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～電子認証事業がスタート～ 
加茂商工会議所では「電子証明書」発行業務を開始します！ 

国では、電子政府、電子自治体構想に向けての仕組み作りを急ピッチで進めています。国土交通省では、

平成１５年４月から、すべての入札をオンライン上で行う「電子入札」で原則対応することになります。建

設業界においては電子証明書の取得と電子入札への参入が急がれています。 

今後は、中央省庁だけでなく、地方自治体でもビジネス関連を含む行政手続きの申請や届出のほとんどを

電子化する計画がなされており、「電子証明書」の取得が必要になってきます。この「電子証明書」は、オ

ンライン上で送信者が本人であることを証明すると共に､相手に送信するデータや文書を暗号化するプログ

ラム（秘密鍵）を備えており、インターネット上でのデータの改ざんやなりすましといったトラブルを回避

することができます。 

 当所では、会員事業所の情報化支援として日本商工会議所との連携により電子証明書の発行業務を開始し

ます。受け付け開始は３月下旬を予定しています。 
※ お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／指導課：高畑）まで。 

 

金融インフォメーション  
 毎月、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。 

１．日時・場所 ３月２４日（月）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､３月２０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｡ 

制   度   名 新利率 (％) 旧利率 (％) 

経営改善資金 

(無担保・無保証) 
１．２５ １．３５ 

≪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「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２月１３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：／桑原、難波、

佐藤）まで。 
普  通  貸  付 １．５５ １．６５ 

 

＊中小企業のために、新たな保証制度が新設しました 

資金繰り円滑化借換保証制度（略称：借換保証）～市内金融機関にて取扱い中！～ 

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新設された制度で、市内各金融機関にて相談、取扱いの受付中です。当

所では、本借入れ返済の組替えを含めた総合的な相談を受付け中です。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（担当：桑原、難波、佐藤）まで。 
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経営上でお困りの問題はありませんか？ 

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（相談事項がありましたらいつでもご連絡ください）～秘密厳守です～ 

◎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ＴＥＬ52-1740（担当／業務課：桑原、佐藤）まで。 

 

＊企業情報検索サービス（全国各地の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｡大不況が続いている現下の経済状況の中で、既存取引先や新規取引予

定企業の有効な情報が得られます。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ＴＥＬ52-1740（担当／業務課：桑原、佐藤）まで。 

 

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いたします。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。 
 なお、当所では、現行の法律に適応したモデル就業規則を作成しました。（従業員１５名程度の事業場を

想定して作成）希望者に無料でフロッピーディスクでも配布しておりますので、必要な方はお問い合わせく

ださい。 
１．日 時  随時（日程調整いたします） 
２．場 所 加茂商工会議所研修室 
３．講 師  社会保険労務士 星 仁一郎 氏 
４．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 etc. 
５．相談料  無料 
※ お申し込み・お問合せは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（担当／業務課：山田、阿久津）まで。 

 

今を乗り切る財務対策  知らないと損をする！ 

「有効な決算対策をお教えします～経営者のための戦略財務～」 
主催：アクサ生命㈱ 新潟県央営業所／共催：加茂商工会議所 

現在の日本経済は、各企業の大幅な業績悪化やペイオフ解禁の中での金融機関の再編、企業会計制度の見

直し等、企業をとりまく環境がめまぐるしく変化しております。 
  このような環境化において、より有効な財務対策の一環としてお役に立てる「経営者のための戦略財務」

と題したセミナーを開催いたします。この機会に是非ご参加いただけますようご案内申し上げます。 
〇日 時：平成１５年４月９日（水） １３：３０～１６：００ 
〇場 所：三条商工会議所会館 １階ホール 
〇講 師：㈱フォルテッツァ代表取締役、㈱M＆A 代表取締役 井上 得四郎 氏 
〇テーマ：「有効な決算対策をお教えします～経営者のための戦略財務～」 
〇定 員：１００名（定員になり次第締め切らせていただきます） 
〇参加費：無料 
※ 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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経済動向セミナーのご案内 ～経済の先を読み、先手を打つ～ 
｢経済動向の読み方と今後の中小企業の対策について｣ 

