特産
品づくりの支援 ３．経営の安定、向上に係る経営相談の強化 (1)経営改善に向けた経営相談体制の強化
(2)金融機関、保証協会等との連携による金融相談 (3)各種制度を活用した経営向上の支援 ４. 街づくり・
商業活性化の支援 (1)ながいきストリート、一店逸品開発事業の支援 (2)五番町商店街等近代化事業の推
進支援 (3)中心市街地活性化対策及びＴＭＯ設置の研究 (4)バーチャルタウン加茂参加商店の経営強化の
支援 ＊(5)加茂美人の湯外来客の商店街への誘導推進 ＊(6)越後加茂川夏祭り実施に伴う経済効果向上施
策の推進 ５．情報通信技術(ＩＴ)を活用した経営効率等の支援 (1)経営効率等に向けたパソコン教室の開
催 (2)ＩＴ活用等研修補助事業導入と企業の支援 ＊(3)インターネット・電子認証制度の推進 ６． 労
働・雇用対策及び地域の環境対策の推進 (1)雇用関係各種助成制度活用の支援 (2)改正労働基準法規に準
拠した就業規則見直しの支援 (3)容器包装リサイクル法、省エネ対策等企業対応の推進 ７．商工会議所の
組織運営、財政強化及び広域連携の推進 ＊(1)商工業以外の事業者の新規会員加入促進 (2)新たな事業収
入と財源確立の検討 (3)女性会創立２０周年事業実施及び青年部活動の支援 (4)県央３商工会議所との広
域連携事業の推進 (5)職員の資質向上と各種研修会の実施
以上
内容等不明な点がありましたら、事務局までお気軽にご連絡ください。（担当／宮崎 TEL52-1740）

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しています。
国民生活金融公庫では、国の経済政策に基づき、経済環境の変化に伴う業況悪化により資金繰りに影響
を受けている中小企業者の経営安定支援を目的としたセーフティネット貸付を取り扱っています。是非ご
相談ください。
１．日時・場所 ２月２４日（月）午前１０時〜午後３時
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､２月２１日までに必要書類を添えて､当所へ事前にご予約ください｡
≪マル経資金をご利用ください≫
制 度 名
利率 (％)
当所で取り扱っています国民生活金融公庫「小企業
経営改善資金
１．３５
等経営改善資金（無担保・無保証人）
」並びに「普通貸 (無担保・無保証)
付」の利率は右のとおりです。
詳しくは、当商工会議所経営指導員（担当：桑原、 普 通 貸 付
１．６５
難波、佐藤）まで。

＊企業情報検索サービス（取引先の企業をお調べいたします）をご活用ください
当商工会議所では、民間信用調査機関とタイアップし企業調査や新規取引先の照会などをお調べし会員
事業所に情報提供を行っています｡経営上の与信管理の観点からも是非ご活用ください。
・基本情報の主な内容・・・所在地、従業員数、資本金、株主構成、取引銀行、主力取引企業、直近３ケ年
の決算内容、最近の業況等
・検索費用・・・１社１，２００円（実費）が必要となります。
※ お問い合わせは、当商工会議所経営指導員（担当：桑原、難波、佐藤）まで。
2／４

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。お気軽にご相談ください。
◎日
時 随時受付（相談事がありましたらいつでもご連絡ください）〜秘密は厳守されます〜
◎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、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回目無料（当所が全額負担）、２回目は 5,000 円、３回目以降は 12，000 円企業負担
◎相談項目 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税無関係⑨ＩＳＯ取得
※ お問い合わせは、当商工会議所経営指導員（担当：桑原、難波、佐藤）まで。
〜厚生労働省の助成金は申請しないともらえません。
有効な活用方法をお教えします。〜
各種セミナーを下記のとおり開催いたします。①・②両方又はどちらか一方でも申込みできますので、この
機会に奮ってご参加ください。