 混沌とした経済動向を先読みし、他の企業の先手を打つ。難しいことですが、この厳しい状況を生き抜くに

は絶対不可欠なことです。本セミナーにご参加いただければ、勝組みへの一歩を踏み出すことができます。 
１．日時／場所  平成１５年３月２６日（水）14:00～15:15  於：加茂市産業センター ３階講習室 
２．講 師    東京国際大学教授／エコノミスト／税理士  増田 正敏 氏 
３．テーマ    ｢経済動向の読み方と今後の中小企業の対応について｣ （受講料は無料です） 
※ お問い合わせ・お申し込みは、当商工会議所 TELＴＥＬ52-1740（担当／業務課：桑原、佐藤）まで。 

 
～親切丁寧な指導が好評です！加茂商工会議所パソコン教室～ 

平成１５年度第１期募集を開始しました 
 
                           
 
 
 
 
 
   

①～⑦テキスト代 ３，４６４円 
◎日程                             ⑧～⑨テキスト代 ２，１００円 

 
～国から受講料の８０％が支給される…「教育訓練給付金制度」をご存知ですか？～ 

 受講料の立替制度を使えば更に受講しやすくなります！ 
ＮＰＯパソコン教室では、厚生労働省の認定を受けた「教育訓練給付金制度対象コース」を実施していま

す。この講座を受講された方は、受講修了後、料金の８０％が国から支給されます。 
当所では、会員事業所の情報化支援ならに福利厚生の一環として、この受講料（８０％）の立替払い制度

をスタートいたしました。受講料は、受講者が一括納付し、修了後に支給されることとなっていますが、立

替払い制度をご利用いただければ、本人の負担も減り、グッと利用しやすくなります。 
なお、国では、補助率を４０%に引き下げることが検討されていますので、お早めに受講ください！ 
○対 象：・雇用保険完備の会社で５年以上働いている方 
     ・雇用保険完備の会社で５年以上働いていたことがあって,離職してから１年以内の方 
     （この場合の５年以上というのは、一つの会社に５年以上勤めていなくても、複数の会社で勤

務していた期間の合計が５年以上であれば対象となります。） 
○コース内容と費用（税込）       [ 受講料総額 ]   [ 国から支給される額８０％ ] 
 ◆ワード検定コース（８０回）     ２５３,５７５円    ２０２,８６０円 
 ◆エクセル検定コース（８０回）    ２５７,０３０円    ２０５,６２４円 
 ◆日商総合検定コース（１２０回）   ３６２,５５５円    ２９０,０４４円 
◆ＭＯＵＳ検定試験コース（６０回）  ２０６,０７１円    １６４,８５６円 
◆ＭＯＵＳ総合検定コース（１２０回） ３４３,８９２円    ２７５,１１３円 

○会 場：加茂商工会議所パソコン研修室 
○時間割：１限／13:00～14:20 ２限／14:30～15:50   月･水･金は１～４限 

３限／16:00～17:20 ４限／18:30～20:30   土は１～３限 
※ 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。 

講座名（各コースとも２時間×６回） 

①パソコン基礎コース ②インターネットコース 

③ワード基礎コース ④ワード応用コース 

⑤エクセル基礎コース ⑥エクセル応用コース 

⑦ホームページ作成コース 

⑧アクセス２０００コース（データベース） 

⑨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 Ｆ 

第１回 ３/31 日 (月) ４/14 日 (月) ５/６日 (火) ５/19 日 (月) ６/２日 (月) ６/16 日 (月) 

第２回 ４/２日 (水)  /16 日 (水)  /７日 (水)  /21 日 (水)  /４日 (水)  /18 日 (水) 

第３回  /４日 (金)  /18 日 (金)  /９日 (金)  /23 日 (金)  /６日 (金)  /20 日 (金) 

第４回  /７日 (月)  /21 日 (月)  /12 日 (月)  /26 日 (月)  /９日 (月)  /23 日 (月) 

第５回  /９日 (水)  /23 日 (水)  /14 日 (水)  /28 日 (水)  /11 日 (水)  /25 日 (水) 

第６回  /11日 (金) /25 日 (金)  /16 日 (金)  /30 日 (金)  /13 日 (金)  /27 日 (金) 

・会 場：加茂商工会議所 ２階パソコン研修室 

・時 間：毎週月･水･金曜日の 18:30～20:30 

１回１２０分 全６回 

・定 員：７名（先着順に受付となります） 

・料 金：会員事業所及び従業員の方／８,０００円 

     一般の方／１０,０００円 

   ※別にテキスト代が必要となります 
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～使ってお得なクーポン券発行中！是非ご利用ください～ 
「バーチャルタウン加茂」元気のある参加店募集中！ 

バーチャルタウン加茂は、昨年１０月、加茂市内のコミュニティー情報等を発信し、お客様から実際に店

舗へ来店してもらうと共に通信販売をコンセプトにリニューアルオープンしてから５ヶ月経ちましたが、毎

月１,６００件を超える多くの方からアクセスしていただいております。現在は、３９店舗が参加し割引や粗

品進呈などのサービスが受けられる「クーポン券」を発行しています。 
今後は、バーチャルタウン参加店による経営研究会を２ヶ月に１回程度開催し、売れる店づくり、売れる

ものづくり等の経営資源の開発に向けてさまざまなテーマで勉強会を開催していく予定です。第１回目は３

月１４日（金）に、新潟経営大学石井助教授をお迎えして実施いたします。 
当所では、元気とやる気の意欲ある参加店を募集しておりますので、販売促進の一環として、ぜひご利用

ください。 ＊ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ／ｋａｍｏｃｃｉ．ｏｒ．ｊｐ／ｔｏｗｎ／ 
※ 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：高畑）まで。 

 

～公開例会～ 青年部４月例会のご案内 
青年部では循環型社会の構築に向けて、自然にやさしく環境に配慮した地域のあり方、次の世代の子供た

ちが夢と希望を持てる２１世紀のあり方を考えるべく４月例会にて環境ビジネス勉強会を開催します。 
どなたでも聴講できますので、奮ってご参加ください｡ 
１．日 時 平成１５年４月１６日（水）１９：００～２１：００ 
２．場 所 加茂商工会議所会議室 
３．講 師 ＮＰＯ法人 環境ネット２１理事長 六本木 信幸 氏 
４．テーマ 環境ビジネス勉強会「地域から商売の芽を見つけよう」 
５．受講料 無料 
※お申し込み・お問合せは、当商工会議所ＴＥＬ52-1740（青年部担当：業務課／佐藤）まで。 

 

第３７回雪椿まつり日程のご案内 
今年で３７回目を迎える恒例の｢雪椿まつり｣が４月６日(日)から２９日(火)まで加茂山公園を中心に開催

されます。６日の開会式をスタートに盛り沢山のイベントが実施されますので、雪椿の咲きそろう加茂山で

家族そろって春のひとときをお楽しみください。主な行事は次のとおりです。 
 

実施日 行  事 会  場 
４月 ６日(日) 開会式 青海神社 

１２日(土) 
 

小林幸子コンサート 
小林幸子歌碑除幕式 

加茂文化会館 
雪椿園 

１９日(土) 
 

 

ミス雪椿発表会、雪椿大園遊会 
歓迎大島 
市中パレード 

加茂山公園野外ステージ 
〃 

市  内 

２９日(火) 市民茶会 加茂山公園 
青海神社 

※ 詳しいお問い合わせは、加茂市役所商工観光課(TEL５２－００８０)まで。 
 

ＦＡＸ番号変更のお知らせ ～覚えやすくなりました～ 
当商工会議所では、電話回線の集約整理に伴い FAX 番号を４月１日（火）付けで変更いたします。大変

お手数ですが、新しいＦＡＸ番号に再登録くださいますようよろしくお願いいたします。 
 
平成１５年４月１日（火）～ 

（旧）５２－８９２６  → （新）５２－４１００ 
※なお、電話番号（５２－１７４０）は従来どおりで、変わりません。 