各種研修会・セミナーのご案内

①「各種助成金説明会」及び「労災防止指導会」
１．と
き
２．と こ ろ
３．内
容

４．受 講 料

平成１５年２月２５日（火）午後３時〜５時１５分
加茂市産業センター３階研修室
第１部＝各種助成金活用方法説明会
・講 師 社会保険労務士 矢沢良治 氏
・テーマ 「各種助成制度の活用と就業規則の見直しについて」
第２部＝労働災害防止指導会
・講 師 三条労働基準監督署 署長 中嶋義博 氏、第２課長 関 進一 氏
・テーマ 「平成１５年度労働行政施策並びに労働災害の現状と予防の留意点」
＊指導会終了後、午後５時３０分より情報交換会を開催します。
無 料（情報交換会参加の方は３，０００円）

②「社会保険セミナー」〜社会保険料も税金同様に削減できる！〜
今、すべての企業において、節税・経費削減努力がなされている中で、社会保険料も徴収されるままにな
っている企業が多く見受けられます。法律にそって少しでも有利な対策が講じられるセミナーです。
１．と
き
平成１５年２月２７日（木）午後２時３０分〜５時１５分
２．と こ ろ
加茂市産業センター３階講習室
３．内
容
第１部 ・講 師 田中社会保険労務士事務所 主任講師 佐藤 隆盛 氏
・テーマ 「会社経費を大幅削減！〜社会保険料を安くする方法〜」
第２部 ・講 師 三条社会保険事務所 担当官 殿
・テーマ 平成１５年度健康保険法の改正について
４．受 講 料
１，６００円（テキスト代他）
※ 社会保険委員会加茂支部会員につきましては、受講料を支部にて補助致します。ご案内を別途致しま
すので、ご覧ください。
※ お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52‑1740（担当／業務課：山田、阿久津）まで。

第２８回

国際食品・飲料展視察のご案内

食品産業並びに関連業界の発展と食品流通のグローバル化を目的に開催される第２８回国際食品・飲料展
(FOODEX JAPAN２００３)の視察研修会を下記のとおり実施します。
是非多数の皆様からご参加賜りますようご案内申し上げます。
１．期
日
平成１５年３月１１日（火）〜１２日（水）
２．視 察 先
第２８回 国際食品・飲料展視察（会場：幕張メッセ）
３．定
員
２０名（定員になり次第締め切らせていただきます。）
４．参 加 料
１人 概算２０，０００円程度
※ お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52‑1740（担当／指導課：難波）まで。
3／４

労務個別相談会のご案内

〜就業規則／パート雇用／助成金／育児介護〜

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。
・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
なお、当所では現行の法律に適応したモデル就業規則（従業員１５名程度の事業場を想定）を作成し、無
料で配布しています｡必要な方はお問い合わせください｡
※ お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52‑1740（担当／業務課：山田）まで。

確定申告は無料納税相談会でお早めに！
〜所得税の確定申告の受付は２月１７日から３月１７日です。〜
＊ 平成１４年分の無料納税相談が下記日程で開催されます。ご利用ください。
●白色申告・還付申告相談 日時：２月２０日（木）、２１日（金）午前９時３０分〜午後３時３０分
会場：加茂市役所３階会議室（TEL５２−００８０）
※還付申告者とは次のような方です。
・給与所得者や公的年金受給者の方で「医療費控除」、「住宅借入金等特別控除」を受ける方
・給与を２カ所以上から受け取っている方 ・年の途中で退職し、再就職していない方
●青色申告会員納税相談
日時：３月４日（火）、５日（水）午前９時３０分〜午後３時
会場：加茂商工会議所会議室（TEL５２−１７４０）
※当日ご持参いただくもの
１．申告関係書類／２．前年度の確定申告書、決算書または収支内訳書の控え／３．各種控除証明書、源泉
徴収票／４．印鑑
※ お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52‑1740（担当／指導課：難波、高畑）まで。

加茂商工会議所パソコン教室

第４期募集中！ 定員になり次第締切り

〜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〜
・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
【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。

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）

1．夜コース日程 （１８：３０〜２０：３０ １回 120 分 ６日間）
コース名
第１回
第２回
第３回
３／１０日（月）
１２日（水） １４日（金）
Ｅ

第４回
１７日(月)

第５回
１９日(水)

第６回
２０日(月)

２．昼のコース（１回 80 分 9 日間） 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
※ お申し込み、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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